
～参加団体紹介～

活動紹介：桃の生産販売や自慢の自家製コロッケなどの
　　　　　味と品質にこだわった商品を販売
住　所：　須賀川市和田水沓49-2　
Tel  Fax : 0248-75-2328　　　参加者：　 寺山 佐智子

○ 阿部農縁

～アンケート～ （アンケート回答数6件）

○ おざわ農園

（敬称略）

活動紹介：毎年11月～6月にかけて真っ赤に艶やかな
　　　　　「とちおとめ」の生産販売を行っています。
住　所：　須賀川市前田川広町69
Tel  Fax : 0248-76-7495　　　参加者：　 小沢 充博

○ 森農園
活動紹介：親子2代で土や自家製有喜肥料をつかった、
　　　　　こだわりのお米や野菜を生産販売
住　所：　須賀川市仁井田字南町８６　
Tel  　:　  0248-78-2386　　　参加者：　 森 健太郎

活動紹介：田村市大越町でアスパラを生産販売、
　　　　　昨年のいわき市フラオンパク実行委員も行っています。
　　　　

○ 齋藤 麿（個人）
おさむ

活動紹介：石川町で籐工芸教室を開催。　
参加者：矢内 文子　溝井　反子

○ 楽多夢（籐工芸サークル）
ら　た　ん

毎月第1・3火曜日9:30～ 11:30
毎月第2・4水曜日19:00～ 21:00

会場：石川町中央公民館
お問い合せ先：0247-26-2227
　　　　　　　 （矢内セトモノ店）

○ 福島県の農家さんへ応援メッセージ紹介（抜粋）
　
　
評被害に負けず、作り続けてほしいです。
必ず、乗り越えられると信じています。
おいしい米、野菜を楽しみにしています。

自分も家庭菜園をしています。地元の方々
の作った野菜にはとても愛着があるので、
農家に方達に頑張っておいしい野菜を作っ
ていただきたいと思います。

・

・

・

○ 男女構成
　・男性１名
　・女性5名

　○ 年齢構成　
　　・10・20代　0名
　　・30代　 　　3名
　　・40代    　　0名
　　・50代　 　　1名
　　・60代 以上   1 名

○ お住まい
　・郡山市内　　　　　6件
　・郡山市以外の県内　0件
　・福島県外　　　　　0件

・ゲーム (DS)　　 　　2件　　　・読書、絵本　　　　　　　　　　1件
・サッカー　　　　　　1件　　　・ブロック (積み木 )　　　　　　 １件
・お絵かき　　　　　　１件　　　・自転車乗り　　　　　　　　　　１件
・ベイブレード（コマ）  1 件　　   ・無回答　　　　　　　　　　　　 ２件

○ このイベントで楽しみにしていたのは何ですか？
　　　　　　　　　　　　　　　　（複数回答）
　・福島県産野菜などの販売　　　　4件
　・フラパン工作　　　　　　　　　3件
　・籐工作　　　　　　　　　　　　１件
　・その他　　　　　　　　　　　　０件

○ お子さん達は、現在、家でどんな　遊びをしていますか？（複数回答）

○ このイベントをどのように知りましたか？
　　　　　　　　　　　　　　　　（複数回答）
　・まざっせプラザ店頭　　　　　　0件　
　・チラシ　　　　　　　　　　　　2件
　・新聞　　　　　　　　　　　　　1件
　・知人・友人　　　　　　　　　　2件
　・HP・ブログ　　　　　　　　　 0件
　・ラジオ福島　　　　　　　　　　１件
　
　　　　　

