
10月27日（土）タイムスケジュール

10月27日（土）のイベント 10月27日（土）・28日（日）の
2日間開催される展示・コーナー等

◆農産展　◆東京都大田区交流展
◆商工市　◆地販地消コーナー

◆美郷の味大集合！

◆食育・健康展・もとだて児童館まつり
◆文化展

・美郷まんまや美郷たぬ中など
　美郷の味が盛りだくさん。
・農産物特売や直売所コーナー
　もあります!

　町内の生涯学習講座や学習サー
クルの作品、幼稚園・保育園や
小・中学校の子どもたちの作品を
展示します。

問い合わせ●町農政課　☎0187（84）4908

リリオス正面駐車場

美郷町南体育館

美郷町南ふれあい館
美郷町公民館

9：309：00 10：00 10：30 11：00 11：30 12：00 12：30 13：00 13：30 14：00 14：30 15：00 15：30 16：00

農産展・観光交流展・商工会・
ライオンズクラブブース

農産展・観光交流展・商工会・
ライオンズクラブブース

テント村（JA・商工会等ブース）
リリオスアリーナ 文化展・児童生徒作品展・お絵かき作品展
リリオス1Fフロア・2F 食育・健康展・もとだて児童館まつり・各イベントブース
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JA食堂
水の郷シンポジウム学校交流音楽祭

※内容等が変更になる場合があります。ご了承ください。

◆オープニングセレモニー
◆大仙美郷種兎・種鶏管理共進会表彰式（南体育館）
◆学校交流音楽祭（公民館）
◆第５回「水の郷シンポジウム」（公民館）

10月28日（日）のイベント

◆むし歯のない子表彰式（公民館）
◆美郷町功労者表彰式（公民館）
◆美郷町商品券抽選会（南体育館）
◆農産展表彰式（公民館）
◆農産加工チャンピオン大会表彰式（公民館）
◆ぜんまい座公演（公民館）
◆美郷町産学官連携推進セミナー（南ふれあい館）

10月28日（日）タイムスケジュール

リリオス正面駐車場

美郷町南体育館

美郷町南ふれあい館

美郷町公民館

9：309：00 10：00 10：30 11：00 11：30 12：00 12：30 13：00 13：30 14：00 14：30 15：00 15：30 16：00

農産展・観光交流展・商工会・
ライオンズクラブブース

農産展・観光交流展・商工会・
ライオンズクラブブース

テント村（JA・商工会等ブース）
リリオスアリーナ 文化展・児童生徒作品展・お絵かき作品展
リリオス1Fフロア・2F 食育・健康展・もとだて児童館まつり・各イベントブース

JA食堂
美郷町産学官連携推進セミナ－

美郷町
商品券
抽選会

ぜんまい座公演
農産展・農産加工
チャンピオン大会

表彰式
美郷町功労者
表彰式

むし歯のない子
表彰式

※内容等が変更になる場合があります。ご了承ください。

※詳細は８ページをご覧ください。

※詳細は８ページをご覧ください。

会場◎リリオス前

会場◎リリオス

会場◎南体育館

美郷町農産加工チャンピオン大会の出展作品を試食してみませんか？
　10月27日開催の美郷町農産加工チャンピオン大会に出
展される作品を試食することができます。今年度は試食に
よる一般審査はありませんが、出展者の方々が創意工夫を
重ねた作品を試食できますので、ぜひご来場ください。

試 食 日 時●10月27日㈯～10月28日㈰
　　　　　　正午～午後1時（先着30名限定）
試 食 会 場●南ふれあい館　特設会場
問い合わせ●町農業振興センター（町農政課内）
　　　　　　☎0187（84）4908

美郷フェスタと
同時開催!!

