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み や し ろ の 遊 び か た 教 えま す

い ね～
■1面 春の東武動物公園
 &新しい村ハーブ園リニューアル
■２-３面 みやしろまるごと観光カレンダー
■4面 みやしろ愛され和菓子コレクション

住所：宮代町山崎７７７－１
交通：東武動物公園駅西口から
        徒歩１２分
問合せ：新しい村農の家
          ☎0480-48-6560
※9：30～17：00　月曜定休

新しい村

農の家、市民農園隣接のハーブ園は、生
活を豊かにするハーブのある暮らしを
提案している生活の木にアドバイスを
いただき、リニューアル中です。「健康」
をキーワードに、古代から人間が薬草と
して利用してきたハーブのもつ効果に、
より焦点をあてました。どうぞご期待く
ださい。

ハーブ園がリニューアル
春もわくわく新しい村

宮代町メディカルハーブガーデン　5月、オープン予定！宮代町メディカルハーブガーデン　5月、オープン予定！

教えて！トッピーくん。春の東武動物公園教えて！トッピーくん。春の東武動物公園
東武動物公園の「トッピーくん」は、町の魅力を
発信してくれる宮代町応援キャラクターです。
東武動物公園の「トッピーくん」は、町の魅力を
発信してくれる宮代町応援キャラクターです。

◉「モンキーワールド～MONKEY LIFE～」
　GWにリニューアルオープン！

◉全面ガラスビューで、サルたちをより間近で
　観察できる施設に生まれ変わります！

                             ・住所：宮代町須賀110
・ＴＥＬ：0480-93-1200（代）
・営業時間：10：00～16：30（季節により変動あり）
・入園料：大人（中学生以上）1,700円/小人（3才～小学生）700円/シニア（60歳以上）1,000円
・休園日：1月・2月の月・火曜日、6月の水曜日
  ※2019年より1月の火・水曜日/2月の火・水・木曜日、6月の水曜日
※営業日・時間やイベントの詳細は、公式ホームページにてご確認ください。

東武動物公園

遊園地
ＮＥＷＳ

動物園
ＮＥＷＳ

◉「いたずらヤギーの
　アスレチック砦」がリニューアル！
◉カード迷路「ぐるりの森」が新登場！

東武動物公園はお陰様で開園37周年を迎えます。
日頃のご愛顧に感謝をこめて・・・。開園記念日は入園料が
1円からの募金でＯＫ！皆様のお越しをお待ちいたしております！

開園記念日チャリティー～入園料は1円から
の募金でＯＫ～

2018年3月28日（水）

ＥＶＥＮＴ

開催日

※写真はすべてイメージです。

3/24（土）

春もいっぱい！

おまつり
みやしろの



みやしろみやしろ
まるごと観光カレンダーまるごと観光カレンダー

○今回のイベント情報は、各団体のご協力により掲載しております。（2018.2.1現在） 
○町内の観光情報、イベントについて掲載したい場合は、産業観光課までお知らせください。

18㈰ 春の自然観察＆椎茸の駒打ち体験
～五楽体験事業～ 新しい村周辺

28㈬ 開園日チャリティ
『入園料は１円からの募金でＯＫ』 東武動物公園

28㈬ 新しい村
「美人を作るスープ塾」 村の集会所

10㈯ 進修館まつり コミュニティセンター
進修館

17㈯ 企画展
「古文書に見る人々の暮らし３」（～5/6㈰） 郷土資料館

11㈰ 宮代トウブコ
フェスティバル vol.3.5

コミュニティセンター
進修館周辺

10㈯ 第1回ランニングバイク・
ボーイズ＆ガールズドラ盾大会 はらっパーク宮代

10㈯ 新しい村　生産者土曜市 森の市場「結」

24㈯ 新しい村　いちごまつり 森の市場「結」

2018.3

ハガキまたは右記のQRコードを読み
取って郵便番号、住所、氏名、電話番号、
希望プレゼント番号、本誌の入手場所、
「宮代iIine!」のご意見・ご感想をご記入
ください。 ※当選者の発表はプレゼント
の発送をもってかえさせていただきま
す。 ※応募は一人1通のみです。複数応
募いただいた場合は無効となります。

