
  

やしお八つのハッピー野菜博覧会『はぴべジ博 2015』開催 

（27.6.8～8.8 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、市内飲食店・菓子店などで『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６０名に「八潮産たっぷり野菜詰め合わせ＆お買物券セット」が当たります！ 

スタンプラリー参加シート「街めぐりマップ」は、八潮市商工会、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。 

マップを片手に「はぴベジ」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２７年６月８日（月）～８月８日（土） 

   ◎場  所： 市内飲食参加店（２５店舗）・やしお生涯楽習館・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。  

 

平成２７年度の掲載記事 



  パルコ通り商店会 『サマーセール大抽選会』開催中です！ 

（27.6.28～7.11） 

 今年もパルコ通り商店会で、６月２８日（日）から７月１１日（土）まで 

『サマーセール大抽選会』が開催中です！ 

  

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１１日（土）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♪ 

 

○特等 自転車  ７本 

○一等 パルコ賞品券（2,000 円分） ３０本 

○二等 発砲酒 500ml  ２００本 

○三等 ＢＯＸティッシュ  １５００本 

○末等 さくらカード１０ポイント または お菓子 空クジなし 

 是非、開催期間中にお出かけください。 

『パルコこども地域安全祭り』を開催します！（27.8.30） 

「第２５回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。 

焼きそばやかき氷などの模擬店、恒例のビンゴ大会やライブステージ、そして、会場（八幡中学校駐車場）に面した葛西用

水で灯篭流しが行われます！ 

イベント会場では「灯篭作りブース」が設けられワークショップが開催されます！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？ 

ぜひ、お楽しみに！ 

 

□日 時： 平成２７年８月３０日（日）午後１時から８時 

      ※来賓挨拶［開会式］：午後５時から 

      （午後７時から８時まで葛西用水にて灯篭流し） 

 

□場 所： 八潮市立八幡中学校 駐車場 

      葛西用水（小作田橋～上小橋） 

 

□内 容： 灯篭作り教室、ライブステージ 

（ダンスパフォーマンスや歌謡ショーなど） 

      ビンゴ大会、模擬店、灯篭流し 

 



  『パルコこども地域安全祭り』が開催されました！（27.8.30） 

８月３０日（日）八幡中学校の駐車場で、パルコ通り商店会主催による夏祭りが開催され、あいにくの雨模様でしたが、多

くの方がお祭りに参加しました。 

今回は、初めての試みとして会場近くの葛西用水で灯籠流しが行われました。イベント会場では、上馬場町会の協力のもと

「灯籠作り」のワークショップが開催され、みなさん好きな絵や願い事を書いて熱心に灯籠を作っていました！夕暮れ時、

完成した灯籠を葛西用水に流し、幻想の世界に誘われました。 

また、真田せつこさんや清水ひろしさんによる歌謡ショーが行われたほか、ダンスグループ「銀座本店」のパワフルなダン

スショーで盛り上がり、恒例のビンゴ大会、焼きそばやかき氷などの模擬店など、お子さんから高齢者の方まで幅広い年齢

層の皆さんが、パルコの夏祭りを楽しんでいました。 

   

△パルコの夏祭りスタート！イベントが盛り沢山です。 △好きな絵や願い事を書いて、オリジナルの灯籠が完成！！ 

  

△協力団体や地元商店会の模擬店がズラリと並びました。 

  

△ビンゴ大会やダンスショー、歌謡ショーなど楽しみました！ 

  

△願いを込めた手作りの灯籠が幻想の世界に誘います。 
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  『はぴベジ博２０１５』 グランプリ受賞者が決定！！ 

グランプリに『枝豆ナンのカレーパン』（ちょっぴりインドなカレー屋さん きーＣｕｒｒｙ）が決まりました！ 

平成２７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、２０１５年度のグランプリが決定し

ました！！今年も、トマトや枝豆・ナスなど夏野菜をたっぷり使った夏のはぴベジメニューで賑わいました。 

八潮市商工会では、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。今回、はぴベジ博に参画したのは、２５店舗。それぞれのお店が考案

した料理メニューを多くの方にお召し上がりいただき、スタンプラリーにもご参加いただきました。 

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て、総合的に審査評価しました。その結果、『枝豆ナンのカレーパン』（ちょっぴりインドなカレー

