
「まざっせ！まざっせ！
　　ど真ん中　お鍋市！ !」

美味しそうなカレーの香りがまざっせプラザいっぱいに
広がり来店者の食欲をそそりました。　

日時：

場所：

天候：

来場者人数：

2011年 2月6日 (日 )
　　　　　　10:00～ 15:00
まざっせプラザ1Ｆ/2F
晴れ
550名

第 22回

まざっせ

アーケット
テーマ
　毎月第１日曜日に開催される「まちなかの日」の鍋合戦に合わせ、
県中地域での美味しい鍋と旬のお野菜や特産物などをPRすることを
目的として行いました。

～アーケットのようす～～アーケットの様子～

○ 郡山市 プチグリーンのこおりやまグリーンカレー鍋の販売　

　今一番ホットなグルメ「こおりやまグリーンカレー」が鍋になって新登場！体も心も
ポカポカになる逸品です。
　◆　材料・・・けるぷ鶏のつくね、けるぷ鶏のガラスープ、ほうれん草、キャベツ、
　　　　　　　　もつ、にら

○ 古殿町 ふるさと工房おざわふぁ～むのみるく鍋の販売　

　古殿町で育った新鮮野菜がたっぷり入っています。味噌ベースで大人から、お子様まで
召しあがれるお鍋です。
　◆　材料・・・かぼちゃ、じゃがいも、人参、玉ねぎ、白菜、水菜、豚肉、牛乳、
　　　　　　　　ぶなしめじ

○ 県中地域 旬のお野菜・果物＆特産市 

店舗内販売：ふるさと工房おざわふぁ～む
　　　　　　　いちご寒天、さくら寒天、あかあか餅、おにぎり、パウンドケーキなど
店舗外販売：お宝リポーター自身が初の販売に挑戦（仕入の段階から挑戦しました。）
　　　　　　　いちご（須賀川市　おざわ農園）　　春菊、小松菜、にら等（須賀川市　森文男）
　　　　　　　手作りこんにゃく（郡山市田村町　遠藤商店）
　　　　　　　豆腐、生揚げ、一口がんも等（郡山市田村町　大和田豆腐店）
　　　　　　　甘寒ほうれん草、小松菜、凍み餅、蕎麦の実等（田村市都路町　まんさくの花直売所）

まざっせプラザ店舗外の販売の様子です。たくさんの方に
お買い求めいただきました。

photo

こだわりのお野菜や特産品を知っていただこうと表示にも
工夫。生産者の気持ちになって販売に挑戦しました。

まんさくの花直売所の店長さんが、飛び入りで参加して
下さいました。嬉しい助っ人でした。

来店された皆様、食べながらもアンケートにご協力いただき
ました。貴重なご意見ありがとうございました。

こおりやまグリーンカレー愛好会の皆様が、美味しさを伝
えました！お揃いのTシャツで気合いが入っていました。

郡山市の「商店ガイレンジャー」と古殿町のみるく鍋の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
スタッフの初共演です！！

古殿町の野菜がいっぱい入ったみるく鍋。レシピをお持ち
帰りいただいた方もたくさんいる程の人気鍋でした。

開店前から賑わいを見せたまざっせプラザ店内です。
温かくて、美味しいお鍋を味わっていただきました。

～アーケットのようす～～参加団体紹介～

○ 第１位　古殿町　
　　ふるさと工房おざわふぁ～むチーム

　　　　　『みるく鍋』

・古殿町　みるく鍋スタッフ　（小澤啓子 様・坂本幸子 様・吉田みよし 様・近内貴美子 様・小澤ひろみ 様）　　　　　　　　　　　　

○ イベント参加者（団体）紹介　

～アーケットのようす～～アンケート～

～アーケットのようす～～リポーター感想～

～齋藤リポーター～ ～橋本リポーター～～佐久間リポーター～～次田リポーター～

～アーケットのようす～～イベント内容～

Q1. このイベントをどのようにしりましたか？
　■店頭  ・・・・・・・・・・・・・１件　　　
　■チラシ、ポスター  ・・・・・・１２件
　■新聞  ・・・・・・・・・・・・１８件
　■知人、友人  ・・・・・・・・・・６件
　■その他（ｳｨｰｸﾘｰ、ﾗｼﾞｵ、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ）15件

購入者数：117名

購入者数：183名

購入者数：250名

Q3. まざっせの周遊バスツアーをご存じですか？
　■知っている・・・・・・・・・１３件
　■知らない・・・・・・・・・・３９件

Q4. 福島県県中地域12市町村の中で気になっている
　　地域はどこですか？（複数回答可）　
　■郡山市・・・２７件　　　　■須賀川市・・１５件
　■田村市・・・・７件　　　　■鏡石町・・・・４件
　■三春町・・・１３件　　　　■小野町・・・・２件
　■石川町・・・・０件　　　　■浅川町・・・・２件
　■古殿町・・・・６件　　　　■天栄村・・・・７件
　■玉川村・・・・２件　　　　■平田村・・・・５件

Q2. 今回のイベントで一番興味があるのは何ですか？（複数回答可）
　■野菜、特産品の販売  ・・・・・１０件
　■古殿町みるく鍋  ・・・・・・・１３件
　■郡山グリーンカレー鍋  ・・・・３５件
　■その他  ・・・・・・・・・・・・６件