[ハガキ応募の宛先]〒345-8504 宮代町産業観光課
｢宮代いーね! プレゼント｣係

●応募方法

全国和菓子品評会
において最優秀賞
受賞。宮代町の特
産巨峰わいんを使
用した白餡とレー
ズンが絶妙。

2みやしろまんじゅう６個入り 3名
様

宮代産のとれたて野
菜や果物、お米、お
酒、加工品などの購
入にご利用いただけ
ます。併設で森のカ
フェもあります。

1新しい村森の市場「結」
　お買い物券1,000円 3名

様

黒糖味のふわふ
わ生地の中にや
わらかなつぶあ
んが絶妙な具合
でマッチした人
気商品。

3茶マン６個入り 3名
様

7㈯ 桜市 保健センター周辺

14㈯ 新しい村　生産者土曜市 森の市場「結」

22㈰ 新しい村　絵本であそぼう 村の集会所

2018.4

15㈰ 春の野草観察とてんぷらを楽しむ会
～五楽体験事業～※要予約 新しい村周辺

28㈯
～30㈪㉁ 新しい村　春の苗物市 森の市場「結」

下旬 ブルーベリーつみとり体験
（なくなり次第終了） 新しい村

2018.7
1㈰

28㈯

14㈯ 新しい村　生産者土曜市 森の市場「結」

28㈯ ペットボトルロケット教室 はらっパーク宮代

中旬 東武動物公園スーパープール営業スタート 東武動物公園

新しい村
夏の森カフェ☆フェス（～8/31㈮）

森の市場「結」
森のカフェ

「宮代こども昆虫博士」になろう！！
～五楽体験事業～※要予約 村の集会所

2018.5

20㈰ 山崎山ツリークライミング
～五楽体験事業～※要予約 新しい村周辺

23㈬ 新しい村　料理教室 村の集会所

新しい村　ゴールデンウィークフェア 森の市場「結」

12㈯ 新しい村　生産者土曜市 森の市場「結」

13㈰ 走り方教室 はらっパーク宮代

20㈰ 走り方教室 はらっパーク宮代

27㈰ 走り方教室 はらっパーク宮代

6㈰ 走り方教室 はらっパーク宮代

26㈯ 新しい村　村の大収穫祭 森の市場「結」

3㈭㈷
～6㈰

9㈯ 新しい村　生産者土曜市 森の市場「結」

23㈯ 畑で婚カツ～じゃがいもほり～ 新しい村

24㈰ 新しい村　絵本であそぼう 村の集会所

2018.6

中旬～ じゃがいもほり体験
（なくなり次第終了） 新しい村

中旬～ ラベンダーつみとり体験
（なくなり次第終了） 新しい村

23㈯ 市民ガイドウォーク
「旧百間村史跡と自然」 町内

30㈯ みやしろで育てよっ
特集モデルオーディション 子育てひろば周辺

2㈯・3㈰ ホッツケ稲作体験2018
～田植え～ 新しい村

16㈯・17㈰ ホタルの夕べ観賞会
～五楽体験事業～ 新しい村周辺

ホッツケ稲作体験2018～田植え～

■日 6/2(土)･3(日)
　 (午前の部)9時30分～11時30分･(午後の部)13時～15時
■料 中学生以上(大人)1,500円､小学生1,000円､未就学児500円
■定 各回50名様まで(先着順) 最少催行人数10名様迄
　 ※荒天時・中止の場合は事前連格いたします。※小学生以下は保護者様の申し込みが必要となります。

■申 3/1(木)～HPまたは電話にて申し込み開始

■問 農の家
　 ☎0480-48-6560

この時期にしか出来ない田植え体験！江戸時代の
水田開発を今に伝える新しい村の敷地内にある田
んぼ「ホッツケ田」で実施します。
午前と午後の2回開催するのでご都合にあわせて
お申込みも可能です♪

