よこはまの農と暮らしを結ぶ情 報 誌

11月は地産地消月間。新鮮
で旬の横浜の農畜産物が食
卓に彩りを添える季節がやっ
てきます。そんな11月は、市
内のさまざまな場所でマル
シェや収穫祭等の地産地消
イベントが開催されます。

横浜の農の恵みが大集合！ 農と緑のふれあい祭り

地産地消

開催日時 11月３日
（木・祝）10:00～14:00

こども植物園は15時まで
会

場 環境活動支援センター、
横浜市児童遊園地、こども植物園

アクセス 横浜市営バス53系統・79系統「児童遊園地前」下車

106系統「権太坂上」下車
神奈中バス横17系統・東21系統・戸38系統・横46系統・
77系統「権太坂上」もしくは
「児童遊園地入口」下車
開催内容 環境活動支援センター、
横浜市児童遊園地、こども植物園

を会場に、野菜の収穫体験や農畜産物の販売、自然素材
を利用した工作教室など、横浜の緑や農業を身近に感じ
られるさまざまな催し物をご用意しています。

冬を彩るよこはまの花の祭典！ 横浜花き展覧会
開催日時 12月２日
（金）
15:00～16:30まで一般公開

３日
（土）９:00～16:30まで一般公開
※ 先着500名様に花苗プレゼント
４日
（日）９:00～10:00まで一般公開
10:00～出品物の販売
（完売まで）
※９:00～整理券の配布を行います
会

場 環境活動支援センター

実習展示場

アクセス 同上掲載（農と緑のふれあい祭りと同様）
開催内容 市内の生産者が丁寧に育てたシクラメンやパンジーなど、冬の花

が勢ぞろい。県職員やJA職員等、花の専門家が審査を行い、受賞
作品を決定した上で皆様にお披露目します。最終日には出品物の
販売も行います。

はまふぅどナビのバックナンバーはウェブサイトでご覧いただけます

http://www.city.yokohama.lg.jp/kankyo/nousan/tisantisyo/torikumi/hamafoodnavi.html
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地産地消月間中は、たくさんの飲食店で市内産

地産地消
フェア

農畜産物を使用したメニューが登場します。店
舗やメニューについてHPが随時更新されるの
で、要チェック！
URL http://www.city.yokohama.lg.jp/kankyo/nousan/tisantisyo/ajiwau/201611menu.html

ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル
はまぽーくドック
期間 2016年11月１日
（火）～30日（水）
場所 グルメ＆スーベニールショップ「アイ マリーナ」
（２階）
メニュー はまぽーくドック

横浜のブランド豚「はまぽーく」を使ったソーセージブレッド。ゴマが
香るふわふわパンと相性抜群です。
問合せ先 ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル
TEL 045-223-2366（直通） URL http://www.interconti.co.jp/yokohama

横浜ロイヤルパークホテル
横浜市「地産地消月間」タイアップ企画

“神奈川・横浜の美味しいものフェア”

期間 2016年11月１日
（火）～30日（水）
場所 カフェ「カフェ フローラ」
（地下１階）／ケーキショップ「コフレ」
（１階）
メニュー カフェ「カフェ フローラ」…スペシャルランチ、ディナーブッフェ

ケーキショップ「コフレ」…ケーキ３品

神奈川・横浜の“美味しい”をホテルの味でお届けします。シェフ自慢の
料理をお楽しみください。
問合せ先 横浜ロイヤルパークホテル

TEL 045-221-1111（代表） URL http://www.yrph.com

横浜ベイホテル東急

ナイト・キッチンスタジアム こだわり食材 神奈川・横浜～地産地消
期間 2016年11月14日
（月）
～2017年１月15日
（日） ※12/23～25、12/31～１/３除く
場所 オールデイダイニング「カフェ トスカ」
（２階）

メニュー 魚介類、野菜のそれぞれのプロフェッショナルが厳選した神奈川・横
浜の食材を、シェフがその味を活かしたメニューでご用意いたします。

毎回人気の地産地消フェア。神奈川・横浜産の新鮮な食材を使ったメ
ニューの数々をお楽しみください。
問合せ先 横浜ベイホテル東急

TEL 045-682-2222（代表） URL http://ybht.co.jp/

● よこはま朝食キャンペーンにも注目（10月～11月）●
１日のはじまりである朝食は、体や脳を目覚めさせるためにとても大切です。10月～11月、
市内のレストラン、ホテル、お店のシェフが、あなたのために特別に朝食メニューを用意し
て待っています。地産地消メニューもあります。また、プロのシェフによる自宅で手軽に美
味しい朝食が作れるようになる料理教室も開催します。
よこはま朝食キャンペーンの詳細は、
「よこはま食育ウェブ」で検索！
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※写真はイメージです

