６．「ステージパフォーマンス」

【食育ワークショップ】

国民文化祭おおいた 2018
全国障がい者・芸術文化祭おおいた大会

バスク de さいき～バル＆マルシェ～

・ 鹿ちゃん先生教えて ! 「菌ちゃん野菜」 のお話

市役所駐車場に設置された特設ステージでは、佐伯の伝統文化

・ 野草師うんの先生教えて！ 「野草のあれこれ」

やキッズカルチャー、ダンスのパフォーマンス披露が行われます。

編集（山口、曽根田） ・新米を土鍋で炊いて味比べ！

見応え充分の各種パフォーマンスを存分にお楽しみください！

・生産者トークショー
今回のさいきんし裏面では、国民文化祭おおいた 2018 の佐伯大 バスク de さいき～バル＆マルシェ～内容紹介
会イベント「バスク de さいき～バル＆マルシェ～」の魅力をお １．「飲み上げバル」
・渡辺農園さんに聞いてみよう！家庭菜園相談所
伝えします！
バルチケットを片手に、マップを見ながら飲食店をハシゴして ・さいきオーガニック野菜の試食販売

いく食べ飲み歩きイベントです。バルチケットを店舗で 1 枚使用 ・さいきオーガニック野菜を使ったスイーツ
※食育ボランティア募集中 !【問合わせ】佐伯市役所まちづくり推進課
すると、１皿料理と 1 ドリンクが提供されます。（市役所出店は
1 皿料理のみ）いろんなお店の一皿料理をつまみながら、食べ歩
きを楽しんでください。なじみのお店から、新発見のお店まで、
ハシゴをしながら、お気に入りの食べ歩きコースを見つけてみて
ください♪
飲み上げバル 8th 参加店舗

エリア外バル参加店舗
（市役所駐車場出店）
・出張お寿司屋さん！
佐伯回転ずしマルマン
・かまえ海鮮酒場だれやみ
・愛の里工房
・水車茶屋 なのはな
・㈱やまろ渡邉
・オートモズフィッシュアンド
ファーム
・かちじラーメン
・トムソーヤ
・渡邉肇商店
・尺間嶽酒店
・からあげ大吉
・御菓子司 城山堂
・木村製菓

・洋食居酒屋ボルドー
・ぱーらーちゃんきー
・ひょうたん小路
・榧の木
・佐伯回転ずしマルマン
国民文化祭の佐伯のテーマは「豊かな浦」！佐伯の食文化を市 ・カクテルバー玉井
内外の人々に楽しんでもらいたく、魅力・味力を詰め込んだイベ ・バッファロー
ントを開催します。
・花桐
場所：佐伯市役所（メイン会場）から大手前にかけての一帯
・ベラベーラ
日程：10 月 27 日・28 日
・やっちゃんち
時間：10 時～ 15 時
・5 番地ダイニング
※一部店舗は、チケット制の食べ歩き「飲み上げバル」を 27 日 ・trattoria VIVO
夜も開催します。
・カレー＆カフェ
※お客様駐車場に、池船運動公園と佐伯市総合庁舎駐車場をご利
さいきりーふ
用ください（マイクロバスの送迎あり）！
・呑み処 食い処 二八
・つね三
【バスクって何？】
フランスとスペイン国境のピレネー山脈の西部、両麓にまたがる ・いそよし
・はな月
地域・地方のことを指します。
フランスとスペインにまたがるバスク地方は、世界一の美食の街 ・やぁ。
と言われるサン・セバスチャンを擁し、「食材の宝庫」と言われ ・スプーン
・カフェスタイル酒井
るエリアです。
そこで佐伯でいう国境（県境）をまたぐ宮崎県延岡市と手を組み、 ※飲み上げバル参加にはチケットが必要です。前売りチケット

バスク de さいき～バル＆マルシェ～

「食育推進・市民協働係」TEL22-4529

３．「さいきマルシェ＆道の駅かまえ海鮮炭火焼 BBQ」
佐伯の道の駅 3 駅の農産物直売コーナーが佐伯市役所にやって
きます！佐伯で採れた新鮮旬野菜や水産物の直売所！
特に、道の駅かまえの丸かじりフェアからやってきた特設 BBQ

２．食のまちづくりマルシェ ∼ 佐伯のスープ＆オーガニック野菜 etc∼

【マルシェ？】
こちらは馴染みがある方も多いかもしれません。「市場」を意味
するフランス語で、今やあちこちで〇〇マルシェという形で、物
や食材が購入できる市場が催されています。佐伯の地産食材をた
くさん集めた「さいきマルシェ」もお楽しみください！！

佐伯市食育推進会議メンバーによる楽しい！おいしい！ 「食育ブー

４．「あきのこどもまつり」

開会行事（もちまきありマス！）

10:30 ～

ルンビニ幼稚園（リズム、歌、踊り）

11:10 ～

学校法人みのり幼稚園（ダンス）

11:45 ～

studio SEED（ダンス）

12:00 ～

Dance Studio ADDICT（ダンス）

12:30 ～

日心太鼓

13:00 ～

直川佐伯神楽保存会

13:30 ～

宇目神楽保存会

11:10 ～

Rythm Master( ダンス )

