
主催：大淀町農業生産組合連合協議会　大淀町商工会　大淀町

11月 23日（金・祝）
2018

大淀町役場 雨天決行荒天中止

11月 24日（土）
13:00  ~  16:00

10:00  ~  15:00

23日
◆第 54回農林産物品評会
　（出品受付、一般公開）
◆まちの魅力体験ブース
◆ふるまいブース

◆第 54回農林産物品評会
　（受賞展示、即売会）
◆地産地消フードコート
◆まちの魅力体験ブース
◆ふるまいブース
◆野外ステージ

詳しくは裏面をご覧ください。

（金・祝） 24日（土）

医療・福祉
就職応援フェア
　　　　in おおよど

24日（土）は

大淀町文化会館で
同時開催します。

10:00スタート

特別ゲストに月亭八光さん
桂ちきんさんが来場！
お楽しみに。
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野菜・食・体験



町内の農家のみなさんの新鮮な野菜や果物などを、たくさんの人に知ってもら
うために開催してきたこのまつりは今年でもう４回目になります。
「見る楽しみ」「食べる楽しみ」「買う楽しみ」そして「体験する楽しみ」を通じて、
大淀町の魅力を存分に感じてくださいね。

見る

買う

食べる

体験する

新鮮な野菜や果物がズラリ。大淀町の農林産物品評会は
なんと 54 回目を迎えます。大淀町にこんな野菜が作ら
れてるの！？ときっと驚くはず。
24 日（土）は出品野菜の即売会や野外では音楽やダンス
パフォーマンスなどのステージイベントも開催。品評会
受賞野菜の大抽選会もあります。お楽しみに！

■ 23日 9:00~12:00 出品受付　14:00~16:00 一般公開
■ 24日 9:00~11:00 受賞展示　13:00~ 即売会

（10:30 より整理券配布）

即売会の品物は

1点 （税込）100円

10:00~15:00 野外ステージイベント

（金祝）

（土）
お一人様 3点までご購入いただ
けます。買い物バッグ等をご持
参ください。

■ 23日 9:00~12:00 出品受付　14:00~16:00 一般公開
■ 24日 9:00~11:00 受賞展示　13:00~ 即売会

地産地消フードコートに大淀
町のうまいもんが大集合！机
といすを準備しているので家
族みんなで食べに来てね。

■ 24日
10:00~15:00

（10:30 より整理券配布）

即売会の品物は

1点 （税込）100円

10:00~15:00 野外ステージイベント

（金祝）

（土）

（土）

大淀町商工会 番茶プロジェクト

大淀町商工会 青年部

大淀町商工会 女性部

大淀町商工会 同友会

道の駅 吉野路大淀ｉセンター
コラボレーション『学校給食』

大淀町梨花の会

吉野４Ｈクラブ

梨の花プロジェクト委員会

奈良県立大淀養護学校

地域の生産者

大淀町茶業組合

町特産の天日干しの番茶を活用しよう！うどんに練りこ
んだ、コシが自慢のあったか「大淀うどん」

下味に町の野菜をふんだんに使ったアツアツサクサク
の「大淀唐揚げ」昨年も大人気！

町産のお米を使った「炊き込みご飯」、自慢の味付け
「おでん」に「手作り味噌」を販売。

町でクラシックを聴きながら育てられた奈良のブランド
豚ヤマトポークたっぷりの「コロッケ」と「串カツ」

町の野菜をふんだんに使った「豚汁」や手作りパン、
柿の葉寿司を販売します。今回は学校給食とのコラボ
レーションとして、懐かしくておいしい給食メニューも
販売します。お楽しみに。

町特産のお茶（煎茶、天日干し番茶、紅茶）を生産
者さんが直接販売します。試飲できます！

今年はアツアツ「五平餅」を販売します。

鉢花、花壇苗、果物（梨、柿など）を販売します。

2kgの梨をじっくり煮詰めた濃厚な甘みの「梨蜜」を
はじめ、梨の「ジャム」や「チップス」などを販売します。

木工品や陶芸品を販売します。

地域で作られているとれたての野菜を生産者のみなさ
んが直接販売。新鮮なことは言うまでもありません！普
段買うことができない珍しい野菜もあるかも？
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23日（金祝）23日（金祝）