買えるかも？！

※天候や農作物の収穫状況等により変更もしくは中止となる場合がございます。
※情報は平成28年８月時点のものです。最新の情報についてはお問合せください。

野菜が
お近くで横浜

地域別！
マルシェ情報

市内の様々な場所で行われるマルシェをご紹介します。
お近くのマルシェでお気に入りの野菜を見つけましょう！

鶴見区

神奈川区

豊岡ひだまりマルシェ
主催 横浜健康ファームともだちと横浜市内新規就農者

グループ
日時 毎週木曜日 15:00～18:00
※夏期は金曜日も同様開催
場所 鶴見駅西口豊岡商店街 鶴見ふれあい館
問合せ先 はまふぅどコンシェルジュ 阪田（さかた）
TEL 080-5457-9560
URL Facebook「横浜健康ファームともだち」で検索して
ください。

きよ・マルシェ
主催 神奈川区羽沢町内の農家10件
日時 毎週土曜日 14:00～17:00

場所 神奈川区羽沢町1681
URL Facebookやっています！「きよ・マルシェ」で検索

してください。

西区
みなとみらい農家朝市
主催 みなとみらい農家朝市出店者会
日時 毎月第４日曜日 ９:00～10:30

※10～12月は、第２日曜日（９:00～10:30）も開催
します
場所 高島中央公園
問合せ先 環境創造局農業振興課
TEL 045-671-2639
URL http://www.city.yokohama.lg.jp/kankyo/nousan/
tisantisyo/kau/nouka-asaichi.html
日時 10月23日
（日）９:00～10:30
みなとみらい
農家朝市

収穫祭

ご購入の方、先着150人に横浜野菜の
カレースープをサービスします。

ルミネマルシェ
主催 横浜ルミネマルシェ
日時 原則毎月第４日曜日

実行委員会
13:00～（売り切れ次第終了）
場所 ルミネ横浜店 正面入口脇
問合せ先 環境創造局農業振興課
TEL 045-671-2639
URL https://ja-jp.facebook.com/luminemarche/

横浜中央北口マルシェ
日時 10月18日
（火）
、11月15日
（火）
、12月13日
（火）

15:00～18:00（売り切れ次第終了）
中央北改札前
※会場へは、入場券または乗車券が必要です
問合せ先 環境創造局農業振興課
TEL 045-671-2639
場所 JR横浜駅

中区
横浜北仲マルシェ 横浜農場ブース出店
主催 北仲通北地区エリアマネジメント協議会
日時 10月から２月までの毎月第３土曜日（予定）

10:00～16:00

場所 北仲通北第２公園及び水際プロムナード他
問合せ先 環境創造局農業振興課
TEL 045-671-2639

URL http://www.yokohama-kitanaka-marche.jp/
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！
地域別 報
ェ情
マルシ
港南区

保土ケ谷区

ふるさと港南 ビタミン満菜市
主催 港南区役所区政推進課
日時 10月12日から12月14日までの毎週水曜日

９:30～12:00頃（売り切れ次第終了）
※10月12日、26日は区の事業が終わり次第（10:30頃）
開催予定
※11月16日、23日は休み
場所 港南区役所別棟駐車場
※会場には専用駐車場はございません
問合せ先 港南区役所区政推進課 TEL 045-847-8328
URL http://www.city.yokohama.lg.jp/konan/town/tisantisyo/
bitaminmansai28/

横浜中部地区市民朝市
主催 横浜中部地区市民朝市出店者会
日時 毎月第１、第３日曜日 ７:30～８:30

※12月は４日、23日に開催、１月は休み

場所 保土ケ谷公園 ミニ運動広場
問合せ先 環境創造局北部農政事務所

TEL 045-948-2481

URL http://www.city.yokohama.lg.jp/kankyo/nousan/

chokubai/tyuubu.html

まちなか農家さんのほどがや朝市
主催 保土ケ谷区役所
日時 10月14日
（金）
、22日
（土）
、

11月11日
（金）
、18日
（金） ９:30～

場所 保土ケ谷区役所前広場
問合せ先 保土ケ谷区地域振興課

旭区

TEL 045-334-6380

FAX 045-332-7409

EMAIL ho-chiiki@city.yokohama.jp

あさひの朝市
主催 旭区地域振興課
日時 原則毎月第４木曜日

９:30～（売り切れ次第終了）
※９月は21日（水）に開催
場所 旭区役所
問合せ先 旭区地域振興課 TEL 045-954-6095
URL http://www.city.yokohama.lg.jp/asahi/madoguchi/
chishin/syogai/pdf/asaichitirashi2016.pdf

