
  

第２４回八潮ふるさとフェア２０１６開催！（H28.5.15） 

毎回大好評の『八潮ふるさとフェア』が開催されます！ 

今年は、市役所前庭駐車場が会場となります。（昨年は、フレスポ八潮１階駐車場で開催。） 

各県人会の皆さんが作る模擬店や地元物産品の販売のほか、八潮産新鮮野菜の販売など盛りだくさん！ 

また、ふるさと色豊かな踊りや音楽、太鼓演奏などのステージイベントや地元病院による健康相談コーナーもあり見どころいっぱい

です。ぜひ、お出かけください。 

※チラシに記載されている式典及び物産販売の時間は、下記記載のとおりに変更となりましたので、ご注意ください。 

 

 ○日時： 平成２８年５月１５日（日） ※雨天決行 

       午前９時 開場・物産販売開始 

       午前９時３０分から 式典 

 ○会場： 市役所前庭駐車場 

 ○主催： 八潮市道県人会連絡協議会 

▼昨年のふるさとフェアの様子 

  

 

平成２８年度の掲載記事 

八潮ふるさとフェアは大人気！！（H28.5.15） 

 ５月１５日（日）、市役所前庭駐車場で第２４回八潮ふるさとフェアが開催されました。 

 当日は、青空が広がる中、会場内はたくさんの来場者で賑わいました。 

 各県人会の皆さんが出店する模擬店や地元物産品がズラッと並んだ会場内では、ふるさとの良さを来場した皆さんに伝えようと会

話の弾む姿が印象的でした。 

 また、八潮のご当地タレント 小川ヨッシーさん（福島県）も熱唱され、ふるさとの踊りや太鼓演奏などのステージイベントも盛

り上がり、楽しい賑やかな声がたくさん聞こえてきました。 

 ふるさとの会話と味にふれ、人と人とのつながりの大切さを感じられた素敵なイベントになりました。 

  

▲開会式の様子                  ▲地元病院による健康相談ブース 

  

▲ふるさとの唄や踊りでステージは盛り上がりました。     ▲各県人会ブースのふるさとグルメや地元農産物直売 



  

Ｊ：ＣＯＭの生放送番組『～週刊シティプロモーション～ご当地サタデー♪』

に出演しました！！（H28.5.21） 

 ５月２１日（土）、東京スカイツリータウン・ソラマチ５階にある「Ｊ：ＣＯＭ Ｗｏｎｄｅｒ Ｓｔｕｄｉｏ」で「ご当

地」をテーマに街の魅力を全国に向けて発信する公開生放送番組『～週刊シティプロモーション～ご当地サタデー♪』に、大山 

忍 八潮市長と八潮市出身でアニメ監督のムトウユージさん、ハッピーこまちゃんが出演し、八潮市の魅力をたくさんＰＲしてき

ました！ 

 １時間の生放送の中で、「街中が活き活き！こだわりのモノづくり」として製造業が活発な本市が紹介されました。また、

「八潮の八つの野菜」の紹介や、「枝豆まつり」や「はぴベジ博」など農商工連携イベントの開催ＰＲ、「子どもも活き活き！

万全な教育対策」として大学と連携した「子ども夢大学」や「中川やしお水辺の楽校」での自然体験など、様々な八潮の魅力を

アピールしました！ 

 生放送の後は、シティプロモーションイベントとして、「ハッピーこまちゃん」折り紙体験会や八潮市ＰＲクイズ大会などを

開催し、たくさんの方が参加してくれました。全国の方に、八潮市の魅力を知っていただくとても良い機会になりました。 

【シティプロモーションイベントの様子】 

  

▲折り紙で、かわいらしい「ハッピーこまちゃん」が完成！！ 

  

▲「この中で、小松菜はどれでしょう？」などクイズは大盛上り！！ 

 



