日 時

イベント

会 場

1 10/4（土）～10/5（日）

にんにくとべごまつり

大黒森229ドーム
（田子町）

2 10/4（土）～10/5（日）

赤そば花まつり

アグリの里おいらせ
（おいらせ町）

3 10/4（土）～10/5（日）

南郷かぼちゃまつり

道の駅なんごう
（八戸市南郷区）

4 10/4（土）～10/5（日）

いか・さば祭り

八食センター
（八戸市）

5 10/5（日）

イサバのカッチャコンテスト

ＪＲ陸奥湊駅前
（八戸市）

湊商栄会事務局
イサバのカッチャ(魚商のお母さんの意で、ほっかむりに背負いカゴを持っ
靴のミウラ
て元気がいいのが特徴)に扮し、なりきりぶりを競うコンテストです。
0178-33-1492

6 10/11（土）

史跡根城まつり

史跡根城の広場
（八戸市）

史跡根城の広場の本丸と八戸市博物館が無料開放され、主殿では野点 史跡根城の広場
が、中館ではえんぶりや神楽、踊りなど様々なイベントが行われます。
0178-41-1726

夢の森収穫感謝祭＆
倉石牛肉まつり

小渡平公園
（五戸町）

五戸町の誇る倉石牛の焼肉が食べられる事から沢山の人で賑わい、出
店や各種イベントなども行われます。大人気のバーベキューは前売り券
(2200円)が必要です。

五戸町農林課
0178-62-2111

8 10/12（日）

素人そば打ち段位認定
階上大会

わっせ交流センター
（階上町）

そば打ちを職業としない素人の方々が町内外から集まり、初段位と二段
位を目指します。どなたでも自由に見学ができます。

わっせ交流センター
0178-88-2709

9 10/12（日）

おいらせふれあい牧場デー

カワヨグリーン牧場
（おいらせ町）

大自然の中、引き馬やツリーイング、バター作り等様々な体験メニューの カワヨグリーン牧場
他、ステージイベントや出店などが楽しめます。
0178-56-4111

10 10/12（日）

新郷ふるさとまつり

間木ノ平グリーンパーク
（新郷村）

名物のキノコ山菜鍋やなべっこだんごなどの郷土料理、新鮮な農産物の 新郷ふるさとまつり
販売の他、ステージイベントやイワナのつかみ取り大会、牧場まつりなど 実行委員会
も開催されます。
0178-78-2025

縄文なべまつり

八戸公園
（八戸市）

南郷新そば祭り

道の駅なんごう
グリーンプラザなんごう
（八戸市南郷区）

新田そばまつり

田子新田地区
（田子町）

明治時代から利用されてきた新田地区のシンボル的の茅葺小屋の水車。
田子町役場経済課
その水車でついた新そばを味わうことができます。素朴な味が大人気で
0179-20-7114
す。

14 10/25（土）～26（日）

階上早生新そばまつり

わっせ交流センター
（階上町）

町内で階上早生を提供している３店舗で、ざるそばとかけそばを400円で
わっせ交流センター
提供。わっせ交流センターでは、階上早生を使用した加工品コンクールや
0178-88-2709
各種イベントが開催されます。

15 10/25（土）～26（日）

生涯学習フェスティバル

7 10/11（土）～10/12（日）

11 10/13（月祝）

12

10/19（日）
10/25（土）～10/26（日）予定

13 10/19（日）

内 容

問い合わせ先
にんにくとべごまつり
田子町名物の「たっこにんにく」と「田子牛」を食べ尽くすお祭りです。まつ
実行委員会
りの目玉の田子牛の丸焼きやステージイベントなどもあります。
0179-32-3111
一般的なそばの白い花とは異なる、赤い花が咲き誇り、毎年訪れる人を おいらせ赤そば花まつり
楽しませています。様々なイベントや、無料のお振舞いなども行われま
実行委員会
す。
0178-20-0670
かぼちゃの重量あてや土手かぼちゃのせり市、新米の販売、お振舞い餅
ヤッサイなんごう友の会
の他、かぼちゃのランタン作り体験や郷土芸能などのステージイベントも
0178-82-2908
行われます。
毎年大人気の市内の有名飲食店によるいか・さば弁当の販売と、いかさ 八戸商工会議所 業務課
ば関連商品の即売会が行われます。
0178-43-5111

八戸公園にある縄文なべで作ったせんべい汁が、1杯100円で限定2500
食販売されます。出店やステージイベントも開催され、三八五こども館は
入館料無料となります。

八戸公園
0178-96-2932

レストランでは十割手打ちそばなどの期間限定メニューを提供。広場では 道の駅 なんごう
持ち帰り用の新そばの限定販売や南郷スイーツ、新そば屋台なども出店 グリーンプラザなんごう
されます。
0178-82-2902

生涯学習に関する様々な情報提供や活動交流の場で、日頃の活動成果 おいらせ町教育委員会
おいらせ町民交流センター他
の発表、交流などを行います。音楽、踊り等、様々な文化や芸術などが満 社会教育・体育課
（おいらせ町）
喫できます。
0178-56-4276

