
淡路　若狭　志摩　京都

けつ くにみ

御食国サミット　

御食国和食を味わうフードコート　

●11月19日（日）12:45～16:00　●文化ホール

●11月18日（土）・19日（日）11：00～16：30　●メインアリーナ

高校生レストラン“まごの店”※出店内容は裏面をご覧ください。

▶二十五絃箏による神語り「大和のまほろば」

▶基調講演
　「関西の和食の魅力」

▶御食国知事サミット

▶記念シンポジウム

大歳 久美子氏、古井 夕貴氏

4府県知事によるリレートーク、御食国・和食文化「淡路」宣言

▶パネルディスカッション「現代に繋がる御食国～食を通じた観光振興～」

▶日本料理を世界へ発信する
　「日本料理アカデミー」
▶テレビドラマ「高校生レストラン」で
　一躍有名になった“まごの店”　の出店

田辺 眞人氏

園田学園女子大学
名誉教授

御食国和食文化の体験コーナー

古代、皇室や朝廷に地域の特色ある豊かな食を
納めていた「御食国」と呼ばれる淡路・若狭・志摩
の3つの国と、食材が集まる京の都が集い、“「御食
国」の美味しさ”を体感していただく祭典です。
ユネスコ無形文化遺産にも登録された日本の伝統
的な食文化「和食」をお楽しみください！

2017.11.18土▶19日
11:00～16:30  洲本市文化体育館

主催 ： 御食国・和食の祭典in淡路島 実行委員会 ［構成団体］兵庫県、京都府、福井県、三重県、洲本市、南あわじ市、淡路市、（一社）淡路島観光協会　
後援 ： 観光庁　関西広域連合　(公社)ひょうごツーリズム協会　兵庫県酒造組合連合会　神戸新聞社　朝日新聞神戸総局　産経新聞社
　　　毎日新聞神戸支局　読売新聞神戸総局　ＮＨＫ神戸放送局　サンテレビジョン　（株）淡路島テレビジョン　南あわじ市ケーブルネットワーク淡路　ラジオ関西

協力 ： （一社）茶道裏千家淡交会淡路支部

協賛 ： 洲本温泉観光旅館連盟　　　　　　
（一社）兵庫県建設業協会淡路支部　あわじ島農業協同組合　淡路日の出農業協同組合　淡路信用金庫　ウェスティンホテル淡路　（株）うずのくに南あわじ　　
ユーアールエー（株）　(一社)兵庫県測量設計業協会 淡路支部　関西看護医療大学　あわじ島まるごと直売所 美菜恋来屋　アサヒビール（株）　　〈順不同〉

淡路・若狭・志摩・京都の「和食」を
味わう飲食・物販ブースが勢ぞろい！
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若狭

京都

志摩
淡路

4府県が集う

A級グルメの

祭典！

食のブランド「淡路島」オータムメッセ2017 ▶詳細は裏面をご覧ください。
淡路島日本遺産フェスティバル

コーディネーター

前田 若男氏

淡路島観光協会理事
福良漁業協同組合組合長

村田 吉弘氏

株式会社菊乃井代表取締役社長
日本料理アカデミー理事長

村田 吉弘氏

株式会社菊乃井代表取締役社長
日本料理アカデミー理事長

パネリスト

奥井 　隆氏

株式会社奥井海生堂
代表取締役社長
福井ガストロノミー協会会長

パネリスト

村林 新吾氏

三重県立相可高等学校
教諭

パネリスト パネリスト

日本古来、独自の和食文化を体験！

お得な前売りチケットを
淡路島観光協会の観光案内所
（岩屋・洲本・福良）で販売中！

▶日本酒等の試飲・販売
　（英勲 齋藤酒造、千年一酒造、都美人酒造、あわぢびーる工房、越前・若狭・三重の地酒 ほか）
●11月18日（土）・19日（日）11：00～16：30　●会議室1A

