7月

３日（土）
・４日（日） 第28回白老牛肉まつり

白老川河川敷白老インター前広場

4日（日） 第46回 とようら いちご豚肉まつり

豊浦海浜公園

25日（日） 第41回洞爺湖町洞爺産業まつり

洞爺中央公園

22日（土）
・23日（日） 第14回あっさぶふるさと夏まつり

厚沢部町役場駐車場特設会場

22日（土） 2017ＪＡむかわ農協まつり

ＪＡむかわ本部事務所駐車場

4日（金） ＪＡ今金町夏祭り

ＪＡ今金町駐車場

5日（土） 白老牛・農産物フェア

ＪＡとまこまい広域白老支所駐車場

6日（日） ＪＡまつり（厚別地区）

ＪＡさっぽろ厚別支店駐車場

5日（土）
・6日（日） 第36回カルデラの味覚まつり
13日（日） 第22回北の白虎まつり

道南・道央エリア

JA

EVENT

S

ＪＡ新はこだて若松支店ライスターミナル前広場
ＪＡ北いしかり本所駐車場

19日（土） えにわ農業まつり

ＪＡ道央恵庭事務所駐車場特設会場

20日（日） 北斗市きじひき高原まつり2017

きじひき高原見晴公園

19日（土）
・20日（日） 共和かかし祭り

共和町憩いの広場

26日（土） 第21回ＪＡようてい農業祭

ＪＡようてい本所駐車場

26日（土） ＪＡまつり（豊平地区）

ＪＡさっぽろ旧東経済センター特設会場

26日（土） ひまわり収穫祭

ＪＡ北いしかり西当別支所野菜集出荷施設内

26日（土） 第17回えべつ農業まつり

江別市役所東口駐車場

26日（土） 第38回新しのつ青空まつり「あぐりふぇすた」
26日（土） 北広島農業まつり

新篠津村自治センター南側芝生コーナー
ＪＡ道央北広島事務所前特設会場

26日（土） 2017ちとせ農業まつり

青空公園（千歳市）

26日（土）
・27日（日） 石狩まるごとフェスタ２０１７

いしかりまるごとフェスタ2017特設会場

3日（日） ＪＡまつり（手稲地区）

ＪＡさっぽろ手稲支店駐車場

17日（日） 第38回びらとり沙流川まつり

9月

550 万人の
サポーター
づくり

赤井川村カルデラ公園

19日（土） ＪＡ北いしかり感謝祭
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23日（土） ＪＡまつり（篠路地区）

ＪＡさっぽろ上篠路倉庫

24日（日） ＪＡ道央フードフェスティバル2017

ホクレン くるるの杜

24日（日） 2017浦河産業まつり

浦河町役場正面駐車場

24日（日） 第33回味覚の祭典「よいち大好きフェスティバル」 余市町農道離着陸場（アップルポート余市）

第１日曜日

うまいもんじゃ祭り

1日（日） ＪＡまつり（北札幌地区）

1日（日） 第36回えりも海と山の幸フェスティバル

えりも町スポーツ公園

7日（土） メープル街道３９３もみじ祭り

道の駅あかいがわ

７日（土）
・８日（日） 第5回だて農業・漁業大物産まつり

10月

農村公園フルーツパークにき
ＪＡさっぽろ玉葱選果センター（東区丘珠）

8日（日） 2017しずない農業まつり

そうべつりんごまつり
29日（日） 秋のグリーン大収穫祭
31日（火） ハロウィン２０１７
末日（予定） さまに地場産フェア
10月上旬

総合公園 だて歴史の杜

ＪＡしずない前広場
有珠郡壮瞥町滝之町 長流川河川敷
ＪＡ函館市亀田本店構内
新ひだか町公民館内
様似町スポーツセンター前

ＪＡグループ北海道は道民の皆様に、ＪＡの事業や組織をより理解して頂き、安心して暮らせる豊かな地域社会づくりに向
け、サポーター550万人づくり運動を展開しています。
北海道の道産農畜産物やそれを支える農業者、農村地域の振興に関心を持って頂き、ともに参加・行動して頂ける仲間
「サポーター」を広く呼びかけしています。
Ｊ Ａ グ ル ー プ 北 海 道 か ら 食 と 農 に つ な が る ス マ ホ ア プ リ を ダ ウ ン ロ ー ド し よ う ！