  
やしお八つのハッピー野菜博覧会『はぴべジ博 2016』開催（28.6.8～8.8 まで） 

毎回大好評の『はぴベジ博（やしお八つのハッピー野菜博覧会）』、今年も夏野菜で開催します！ 

八潮市商工会では、八潮市の地域資源である小松菜・枝豆などの消費拡大と市内商店の活性化を図るため、市内飲食店・菓子店など

参加店において『八潮の八つの野菜』を使った「おいしい！」「楽しい！」サービスを提供するイベントを開催します！ 

期間中実施しているスタンプラリーでは、はぴベジ博参加のお店（２２店舗）で 

「はぴベジメニュー」を注文するともらえるスタンプを３つ集めて応募すると、抽 

選で１００名に「八潮産たっぷり野菜詰め合わせ＆お買物券」が当たります！ 

スタンプラリーを紹介する「街めぐりマップ」は、八潮市商工会、（一社）八潮市 

観光協会、八潮市役所商工観光課、はぴベジ博参加店にて配布しています。 

是非、マップを片手にはぴベジメニューを味わう・楽しむ街めぐりを体験してみま 

せんか！ 

◎開催期間： 平成２８年６月８日（水）～８月８日（月） 

◎場  所： 市内飲食参加店（２２店舗）、やしお生涯楽習館、 

（一社）八潮市観光協会、八潮市商工会 

※はぴベジとは？ 

八潮産の「枝豆・こまつな・ねぎ・ほうれん草・ナス・山東菜・ 

トマト・天王寺かぶ」のことです。 

 

 

パルコ通り商店会 『サマーセール大抽選会』開催！（28.6.26～7.9） 

 パルコ通り商店会では、６月２６日（日）から７月９日（土）まで『サマーセール 

大抽選会』を開催！ 

 開催期間中のお買い物金額に応じて、福引券・補助券がもらえます。 

 売出し最終日の７月９日（土）には１１時から八潮ショッピングセンター内でドキ 

ドキわくわくの大抽選会を開催♪ 今年は「災害に備えよう」と、景品に防災用品等 

を多数用意しました。 

 

○特等 防災セット  １０本 

○一等 パルコ商品券（2,000 円分）  ３０本 

○二等 保存水 500ml ２本セット   ２００本 

○三等 トイレットペーパ（１ロール）１０００本 

○末等 お菓子または さくらカード１０ポイント 

 

 是非、開催期間中にお出かけください。 

  



  『花桃 薫るお酒（発泡酒）』ができました！（H28.6 月） 

八潮市では、平成２５年３月に「八潮市首都圏桃源郷づくり構想」を策定し、 

駅周辺の都市計画道路や市役所敷地内などに花桃を植栽するなど、花桃を活か 

したまちづくりを推進しています。花桃の位置づけをより明確にするため、平 

成２６年１１月２８日に「市の花」として追加指定しました。 

中川やしおフラワーパークや市役所敷地内、やしお駅前公園など、市内多くの 

場所に植栽されている「花桃」は、毎年３月の開花時期を迎えると市民のみな 

さんの目を楽しませてくれます。 

このほど、花桃をつかった発泡酒が販売されることになりましたので、市民の 

皆様にお知らせします。 

《発泡酒の特徴：お店からのＰＲ》 

八潮産の花桃の花びらからエキスを抽出して作った発泡酒「やしお花桃」は、 

グラスに注ぐとほんのり桃色で、花桃の薫りが感じられるお酒です。 

 

◇販売店舗 

「（有）大久保屋」午前９時～午後７時 日曜定休  

八潮市鶴ヶ曽根 2014 ℡048-996-8333 

（有）大久保屋ホームページ→http://www.ookuboya.coｍ/ 

 

 

パルコ通り商店会『サマーセール大抽選会』が開催されました。（28.6.26～28.7.9） 

６月２６日（日）～７月９日（土）まで、パルコ通り商店会で「サマーセール」が行われました。最終日の９日（土）には、肌寒い

雨の中、ショッピングセンター内で空くじなしの福引大抽選会が開催され、今回は「災害に備えよう」ということで、特等に防災セ

ット、２等には保存水など防災に関連のある商品が準備されていました。 

▼抽選会の様子 

  

  

