ひとこと PR

仙台の農産物コーナー
（ＪＡ仙台）

2 JA 仙台米供給セン
ター

玄米、精米

【所長 渡辺隆夫】今年も JA 仙台管内で収穫されましたとってもおいしいお米
です。ぜひ一度ご賞味下さい。

3 JA 仙台根白石果樹生
産組合［泉］

りんご

【代表 菅沢文雄】根白石果樹生産組合では部員ひとりひとりがさまざまな品種
のりんごを栽培しています。りんごがとてもおいしい季節になってきました。
丹精込めて育てた甘くておいしいりんごをぜひ食べて下さい。

4 JA 仙台トルコギキョ
ウ生産組合

野菜、花

5 十符谷のきくらげ
［宮城野］

【代表 丹野清隆】農家の元気なお母さんが中心となっている活気溢れる組合で、
生産技術や販売方法について語り合いながら、互いに技術を磨きあっていま
す。直接花を手に取り、香りを楽しんでいただくために、花でも安心を心が
け花づくりをしています。

生きくらげ、乾燥
きくらげ

6 ほっとファーム
［青葉］ 福祉

【代表 堀井利一】十符谷の生きくらげは、肉厚でコリコリした歯ごたえがおい
しいきのこです。今日は、有名店のシェフが、十符谷のきくらげを使って考
えた、おいしいレシピも紹介します。試食もあります。今夜の食卓に、ぜひ
どうぞ！

生椎茸、生きくらげ、【代表 相澤光哉】香りが良く大ぶりで肉厚の生しいたけとどんな料理とも相性
乾燥きくらげ、乾燥 の良いぷりぷり食感の生きくらげを販売しています。今年から漢方薬などに
用いられる霊芝（マンネンダケ）を栽培し、その乾燥品もご用意しておりま
マンネンダケ他
すので是非お試し下さい。

7 鈴木有機農園
［宮城野］

野菜、米、味噌、
ナス漬

【代表 鈴木英俊】牛糞堆肥と手づくり EM ボカシ肥料・卵ボカシのみの栽培で、
化学肥料は一切使いません。抗酸化・機能性をもたせた作物作りをめざして
います。

8 自然農園 MITU
［宮城野］

農産物

9 （株）荒浜アグリパー
トナーズ［若林］

【代表 佐藤好宣】化学農薬や化学肥料を使わずにじっくり育てた野菜です。
「懐かしい味がする」「野菜本来の味がする」と、ご好評をいただいている当
園の野菜を、ぜひ味わってみてください。

野菜、米

【代表 渡邉静男】若林区荒浜で元気に育った米と野菜です。

10 広瀬ファーム（株）

銀杏、黒にんにく

【代表 相沢広】☆銀杏☆広瀬川支流の自然が育んだ美味しい銀杏です。
☆黒にんにく☆宮城県産ジャンボにんにくを、独自の遠赤外線でじっくり熟
成した甘くてフルーティな抗酸化作用の高い商品です。

11 でたものショップ
［太白］

野菜

【代表 伊深勝行】安心・安全でおいしい野菜を心がけて栽培しています。

12 菅野農園［若林］

野菜

13 産直市場
［若林］

【代表 菅野浩次】安全、安心、味の、おいしい自慢の野菜が出来ましたのでぜひ、ご賞
味下さい。

野菜、米

【代表 小野英男】六郷・七郷で採れた新鮮 “元気野菜” 旬の野菜はどれも無
農薬・減農薬です。
「旬」を “食べる” は、健康の源！！若林の野菜を食べて健康、
元気で寒い冬を乗り切ろう。

14 なのはな工房
［若林］

野菜、おこわ

【代表 高山真里子】宮城県仙台市の農業女子グループです。
農業を仕事とし、また家で作った米や野菜を使った農産加工をしております。

15 もろや ファームキッ
チン［若林］

野菜、おこわ

【代表 萱場市子、萱場哲也】荒井地区の旬の野菜を販売します。

16 日辺漬物クラブ
［若林］

野菜、漬物

【代表 佐藤きくい】日辺漬物クラブの漬物の原料となる野菜のほとんどは、農
薬を控えて作った、自家生産野菜を用いています。安全、安心をモットーに、
環境にもやさしい農業に取り組んでいます。