屋さん きーCurry〈中央 1-8-1-101〉）がグランプリを受賞しました。 

～～きーCurry 店長さんに取材をしてきました。～～ 

◎「枝豆ナンのカレーパン」は、カリッと揚がった枝豆入りのナンを半分に切り、その中に、野菜がたっぷり入った煮込まれたカ

レールーを入れているので、パン屋さんで売っているカレーパンとはまた違った味と食感でした。サクッともっちりしたナンに枝

豆がゴロッとうま味が凝縮されたカレーが絶妙で、後をひく美味しさです。（取材担当者の感想） 

■『枝豆ナンのカレーパン』工夫した点や苦労したところは何ですか？ 

ナン生地を使うことでもちもち感がうまれ、さらに、パン粉をつけて揚げているのでサックリとした食感に仕上がったそうです。

そして、カレーにもこだわり、素揚げした野菜とひき肉に色々な調味料を合わせて煮込み、カレーパン用に作ったカレールーだそ

うです。 

このように、試行錯誤を繰り返しながらモッチリ・サックリ・トローリとしたカレーパンが出来上がったとのことでした。 

■はぴベジ博に３回目の参加で、グランプリの受賞は２回目となりますが、参加した感想は？ 

リベンジというより、「はぴベジ博」の開催そのものを沢山の方に知ってもらおうと、はぴベジ博期間中に開催された枝豆まつり

や夏まつり夜市にも出店し、市内外に広くＰＲが出来ました。 

八潮市推奨品にもなっているカレーパンをはぴベジ博用にアレンジして完成した『枝豆ナンのカレーパン』が大勢の方に食べてい

ただき知っていただけたことがすごく嬉しいです。 

■グランプリを受賞した今のお気持ちは？ 

さらに自分の目標ができました。創作意欲が沸き、次につながる大きな原動力になりました。 

カレーをとおして、お客様に夢や元気をあげられるお店づくりを目指していきたいです！ 

 

 

△グランプリを受賞した「枝豆ナンのカレーパン」 

   

  ちょっぴりインドなカレー屋さん 「きーCurry」さん    ナン焼体験など色々なイベントを開催しているそうです。 
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  さくらカード会から八條中学校へ綱引きの綱が寄贈されました。 

「さくらカード会（加盟店５２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１枚につき、「１０円」を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、満点カードが

５，７１５枚集まり、この教育助成金（５７,１５0 円）で綱引きの綱を購入しました。 

八潮市校長研究協議会にて、八條中学校に運動会やレクリエーション等で活用していただくため、綱引きの綱を寄贈しました。 

皆様にさくらカードを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ので、是非ご利用くださ

い。 

 

△八條中学校 勝呂 真人校長（左）、さくらカード会 加藤 友司会長（右） 

 

 

△八潮市商工会さくらカード会「教育助成金」を活用したものです。 

 

△さくらカードを是非、ご利用ください。 
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  第６回特産品・推奨品フェアが開催されます！（H27.12.6） 

【同時開催】第４１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６回特産品・推奨品フェア 

 開 催 日：平成２７年１２月６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） 

 

 

また、同時開催で「第４１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４１回農業祭 

 開催日時：平成２７年１２月５日（土）  

午後５時から９時まで（展示農産物一般公開） 

      平成２７年１２月６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 

 主  催：八潮市農業祭実行委員会 

 

 

▽昨年の様子 
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第６回特産品・推奨品フェアが開催されました。（H27.12.6） 

【同時開催】第４１回八潮市農業祭も大盛況！ 

１２月６日（日）に「特産品・推奨品フェア」が楽習館前みどりの広場で開催されました。 

当日は、晴天に恵まれ青空の下、会場内に八潮市の特産品・推奨品が大集合し、大勢の来場者の皆さんが買い物やグルメなどを

楽しんでいました。多くの方に特産品・推奨品を見て・知って・触れていただくよい機会となりました。 

そして、毎回恒例の大抽選会もたくさんの豪華商品を目指して長～い列ができ、会場は皆さんの熱気で溢れていました！ 

また、同時開催で行われた「第４１回農業祭」も大盛況でした！ 

農家の皆さんが丹精込めて育てた農産物の品評会そして、農産物展示品予約販売会が行われ、大きく立派に育った野菜を真剣に

選んでいる皆さんの姿が印象的でした。そのほかにも農産物・漬物加工品の即売、各種アトラクションなど楽しい催しがいっぱ

いで大賑わいでした！ 

▽当日の様子 

  

１３の特産品・推奨品のブースがズラリと大集合しました！ 

  

お買い物のあとは、大抽選会へ！長～い列ができました。 

    

開会式の様子。たくさんの方に来ていただきました。       みなさん、真剣に野菜を選んでいます！ 
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パルコ通り商店会『ウインターセール 大抽選会』が開催されました。 

（27.1１.29～27.12.12） 

１１月２９日（日）～１２月１２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１２日

（土）には、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、特賞から末等までたくさんの賞品をお目当てに福