▶京都の老舗料亭4店の出汁の味わい体験 ※無くなり次第終了
●11月18日（土）・19日（日）11：00～16：30　●メインアリーナ　

▶抹茶・和菓子の味わい体験［各日／200人分］ ※無くなり次第終了　
●11月18日（土）11：00～16：30・19日（日）12：00～16：30　●ロビー

4府県知事によるサミットをはじめ「御食国」や
「和食」をテーマとしたシンポジウムを通じて、
「御食国」が育んだ「和食」文化について考える

同時開催



※出店者や商品は予定であり、変更となる場合があります。

■周辺アクセス／「洲本バスセンター」より徒歩5分
■大阪から／大阪駅・阪急三番街より高速バスにて「洲本バスセンター」迄　約120分
■神戸から／三ノ宮より高速バスにて「洲本バスセンター」迄　約80分
　　　　　   高速舞子より高速バスにて「洲本バスセンター」迄　約60分
■お車でお越しの方／神戸淡路鳴門自動車道「洲本インター」下車　施設まで約15分

洲本市文化体育館　〒656-0021  洲本市塩屋1丁目1番17号
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詳細マップ

●お問合せ先：兵庫県淡路県民局  
〒656-0021 
兵庫県洲本市塩屋2丁目4-5TEL：0799-26-2085 TEL：0799-25-5820

●お得な前売りチケットの販売について：淡路島観光協会

御食国と都から選りすぐりの“食”が集結！！
御食国  和食を味わうフードコート出店内容

京 都 若 狭

淡 路

「日本料理アカデミー」所属の老舗が
プロデュースする和食や
宇治茶を使ったスイーツやパンなども販売！

“鯖街道”で都に運ばれた鯖寿司などの
鯖関連商品や若狭特産の梅を使った
商品を販売。昆布かきの実演も！

淡路島内の有名ホテルなど
こだわりの飲食店が出店！

●淡路島観光ホテル（三年とらふぐつみれ鍋）　●淡路ごちそう館  御食国（淡路島牛すじ丼）
●ウェルネスパーク五色  浜千鳥（淡路島の蛸天丼）
●かまくら（玉ねぎ入り淡路島そうめんの磯辺揚げ）　
●金鮓　
●絶景レストランうずの丘（絶品うに雑炊）
●ホテルニューアワジグループ
　（鱧と島野菜のあんかけぬーどる、
　プレミアム淡路ビーフの牛すじ丼）
●松葉寿司（あなご棒ずし）　●やぶ萬（鯛麺）　
●L’ISOLETTA（淡路島のバーニャサラダ）

●敦賀市（手削りおぼろ昆布の実演、黄金だし・野菜だし、ひじきご飯）
●小浜市（焼き鯖寿司、鯖寿司、鯖缶、雲丹醤、焼き鯖まぜご飯の素）
●美浜町（へしこ、焼き鯖寿司、豆乳ドーナツ）
●高浜町（鯖寿司、焼き鯖寿司、金のアジ、紅小イカ、杜仲茶、若狭漬け、にぼしの量り売り） 
●おおい町（たき込みご飯の素、佃煮、熟成味噌、完熟梅ジャム、クッキー、スイートポテト）
●若狭町（熊川葛、葛しるこ、乾燥椎茸、椎茸昆布、
　生かぶら、かぶらの漬物、梅干し、梅酒、梅ゼリー、
　梅ケーキ、梅サイダー）
●南越前町（特産品）
●若狭塗箸研ぎだし体験・即売
●若狭路ご膳（若狭路焼鯖丼、若狭路バーガー、
　若狭路うまいもん）

 

志 摩 テレビドラマ「高校生レストラン」のモデル
“まごの店”による“鯛茶漬け”や
志摩特産の“あっぱっぱ貝”などを味わって。

●三重県立相可高等学校調理クラブ 高校生レストラン“まごの店”（鯛茶漬け）
●アッパッパ屋（あっぱっぱ貝の串揚げ、あっぱっぱ貝のコロッケ  等）
●浜政丸商店（干物、乾物）
●利八屋（肉巻きおにぎり、津ぎょうざ、
　伊勢甘ダレから揚げ）
●山崎屋（パールコロッケ、
　真珠貝柱燻製オリーブオイル漬け 等）