おいらせ町秋の農業まつり

ＪＡ十和田おいらせ
一川目事務所
（おいらせ町）

はちのへ菊まつり

八戸市庁前市民広場他
（八戸市）

秋の青葉湖ウォーク

青葉湖周辺
（八戸市南郷区）

19 11/7（金）～11/9（日）

五戸町産業と文化まつり

五戸ドーム他
（五戸町）

20 11/8（土）～11/9（日）

南郷産業文化まつり

カッコーの森エコーランド
（八戸市南郷区）

南郷の特産品に舌鼓を打ったり、音楽を聴いて楽しむ事ができます。ま
た、私達の生活に関わる展示の見学や体験など、盛りだくさんの内容に
なっています。

南郷産業文化まつり
実行委員会
0178-82-2111

21 11/9（日）

鷹の巣渓流ウォーク

鷹の巣渓流周辺
（八戸市南郷区）

鷹の巣渓流の紅葉を満喫しながらウォーキングを楽しむ事ができます。

南郷観光協会
080-1800-8918

22 11/8（土）～11/9（日）

ながわ産業まつり

スパークながわ
（南部町）

採れたて野菜や花き類などの農産物の即売や、タイムサービス、野菜詰
南部町役場農林課
め合せ等が当たる抽選会、フリーマーケット、ステージイベントなど行われ
0178-76-2308
ます。

23 11/15（土）～16（日）

日本一のおいらせ鮭まつり

しもだサーモンパーク
（おいらせ町）

おいらせ町最大のイベント。メインは鮭のつかみ取り！元気のいい鮭が水 おいらせ町鮭まつり
しぶきを上げる中、子供も大人も必死に鮭を追いかけます。他にもサーモ 実行委員会
ンレース、鮭クイズ大会、花火大会などが行われます。
0178-56-4703

24 11月中旬予定

階上どんこまつり

大蛇生産部会前
（階上町）

25 11月中旬予定

ふくち特産品まつり

バーデパーク
（南部町）

三戸町農林商工まつり

三戸町アップルドーム
（三戸町）

16 10/26（日）

17 10/29（水）～11/3（月祝）

18 11/2（日）

26 11/29（土）～30（日）
27 11月下旬～12月初旬予定

なんぶりんご市

新鮮野菜の大即売会の他、おいらせだるま芋へっちょこ汁の試食やジャ ＪＡ十和田おいらせ
ンボ海苔巻づくり、ミニセリ実演会、抽選会やステージイベントなどが開催 一川目事務所
されます。
0178-52-2384
八戸市民の花「菊」のまつりです。市庁前広場で市内の菊愛好家の皆さ
八戸市役所公園緑地課
んが育てた奥州菊や懸崖菊などを展示します。丹精込めて作られた菊花
0178-43-9141
は、ひときは情緒深い趣きを感じられます。
湖岸の紅葉を満喫しながらウォーキングを楽しむ事ができます。

南郷観光協会
080-1800-8918

産業まつりでは農産物品評会や商工大バザール、文化まつりでは小･中 五戸町企画振興課
音楽会や芸能発表会など盛りだくさんのイベントが開催されます。
0178-62-2111

大平洋を眺めながらあつあつのどんこ汁が楽しめます。当日はどんこ汁、 階上町産業振興課内
鮭汁が格安で販売される他、アワビ取り体験などお楽しみイベントも盛り 階上売り込み隊事務局
だくさんです。
0178-88-2116
新鮮野菜や果物などの即売コーナーの他、子供から大人まで楽しめる催 南部町健康増進公社
し物がたくさん行われます。
0178-84-2850
三戸町で生産される農産物や加工品が大集合します。町内の商店の出
張販売も行われ、見どころ盛りだくさんとなっています。

三戸町農林課
0179-20-1111

南部町営地方卸売市場他 生産農家や市場の店舗が秋の味覚を販売提供します。地域の特産品や 南部町役場農林課
（南部町）
郷土料理など、南部の秋を味わう事ができます。
0178-76-2308

※予告なしにイベントが中止・延期になる事もございます。ご了承下さい。

美味いものイベント情報
◆にんにくとべごまつり（田子町）

10/4～5

◆いかさば祭り（八戸市）

10/4～5

◆夢の森収穫感謝祭＆倉石牛肉まつり（五戸町） 10/11～12
◆縄文なべまつり（八戸市）

10/13

◆新田そばまつり（田子町）

10/19

◆南郷新そばまつり（八戸市南郷区）

10/19､25～26予定

◆階上早生新そばまつり（階上町）

10/25～26

◆日本一のおいらせ鮭まつり（おいらせ町）

11/15～16

◆階上どんこまつり（階上町）

11月中旬予定

◆なんぶりんご市（南部町）

11月下旬～12月初旬予定

山の楽校行事予定
【チラシに関するお問い合わせ】

（公社）八戸観光コンベンション協会内

※予告なしにイベントが中止・延期になる事もございます。ご了承下さい。

10/5 そばうち体験学校
10/12 布編みスリッパの楽校
10/19 新そばまつり
10/26 新そばまつり
11/1 エコクラフトの楽校
11/1 米粉の楽校
11/2 青葉湖紅葉ウォーク
11/3 そばうち体験楽校
11/9 布ぞうりの楽校
11/16 干し柿の楽校

11/23
11/24
11/30
11/30
12/7
12/14
12/21
12/22
12/23

くずつるかごの楽校
座敷ぼうきの楽校
おもてなし漬物の楽校
そばうち体験楽校
干しりんごの楽校
布編みスリッパの楽校
おせちの楽校
冬至そばの楽校
年越しそばを作ろう楽校