引抽選機の前にはお客さんの列ができ、大賑わいでした！ 

「パルコ通り商店会」は今年６月に埼玉県が認定する、他の模範となる取組を行う元気な商店街「黒おび商店街」に認定されまし

た。サマーセールや夏まつり、防犯活動など地域の皆さんにもっと商店会を知っていただくため様々な活動を行っています。この

ウインターセールは埼玉県の「黒おび商店街応援事業補助金」を活用して開催したものです。 

みなさん、パルコ通り商店会に注目してパル！ 

▼抽選会の様子 

   

抽選会場には、お目当ての賞品を目指して、たくさんのお客さんで賑わいました。 

パルコ通り商店会『大抽選会』～ウインターセールだパル～ 開催中です！ 

パルコ通り商店会で、１１月２９日（日）から１２月１２日（土）まで『ウィンターセール大抽選会』が開催中です！ 

開催期間中のお買い物金額に応じて福引抽選券・補助券がもらえます。 

売出し最終日の１２月１２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、開催期間中に、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”をＬＩＮＥスタンプにする「キャラクター

祭り」も開催されます。ジェントルパルコのいろんな表情を書いて、イトー寿薬局又は事務用品タカヤナギまでお持ちください。

たくさんのご応募をお待ちしています！ 

■売出し期間 １１月２９日（日）～１２月１２日（土） 

■大抽選会日 １２月１２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  

○特等： 有名テーマパーク（浦安）パスポート（ペア） ３組 

○１等： おでんセット（一袋 ３０個入）  ４０本 

○２等： パルコ通り商品券（１,０００円分）  ５０本 

○３等： ＢＯＸティッシュ  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 
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  八潮市直売所連絡協議会『新年初荷パレード』が開催されました（２８.１.７） 

 １月７日（木）に『新年初荷パレード』が開催されました。 

 これは、新年を迎え、ふれあい農産物直売所の開店初日の初荷を祝うとともに、八潮の「安全・安心・新鮮」な野菜を市民（消

費者）の皆さんに広く PR することを目的に開催されたものです。 

 

 朝早くから、「八潮市直売所連絡協議会」の会員が持ち寄った採れたて野菜を、PR 帽子をかぶった会員が、トラックの宝船に積

み込んで載せ、まずは JA さいかつ前にてあいさつ。その後、トラック５台を連ねて、市役所前庭へ向いました。到着した皆さん

を、こまちゃんのハッピを着た大山市長らがお出迎え。直売所連絡協議会の星野会長や大山市長からあいさつをいただいたあと

は、星野会長から大山市長へ、「やしおの八つの野菜」の一つ、小松菜が贈呈されました。その後パレードは、商工会へ向い、商

工会会長・観光協会会長に更なる農商工の連携を約束するとともに、八潮産野菜の消費拡大と地産地消を呼びかけることができま

した。 

 八潮の「安全・安心・新鮮」な野菜が「八潮ふれあい農産物直売所」には、たくさんありますので、ぜひご利用ください！ 

   

△右から大山市長、星野会長、さいかつ農業協同組合鹿野組合長  △古庄商工会会長と齋藤観光協会会長に農商工連携を約束。 

 

第２１回けやき通り商店会豆まき大会が開催されます！（28.1.30） 

２月３日は、節分です。けやき通り商店会では、一足早い豆まき大会を開催します！ 

例年は、“ナイトバザール”のキャッチフレーズで夕方から開催していましたが、 

今年から趣向を変えて、青空の下、午後２時から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。 

そして、商店会からのビッグなプレゼントが当たるかもしれない「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２８年１月３０日（土）午後２時から 

 

□場 所： 城北信用金庫八潮支店駐車場 
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 けやき通り商店会「豆まき大会」が開催されました。（28.1.30） 

１月３０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。例年は、“ナイトバザール”のキャッチフレーズ

で夕方からの開催でしたが、今年は趣向を変えて、午後２時から豆まきが始まりました。 

当日は、朝から雨が降っており開催が心配されましたが、午後には雨も上がり少し晴れ間が見えてきて、予定通りの開催となり

ました。 

豆まきでは、寒さを吹き飛ばすかのように、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。 

一足早い豆まき会場は、子どもから大人まで沢山の方の熱気で溢れていました。 

みなさん、邪気を追い払って福を呼び込み、今年一年の幸福を願ったことと思います。 

▼豆まき大会の様子 

 

△年男・年女が、福を呼び込む豆まきをしました。 

   

     △恒例のビンゴ大会！見事に“ビンゴ”です！ 

   

 △だんだん人出が多くなってきたところで、２回目の豆まきスタート！ 
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