2011

「がんばっぺ！ふくしま！！
　　　　　　　　　　　　」

阿部農園さん自慢のお漬け物、自家製コロッケは開始同時に
完売しました。

日時：

場所：

天候：

来場者人数：

2011年 4月17日 (日 )
　　　　　　10:00～ 15:00
まざっせプラザ1Ｆ
晴れ
313名

第 25回

まざっせまざっせ

アーケットアーケット
テーマ
福島県 県中地域の農作物を販売し、農家の皆さんを応援する。
まちなかの子ども達を元気づける。

～アーケットの様子～

4月3日に続いて参加していただいた森農園さん、自慢の
ニラを求めにお客様が来ていただきました。

黒山の人だかり！皆さん美味しい野菜や果物をたくさん
買っていただきました。

みんな型紙を見ながら絵を描いたり、メッセージを書いたり
と思い思いのペンダントを作りました。

見本で作った「まざっせ」ペンダント
子どもたちも夢中でたくさん作りました。

田村市大越町の齋藤さんのアスパラガス！
形もよく、皆さんたくさん購入されました。

～イベント内容～

ひとりひとり丁寧に籐細工を教えていただきました。
かわいいリースをみんなが笑顔で持ち帰りました。

ディスプレイも籐で編んだ物を使用し、色とりどりのリース
が並びました。

イチゴのあまい香りに誘われて、多くの方がまざっせプラザに
足を止めていただきました。

～アーケットの様子～

生産者自慢の美味しい野菜や果物を皆さんたくさん購入して
いただきました。

須賀川の復興ポスター！地域が元気になれば日本が元気に！
みんな一緒に！がんばろうふくしま！

最後にみんなで記念写真、皆さんお疲れ様でした。

～リポーター感想～

○ 農家さん自慢のおいしいもの販売
県中地域産の農産物および農産物加工品の直売。
農産物生産者が直接、新鮮な野菜を消費者に販売しました。
協力：阿部農縁・森農園・おざわ農園（須賀川市）　
　　　齋藤 麿（個人・田村市大越町）

～ふくしまの元気発信！うまいもの発見！～

プラザ

[ 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！　　

主催：特定非営利活動法人 
        まざっせ KORIYAMA

日

講師 : 矢内文子さん・溝井友子さん （石川町）

♪～
♪～

うまいっ！

郡山駅前大通り

　
ハウス栽培された
　★完全無農薬の
　　　須賀川産の二ラ

と～っても甘い！！　
　★須賀川産のイチゴ

と～っても美味しい
　★自家製コロッケ
　　★漬け物など

新鮮な　
　★須賀川産のキュウリ

太くて甘みのある
　　★田村市大越産のアスパラ

ものづくり体験
農家さん自慢のおいしいもの販売

せかいにひとつだけの
ステキなペンダントを
つくってみよう♪

パパとママのもつくろうかな？

バッグにつけても
かわいいヨ♪

何を
かこ
うか
な？

どんなカタチに
しようかな？

☆

☆

♪

★

★

♪

日4 1月 日
時間：10：00～ 15：00
会場：
時間：10：00～ 15：00
会場：

7
 まざっせプラザ まざっせプラザ

県中地域

参加費無料参加費無料

春のまちなか

　親子でお仕事体験
10:00 ～
　　15：00

   　　　会場：まざっせプラザ

  5/1（日）

地元野菜 ＆
　　　特産品販売

○ HAPPY リース ストラップ作り

協力：楽多夢（籐工芸サークル・石川町）

かんたん籐細工
とう

黄金色の幸運の鈴と染色した籐を使ったオリジナルリース
ストラップづくり体験

とう

○ オリジナルペンダント作り
クリア プラ板に好きなキャラクターを描き、
オーブントースターを使ったペンダント作り体験

みんな大好きフラパン工作

～橋本リポーター～
風評被害に苦しむ県中地域の生産者を何と
か応援したいと企画した『がんぱっぺ　ふ
くしま！』の第２弾のアーケット。今回は
田村市大越町の生産者も加わり、また、生
産者同士の交流が見られました。子ども向
けの体験コーナーでしたが、大人の方も大
いに楽しめるものとなり、親子で楽しく会
話しながら作っていました。細かい反省点
はありましたが、出店者が『また、出店し
たい』と言って下さったことがとても嬉し
かったです。

～齋藤リポーター～
今回のアーケットでは、プラパンを使った
ペンダントや籐細工によるストラップを作
る体験を主にサポートさせていただきまし
た。プラパンは子供達が夢中で描いていた
他、復興メッセージを書いて完成品を身に
付けてくださった大人の方もいらっしゃい
ました。籐で作るストラップもお子様でも
簡単にできるようご指導いただき、思い思
いの色の組み合わせで大変楽しんでいただ
けました。どちらも身に付けて今日の楽し
みを忘れずにいて欲しいです。

～高橋リポーター～
お宝リポーター二日目にして初のアーケッ
ト参加となりました。朝から緊張の連続で
したが、販売に参加頂いた農家の皆さんや
体験に参加頂いた講師の先生方、そしてお
越し頂いた沢山のお客様の笑顔に励まさ
れ、何とか無事に乗り切ることが出来まし
た。皆さん本当にありがとうございます。
まだまだ不慣れで分からないことだらけで
すが、今度は私から皆さんに、笑顔をお届
けしたいです。「がんばっぺふくしま！が
んばっぺ私！！」

～次田リポーター～
前回に引き続き、須賀川の３団体がお忙し
い中、参加していただきました。前回購入
された方が心待ちに多くの商品を購入しに
来店いただきました。田村市大越町から参
加していただいた齋藤さんのアスパラは芯
がとっても太く午前中にはなくなるほど人
気がありました。今回、参加していただい
た、多くのお客様に満足していただけたの
で今後は、美味しい地元野菜がたくさん出
来るのでより多くの参加団体にお声かけを
して、満足行くイベントを行って行きたい

とう