その他の予定

❶じゃがいもほり体験・・・・・・・・・・・・・・・・・6月中旬～下旬（なくなり次第終了）
❷ラベンダーつみとり体験・・・・・・・・・・・・・6月中旬～下旬（なくなり次第終了）
❸ブルーベリーつみとり体験・・・・・・・・・・・7月下旬～8月下旬（なくなり次第終了）
❹ホッツケ稲作体験2018～稲刈り～・・・10月中旬
❺さつまいもほり体験・・・・・・・・・・・・・・・・・10月下旬～11月上旬（なくなり次第終了）

※❶～❺の全ての体験は10
名様以上のお申し込みには事
前予約が必要となります。

元気な野菜苗、花苗の販売、肥料の詰め放題、
お米特売『春の苗物市』

いちごといちご加工品がたっぷり！
「いちごまつり」

美味しい物の販売やコン
サート・ゲームなど楽しい
イベント盛りだくさん「ゴー
ルデンウィークフェア」同
時開催。

4/28（土）～4/30（月）（休） 3/24（土）

地場野菜大放出！
「村の大収穫祭」5/26(土)

アイス、かき氷など
冷たいメニューのお祭り
「夏の森カフェ☆フェス」

7/1(日)～
8/31(金)

毎月第２土曜日は「生産者土曜市」
毎月第２、第４土曜日は「米特売日」

★問い合わせ･･･農の家0480-48-6560（10時～17時）

★問い合わせ･･･森の市場「結」0480-36-3955(9時30分～17時)

美食プロデューサー
小松美貴子さん
埼玉県宮代町在住。中学生と小
学生男児2人の母。長男のアレ
ルギーと虚弱体質をきっかけ
に、食の大切さを痛感する。
2007年より郷土料理や、地元で
とれる野菜をメインに美味しく
て、元気になる料理教室を主
催。子育てサイト『みやしろで育
てよっ』でコラム公開中。

募集条件：宮代町内で撮影した桜のある風景写真　応募点数：1人3点まで
サイズ：A4又は四つ切り※応募作品は返却しません。また、広報やPR冊子などに二次流用することがあります。
賞品：最優秀賞1点5,000円相当　優秀賞2点3,000円相当
応募締切：4月20日（金）必着
問い合せ：宮代町環境推進担当　☎0480-34-1111(内線)275

みやしろ桜の写真コンテスト
「美しい桜と宮代町の風景」をテーマにし
た写真を募集！職場、家庭、屋外など町内
であれば場所は問いません。ふるってご
応募ください。 写真＝最優秀賞 福田久子（桜堤）

■日 3/17(土)～5/6(日)9時30分～16時30分※月曜休館(祝日を除く)

■会 宮代町郷土資料館　■交 東武動物公園駅または姫宮駅より徒歩20分
■料 入場無料　■問 郷土資料館　☎0480-34-8882

企画展「古文書に見る人々の暮らし３
弘化3年の水害」
江戸時代の水害の中で、寛保2年、天明6年、弘化3年におき
た洪水は、江戸三大洪水と呼ばれています。今回の企画展
では、収蔵している古文書の中から、比較的点数が残って
いる、「弘化3年の水害」に関係する古文書を紹介します。 ■日 3/10(土)　■会 はらっパーク宮代ストライダーエンジョイパーク

■定 2歳48名､3歳60名､4歳60名､5歳36名
■費 1人1,500円(保険料込)　■持 ストライダー、ヘルメット、プロテクター、グローブ
■申 受付中　■問 はらっパーク宮代　☎0480-37-1982

第１回ランニングバイク・
ボーイズ＆ガールズドラ盾大会
2～5歳のお子さんを対象。男女別に行いま
す。（女子12名以下の場合は混合）お友達と走
る楽しさや応援するワクワクを体験しよう。

■日 5/6(日)､5/13(日)､20(日)､27(日)小雨決行　■受 8時30分～9時
■時 9時～10時30分　■会 はらっパーク宮代　ウォーキングコース
■定 各回40名　■費 各回1人500円(保険料込)　■持 汗ふきタオル、水分
■申 事前予約は前日12時までに窓口または電話
※中止の場合は前日12時までにHPに掲載します。