番茶焼き餅づくり
ほっかほかの焼き餅を作って食べよう！

開始：①11:00 ②12:30 ③14:00
費用：500円
定員：各回 4名
時間：30分
◆大淀町商工会青年部

24日（土）

24日（土）

24日（土）

24日（土）

24日（土）

24日（土）

学校給食体験ブース
懐かしくて新しい学校給食を体感してください！

トラクター
　　試乗体験ブース
かっこい農業マシンに乗ってみよう！

ハーバリウム
　ボールペンづくり
お花を入れて自分だけのボールペンを！

梨ジャムづくり
特産の梨でオリジナルジャムを作ろう！

食の安全体験ブース
持続可能な地域循環型社会を目指して。

即席漬づくり
大淀町の野菜で簡単おいしいお漬物を！

開始：13:00
費用：500円
定員：20 名
時間：30 分
◆大淀町農業生産組合

紅あずまスイーツづくり
農業塾で育てたさつまいもでスイーツを！

開始：13:00より随時
費用：500円
定員：各回 5名
時間：30分
◆大淀町体験農業塾

開始：10:00~
1プレート：500円
（限定 200 食）
◆大淀町学校給食
　　　＆大淀道の駅

開始：10:00~

◆JAならけん
　大淀営農経済センター

開始：10:00 から随時
費用：1,000 円
定員：先着 50名
時間：30 分
◆大淀町商工会女性部

開始：10:00 から随時
費用：1,000 円
定員：先着 20名
時間：30 分
◆梨の花プロジェクト委員会

開始：10:00~

◆コープ自然派奈良

（組）

（組）

（組）

（組）

（組）（組）

今年は、新たな取り組みとして、
自分だけのオリジナルを作ること
ができる『体験』ブースが多く出
店します。町の魅力を新たなカタ
チで楽しんでください。

※開催日時にご注意ください。
※開催日以前の予約はできません。当日
各ブースにてお申し込みください。
※都合により体験内容が変更になる場合
がございます。ご了承ください。

※商品がなくなり次第終了となり
ます。お早めにお越しください。
※都合により出店内容が変更にな
る場合がございます。ご了承くだ
さい。
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シャトルバスの運行について

臨時駐車場：旧大淀病院駐車場

お願い

24日（土）はイベント会場（大淀町役場）の駐車場は
大変混雑すると予想されます。公共交通機関をご利用ください。
なお、近鉄下市口駅・臨時駐車場（旧大淀病院駐車場）・イベント会場を
周るシャトルバスを運行していますので、ご利用ください。
（午前９時から午後３時まで、約 20分間隔です）

※品評会出品野菜の『即売会』には入場整理券が必要です。
　24日（土）午前 10時 30 分より会場入口にて整理券を配布します。
※ 商品が売り切れることがあります。ご了承ください。
※ 器・箸などはイベント会場内の所定のゴミ箱にお捨てください。
※ 路上への無断駐車は近隣のご迷惑になりますのでおやめください。

お問い合わせ：大淀町役場  建設産業課  まちづくり推進課　☎0747-52-5501

ふるまいブースあります！

■ 23日 大根炊き 13:00~
大根炊き 10:00~
おもちつき大会  ①10:00②14:00

（金祝）

■ 24日（土） （限定 200 食）

（限定 200 食）

お一人様 3点までご購入いただ
けます。買い物バッグ等をご持
参ください。

釜炒り茶づくり
自分で揉んでオリジナルのお茶を作ろう！

開始：13:00
費用：500円
定員：20 名
時間：1時間半
◆大淀町茶業組合

23日（金祝）

（組）

23日（金祝）黒豆大福づくり
アツアツのお餅を上手に丸められるかな？

開始：14:00
費用：500円
定員：20 名
時間：30 分
◆大淀町農業生産組合