港北区
高田地域ケアプラザでの地元農産物の直売
日時 11月25日
（金）
、12月２日
（金）
、９日
（金）

11:00～12:00（予定）

場所 横浜市高田地域ケアプラザ玄関前
問合せ先 港北区区政推進課 TEL 045-540-2229

緑区

（当日）横浜市高田地域ケアプラザ
TEL 045-594-3601

北八朔日曜朝市直売会
主催 北八朔日曜朝市直売会
日時 毎月第２日曜日 10:00～12:00
場所 北八朔上自治会館前広場
問合せ先 環境創造局北部農政事務所

TEL 045-948-2480

URL http://www.city.yokohama.lg.jp/kankyo/nousan/

chokubai/kitahassakunitiyouasaiti.html

日時 12月11日
（日）10:00～12:00
北八朔日曜
朝市直売会

感謝デー

12月は日ごろの感謝を込めてお客様感謝デー
を開催します。ぜひ、皆さまお越しください。

鴨居駅マルシェ
日時 10月４日
（火）
、11月１日
（火）
、12月６日
（火）

15:00～18:00（売り切れ次第終了）

場所 JR鴨居駅改札外コンコース
問合せ先 環境創造局農業振興課
TEL 045-671-2639

長津田支店前直売所
主催 長津田支店前野菜直売会
日時 毎週火曜・金曜日 14:00～18:00
場所 JA横浜長津田支店前
問合せ先 JA横浜長津田支店

TEL 045-983-2541

URL http://www.city.yokohama.lg.jp/kankyo/nousan/

chokubai/nagatuta.html
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緑区
とれたてみどり直売所「ぷかぷか」

十日市場の「いちば」

主催 緑区区政推進課
日時 毎週火・木曜日（祝・祭日は除く）

主催 十日市場駅周辺活性化協議会
日時 11月12日
（土）
、19日
（土）
、26日
（土）
、12月３日
（土）
（予定）

場所 緑区役所ピロティ
問合せ先 緑区区政推進課

場所 JR十日市場駅前
問合せ先 緑区区政推進課

10:00～（売り切れ次第終了）

TEL 045-930-2228

FAX 045-930-2209

10:00～12:00（売り切れ次第終了）

TEL 045-930-2217

URL http://www.city.yokohama.lg.jp/midori/60guide/nou/

jouhou.html#4

FAX 045-930-2209

新治恵みの里 にいはる長屋門朝市

みどり 地場野菜の直売会
主催 緑区区政推進課

（共催：JA横浜 野菜部 新治支部）
日時 10～12月の毎月第２水曜日
８:45～13:00（売り切れ次第終了）
場所 緑区役所ピロティ
問合せ先 緑区区政推進課
TEL 045-930-2228 FAX 045-930-2209
URL http://www.city.yokohama.lg.jp/midori/60guide/nou/
jouhou.html#5

主催 新治恵みの里発展会
日時 毎週土曜日 ９:30～12:00（売り切れ次第終了）
場所 にいはる里山交流センター
問合せ先 環境創造局北部農政事務所

TEL 045-948-2482

泉区
いずみ野マルシェ in SOTETSU LOCK ON MUSIC 2016
主催 相鉄いずみ野線沿線

都筑区
都筑野菜朝市
主催 都筑区区政推進課
日時 毎月第２・第４土曜日

９:30～12:00（売り切れ次第終了）
※夏季、年末年始は休みの場合あり。詳細は下記HPへ
場所 都筑区総合庁舎前警察署側（雨天時：駐車場横 通路）
問合せ先 都筑区区政推進課 TEL 045-948-2225・2226
URL http://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/kusei/kikaku/
itadakimasu/page3.html

環境未来都市
（事務局：相鉄ホールディングス・横浜市）
日時 11月12日
（土）
・13日
（日） 11:00～16:30
場所 相鉄いずみ野線 いずみ野駅北口
相鉄ライフ いずみ野前広場
URL http://www.izuminoline-fcp.jp/