■問 はらっパーク宮代　☎0480-37-1982

走り方教室
走り方のコツを学んで、今より早くなろう！
きっと、走ることがとっても好きになる。

■日 7/28(土)9時～13時(雨天中止･小雨決行)
■会 はらっパーク宮代　多目的広場　■募 未就学児、小学生（未就学児は保護者同伴）
■定 48名　■持 1.5リットルくびれのない炭酸飲料のペットボトル（キャップ付）2本
　　　　　　タオル、帽子、水分、ぬれてもよい服装
■料 1人600円（保険料込）　■申 7月27日(金)12時まで
■申 はらっパーク宮代　☎0480-37-1982 ※中止の場合は前日12時までにHPに掲載します。

夏休み自由研究・ペットボトルロケット教室
ペットボトルで作るロケットの作り方、飛ばす仕組み
をわかりやすく教えます。自分の作ったロケットを広
いグランドで飛ばそう！

■日 6/23(土)
■会 町内　■募 20名(先着順)
■料 1人1,000円
■申 6/1より宮代町産業観光課商工観光担当
　 ☎0480-34-1111(内線)266

市民ガイドウォーク 「旧百間村史跡と自然」
姫宮駅から金原遺跡までめぐります。西
光院、五社神社、前原遺跡など。散策し
た後は、農工房奈味でランチ。

宮代町の特産品や名品をプレゼント！

新しい村へようこそ！ 五楽体験事業

締切
2018年
5月末迄

※要予約

E V E N T P I C K U P

春もたくさん！町のイベントに出かけよう！
桜を見ながら「買う」「食べる」「体験する」･･･それぞれに特徴のある楽しいイベントです。ぜひのぞいてみてください。次回からは、「参加する」もあり！？

新しい村で『農業体験』

新しい村で『お買い物』

畑で婚カツ～じゃがいもほり～

■日 6/23(土)10時～14時30分
■場 村の集会所
■内 じゃがいもほり体験
■定 男女各25名(最少催行人数各10名)
■対 男女ともに30歳～49歳までの独身男女
■持 飲み物、帽子、筆記用具
■費 男性6,000円　女性4,000円
■申 4/4（水）～6/13（水）17時まで、電話又はホームページにて
　 申込（応募多数の場合は抽選）

新しい村では野菜の収穫体験や、野菜や園内ハーブを使った
ものづくり体験などを通じて、男女の出会いを応援していま
す。気軽に参加が出来るように、普段着で行うところがアピー
ルポイント！お土産もたっぷり付いている体験型イベントで
す。皆様のお申し込み、お待ちしています♪

新しい村で『婚活』

❶絵本であそぼう

■日 4/22（日）10時～12時  ■場村の集会所
■費 1組800円（お子様+保護者様で1組）
■定 20名（先着順）
■持 はさみ、のり、エプロン、バンダナ、お持ち帰り袋
※6月・8月・10月・12月・平成31年2月にも開催予定！

絵本を読み聞かせ、おりがみで作品
作り、簡単なおやつ作りをします。

❸旬の野菜で身体も喜ぶ料理教室

■日 5/23（水）10時～12時　■場 村の集会所
■定 12名（最少催行人数5名）
■持 エプロン、三角巾、筆記用具　■費 2,000円
■申 4/15（日）より電話又はホームページにて申込

地産地消の大切さを学び、ご家庭で
も作れる料理をお伝えします。

❷美人を作るスープ塾「大根のデトックススープ」

■日 3/28（水）10時～12時　■場 村の集会所
■内 宮代地場産野菜のスープ作り　■定 12名（最少催行人数5名）
■持 エプロン、三角巾、筆記用具　■費 2,000円
■申 先着順　受付中～3/23（金）、電話又はホームページにて申込

春はデトックスにふさわしい季節。宮代町の美食プロデュー
サー小松氏が、宮代町の地場産野菜をたっぷりと使用したご家
庭でも簡単に作れるスープを紹介。宮代町の人気パン屋「ラボ」
の特製パンと一緒にいただきます♪