道南・道央エリアＪＡの
旬なイベントを大紹介！
初夏をむかえ道内の各地域のＪＡでは、様々な農業関連のイベントや農業祭が開
催されます。安全・安心な農畜産物や新鮮で豊富な地元食材、地域の景観に触れて
頂きたく、収穫の秋にむけてこれから楽しめる、旬な情報をまとめてご紹介いたし

ダウンロードは
こちらから！

ますので、お立ち寄りスポットとして足をお運び頂ければと思います。

●動作環境：iOS 8以降、Android OS 4.4以降を推奨。※OSのバージョン、機種により正しく表示されない場合があります。●左記は今後予告なく変更となる場合があります。●「Android」
「Google Play」
はGoogle Inc.の商標または登録商標です。●「iPhone」
「App Store」
「iTunes」は、米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標または登録商標です。●本アプリのダウンロードおよびご利用に
は別途通信料がかかり、
お客さまのご負担となります。
（本アプリのバージョンアップの際や本アプリが正常に動作しないことにより再設定などで追加的に発生する通信料を含みます。）

発行元：ＪＡ北海道中央会札幌支所
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第36回カルデラの味覚まつり
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※イベントに関する詳細は
各イベント先ホームページ、
お問い合わせ先等にてご確認下さい。
※記載されている内容は
変更となる場合がございます。
予めご了承ください。

赤井川村の旬の農産物を味わってください
開催場所：カルデラ公園
（赤井川村字赤井川３１２番地）
問合せ先：赤井川村商工会 0135‒34‒6755

うまいもんじゃ祭り
10月第１日曜日 9：00〜15：30

第21回 JAようてい農業祭
8/26（土）10：00〜15：00
農産物の即売会、食べ歩きコーナー、縁日コーナー、
くじ引きコーナー、キャラクターショーなど内容豊富
なお祭りです！
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ＪＡ
今金町

JA EVENTS

ＪＡとうや湖

北斗市きじひ
き高原まつり

ＪＡきたひやま

開催場所：農村公園フルーツパークにき
（余市郡仁木町東町１６丁目１２１番地）
問合せ先：仁木町観光協会 ０１３５‒３２‒２７１１

10/7（土）

ＪＡびらとり

ＪＡとまこまい広域

ＪＡ
伊達市

ＪＡ新はこだて

北斗市本町1丁目1-21

各種イベントや農産物の販売など楽しい
行事を用意しています
開催場所：道の駅あかいがわ
（赤井川村字都１９０番地１６）
問合せ先：もみじ祭実行委員会 0135‒34‒6211

ＪＡ
しずない

ＪＡ
むかわ

ＪＡ
ひだか東

ＪＡ門別

ＪＡみついし

8/13（日）10：30〜15：30

北斗市きじひき高原まつり2017
8/20（日）10：00〜15：00

第33回味覚の祭典 JAよいち
余市町黒川町5丁目22
「よいち大好き
フェスティバル」

7/22（土）15：00〜21：00
7/23（日）10：00〜15：00

9/24（日）9：00〜14：00

パノラマ絶景が楽しめるきじひき高原でバーベキューが楽しめるイベントです。
そのほかステージショーや特産品の販売、体験型イベントも楽しめます。
ＪＡでは地元和牛の販売などを行います。

例年、直径約2mもある自称世界一の超巨大コロッケを揚げます。そのほか、地域
の食堂関係者などが出店し地元グルメを販売します。

開催場所：きじひき高原見晴公園
（北斗市村山174）
問合せ先：北斗市役所 観光課 0138‒73‒3111

開催場所：厚沢部町役場駐車場特設会場
（檜山郡厚沢部町新町207）
問合せ先：厚沢部町観光協会 0139‒64‒3738

ＪＡ今金町夏祭り
8/4（金）17：00〜20：30

JA今金町

今金町今金141

秋のグリーン大収穫祭
10/29（日）8：00〜10：00

JA函館市亀田
函館市昭和4丁目
42-40

組合員・地域住民・
ＪＡ役職員が一斉に集まる年に１度
の祭りです。今金町は人口５，
５００人の小さな町です
が、地域住民への感謝を込めたお祭りです。ビールや
焼き鳥を安価で提供。芸能人によるショータイムもあります。

毎年10月に開催される
「秋のグリーン大収穫祭」。
新鮮野菜が格安で購入でき、名物の人参・じゃがいも
詰め放題や大抽選会、塩辛でいただくジャガイモの塩煮
を無料提供致します。

開催場所：ＪＡ今金町駐車場
（瀬棚郡今金町字今金１４１番地）
問合せ先：ＪＡ今金町管理部管理課 0137‒82‒0211

開催場所：ＪＡ函館市亀田本店構内
（函館市昭和４丁目４２番４０号）
問合せ先：ＪＡ函館市亀田 0138‒46‒6883 http://www.ja-kameda.or.jp/