▲抽選会場にはあいにくの雨の中、お客さんで賑わいました。 

 

http://www.ookuboya.com/


  
『パルコこども地域安全祭り」を開催します！（28.8.28） 

「パルコこども地域安全祭り」がパルコ通り商店会主催により今年も開催されます。 

プロレス＆ヒーローショー、冷しそばやかき氷などの模擬店、輪投げやダー 

ツなどのゲームのほかに、防災煙体験もでき、会場（八幡中学校）に面した 

葛西用水では灯篭流しが行われます！ 

家族みんなで楽しめます！お子様と一緒にぜひ、お越しください。 

□日 時： 平成２８年８月２８日（日）午後１時から 

□場 所： 八潮市立八幡中学校 駐車場＆体育館 

      葛西用水（小作田橋～上小橋） 

□内 容： プロレス＆ヒーローショー、ライブステージ、灯篭作り教室と 

灯篭流し、防災煙体験、輪投げ、ダーツゲーム等、模擬店（冷しそば、ねこ 

まんじゅう、カレー、クッキー、焼き芋等） 

会場には「灯篭作りブース」が設けられ、灯篭作り教室が開催されます。好 

きな絵や願い事などを書いて素敵な灯篭を作ってみませんか？ 

 

パルコ通り商店会『子ども地域安全祭り』が開催されました！（28.8.28） 

８月２８日（日）八幡中学校の駐車場及び体育館で、パルコ通り商店会主催による「子ども地域安全祭り」が開催され、暑さも和ら

いだ中、多くの方がお祭りのイベントに集まりました。 

体育館では、こどもリング遊び＆ヒーローショーが行われ、子どもたちがリングに上がってヒーローと遊びました。リングではプロ

レスのほか、歌手やスコップ三味線のショーが、舞台上では日本舞踊も行われ、大人も一緒になって楽しんでいました。会場入口で

は、今年も上馬場町会の協力のもと「灯篭作り教室」が開かれ、参加した方が好きな絵や願い事を書いて、自分で作った灯篭を葛西

用水に流しました。 

また、会場では、商店会や各団体による焼きそばやかき氷などの模擬店が出店し、輪投げや防災煙体験なども行われるなど、お子さ

んから高齢者まで幅広い年齢層が来られるにぎやかな夏祭りになりました。 

   

○子どもたちが、リングでプロレスラーの皆さんと遊びます。 

   

↑会場では、模擬店や催し物がいっぱい。  ↓自分で絵や願い事を書いて、灯篭を流します。 

   

 

 



  『はぴベジ博２０１６』 グランプリ受賞者が決定！！ 

グランプリメニューは、『テグタン』（焼肉三千里）に！ 

 

 平成２８年６月８日～８月８日、「やしお八つのハッピー野菜博覧会」（はぴベジ博）が行われ、八潮の八つの野菜を使った２

０１６年度のグランプリメニューが決定しました！！市内の店舗でトマトや枝豆・ナスなど夏野菜をたっぷり使うメニューが提供

され、「はぴベジメニュー」を食べ比べるスタンプラリーが賑わいました。 

 今年も、八潮市商工会は市内飲食店・菓子店などにおいて、八潮産の八つの野菜（はぴベジ）を使った「おいしい！」「楽し

い！」サービスを提供しようというイベント、「はぴべジ博」を開催しました。今回、はぴベジ博に参画したのは、２１店舗。そ

れぞれのお店が考案したメニューを、多くの方に食べていただきました。 

 「はぴベジメニュー」は、味・量・見た目の印象・価格とバランス・食材の活かし方・ＰＲ・ネーミングの面白さ・接客態度の

８項目に、スタンプラリーで各店舗へ来店した数を合わせ、総合的に審査・評価され。その結果、『テグタン』（焼肉三千里）が

グランプリを受賞しました。 

～お店に取材をしてきました。～～ 

■「はぴべジ博」のメニューに「テグタン」を提案したのはなぜですか。 

 地元の新鮮な野菜を使って、他と違うおいしさを知ってもらって地域の振興に役立てられたらと考え、「テグタン」やトマトを

使った「チョレギサラダ」を提案しました。 

■受賞したメニュー「テグタン」は、どのような料理ですか？ 

当店の「テグタン」は、地元の新鮮な小松菜を使い、牛骨をベースにした、ピリ辛味のスープです。自家製の辛みそ（コチジャ

ン）がスープの旨味を引き立てます。親の代からの韓国家庭の味を引き継いでいます。 

■他のお店と違う点は？ 

  チェーン店等では、遠くから運ばれた野菜や安い材料を使うこともあるようですが、当店では地元で採れた野菜の新鮮さと、

質の良い肉を使うことで、おいしい味を出しています。家族のお祝いや人の集まる行事のときに、皆さんにおいしいと言っていた

だく味を目指しています。 

■グランプリを受賞したお気持ちは？ 

  念願のグランプリがとれました。今までもそうでしたが、これからも八潮の野菜を使って、おいしいメニューを提供していき

ます。 

  

