
～アーケットのようす～～参加者・団体紹介～

活動紹介：自分で作ったものを自分で販売したいという
　　　　　思いを持った会員さんの集まりで直売してます。
　　　　　新鮮な野菜・加工品とお菓子もあります。
　　　　　営業時間／10:00～ 18:00
住所：田村郡小野町飯豊字五反田37-2
お問い合せ：090-1843-5547

○ おのいち（小野町 直売所）

～アーケットのようす～～アンケート～

○ 男女構成
　・男性3名　・女性6名

　○ 年齢構成　
　　・10代　 　　0名
　　・20代　　　 ２名
　　・30代　 　　２名
　　・40代    　　４名
　　・50代　 　　１名
　　・60代 以上   ０名

○ 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　　　　９件
　・旬の花写真展　　　　　　　　　１件
　・その他　　　　　　　　　　　　２件

○ 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　　　　　　４件　
　・チラシ　　　　　　　　　　　　３件
　・新聞　　　　　　　　　　　　　０件
　・知人、友人　　　　　　　　　　１件
　・HP、ブログ　　　　　　　　　 ３件
　・その他　　　　　　　　　　　　１件
　　　　　

（アンケート回答数10件）

○ にこにこバラ園（須賀川市）

○ お住まい
　・郡山市内　　　　　4件
　・郡山市以外の県内　１件
　・福島県外　　　　　０件

（敬称略）

○ お子さん達は、現在、お家でどんな遊びをしていますか？
　　　　　　　　　　　　　　　　（複数回答）
　・ゲーム (DS)　　　　　　　 　　３件
　・読書、絵本　　　　　　　　　　１件
　・おままごと　　　　　　　　　　１件
　・おりがみ　　　　　　　　　　　１件
　・サッカー　　　　　　　　　　　１件
　・自転車乗り　　　　　　　　　　０件
　・ＴＶ、ＤＶＤ　　　　　　　　　  ７件
　・その他（お絵描き）　　　　　　 １件
　・無回答　　　　　　　　　　　　０件

活動紹介：自社でバラを育てて、販売を行っています。　　　　　
　　　　　住所： 須賀川市東作57-8　（不定休）
お問い合せ：0248-72-7834　　　　　　　　　　　　

　 　今回のアーケットは、夏のお仕事
体験と同時開催で行なったため、まち
なかには子どもたちがともだち同士で
遊びに来ている姿があちらこちらに見
られました。子どもたちの元気な声が
たくさん聞けて良かったです。
また、子どもたちがお仕事体験で楽
しんでいる間にお母様方には「おの
いち」さんの野菜や「にこにこバラ
園さん」のお花をご覧いただき、親
子で別行動って方もたくさんおられ
ました。これからも親子でアーケッ
トを楽しんでいただきたいです。

　今回は、販売ブースのお手伝いを担
当させて頂きました。暑い日でしたが
多くのお客様にお買い上げ頂き、あり
がとうございました。
　アーケットの日に、まざっせプラザ
1階の休憩スペースで行っている、お
茶の無料サービスも定着してきたよう
で、販売ブースで大福をお買い上げい
ただいたお客様が、休憩スペースでお
茶を飲みながら大福を食べていかれ、
帰りに「またお茶のみにくっからね」
とお声をかけて頂けて、とても嬉しか
ったです。

　今回のまざっせアーケットは、「夏の
まちなか親子でお仕事体験」と同時開催で
行われました。多くの親子連れに参加して
いただき、非常に賑わったアーケットで
した。また、子ども達だけの参加も目立
ち通常のアーケットと違った雰囲気の中
で行われました。販売では「おのいち」さ
ん、「にこにこバラ園」さんが参加してい
ただきました。お客様の中には、前回バラ
を購入されて、またリピーターとして来
てくださった方もいらっしゃいました。
これからも地域PRに力を注ぎ、お客様に
伝えていきたいと思います。