～アーケットのようす～～アーケットの様子～

～アーケットのようす～～まちなか鍋合戦の結果～

 今後の まちなか情報
逸 品 市 場

2/6（日）
「フラワーアレンジメント教室」

11:00 ～ 18:00
ハーモニーステーション郡山
2/6（日）
「ハモステ deぽっかぽか」

チャレンジショップ 第 15回新酒まつり

2/15（日）
～冬の郡山を彩る酒・食・楽～
  18:30 ～ 20:00 ／前売りチケットは
　郡山商工会議所まで

 ～紙粘土でおひな様を作ろう～
　　10:00 ～ 15:00 ／体験無料 　 ～ハナポカさんによる

　　　　　プリザードフラワー 1日体験～
　　　13:00 ～ 15:00 ／参加費 1000 円

(定員 10名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （お問合せ先 024-973-6695） 　 （お問合せ先 024-932-5252）

プラザ

主催：特定非営利活動法人 まざっせ KORIYAMA
後援：郡山市
[ お問い合わせ ]　事務局 /まざっせプラザ　
福島県郡山市大町一丁目 2番 23号　　　　　 
電話：024-925-7745　FAX：024-925-7746
open10:00 ～ close19:00( 火曜日定休）         
E-mail  info@mazasse.com 
ホームページ：「まざっせ」で検索！　　

福島県県中地方振興局委託事業：都市農村交流「ど真ん中周遊情報発信センター」運営業務福島県県中建設事務所委託事業：まちなか沿道景観形成賑わいづくり業務 /郡山市委託事業：まちなかハーモニー情報館設置事業

2
6
月

日
日曜日

３月まざっせアーケット
10:00 ～
　　15：00

～福島県県中地域の地域紹介
　　　　イベントを行います。～

  3/6（日）

 （火曜定休日） （お問合せ先 024-921-2610）

 ～ハモステ音楽祭～
　　12:00 ～ 17:00 ／入場無料

in 郡山ビューホテルアネックス

郡山６蔵元の新酒を飲みくらべ

☆ノーマンイングリッシュ
　英会話／雑貨／バイリンガル絵本

☆せれぶ屋
　ブランドバッグ・ファッション小物販売
☆縫う アトリエ 久
　2/2（水）～ 28（月）
　 「筒描きの蒲団治風呂敷展」                                                     

同時開催 !!

県中地域　旬のお野菜＆特産市

第20回 まざっせアーケット第 22回 まざっせアーケット 

10：00～ 15：00 まざっせプラザ場所：

まざっ
せ !

まざ
っせ

!

ど真ん中

 プチグリーンの
    こおりやま
グリーンカレー鍋
１杯　100円 （なくなり次第終了）

　　 古殿町
おざわふぁ～むの
　  みるく鍋
１杯　100円 （なくなり次第終了）

♪

おいしいぃ～♪
ふゆのお野菜をたくさん食べよう !!

ぽっかぽか♪

みんなで街に出かけよう !!

ふぅふぅ～

みんなで
たべにきてね !!

あった
かぁ～

いお鍋
を

食べて
温まろ

う♪

たのしいね♪

うれしいね♪

新鮮
なお
野菜
は

田村
市都
路産
!!

　お鍋市でシールによる投票もありましたが、

まざっせプラザで出店した古殿町のみるく鍋

が 1位をとれたことに大きな喜びを感じまし

た。アンケート以外にもお客様の方から「美

味しかったよ」と声を掛けていただいたり、

間に合わなかったお客様にも「またやって下

さい」と言っていただけたりと、好評ぶりが

実感できるアーケットでした。

また、自分たちによる店頭販売も初の試みで、

焦りや難しさを実感しましたが、良い経験に

なりました。

　今回のアーケットでは、通常地域の方々に

行っていただいた販売を私たちお宝リポータ

ー自らが行いました。自分達で販売を行うこ

とのは初めてだったので手際が悪く、試食等

も事前準備が出来ず、最初に来店されたお客

様への提供が出来ませんでした。

　しかし、実際自分たちで行った事によって

多くの改善点を知ることが出来ました。

　また、次のアーケットへのステップとして

非常に有意義なアーケットでした。

　今回のアーケットでは、お鍋の販売の他、

お宝リポーターが地域の特産物販売を行いま

した。お宝リポーターがイチオシ！と思う物

ばかりを集めて販売を行ったので、喜びも大

きく自信にも繋がりました。それと同時に、

いつも参加してくださっている地域の方の大

変さなども、改めて感じることができました。

　今回のイベントでの体験を忘れずに、これ

からもまちなかと地域を繋げられるイベント

を企画していきたいと思います。

　毎月第１日曜日に開催される「まちなかの日」

の鍋合戦に合わせ、県中地域の鍋として、郡山市

と古殿町の鍋の販売ました。オープン前から来店

者があり、未だかつてない賑わいでした。「食」の

イベント効果もあったかもしれませんが、まざっせ

KORIYAMAの活動を多くの方に知っていただけたと

感じ、とても嬉しく思います。旬のお野菜や地域の

特産物販売も好評でした。反省する点も多々ありま

したが、参加された地域の方達も満足してくださっ

たことが何よりな一日でした。

・郡山市　こおりやまグリーンカレー鍋スタッフ　（山口松之進 様・川前光徳 様・幕田宙晃 様）　

　食べていただいた皆様からの投票の結果、

まざっせプラザで販売した『みるく鍋』が

全６チームの中から、鍋合戦の第１位を

獲得しました！！快挙です！！　

（回答数　52件）

Q５. 回答者について
　■男性・・・・２２名
　■女性・・・・３０名

    ■年代別　
　・10代　  4 名　・20代　 2名
　・30代　12名　・40代    7 名
　・50代　  6 名　・60代  14名
　・70代  　4名　・80代 　2名
　・未記入　 1名