焼肉三千里（中央４－１２－１６：毎週木曜日定休） 

 

 △グランプリを受賞した「テグタン」 



  パルコ通り商店会『大抽選会』～ウインターセールだパル～ 開催中！（28.1１.27～28.12.10） 

パルコ通り商店会では１１月２７日（日）から１２月１０日（土）まで『ウィンター 

セール』を開催しています。 

開催期間中、買い物金額に応じて福引抽選券・補助券がもらえます！ 

最終日の１２月１０日（土）午前１１：００から八潮ショッピングセンター内にてドキ 

ドキわくわくの大抽選会が開催されます♪ 

また、パルコ通り商店会のマスコットキャラクター“ジェントルパルコ”がＬＩＮＥスタ 

ンプになりました。ＬＩＮＥショップで“ジェントルパルコ”を検索してみてください。 

■売出し期間 １１月２７日（日）～１２月１０日（土） 

■大抽選会日 １２月１０日（土） 午前１１時から午後７時まで  

       パルコ通り商店会 八潮ショッピングセンター内にて  

○パルコ賞： 現金つかみ取り  ２０本 

○特等： 自転車  ５台 

○１等： おでんセット（一袋２４個入）  ３０本 

○２等： 杵茶まんじゅう  ４０本 

○３等： トイレットペーパー  １，０００本 

○末等： お菓子 または さくらカード１０ポイント 

※駐車場はございませんので、公共交通機関をご利用ください。 

▽昨年の様子 

  

さくらカード会から八潮中学校へプリンター一式、大原中学校へペーパーカッタ

ー２台を寄贈しました。（28.12.7） 
「さくらカード会（加盟店５３店舗）」では、市内でお買い物をしていただくためのアイテムの一つとして、市内共通ポイントカー

ド「さくらカード」を発行しています。 

 このさくらカードで４００ポイントが貯まると満点カードになり、特典を受けることができます。 

 ここで回収された満点カードは１枚につき「１０円」が教育助成金として八潮市の教育に役立てられます。今年は、学校で活用し

ていただくよう、集まった満点カードからプリンター一式とペーパーカッター２台を購入（６８,４８２円）し、八潮市の校長連絡協

議会における贈呈式で、さくらカード会から八潮中学校と大原中学校の校長先生に贈られました。 

さくらカードは皆様にご利用していただくことで、今後も市内小中学校の教育に役立てることができます。是非ご利用ください。 

 

 



  第７回特産品・推奨品フェアが開催されます！（H28.12.4） 

【同時開催】第４２回八潮市農業祭もお楽しみに！ 

毎回大好評の「特産品・推奨品フェア」。下記の日程で開催されます！ 

八潮市の特産品・推奨品である食品や商品が大集合するイベントです。 

１０時から豪華商品があたる大抽選会が行われます！ 

当日会場内でお買い物をした方に、５００円ごとに大抽選会に参加できる“抽選券”をお渡しします。（配布枚数には限りがあり

ます。） 

皆さん是非ご来場いただき、八潮の特産品・推奨品をご覧ください。 

■第７回特産品・推奨品フェア 

 開 催 日   平成２８年１２月４日（日） 

 時  間  午前９時から午後２時（出展商品完売次第終了） 

 会  場  やしお生涯楽習館前 みどりの広場 

 大抽選会  午前１０時から 

 主  催  八潮市商工会（０４８－９９６－１９２６） 

◎詳しくは、チラシをご覧ください。⇒ 第７回特産品・推奨品フェア.pdf 

また、同時開催で「第４２回農業祭」が開催されます。 

農産物の品評会並びに即売会が開催されます。 

地場農産物展示品予約販売や農業団体による農産物・漬物加工品の販売、各種アトラクションなど楽しい催しが盛り沢山です！

皆さん是非、お出かけください。 

□第４２回農業祭 

 開催日時  平成２８年１２月３日（土）午後５時から午後９時まで（展示農産物一般公開） 

       平成２８年１２月４日（日）午前９時から午後２時まで 完売次第終了 

 時  間  午前９時から午後２時（出展商品完売次第終了） 

 会  場  やしお生涯楽習館、みどりの広場 

 主  催  八潮市農業祭実行委員会 

 ◎詳しくは、ポスターをご覧ください。⇒ 第４２回農業祭.pdf 

▽昨年の様子 

  

