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11:00-16:00
済生会福岡総合病院側
特設コーナー

ヤギ、ウサギ、モルモット、ヒ∃コ、アヒル、ウコッ
ケイ、ニワトリ、リクガメ、ミーアキャット…など!

■整 IIP券 を配布 Lノ ます.※動物たちの休憩時間を入れる場合があります。

番号 :第 4077500004号  所在地 :福 岡県飯塚市八木山長倉2288
種別 :展示 責任者 :山本雅一 登録 日:H19.68 期限 :H34.6.7

町村の特産品を

お得な価格で

販売します

曜)100袋
※売り上げは豪雨災害被災地へ寄付されます。

1等は特産品
(5,000円 相当)や

オリジナル
手ぬぐいが当たる!
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20日 10:30-16:30
21日 11:00-16:00

①13:0

②15:0

税務署入口

交差点

「ふくおか交流お祭りひろば」アクロス福岡南側

受イ寸Btt PB5:平 日8:30-17:00
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主催 :′ζ、くおか町村フェア実行委員会 (福 岡県町村会・福岡県) 【公式サイト】http:〃 f― chousonkal.gr.jp
お問い合わせ :福 岡県町村会総務課 丁EL092-651-1121 0福 岡県広域地域振興課 丁EL092-643-3180
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町村の特産品が当たる !

協力 :株式会社ピクニカ共和国

重さを当てた方に
野菜をプレゼント!
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13:20～ 13:40 粕屋町 粕屋太鼓 ガイアの響き

16:05～ 16:20 川崎町 田川ミュージックボランティア

アイライズエ房 /わ らび餅 (き なこ、コーヒー)カ ップ入

り、わらび餅 (き なこ、コーヒー)パック入り、いきなり団子、
プリン、焼き菓子ほか

公益財団法人 矯正教会 刑務所作業協力事業所 福岡地

方事務所 /バーベキューコンロ、フラワースタンド、ベル

ト、朝し、ノートなど

宇美商業高等学校と生産者のぶちshop/かりんとう(み

そピーナッツ味)、 かりんとう(き なこ黒蜜味)

(―社)篠栗町観光協会 /本格焼酎「篠栗伝説」、大師せ

んべい、甘夏ようかん、甘夏わらびもち、きんつば、ごぼうせ

んべい、巡礼まんじゅう

有限会社田中屋 /大分豊後吉野鶏めし弁当と餃子カツの

コラボ弁当、華味鳥の大手羽からあげ

トラットリアカリメロ/ミートソースのスパゲティートリュフ風味

有限会社ひさや /博多じまん(日 本酒)、 イモスキー(焼

酎)、 赤鬼の梅酒(リ キュール)

カレーショップL‐A/カ レーライス(チ キンカレー)、 ロング

ポテト(アメリカンロングポテト)、 ソフトクリーム(全10種類)

須恵町役場【20日のみ】/養生みそ
須恵町商工会青年部【20日のみ】/三八団子
やきとり乙 /焼きそば、はしまき、ポテト、たこ焼き

立石蒲鉾店 /蒟蒻ちぎり、トリプルチーズ、長浜ロール、ピ
リ辛いかなんこつ、まるごとアスパラ天
ジェラートエ房リモーネ /ジェラート、コーヒー

新宮町産業振興課【21日のみ】/新宮町観光PR
新宮町おもてなし協会【21日のみ】/新宮のうまいもん

久山町晨産カロエグループ わかば会 /ひさやま健康みそ、

ポン酢、ピーマンもろみ

久山養蜂場 /国産天然蜂蜜、福岡県内産果実で作った低

糖度ジャム、蜜ろう

有限会社九州酢造 /柿酢、りんご酢、玄麦玄米酢、飲む酢

(柿、ブルーベリー、あまおう、ゆずりんご、ローズビネガー)

野菜畑ドレッシング /手造リドレッシング各種

磁稲豊 /豚まん、ココナッツミルク、エッグタルト

大久醤油株式会社 /しょうゆシャーベット、お醤油各種

(藤印、寿撰、さしみ、うすくち)、 調味料 (だ ししょうゆ、にん

にくしょうゆ、なんでもあうん酢など)