新しい村で『生涯学習』

新しい村で

春の自然観察＆椎茸の駒打ち体験
気温が暖かくなり始めるこの時期、植物や小さな生き物が活動を始める春
の息吹を感じてみませんか？山崎山内で間伐したコナラの木を原木に、椎
茸の駒打ち体験を行います。※駒打ち原木の持ち帰りは先着15組
■日 3/18(日)9時30分～11時　■場 新しい村、山崎山
■集 新しい村芝生広場ステージ前　■参 無料
■問 山崎山こどもエコクラブ　☎0480-34-6581（代表 八木橋）
　 町民生活課環境推進担当　☎0480-34-1111(内線)275

春の野草観察とてんぷらを楽しむ会
新しい村と山崎山には、希少品種を含め多くの野草が自生しています。
春の野草観察と摘み取った野草をてんぷらにして試食します。
■日 4/15(日)9時30分～　■場 新しい村、山崎山、村の集会所
■集 新しい村芝生広場ステージ前　■参 大人300円　小学生200円※小学生以下保護者同伴
■申 3/12(月)から4/13日(金)までに電話または窓口
　　※申込者多数の場合は、申込締切前に受付を終了することがあります。

■問 NPO法人　宮代水と緑のネットワーク　☎0480-34-0867
　 町民生活課環境推進担当　☎0480-34-1111（内線)275

山崎山ツリークライミング
ロープやサドル等専用の道具を使って、山崎山の木に登ります。普段と違っ
た視点で自然の美しさを感じてみませんか？
■日 5/20(日)9時～16時20分
　 各回90分 各組8名
　 1回目 9時～10時30分
　 2回目 10時40分～12時10分
　 3回目 13時10分～14時40分
　 4回目 14時50分～16時20分

■集 新しい村芝生広場ステージ前　■参 500円
■定 32名　■対 小学生以上
■申 4/24(火)より窓口8時45分から電話9時から受付
■問 町民生活課環境推進担当
　 ☎0480-34-1111(内線)275

ホタルの夕べ観賞会
普段のくらしの中では、なかなか見ることができないホタルたちの幻想的
な光を観賞してみませんか？
■日 6/16(土)18時～20時30分　6/17(日)19時～20時30分
■場 新しい村芝生広場、ホッツケ田んぼホタル水路
■集 新しい村芝生広場ステージ前
　 ※16日（土）はオープニングイベント（オカリナ演奏・ホタルクイズ）※森の市場「結」、森のカフェは19時30分まで営業（16日のみ）
■問 NPO法人　宮代水と緑のネットワーク　☎0480-34-0867
　 町民生活課環境推進担当　☎0480-34-1111(内線)275

「宮代こども昆虫博士」になろう!!
身近な昆虫の学習会を実施した後、昆虫に関する問題（3択25問程度）に
答え、その結果に基づき1～3級の「宮代こども昆虫博士」に認定します。

■日 7/28(土)9時30分～11時30分　■場 新しい村　村の集会所
■集 新しい村　村の集会所　■参 無料　■定 40名(先着順･町内在住優先)
■対 小学生から中学2年生　■申 7/9(月)から電話または窓口
■問 山崎山こどもエコクラブ　☎0480-34-6581（代表 八木橋）
　 町民生活課環境推進担当　☎0480-34-1111(内線)275

さいたま緑のトラスト保全第５号地に指定されている山崎山にお
いて開催される、体験を通して自然に親しむイベントです。 

地産地消を進め、緑豊かな自然を守る
「農」のあるまちづくりに取り組んでいます。

※要予約

※要予約

※要予約

昨年秋、台風の影響により中止となったトウブコ。
今回vol.3.5と銘打って
春に帰ってきます。全国
各地から素敵なお店が
集結しますよ♪ごはん、
おやつ、音楽、ワーク
ショップ…春のトウブコ
も『楽しい』がいっぱい！！
レッツトウブコ！