いずみ野即売会
主催 いずみ野即売会
日時 毎週月曜日 ９:00～（売り切れ次第終了）

※月曜日が祝日の場合は翌日。年末年始を除く

場所 JA横浜いずみ野駅前支店駐車場
問合せ先 JA横浜いずみ野駅前支店 TEL 045-801-2181

戸塚区
東戸塚市民朝市
主催 東戸塚市民朝市
日時 毎月第１日曜日（原則）

４月～10月 ６:30～８:00（売り切れ次第終了）
11月～３月 ７:00～８:00（売り切れ次第終了）
場所 セントラルフィットネスクラブ東戸塚 第１駐車場
問合せ先 環境創造局南部農政事務所
TEL 045-866-8493 FAX 045-862-4351
EMAIL ks-nambunosei@city.yokohama.jp
URL http://www.city.yokohama.lg.jp/kankyo/nousan/
chokubai/totsuka.html

東戸塚
市民朝市

年末
大売出

日時 12月４日
（日）
、24日
（土）７:00～８:00

お買い上げ金額に応じて抽選券をお渡しし、
24日に空くじなしの抽選会を実施します。
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地産地消

イベント情報

地産地消に関する様々なイベントをご紹介します。
味噌作り教室やさつまいも掘りなど、
横浜の農にふれあうチャンスがたっぷり！
少し足を延ばして、
横浜の＂いまだけ”の体験をお楽しみください。
事前
申込み

横浜市は良好な田園風景と地域の活性化を図るため、
市内に２か所の「ふるさと村」
を指定しており、それぞれのふるさと村で四季折々の収穫体験や料理教室など様々
なイベントを行っています。

ふるさと村
寺家

主催 寺家ふるさと村四季の家

ふるさと村
事前
申込み
先着

管理運営委員会

問合せ先

主催 舞岡ふるさと村

収穫体験さつまいも掘り
主催 舞岡ふるさと村推進協議会

事前
申込み
先着

日時 （団体）

日時 10月８日
（土）
場所 寺家ふるさと村

舞岡野菜も使った
おもてなし料理教室

舞岡

ふるさと村

親子そば打ち教室

このマークがあるものは事前申込みが必要です。
ご注意ください。
※詳細はホームページをご参照ください。

四季の家

TEL 045-962-7414

URL http://homepage3.nifty.com/

jikehurusatomura/
※詳細はホームページ参照

そば打ち教室
主催 寺家ふるさと村四季の家

事前
申込み
先着

９月24日
（土）
～10月23日
（日）
期間中 月・火休み ９:30～11:00
（個人）
10月22日
（土）
、
23日
（日）
９:00～11:30

問合せ先 舞岡ふるさと村

虹の家

問合せ先 舞岡ふるさと村

虹の家

TEL 045-826-0700 FAX 045-826-0749
EMAIL furusatomura@maioka-nijinoie.jp
URL http://www.maioka-nijinoie.jp/

program.html

虹の家

EMAIL furusatomura@maioka-nijinoie.jp
URL http://www.maioka-nijinoie.jp/

四季の家

eventsatuma.html

TEL 045-962-7414

URL http://homepage3.nifty.com/

舞岡ふるさと村
秋あ～と祭

jikehurusatomura/
※詳細はホームページ参照

味噌作り教室
主催 寺家ふるさと村四季の家

主催 舞岡ふるさと村推進協議会

事前
申込み

秋あ～と祭実行委員会
（かねこふぁ～む内）

多数抽選

日時 10月15日
（土）
～23日
（日）

管理運営委員会

11:00～15:00
（月・火・水曜日休）

日時 11月５日
（土）、10日（木）、

18日（金）、24日（木）
12月３日（土）
四季の家

TEL 045-962-7414

URL http://homepage3.nifty.com/

jikehurusatomura/
※詳細はホームページ参照

場所 横浜市戸塚区舞岡町1911

パン教室
（スコーン）
主催 舞岡ふるさと村

虹の家

事前
申込み
〆9/27

日時 10月30日
（日）
13:00～16:00
場所 舞岡ふるさと村

虹の家

問合せ先 舞岡ふるさと村

虹の家

TEL 045-826-0700 FAX 045-826-0749
EMAIL furusatomura@maioka-nijinoie.jp
URL http://www.maioka-nijinoie.jp/

program.html
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場所 舞岡ふるさと村

場所 舞岡ふるさと村

場所 寺家ふるさと村

問合せ先

日時 12月３日
（土）
10:00～12:30
※申込みは11月11日から

※団体申込みは９月14日から
個人申込みは10月12日から

日時 11月12日
（土）、12月10日（土）

場所 寺家ふるさと村

先着

TEL 045-826-0700 FAX 045-826-0749

管理運営委員会

問合せ先

虹の家

事前
申込み

かねこふぁ～む
問合せ先
TEL 045-823-1222
FAX 045-823-0444
EMAIL info@kaneko-farm.co.jp
URL http://www.kaneko-farm.co.jp/