11:25 ～

Team dream from Bremen dance studio( ダンス )

11:45 ～

Anahita Bellydance Troupe（ベリーダンス）

12:00 ～

Saiki キッズコーラス

12:15 ～

Garam( ダンス )

12:30 ～

鶴岡八幡太鼓

13:00 ～

やよい栂牟礼陣太鼓

さいき春まつりの竹灯で活躍するバンブープロジェクトと佐伯 13:30 ～
豊南高校味来堂によるコラボレーションイベント。子ども達がお 14:00 ～
腹を抱えて楽しめる、食について考えるイベント！

14:30 ～

豊南高校味来堂では、北海道胆振東部地震へのチャリティーイベ 14:45 ～
ント（特製カレー販売の売上の一部）を寄付金とします。
日程：10 月 27 日・28 日
時間：12 時～ 15 時

５．「大綱引き大会 in 仲町アーケード」
佐伯市綱引き協会 ONENESS( ワンネス ) 協力のもと、実施され
る商店街のアーケードを使用した綱引大会！

ス」 を出展します。

10:00 ～

14:30 ～ お菓子まき
コーナーでは、買ったものをその場で召し上がることができます。
【28 日】
佐伯の各種みそや、お塩を調味料に佐伯の新鮮食材を堪能してく
10:00 ～ お菓子まきスタート
ださい♪
10:30 ～ 佐伯市民ミュージカル
・道の駅かまえ ・道の駅弥生 ・道の駅宇目 農林産物直売所
11:00 ～（トレジャーハンティングスタート）

（枚数限定 4 枚綴り 2400 円）事前予約はこちらから受付を行っ 場所：まちかど広場（仲町隣接）
東九州バスク化構想として立ち上がりました。
東九州バスク化構想は、このバスク地方をヒントに、海・山・川 ています。当日券 1000 円（100 円 10 枚綴り）もご用意あります。
の食材が豊富な延岡市と佐伯市が、
「食」「連携」をキーワードに、
URL:https://mailform.mface.jp/frms/jopcoita/5y8j209wl05s
新たな経済・ 文化圏を作ることを目指す構想です。

【バルって何？】
食堂とバーが一緒になったような飲食店を指し、スペインやイタ
リアなどの南ヨーロッパにおいては酒場、居酒屋、軽食喫茶店の
ことです。また、バルは、コーヒー類を飲んだり、地域のコミュ
ニケーションの場所としても使用されており、コーヒー、ビール、
ワインなどのドリンク類やタパスやピンチョスといったおつまみ
を提供しています。佐伯市では 2012 年から「飲み上げバル」と
いう名称で、3 枚つづりのバルチケットを手に、飲み食べ歩きの
ハシゴを楽しむイベントを開催してきました。

【27 日】

鶴岡神子太鼓

千束楽保存会、御神輿奉納（佐伯喜の会）
小半団七、扇子踊り保存会
トレジャーハンティング正解発表＆抽選会
バルチケット前売り券抽選会・閉会式

※ ( 天候等により変更になる場合があります )
７．「まちなかトレジャーハンティング」
まちの各所に設置された謎を解き明かし、キーワードを見つけ
出せ！佐伯にちなんだ難問を解き、豪華景品があたる抽選の権利
を掴むのは誰だ！
開催日時：10 月 28 日 11：00 ～ 14：00（10 時受付開始）
参加費用：1000 円※バルチケット 1 枚（食事券）付き
事前申し込み：先着 500 名様
https://goo.gl/forms/7NWixFCTuJh6c2CA2

日程：10 月 28 日

【食育スープの試飲】

・ ベジブロス…野菜の皮等を煮だした抗酸化物質が豊富に含まれた 時間：10 時～ 12 時（受付開始 9 時半～）
場所：まちかど広場前仲町アーケード
スープ。

問合先：
バスク de さいき～バル＆マルシェ～

・ ブイヤベース…佐伯の魚介類からつくるスープ。

参加費：1000 円（1 チーム当たり）

運営委員会事務局

・ みそスープ…佐伯で盛んな味噌づくりのみそを使ったスープ。

挑戦チーム募集中です！

㈱まちづくり佐伯（曽根田、大津）

・ 山んだしスープ…椎茸をメインにした植物性のスープ。

1 チーム 6 名：

TEL：0972-22-9900

・命のスープ （玄米スープ） …玄米と梅干をじっくりと煮てつくるスープ。 カテゴリー：男子のみ、女子のみ、男女混合、小学生
同時開催① 10 月 27 ～

同時開催② 10 月 27 ～

同時開催③ 10 月 27 ～

キヤノンのカメラ歴史展

南海コレクション里帰りと佐伯の画伯作品展

野点でちょいと一服せんな！

場所：市役所（10 時～ 17 時）

場所：三余館（10 時～ 17 時）

場所：汲心亭・観光交流館（10 時～ 17 時）

FAX:0972-22-9119
Email: info@town.saiki.jp
web: https://saikidaichakai.saiki.jp/eat/
index.html