中西商店 /さわら味噌漬け、さわらみりん、いわしの甘露

煮、いかの甘露煮、いわしみりん干し

芦屋町 /芦屋町イベントPR、 声屋町観光PR

※天候等により、ステージ内容及び出品内容は変更になる場合がこざいます。また、商品には限りがあります。予めこ了承ください。

11:10～ 11:30

11:40～ 12:00

12:00～ 12:30

12:30～ 13:00

13:10～ 13:40

13:50～ 14:10

14:30～ 15:00

15:00～ 15:30

15:30～ 15:50

議1暴1者|■1鷲11才|

株式会社ウインドフアーム /オーガニックコーヒー

水巻町 /水巻町特産品(でかにんにく、でかにんにく万能

味噌)、 その他水巻のおいしいもの(チーズ鰻頭、猪熊のた

れ、ちょこばたやま、でかにんにくハーブオイルなど)大集合

(―社)岡垣町観光協会【20日のみ】/本格焼酎「岡垣」、

高倉びわ茶、びわ香枇(コ ーヒー)、 高倉まるごとびわ茶、び

わのコンフィチュール、いちじくジャム、びわりん&びわすけ

グッズ

遠賀町農産物ブランド化推進協議会【20日のみ】/芳香

赤しその赤しそドリンク、一番搾リピュア菜種油、遠賀菜種
バームクーヘン、中華ソース「遠賀の愛」3種

で鶉鰊晰隋鰊硫瞑頌踵蒙蓋墓I:攀録轟華攀欝攀華攀撃|

小竹町ふるさと応援隊【20日のみ】/有機JAS認 定米、
クログマル枝豆、甘納豆、御朱印帳ほか

は蝠輻魃魃輻躙鰈諫難冨菫嚢炸難轟攀鞭粽蜀褥鱚:

バンエ房笹山【21日 のみ】/明太フランス、カツサンド、

牛すじカレーバン、塩バンなど

株式会社筑前町ファーマーズマーケットみなみの里 /
里芋、新ごぼう、レタス、ねぎ、なす、ピーマン、きゅうり、ぎん

なん、生しいたけ、新しょうが、筑前クログマル枝豆、柿、梨、
ぶどう、新米

小石原焼 Jヽ野窯元 /小石原焼

小石原焼 まるた窯 /小石原焼

JA筑前あさくら東峰支店 /と うがらし、ハバネロ、ジョロ

キア、ゆずごしょう

株式会社宝珠山ふるさと村 /柚子と米酢のドレッシン

グ、柚子ジンジャー、村の柚子ポン酢、野菜

さくら市場 /野菜、加工品(漬物、キムチ、味噌)、 手芸品

」A福岡大城 /きのこセット(えのき茸、ぶなじめじ)、 希少

きのこ(雪嶺茸、王リンギ)、 きのこ加工品(ご飯の素、佃煮

等)、 わのかおり(な たね油)

有限会社原野製茶本舗 /八女茶の詰め放題、茶の葉よう

かん、ほうじ茶ようかん、おとなの金平糖 (抹茶・ほうじ茶)、

玉露入り焼きあごだし

15:50～ 16:00 エンディング
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糸田町 和太鼓たぎり

篠栗町 youkoラ イブ

町村ブースレポート

パピマシェステージ

町村キャラPRステージ

筑前町 日向ひょっとこ三輪愛好会

パピマシェステージ

町村ブースレポート

宇美町 音楽企画ボランティアUMIプロジェクト

Ⅲ 鐵 麒 躙 隕 輻 黎 鼈 粽 鮨

堀永殖産株式会社【20日のみ】/たけのこ水煮、栗の渋

皮煮、たけのこ土佐煮、らっきよう黒酢入、金柑の蜂蜜煮
ワイエスフード株式会社【20日のみ】/牛サイコロステー

キ炭火焼、やわらか若鶏炭火焼
阪本農園【20日のみ】/濃厚かばちやプリン、濃厚さつま
いもプリン、野菜チップス、もっちり蒸しパン

香春町【20日のみ】/れんげ米

躙 躙 晰
道の駅 歓遊舎ひこさん /添田町産野菜、加工品(ゆずご

しょう、めんべい、蜂蜜等)

篠崎lll魚 店 /ヤマメの塩焼き

蜂屋なべとう /蜂蜜(レンゲ蜜、百花蜜)

川崎町農産物直売所 De・愛 /野菜 (里芋、ごぼう、キャ
ベツ、ねぎ、なす等)、 果実(ぶ どう、梨、いちじく)、 加工食品

(味 噌、バン、梅干し、らっきょう)、 菓子 (ドーナツ、せんベ

い、かりんとう等)、 米(新米夢つくし)

大任町・大任町商工会 /納豆、豆腐、大ちゃんせんべい、し

じみエキス味0曽、椿油、クリアフアイル

株式会社おおとうニンニク食品 /おおとうニンニク焼き

そば

赤村特産物センター【20日のみ】/餅類、バン、弁当、味

噌、辛子味噌、ゆずごしょうほか

理I:

ピザカフェげんき畑 /マルゲリータ(8カ ット、2カ ット)

苅田町特産品振興協議会【20日のみ】/手作り味噌、漬

物、柚子ごしよう、紫芋を使つたお菓子

よつてこ四季犀館 /鹿コロッケ
スモークアート平田【21日のみ】/イノシシウインナー、鹿ウ

インナー、勝山ねぎ入リウインナー、スモークチキン、豚バラ

吉富町商工会【20日のみ】/米味噌、合わせ味噌、干姫

員、たかな漬け

道の駅しんよしとみ /上毛町産レモン、レモン加工品(レ

モンケーキ、レモンタルト、レモンドーナツ)

●福岡エリア ●Jヒ九州エリア

●筑後エリア 機筑豊エリア

一懸