17 セイフティ・グリー
ン松元［若林］

もち、おこわ、お
にぎり、新米他

【代表 松元裕子】昔ながらの農家のおもちです。自家製のお米を使って・・・
豆からゆで、煮込んだあんこ、春につんだもち草等と合わせて作りました。
ぜひ、みんなでご賞味下さい。

18 相原漬物［若林］

野菜、漬物

【代表 相原良子】夏の長雨で野菜作りが大変でしたがおいしくみなさんに食べ
てほしいのでガンバッテ作りました。昔の味の漬物もありますのでぜひ食べ
て見て下さい！

19 みのる農園［若林］

野菜、漬物、草餅

【代表 萱場稔】美味しい野菜作りを目指して、日々奮闘しています。
旬の新鮮な野菜をご賞味下さい。

20 旬菜 八百屋
おらほの産直［太白］

野菜、米

【代表 後藤正廣】地域興し団体やるっちゃツボヌマは農業を基軸に市民との交
流・対流により地域活性化をはかりたいと活動、地元で軽トラ市を開店して
います。新鮮で美味しさにこだわった自慢の野菜をぜひご賞味してけさい。
んめよ！
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佐藤園芸
21 ［宮城野］

花苗

花工房 はゆな花壇
22 ［太白］

鉢花、花苗、切り花、【代表 及川俊郎】少量多品種で様々な草花を生産しております。季節の草花で
生活を豊かに彩る一助となれば、幸いです。
寄せ植え

23 かとう園芸［宮城野］

【代表 佐藤清敬】宮城野区の岡田地区で花壇苗を中心に生産しています。ひと
つひとつ心を込めて丁寧に栽培しました。根も白くキレイに張っていて、皆
様のお庭でも綺麗に大きく成長すると思います。今年は色も豊富にとり揃え
ました。

花苗、野菜苗、
野菜

【代表 加藤浩幸】お客様が購入後も、長く元気に花が咲くようにていねいに生
産しています。

花苗、鉢花

【代表 桂島貞夫】お客様に喜んでもらえる様な鉢花、花苗の生産に取り組んで
おります。花の育て方の質問等もして下さい。自宅で直売もしております。

25 グリーンハウスみやま
［太白］

花苗、多肉植物、
バラ苗

26 根白石有機肥料
生産組合［泉］

乾燥牛糞袋入り

【代表 後藤和人】市内のハウスから直接販売なので鮮度はとても良いです。栽
培方法等もお教えいたします。多種多様のお花をお楽しみ下さい。人気はシ
クラメンになります。

27 かき鮮 海風土
［青葉］

殻付きカキ焼、カ
キ汁、ホタテ焼、
ホヤ串焼 他

【代表 西條博也】県内産のカキ、ホタテ、ホヤなどを炭火でおいしく焼きあげ
ます。

団子、パン他

【代表 千葉洵子】炭火焼きで一本一本ていねいに焼いた団子です。
是非ご賞味ください。

29 障害福祉サービス事業所
ビッグママ
福祉

パン、焼菓子

30 おにぎり茶屋
ちかちゃん［若林］

【代表 加藤美枝】ビッグママは利用者がより豊かな暮らしと自立した生活を送
る為にサポートしている事業所です。パン作りやクラフト作品作りや清掃作
業を通して学び楽しく活動しています。

おにぎり、いも煮、 【代表 佐々木千賀子】自社産のひとめぼれを 100％使用した、手作りのおにぎ
りと、自社製のみそを使った仙台いも煮です。みそおでんやしそ巻きも合わ
みそおでん、しそ
せて食べてみて下さい。
巻、みそケーキ他

24 桂島園芸［泉］

28 奥州伊達の三福団子
［若林］

31 食工房マルトウ
32 七郷青年部
［若林］

34

【代表 大泉敬一】地元の青年部が自分たちで生産した野菜等を皆様に美味しく、
提供致しますので、ぜひ食べに来て下さい。

クレープ、陶芸品、 【代表 奥野潔和】わたげの樹では、信楽の土を使用した陶芸品や、豆乳を使っ
たもちもち生地のクレープ、やさしい味わいのサブマリンパンを販売してい
パン
ます。