宮代トウブコ
フェスティバルvol.3.5

実行委員のみなさん

■日 3/11(日)10時～16時
■会 コミュニティセンター進修館周辺
■交 東武動物公園駅西口より徒歩3分
■問 宮代町商工観光担当　☎0480-34-1111（内線）265

3/11（日）

田舎を楽しむ
アミューズメントパーク

進修館を舞台に、日頃の活動を発表する団体がたく
さん集まります。アクティブシニア縁じょいメンバー
も運営委員です。今回のメインイベントは、宮代オリ
ジナルののど自慢大会！
50組の自慢の歌声をぜ
ひ聴きにいらしてくださ
い。スペシャルゲストも
登場予定。お楽しみに

進修館まつり

実行委員　浅沼さん・渡邉さん

■日 3/10(土)10時～15時
■会 コミュニティセンター進修館
■交 東武動物公園駅西口より徒歩3分
■問 コミュニティセンター進修館　☎0480-33-3846

3/10（土）

宮代の春を感じさせる恒例行事、今年も開催！町内
商工業者が桜の木の下にお店を並べ、自慢の逸品を
販売したり、宮代進修太鼓や琴、地元小中学生による
演奏が行われたりと、内
容は盛りだくさん。コス
プレイベントも同時開
催！夜は桜のライトアッ
プも楽しめます。

桜市2018

実行委員長　野口さん

■日 4/7(土)10時～15時※雨天の場合､翌日に順延

■会 笠原小学校～保健センター前姫宮落川横道路付近
■交 東武動物公園駅西口より徒歩10分
■問 宮代町商工観光担当　☎0480-34-1111（内線）265

4/7（土）



ふるさと納税ってご存知ですか？
宮代町では、役立てたい事業を選択し
て寄付することができます。宮代町のま
ちづくりの応援よろしくお願いします！

宮代町ページ　
http://www.furusato-tax.jp/japan/prefecture/11442

町公式

暮らしや福祉、観光に関
する出来事や募集情報、
公共施設の紹介などを
発信。

新しい村

農産物直売所森の市場「結」
の旬の野菜情報、イベント
情報などを発信中！

ふるさと納税ポータルサイト
“ふるさとチョイス”[発行]宮代町産業観光課（南埼玉郡宮代町笠原1-4-1）

[編集・制作]株式会社ぱど　[部数]29,000部

[問]宮代町産業観光課　0480-34-1111（代） 内線265

次回の宮代iIine!は
気になる内容は…
みやしろの夏～冬！イベントカレンダー
※内容は変更になる可能性があります。

8/3（金）発行 もっと宮代町を
知りたくなったら

ツイッターで
最新情報発信中！

宮代町の
ことを

もっと知り
たい！
「暮らす」「育てる」「働く」がわかる
３つのサイトがあるんです。

とにかく宮代のことを
全部知りたい！

子育て情報
もりだくさん♪

宮代町の
お仕事情報なら

6/30
特集モデル

オーディション開催!

（土） みやしろで育てよっ

オーディション
写真は

フォトカードとして
プレゼント♪
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笠原小学校

ふんわりとした皮には黒糖、やわらかなつぶ餡には北海道産特選小豆を使用。
ボリュームのある見た目ながら、軽い食感なのでペロリと完食してしまう逸品。

日本橋･人形町で修行を積んだご主人が昭和53年に学園台店
を創業。紅白2色餡入り｢宝もなか124円｣や｢カステラ1,263
円｣も人気。

ひと口食べるとホッとする！そんな地元宮代町で愛され続ける和菓子をご紹介。
全商品を完食して“宮代の和菓子マスター”になってみては。

みやしろ 愛され和菓子コレクション毎日食べたい
別腹スイーツ

やさしい甘さと
ふんわり感

パリパリ食感が
ヤミツキに！

茶マン

丸粒うす焼き

焼きまんじゅう

135円

324円(12枚入り)

368円(大5個)、
各249円
(大3個)(小10個)

☎ 0480-34-3810(和戸店)
☎ 0480-32-6320(学園台店)
■住 和戸1-4-15･学園台2-2-11
■交 東武動物公園駅西口より
 　徒歩15分
■営 8:00～19:30･8:30～19:00
■休 水曜日