恵 み の里

横浜市は市民と農とのふれあいを図るため、市内に４か所の「恵みの里」を指定し
ています。今回はそのうち３か所の恵みの里で行われるイベントをご紹介します。

田奈

都岡地区

秋の地産地消イベント

小麦・うどん作り教室

恵みの里

恵みの里

事前
申込み
〆10/21

主催 田奈恵みの里推進委員会

主催 都岡地区恵みの里運営協議会

日時 11月19日
（土）
、20日
（日） 場所 JA横浜田奈支店

日時 11月19日
（土）
、
平成29年２月４日
（土）
、
４月８日（土）、

５月27日
（土）
、
６月４日
（日）
、
７月22日
（土）

問合せ先 環境創造局北部農政事務所 TEL 045-948-2481

（種まきからうどん作りまで全６回教室）
※募集は10月から開始 ※天候等により日程変更の場合あり

JA横浜田奈支店 TEL 045-981-1811
URL http://www.city.yokohama.lg.jp/kankyo/nousan/megumi/tana/

こんにゃく作り教室

事前
申込み
〆11/16

主催 田奈恵みの里推進委員会
日時 12月16日
（金）９:00～11:00

※募集は11月から開始

場所 都岡地区恵みの里
（旭区下川井町の畑等）
問合せ先 都岡地区恵みの里運営協議会事務局
TEL 090-7733-8532
URL h
 ttp://www.city.yokohama.lg.

jp/kankyo/nousan/megumi/
tsuoka-index.html

場所 JA横浜田奈支店
問合せ先 環境創造局北部農政事務所 TEL 045-948-2481

JA横浜田奈支店 TEL 045-981-1811

さつまいも堀り in 都岡

URL http://www.city.yokohama.lg.jp/kankyo/nousan/megumi/tana/

主催 都岡地区恵みの里運営協議会
日時 11月５日
（土）
10:00～

TEL 090-7733-8532
団体
要予約

みかん狩り
主催 柴シーサイド恵みの里
日時 10月下旬～12月下旬

URL http://www.city.yokohama.lg.jp/kankyo/nousan/meg

umi/tsuoka-index.html

都岡地区恵みの里

９:00～14:30（月曜休園、祭日の場合は、翌日休園）
※みかんがなくなり次第終了。詳細な時期はお問合せください

場所 金沢区柴農業専用地区
（柴シーサイドファーム付近）
問合せ先 JA横浜柴農園管理事務所

日時 11月19日
（土）
９:30～11:30
場所 都岡地区恵みの里
（旭区下川井町の特設直売所）
問合せ先 都岡地区恵みの里運営協議会事務局
URL http://www.city.yokohama.lg.jp/kankyo/nousan/meg

URL http://www.city.yokohama.lg.jp/kankyo/

umi/tsuoka-index.html

nousan/megumi/shiba-seaside.html

そ の 他にも！

〆10/31

旭ふれあい収穫祭

先着

磯子収穫祭・案山子祭り

畑をやってみたい、野菜を育てて
みたい、そんなあなたのスタートアッ
プ講座です。

子どもたちが丹精込めて無農薬で
育てた野菜の収穫体験ができます。

主催 NPO法人フォーラム・アソシエ

日時 11月６日
（日）
10:00～12:00

日時 10月～11月
場所 横浜市港北区、都筑区、泉区
TEL 045-472-7093
FAX 045-472-7093
EMAIL info@f-associa.com
URL http://forum-associa.jimdo.com/

直売所まつり

主催 都岡地区恵みの里運営協議会

TEL 090-7733-8532

TEL 045-785-6844 FAX 045-788-8588

問合せ先

※募集は10月から開始

問合せ先 都岡地区恵みの里運営協議会事務局

恵みの里

事前
先着
申込み

〆10/28

場所 都岡地区恵みの里
（旭区下川井町の畑）

柴シーサイド

農あるくらし塾（2016秋）

事前
申込み

主催 めっちゃどろクラブ
場所 磯子・海の見える公園
問合せ先

TEL 090-2498-0403
EMAIL fswcc580@ybb.ne.jp

事前
申込み

地元農家の協力のもとに行う、旭
区の農作物の収穫体験イベント。収
穫後には、おいしい食べ物や音楽も
楽しめる
「交流会」も実施しています。
主催 旭区地域振興課
日時 11月19日
（土）
※雨天時は11月20日
（日）
に順延
※申込みは10月１日から
場所 旭区下川井町の畑
問合せ先