兎・鶏
共進会
表彰式
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●美郷町公民館
●美郷町南ふれあい館

●美郷町南体育館
●美郷総合体育館リリオス

●美郷町公民館
●美郷町南ふれあい館

●美郷町南体育館
●美郷総合体育館リリオス

美郷フェスタ2012郷郷郷郷郷美美美 ェスェスェスェスタェスェスタェスフフ タタェスタェスェスェス 222012012012012012012

秋田おばこ農協六郷営農センター
秋田ふるさと農協金沢営農資材課

☎0187（84）0440
☎0182（37）2124問　い

合わせ
秋田おばこ農協千畑営農センター
秋田おばこ農協仙南営農センター
町農政課

☎0187（85）4114
☎0187（82）1033
☎0187（84）4908

美郷フェスタ２０１2 農産展出品者を大募集します

4類

【第4部】
野菜

3類 鉢物類
2類 枝物類

2本1杷
ダイコン

10個
ニンニク

1類 切花類

2類 きのこ類 乾しいたけ1袋（200グラム）、生しいたけ2パック（各100グラム）
なめこ・えのきたけ・ひらたけ・まいたけ・ぶなしめじ・エリンギ3パック（各100グラム）

【第8部】
林産品

1類 農林園芸加工品 漬物類、ジャム、乾燥野菜、餅菓子類、乾麺類、佃煮、缶詰・瓶詰、味噌類、
つゆ・たれ類（包装または出荷単位2個、ただし漬物の真空パックについては3個）

1類 木炭

種子１リットル、飼料とうもろこし5本、飼料かぶ3株（葉付き）、サイレージ・乾燥草2キロ

【第6部】
農林園芸
加工品

【第5部】
花き

2類 飼料

白炭および黒炭は出荷箱1箱（10キロ）

3類 その他 個別対応

その他 個別対応

その他 個別対応

3類 その他 個別対応

3類 その他 個別対応

1類 畜産品および加工品 食肉加工品（びん詰・缶詰・くん製）2個、鶏卵2パックまたは出荷箱1箱、蜂蜜広口瓶2本

2類 農林工芸品 民工芸品、あけび細工、イタヤ細工、曲げわっぱ、小木工品（1個または1組）

鉢花2鉢、観葉植物2鉢（鉢に入った根付きの植物）
枝物10本（根をカットしたもの）
切花10本、切葉10本（根をカットしたもの）

2類

【第7部】
畜産および飼料

2類 その他

1類 野菜

個別対応
1類 果実 果実5個、ただし栗は1キログラム

その他 個別対応4類
葉たばこ 30枚3類
いも類 甘しょ ・ 馬鈴しょ2キログラムまたは出荷箱1箱、 こんにゃくいも（3年いも、1球300グラム以上、5球）2類

1類 豆類 子実2リットル、株大豆10株（ビニール袋入れ）
2類 その他 個別対応
1類 水稲 2把（1把各5株）

【第3部】
果樹

【第1部】
水稲

【第2部】
畑作物および
工芸作品

個別対応
その他野菜

1把（10本）
ゴボウ

出荷箱1箱

ベイナス・ナガイモ・カリフラワー・ブロッコリー・ネギ・ズッキーニ・
サヤインゲン・サヤエンドウ・食用菊・軟化ウド・山ウド・レタス

2個
キャベツ・ハクサイ・カボチャ

2袋
ホウレンソウ・チンゲンサイ・ツルムラサキ・菜類

２パック（各200グラム）
ミニトマト・オクラ・シシトウ

5個
トマト・ナス・ピーマン・カブ・タマネギ・ハヤトウリ

2キロ
サトイモ

2株
セロリ

2把（20本）
セリ

10本
キュウリ

【出品規格】

　出品受付日時と出品規格は次のとおりです。不明な点は、下記までお問い合わせください。各種褒賞を多数準備して
お待ちしておりますので、ふるってご出品ください。
出品受付日時●①10月25日㈭　午前９時～午後５時　秋田おばこ農協町内各営農センター
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  秋田ふるさと農協金沢営農資材課
　　　　　　　②10月26日㈮　午前９時～正午　　　美郷町南体育館

　出品受付日時と出品規格は次のとおりです。不明な点は、下記までお問い合わせください。各種褒賞を多数準備して
お待ちしておりますので、ふるってご出品ください。
出品受付日時●①10月25日㈭　午前９時～午後５時　秋田おばこ農協町内各営農センター
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  秋田ふるさと農協金沢営農資材課
　　　　　　　②10月26日㈮　午前９時～正午　　　美郷町南体育館

出品された方には
記念品を

差し上げます!!

美美美美美郷郷郷郷郷フフフェスェスェスタタタタェスタェスェスタェス 22222012012012郷郷郷郷美美 ェスェスェスフフ タタタェスタェスェスェス 222012012012012
10月27日●・28日●土 日

会　場
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