すまいる作業所
［泉］
福祉

豆腐、厚揚げ、油
揚げ、豆乳、とう
ふドーナツ他

【代表 佐藤和則】国産大豆ミヤギシロメ 100％の濃厚なお豆腐を作っています。
豆腐やおからを使ったドーナツ、クッキーも取り揃えていますので、ぜひお
立ち寄り下さい。

THE BREAD BAR
［若林］

パン・菓子

【代表 小島雅子】東西線荒井駅前にあるパン屋です。天然酵母を使用した、美
味しくヘルシーな、毎日でも食べたいパンを作っています。

福祉

36 SUNNY SITE COFFEE
ワークつるがや
福祉
［宮城野］
37

【代表 高橋修】

お好みやき、やき 【代表 伊藤強】自家工場で 1 本 1 本串刺し、自家製タレでご賞味下さい。全て
そば、やきとり串、 手づくりでご提供致します。
仙台モツ煮他
焼鳥、焼イモ

33 わたげの樹
［若林］福祉

35 ポッケの森
［太白］

大きなポッケ
福祉

手作り ・体験コーナー

生しいたけ、乾し 【代表 熊谷幸夫】20 年〜 30 年かけて大きくなったコナラやクヌギの木に菌を
いたけ、きくらげ、 うえて約 1 年菌をまわしやっと椎茸ができます。椎茸ほど時間をかけて作ら
れる食べ物はありません。だから、人の為に森林の為に絶やさずに作ってい
柿、もち米
きたいと思います。美味で栄養抜群！

仙台 ・宮城のグルメコーナー

仙台の農産物コーナー （野菜 ・農産加工品）

1 熊谷農園（JA 仙台菌
茸生産協議会）

区画

販売品目

仙台の農産物コーナー （花）

区画

コーナー

団体名

コーナー

平成 29 年度農業園芸センター 「みどりの杜」 収穫まつり 出店者一覧

おにぎり、やきそ 【代表 星野公延】管理栄養士やパティシエと一緒に心をこめたお弁当お菓子を
ば、たこやき、芋煮、 製造販売しています。ぜひおたのしみください。
焼き菓子他
コーヒー

【代表 池田栄進】仙台・宮城県内を中心に営業している移動コーヒースタンド
です。フェアトレードされたスペシャルティコーヒーをドリップとエスプレッ
ソマシンでご提供致します。

梅わかめうどん（温）、【施設長 紺野英夫】なご味うどんは事業所内で作っています。こしの強さが自
慢のおいしいうどんです。だしのきいたつゆと一緒に是非お召しあがり下さ
ポップコーン、みそ
い。心も身体も温まりますよ。うどんののぼりがはためく緑の移動販売車で
こんにゃく他
お待ちしています。
おにぎり、やきそ 【代表 星野智英】もちもちの生パスタ、揚げたてポテト、新米のおこわなど、
ば、たこやき、芋煮、 おいしいものをたくさんご用意してお待ちしております。
ピザ、パスタ他

38 社会福祉法人 愛子福祉会
フォンテーヌ［若林］福祉

イタリアンジェ
ラート、ソフトド
リンク

【代表 遠藤裕之】ジャージー牛乳を 100％使用したジェラートです。知的に障
がいのある方が手作りでジェラートを作っております。素材を大切にした豊
かな味わいを楽しめます。自然な甘さと爽やかな後味を、一度ご賞味ください。

39 魂刀流

※手裏剣体験等

【代表 とぬまともたか】仙臺零は「剣を通して豊かな人生を育む」をモットーに
老若男女問わず楽しく活動しています。11 日＆12 日はゲーム「手裏剣コーナー」
を！ 12 日は日本固有の民俗芸能文化である剣舞もさせていただきます。

40 仙台紙飛行機を飛ば
す会

紙飛行機作り

【代表 那須博】『お絵かきプレーン』を使って、作るたのしさ・飛ばすよろこび・
工夫するおもしろさをみんなで体験しよう！

41 仙台市森林アドバイ
ザーの会

リース作り

仙臺零

※手作り体験
※手作り体験

【代表 及川信彦】森林整備の時に下刈りやつる切り作業で出た物を利用して
リースを作ります。飾る木の実やまつぼっくり等 20 〜 30 種類全て自然のも
のです。誰でも作れるようお手伝いします。世界に１つしかないオリジナル
リースを作ってみませんか？