☎ 0480-35-1894
■住 宮代町和戸103
■交 和戸駅より徒歩5分
■営 7:00～18:00※土曜は9:00～
■休 日曜日･祝日

☎ 0480-32-0713(学園台店)
☎ 0480-32-7028(中央店)
■住 宮代町学園台1-11-7、宮代町中央2-17-11
■交 東武動物公園駅西口より徒歩約10分
■営 8:00～19:30、8:30～19:30   ■休 火曜日

☎ 0480-36-3955(新しい村 森の市場「結」)
☎ 090-3342-3094(農工房 奈味)
■住 宮代町山崎777-1
■交 東武動物公園駅西口より徒歩約15分
■営 9:30～17:00       ■休 月曜日※祝日除く

☎ 0480-33-4098　■住 宮代町笠原2-2-7
■交 東武動物公園駅西口より徒歩5分　■営 8:30～18:00   ■休 火曜日

■問 アンカルク（株）
☎ 0480-31-7838

井上加工所 新しい村 森の市場｢結｣内 農工房 奈味 新しい村 森の市場｢結｣内

八宝堂 和戸店/学園台店

川野武次郎商店

蛸屋総本店 宮代店

15年以上変わらず
愛され続ける味

見つけたら即買い
のレア商品

美味しくて安全な
卵を使用

元々は進修館前で開催されてい
た夕市で、自家野菜と合わせて
出品したことから評判に。紅あ
ずま＆フルーツこがね、紫イモの
2種類の餡はほんのりバターが
香る優しい甘さ。

紫イモを使った新作。黒豆を使用したほん
のり甘めのお餅。正式販売は未定で、運がよ
ければ土曜市などのイベントに出品するそ
う。平成29年度メイドインみやしろ推奨品。

お米や野菜を作っている農家の
井上さんが現在も作っている芋
を使って誕生した｢焼きまんじゅ
う｣。ひと口サイズは子どもやお
年寄り向けに開発されたそう。
新しい村のみの販売

お餅の商品をメインに取り扱
う。メイドインみやしろ推奨品
認定制度に殿堂入りの｢塩あん
びん｣や｢ゆず香もち紫福｣｢ゆ
ず香もち｣など多彩な品揃え。

至福もち 378円
［販売期間］イベント時など ※販売スケジュールは未定

※取材にご協力いただいたお店を掲載しています。  ※掲載情報は2018年1月11日現在のものです。

昭和33年、煎餅の生地を作る工
場として創業。自分好みに焼ける
｢せんべい生地1kg540円｣もおす
すめ。324円の煎餅が4袋で
1,080円とお得！

宮代産のうるち米で作った粒状を残した生地は、薄く食べやすい大きさ
に焼き上げるので絶妙の食感。醤油の香ばしさとあいまって、止まらぬ美
味しさです。

先代と初代町長が地元の銘菓を作ろう！という想いでできた
一品。宮代町産巨峰わいん、レーズン入りの白餡をふんわり
カステラ生地で包みました。

“宮代で愛されるお菓子作り”にこだわり、｢やきだんご65円｣
｢こめていら173円｣など、地元のお米や巨峰などで作った商
品も豊富。

遺伝子組み換えのコーンは使用しないな
ど、安全性にこだわった栃木県都賀町産
新鮮卵“つがのさくら”を使用。舌触りの良
いカスタードクリームが秀逸。

｢黒糖まんじゅう100円｣｢栗石がえし190
円｣他、旬に合わせた多彩な商品や慶弔菓
子も。月に2回(第2土曜･24日※)は2割引
きデーをお見逃しなく。※一部商品を除く

募集は先着40名！
詳細は『みやしろで育てよっ』ホーム
ページ内の「お知らせ」をご覧ください。
LINE＠にご登録いただくと、
おすすめイベント情報が届きます♪

風味豊かな白餡と
生地がベストマッチ

みやしろまんじゅう 98円

みかもの月
180円

農工房 奈味・並木さん/井上加工所・井上さん

月堂 学園台店/中央店  百