TEL 045-954-6095
EMAIL as-nou@city.yokohama.jp

URL http://www.city.yokohama.lg.

jp/asahi/madoguchi/chishin/
syogai/shuukakusai.html
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さまざまな立場から地産地消に
取り組む方をご紹介します
都筑ファーム直売所の夏野菜。秋野菜の登場も待ち遠しい

美味しい
横浜野菜を発信する
地域のコミュニティに

都筑ファーム直売所
代
店

表
長

野菜ソムリエ

か

とう

ゆきひろ

か

とう

けい

加藤 之弘さん（左）
こ

加藤 恵子さん（中）
やまもと

山本あゆみさん（右）

横浜市内では各地に横浜野菜を扱う直売所を見かけますが、この都
筑ファーム直売所はちょっと違います。穫れたて野菜の販売だけで
なく、野菜ソムリエが常駐して試食メニューを用意。旬の野菜のお
いしさと食べ方を発信しています。

付加価値をつけた野菜の直売

ここで買わないと』
というお客さまや

「野菜づくりは子育てと同じで、土づくりから手をかけれ

まとめ買いされる

ばかけるほど、違います。愛情をかけて作った野菜を味わっ

お客さまもいらっ

て欲しいです」と語る「都筑ファーム直売所」代表の加藤之

しゃいます。毎回、

弘さん。同じ思いをもつ十数名の生産者が協力し合い、直売

試食を楽しみに花

所には新鮮な野菜や花、ハチミツなどが並んでいます。

を買いに来られる

よし お

直売所が生まれたのは、石川好 男 さんが、自ら経営する

店頭の看板も野菜ソ
ムリエ の 手 描 き が
ベース

お年寄りの方も」

（株）石川建輸の空きスペースの活用を考えたことから始ま

と微笑む恵子さん。

りました。
「自分が生まれ育った、この地域に関心がありまし

夏野菜では、糖

た。加藤さんが息子さんと一緒に一生懸命農業をやっている

度が20度以上の生

姿を見て、何かできないかと思い、加藤さんに相談しました」
。

で食べられるトウモロコシや枝豆が大人気。カボチャやトウ

それから約１年後、今年４月29日に「都筑ファーム直売

ガラシも好評でした。これからは、キャベツ、ブロッコリー、

穫れたて野菜を材料にしたジュースを紹介

白菜などの秋野菜が並ぶ予定です。「冬のホウレンソウは生

所」がオープンしました。
「直売所といってもただ売るのではなく、新鮮な野菜の味
や食べ方をお客さまに知ってもらい、野菜に付加価値をつけ

で食べられます。クルミやナッツ類を散らすと、抗酸化作用
がプラスしますよ」と山本さん。

られるようにしたい」と考えた加藤さん。野菜ソムリエの資

秋に向けて、地域の子供会や幼稚園のサツマイモの収穫体

格を持つ奥さま、
恵子さんのネッ

験も実施予定。「野菜ソムリエがいることを生かし、営業時

トワークで、７人の野菜ソムリ

間外もいろいろな層に向けた料理教室、簡単な野菜の作り方

エと協力。旬の野菜を使った試

講習会などを開催して、食や農業、食育のコミュニティにし

食メニューを野菜ソムリエが考

ていきたいと思います」。代表の加藤さんは直売所の将来に

案・調理し、店頭でお客さまに

思いを巡らせます。

美味しい食べ方を紹介する仕組
みを作りました。

野菜でつなぐ地域のコミュニティ
「『試食したメニューを作ったわよ』
『子どもが、野菜が美
味しいって』などお客さまとお話できるのが楽しいです！」

都筑ファーム直売所
場所 横浜市港北区新羽町2295-１
営業日・時間 月・金・土 9:30〜12:30

問合せ 045-877-3639
※９月中旬まで夏季休業中。
営業状況のお知らせはFacebookで
「都筑ファーム直売所」
を検索。

と野菜ソムリエの一人、山本あゆみさん。
「
『１週間に１回は
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