2011

「がんばっぺ　ふくしま！」
　　～ふくしまの元気発信！うまいもの発見！～

ガラス扉をオープンにして初のアーケット、広々と
した出入口にお客様もご満足♪　

日時：

場所：

天候：

来場者人数：

2011年７月３日 (日 )
　　　　　　10:00～ 15:00
まざっせプラザ
晴れ のち雨
122名

第 30回

まざっせまざっせ

アーケットアーケット
テーマ
地元の農作物を販売することを通じ、地域のPRを行なう。
まちなかの子ども達にお仕事体験を楽しんでもらう。

～アーケットのようす～～アーケットの様子～

お買い物をしたついでにプラザ内で「旬の花」の写真
を見ていただいたり、休憩していただいたりしました。

にこにこバラ園さんのバラです。見る人のこころを惹き
つけます。

おいしいお茶のいれかたを教えてもらいました。
家に帰ってお父さん、お母さんにいれてあげて！

～アーケットのようす～～イベント内容～

風船が割れるのはちょっと怖いけど、自分で作ってみた
いよね。（ひねってあそぼ♪バルーンアート！）

本革でおしゃれアイテムを作ってます。真剣な眼差しが
good♪（本革で手作り体験）

先生と英会話しながらのお仕事体験！アルファベットの
下敷を作ったよ。学校やおうちでも使ってね。

～アーケットのようす～～同時開催お仕事体験の様子～

○ 農家さん自慢のおいしいもの販売

お宝リポーターオススメの県中12市町村の「旬の花」写真の展示紹介

開閉式のガラス扉になって、お客さまも気軽に出入り
できる広さです♪

○ 「旬の花」写真展

～アーケットのようす～～リポーター感想～

～橋本リポーター～ ～齋藤リポーター～ ～次田リポーター～

県中地域産の農産物および農産物加工食品の直売しました。
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。

～高橋リポーター～

○ 「夏のまちなか 親子でおしごと体験」
まちなか沿道景観形成賑わいづくり業務（福島県県中建設事務所委託事業）

～同時開催イベント～

①急須でお茶をいれてみよう
②玉ちゃんと写真であそぼ！Part3
③かわいい「起き上がり」をつくろう！
④Can we do it?
⑤手づくりシャボン玉であそぼう

⑥郡山おもちゃの病院
⑦本革で手作り体験
⑧ひねってあそぼ♪バルーンアート！
⑨サクサクに揚げ様ハリネズミまん
⑩世界にひとつ！デザイン体験
⑪1日限定 カリスマコンビニ店員！

◆駅前大通りをメインに11ブースで体験が開催されました。

おのいちさんのおすすめの大福、とっても大きく食べ
ごたえ有り。完売しましたよ♪　

まざっせプラザの１階でのお仕事体験の様子です。
写真を楽しく飾る工夫を教えてもらいました。

「英語は苦手！」なんて声も聞こえたけど優しく教えて
もらえて上手に話せたね。

起き上がりこぼしを発泡スチロールと紙粘土で作ったよ。
カラフルな折り紙で着飾りました。

朝から暑い一日となりましたが『ま
ちなかの日』ということもあり、た
いへん賑わいました。景観形成チー
ムの子ども達を対象としたお仕事体
験もありましたので、まざっせプラ
ザへの集客もあり、販売ブースも好
調に売れました。プラザ内の休憩ス
ペースも好評で、まちなかの茶舗か
ら購入した冷たいお茶のサービスも
喜ばれました。これからも、季節感
を取り入れたアーケットを開催した
いです。

[ 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
後援：郡山市

次回の『まざっせアーケット』は…

10:00～15:00
会場：まざっせプラザ 7/17（日）

まざっせプラザでは、毎月第1・3日曜に
『まざっせアーケット」を開催しています。

第30回　まざっせアーケット

時間  10:00 ～ 15:00

会場  まざっせプラザ

時間  10:00 ～ 15:00

会場  まざっせプラザ

日7  3 3月 日

まちなかの元気を発信する１０まちなかの元気を発信する１０秒ＣＭ放映中!!秒ＣＭ放映中!!
郡山のまちなかの商店街の皆様から、 元気を発信するメッセージが届きました !
放映場所：①まざっせプラザ前モニター②ＹｏｕＴｕｂｅ☞「まざっせ10 秒ＣＭ」で検索 !
　         　　　　　③モルティ１Ｆエレベーターホールのモニター
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 ～ふくしまの元気発信！
           うまいもの発見！～

地元野菜＆特産品販売
★須賀川市★

『にこにこバラ園』
バラの花束

★小野町★
『おのいち』

きゅうり ・ キャベツなど

ぴゅ～と鳴らそう
竹ふえ工作や
地元夏野菜＆特産品販売

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

あやめや紫陽花のおすすめスポットを紹介しました。