●日本料理アカデミー（肉じゃが、豚の角煮）
●京つけもの 西利（京漬物）　●うめや本舗（古代米ばらずし・コッペめし 等）
●雉祥・ナカムラポートリー（鳥ちまき、ジャンボ焼き鳥）
●京都山城農援隊（お茶の詰め放題、お茶チョコ 等）
●和束茶カフェ
　（抹茶どらやき、しお抹茶、抹茶豚まん 等）
●パンとお菓子の  プルチーノ
　（ほうじ茶あんぱん、抹茶シュトーレン、
　米粉クッキー［抹茶、ほうじ茶］）
●京甘納豆の斗六屋（甘納豆、ぜんざい  等）
●菓子匠 鞍馬庵（おかき、くず湯）

和食を楽しむミニ講座の開催
●11月18日（土）　●メインアリーナ
●13:00～13:15…和食のミニ講座 ［講師：高橋  英一氏（瓢亭第十四代当主）］　
●13:25～13:40…日本酒ミニ講座 ［講師：山本  源兵衛氏（山本本家第十一代当主）］
●13:50～14:05…和食のミニ講座 ［講師：佐竹  力総氏（美濃吉第十代当主）］　

●14:15～14:30…越前・若狭の地酒の特徴 ［講師：西野  邦明氏（福井県酒造協同組合常務理事）］
●14:40～14:55…日本酒ミニ講座 ［講師：上田  学氏（三重県酒造組合専務理事）］
●15:05～15:20…和食のミニ講座 ［講師：坂本  亙生氏（淡路島・すし屋亙店主）］

オータムメッセ2017 淡路島の「とっておきの食」が勢揃い!！

11月18日（土）・19日（日）●10:00～16:30　● 西側駐車場
●出展数 21店舗

●来場者アンケート（先着100名様 ボールペン、エコバッグプレゼント）

淡路島の新鮮な野菜の販売、淡路島食材を材料にした飲食ブース、加工品販売ほか

●オープニングイベント オープニング演奏 、 主催者挨拶 、 開会宣言 、 ファンファーレ（風船放天）

淡路日の出農業協同組合、あわじ島農業協同組合、淡路島牛乳株式会社、淡路畜産農業協同組合連合会、 （一社）淡路水交会、（一社）淡路島観光協会、（一財）淡路島くにうみ協会、
本州四国連絡高速道路（株）神戸管理センター、 JBハイウェイサービス（株）淡路営業センター、淡路信用金庫、淡路地域商工会振興協議会、洲本商工会議所、五色町商工会、南あわじ市商工会、淡路市商工会、

淡路島岩屋漁業協同組合、一宮町漁業協同組合、南あわじ漁業協同組合、淡路島水産加工業協同組合、淡路広域行政事務組合、兵庫県土地改良事業団体連合会淡路支部、洲本市、南あわじ市、淡路市、淡路県民局

主催：食のブランド「淡路島」推進協議会

構成団体

※写真はイメージです

■第1駐車場／洲本市防災公園（塩屋緑地）［淡路広域消防本部の横］
■第2駐車場／洲本市立第二小学校グラウンド
　（予備駐車場／洲本市立第一小学校グラウンド）

※なるべく公共交通機関をご利用ください。
洲本市立
第二小学校

洲本市
防災公園

第1駐車場

第2駐車場淡路関
空ライン

予備駐車場

御食国弁当　［各日／限定30食］各地域の特産品を盛り込んだお弁当を会場限定販売！
●特製松花堂六仕切り弁当　　　　　　　　　　　 ●販売 ： 各日11：30～ 

　

※プロデュース：淡路島三代目よし ※無くなり次第終了

臨時無料
駐 車 場