  

http://www.genkiup-yashio.jp/_src/1584/281293c18ey95i90848fa795i837c83x835e815b.pdf
http://www.genkiup-yashio.jp/_src/1585/281294_8bc68dd5837c83x835e815b.pdf


  
『パルコ通り商店会 ウインターセールだパル 大抽選会』が開催されました。

（28.11.27～28.12.10） 

１１月２７日（日）から１２月１０日（土）まで、パルコ通り商店会で「ウィンターセール」が行われました。最終日の１０日

（土）には、ショッピングセンター内で空くじ無しの福引大抽選会が開催され、特賞から末等までたくさんの賞品をお目当てに、福

引抽選機（ガラポン）の前にお客さまが並んで、大賑わいでした！ 

今年は、「ジェントルパルコ」のＬＩＮＥスタンプも誕生し、パルコ賞もでました。パルコ通り商店会に注目だパル！ 

▼抽選会の様子 

  

 

新年初荷パレード２０１７が開催されます！(H29.1.6） 

八潮市直売所連絡協議会主催による『新年初荷パレード２０１７』が、ふれあい農産物直売所の開店初日にあたる１月６日（金）

に開催されます！ 

初荷パレードは、ふれあい農産物直売所を出発して、市役所・八潮市商工会・（一社）八潮市観光協会を経由しながら、八潮の

「安全・安心・新鮮」な野菜を市民の皆さんに広くＰＲするため、野菜宝船を積んだ賑やかなトラックで市内を走行します。 

今年は、やしお駅前公園で、トラックに積んだ八潮産の新鮮野菜を無料で配布します！ 

是非、やしお駅前公園にお立ち寄りいただき、八潮で採れる新鮮野菜をご賞味ください。 

□日 時 平成２９年１月６日（金） 午前８時３０分 ＪＡさいかつ八條支店前で出発セレモニー 

□初荷ルート （トラック ５台）  

①ふれあい農産物直売所発（8:35）→ ②八潮市役所（8:40）→ ③八潮市商工会（8:50） 

④（一社）八潮市観光協会 ※やしお駅前公園到着後、野菜の無料配布（9:10～10:00 頃） 

⑤ふれあい農産物直売所着（10:10） 

 ※時間は予定です。多少前後する場合があります。また、野菜の無料配布は、数に限 りがありますので、あらかじめご了承くだ

さい。 

▽昨年の「初荷パレード２０１６」の様子 
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 第２２回けやき通り商店会豆まき大会が開催されます！（29.2.4） 

けやき通り商店会では、節分の豆まき大会を２月４日の土曜日に開催します！ 

昨年に引き続き、午後２時にイベントを開始します。 

会場から選ばれた年男、年女がステージ上から福を呼び込む豆まきを行います。 

また、商店会からのビッグなプレゼントも当たる「ビンゴ大会」もあります！ 

邪気を追い払って福を呼び込む豆まき。ぜひ、お楽しみに！ 

 

□日 時： 平成２９年２月４日（土）午後２時から 

 

□場 所： 城北信用金庫八潮支店駐車場 

 

けやき通り商店会「豆まき大会」が開催されました。（29.2.4） 

２月４日（土）にけやき通り商店会主催による豆まき大会が開催されました。当日は、この時期としては暖かく、午後２時から１

回目の豆まきが始まり、会場から選ばれた年男、年女が「鬼は外、福は内」と大きな声を出しながら福豆にみたてた景品をまきま

した。また、３時からは２回目の豆まきも行われ、会場は、子どもから大人まで、今年一年の幸福を願う沢山の方の熱気で溢れて

いました。 

▼豆まき大会の様子 

   

 

  

 

 