よいちの秋の味覚が勢ぞろい！ 大人も子供も食べて遊んで楽しめます。
名産品フェスティバル、
イベントコーナー、
ステージショー、
こどもの広場があります。
開催場所： 余市町農道離着陸場
（アップルポート余市）
（余市町登町７４２番地９）
問合せ先：余市町 経済部 商工観光課 0135‒21‒2125
https://www.town.yoichi.hokkaido.jp/

共和かかし祭
8/19（土）
・20（日）10：00〜20：45

8/26（土）10：00〜13：00

JA新しのつ

新篠津村第47線
北13番地

開催場所：新篠津村自治センター南側芝生コーナー
（石狩郡新篠津村第49線北12番地）
問合せ先：新篠津村農業協同組合 農産部 直販課 （代）
0126‒57‒2311
http://www.ja-shinshinotsu.or.jp

旬の野菜の直売市を始め、青年部員特製のピザなどの各種販売コーナー、
ステージ
ショー、豪華商品が当たるビンゴ大会などイベント盛りだくさんです。

第14回 あっさぶ
ふるさと夏まつり

第38回新しのつ青空まつり
「あぐりふぇすた」
ジンギスカンや新しのつ産ゆめぴりかの食べ放題、青年
部による農産物販売や、豪華景品の当たる抽選会など
多彩な催しを予定していますので、多数ご来場ください。

ＪＡにいかっぷ

第22回北の白虎まつり

開催場所：ＪＡ新はこだて若松支店ライスターミナル前広場
（久遠郡せたな町北檜山区若松300番地1）
問合せ先：ＪＡ新はこだて 若松支店 0137‒85‒1331

１．新鮮で品種も豊富な特産の
果物や野菜を市価より安く提供
２．
「肉の串焼き」
「おでん」
「そば、
うどん」
「酒類」等の屋台出店
３．男女大人・子供総計300名参加のゲーム大会 競技：ぶどう皮飛ばし等
4．大ビンゴゲーム大会（500名参加）
商品：特産果樹、
フルーツジャム、他仁木町産商品等
5．若鮎太鼓、阿波踊り、
ヨサコイソーラン披露など

メープル街道393もみじ祭
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JAようてい

開催場所：JAようてい本所駐車場
（虻田郡倶知安町南１条東２丁目５番地２）
問合せ先：JAようてい本所地域振興課 0136‒21‒2314
http://www.ja-youtei.or.jp/

ＪＡさっぽろ

ＪＡようてい

8/6（日）10：00〜16：00

JAきょうわ

共和町前田167番地

「かかしのふるさと」共和町で毎年開催される夏の一大
イベントで、出品される１００体以上のかかしが訪れる
人々を楽しませてくれます。
「ゲタ飛ばし大会」や、迫力
ある
「ばん馬競技会」のほか芸能ショーやキャラクターショーもご覧いただけます。
開催場所：共和町 憩いの広場
（岩内郡共和町南幌似
（役場庁舎裏）
）
問合せ先：共和町役場
（産業課） 0135‒73‒2011
http://www.town.kyowa.hokkaido.jp/

ＪＡ北いしかり感謝祭

JA北いしかり

当別町錦町53番地57

8/19（土）13：00〜19：00
地場産の野菜を大特 価で販売します。当ＪＡ産の
小麦を使った、
「流しそうめん」や「ビンゴ大会」や
「かき氷の早食い」など、子ども向けのイベント、ビア
ガーデンも同時に開催し、お楽しみ抽選会も予定しています。
開催場所：ＪＡ北いしかり 本所 駐車場
（石狩郡当別町錦町５３番地５７）
問合せ先：ＪＡ北いしかり 企画管理課 0133‒23‒2530
http://www.ja-kitaishikari.or.jp/

ひまわり収穫祭
8/26（土）10：00〜14：00
大人気のにんじん詰め放題など地場産の野菜を大特価で販売します。子ど
も向けの楽しいイベント盛りだくさんです。ＪＡ女性部による飲食コー
ナー、ＪＡ青年部による縁日コーナーもあります。
開催場所：ＪＡ北いしかり 西当別支所 野菜集出荷施設内
（石狩郡当別町当別太731番地11）
問合せ先：ＪＡ北いしかり 西当別支所 管理金融課 0133‒26‒2111
http://www.ja-kitaishikari.or.jp/

