
メインイベント
みなとみらい de 地産地消トークライブ
はまふぅど人登場

１１月は「地産地消月間」。今年は“みなとみらい”で地産地消イベント「よこはま食と農の祭典２０１１」を開催します。
地元横浜の元気な農家が登場するトークライブや体験コーナーで地産地消の魅力に触れて楽しめるほか、
とれたて新鮮な旬の横浜野菜と農家手作りの加工品などおいしい魅力も直売します。その他、地産地消月間に合わせて写真展や
ホテルによるタイアップイベントなどが盛りだくさん。１１月５日は、ぜひ「よこはま食と農の祭典２０１１」にご来場ください！！

地元横浜の元気な農家や、地産地消に
熱い思いを持つレストランオーナーと流
通のプロ、野菜ソムリエ、横浜の地産地
消案内人“はまふぅどコンシェルジュ”達
が、横浜の農の魅力と地産地消への熱
き思いをたっぷりお伝えします。（詳しくは
中面をご覧ください）

みなとみらいの3ホテルが、よこはま食と農の祭典２０１１にタイアップして
横浜の農産物を使った地産地消のイベントを開催します。

＊ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル
社内料理コンテスト 「未来のシェフ達」
横浜の農産物を使って、同ホテルの若手コック＝未来のシェフ達が味と技を競います。
最優秀作品は、ホテル内のレストランで期間限定メニューとして登場します。
期間：11月1日（火）～11月30日（水）
会場：ホテル内のレストラン（※決まり次第ホームページで紹介）
アクセス：みなとみらい線「みなとみらい」駅から徒歩約３分
問合せ先：TEL 045-223-2222（代表）　URL：http://www.interconti.co.jp/yokohama

＊横浜ロイヤルパークホテル
「旬の横浜野菜を使った地産地消特別メニュー」
ホテルのレストランとケーキショップにて、旬の横浜野菜を使ったランチコースや
ディナーブッフェをはじめ、スイーツやパンを提供いたします。
期間：11月1日（火）～11月30日（水）
会場：地下1階 カフェ「カフェ フローラ」＆ケーキショップ「コフレ」
アクセス：JR・横浜市営地下鉄「桜木町駅」から徒歩5分
 みなとみらい線「みなとみらい駅」から徒歩3分
問合せ先：TEL 045-221-1111（代表）　URL：http://www.yrph.com

＊パン パシフィック 横浜ベイホテル東急
「ナイト・キッチンスタジアム こだわり食材 横浜・神奈川～地産地消～」
厳選した新鮮な横浜・神奈川の食材は、その味わいを活かしシェフが調理、
ブッフェスタイルで提供いたします。
期間：11月1日（火） ～1月9日（月・祝）※除外日あり
会場：オールデイダイニング「カフェ トスカ」
アクセス：みなとみらい線「みなとみらい駅」から徒歩約1分
問合せ先：TEL 045-682-2218（カフェ トスカ直通）　URL：http://pphy.co.jp

タイアップイベント

～見て・聞いて・体験して・味わう～

五感で感じる農の力！ 地元よこはま農の魅力を大発見！

よこはま食と農の祭典2011

11月5日（土）12:00～18:00
会場：みなとみらい・クイーンズサークル（クイーンズスクエア横浜１Ｆ）他
アクセス：みなとみらい線「みなとみらい」駅から0分
　　　 JR・横浜市営地下鉄「桜木町」駅から徒歩約8分
入場料：無料
問合せ先：横浜市環境創造局農業振興課 TEL 045-671-2638

～見て・聞いて・体験して・味わう～

五感で感じる農の力！ 地元よこはま農の魅力を大発見！

よこはま環境行動フェスタ2011

11月5日（土）11:00～16:00
会場：みなとみらい・クイーンズパーク（クイーンズスクエア横浜１Ｆ）他
アクセス：みなとみらい線「みなとみらい」駅から0分
　　　 JR・横浜市営地下鉄「桜木町」駅から徒歩約8分
入場料：無料
問合せ先：横浜市環境創造局政策課 TEL 045-671-4102
※荒天時、一部イベントを中止する可能性あり

～あなたの毎日に、エコをプラス ！ ～
身近な環境について楽しく学ぼう！ クイズラリーも待っています。

SPECIAL MONTH!
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http://www.city.yokohama.lg.jp/kankyo/nousan/tisantisyo/

よこはま食と農の祭典2011

よこはま環境行動フェスタ2011
子どもも大人も楽しめる体験型ブース、パネル展示を行います。きっと新しい発見・出会いがありますよ。

～あなたの毎日に、エコをプラス！～

身近な環境について楽しく学ぼう！ クイズラリーも待っています。
http://www.city.yokohama.lg.jp/kankyo/kkjs/newcontents/festa2011/

クイズラリーでLED電球(              )をもらおう！
４箇所のチェックポイントでクイズに答えて、クロス・パティオ（グリーンスポット）まで持ってきてね。LED電球をプレゼント。
交換は17:00まで。又はなくなり次第終了とさせていただきます。お一人様一回限りの交換とさせていただきます。

１ このイベントに対する感想をお聞かせください。（どれか１つ）
□満足　□やや満足　□やや不満　□不満

（理由）

（その他の方は具体的に）

３ どちらからいらっしゃいましたか。
□横浜市内　□横浜市外で神奈川県内（市町村名：　　　　　　　　　　）　□神奈川県外（都県名：　　　　　　　　　　）

主催：横浜市環境創造局（横浜市中区港町1-1）　発行：平成23年10月　

問合せ先：よこはま食と農の祭典（環境創造局農業振興課） 電話：045-671-2638 FAX：045-664-4425  よこはま環境行動フェスタ（環境創造局政策課） 電話：045-671-2891 FAX：045-641-3490

よこはま農のある風景の写真展

サテライトイベント

港町ヨコハマのもう一つの顔“農”。みなとみらいで横浜の農
風景の写真展を開催します。都会に広がる農地と、そこでた
くましく育ち・きらめく農畜産物の姿（写真）を通して、横浜の
農の魅力を感じてください。
期間：11月1日（火）～11月7日（月）
会場：みなとみらいギャラリーＣ
 （クイーンズスクエア横浜２Ｆ）
入場料：無料

２ このイベントを何で知りましたか。（あてはまるものすべて）
□チラシ・ポスター　□広報よこはま　□新聞　□テレビ　□ラジオ　

□ホームページ　□ツイッター　□クチコミ　□その他

＜切り取り線＞

今後の参考のためにアンケートもお願いします。

提供

★クイーンズパーク
クイズ受付（11:00～16:00）

★みなとみらいギャラリーC
クイズ受付（11:00～16:30）

★クイーンズサークル
クイズ受付（12:00～16:30）

★クロス・パティオ グリーンスポット
クイズとプレゼント受付 （12:15～17:00）

ツイッターID： 
yokohama_kankyo
僕がつぶやいています。

交換の際には以下アンケートへご協力をお願いします。

エコぽん

～横浜市生物多様性キャッチフレーズ～

～横浜市生物多様性キャッチフレーズ～

GOAL
★① ★② ★③ ★④

GOAL!!場所詳細は中面へ



▼　 ▼ 　 ▼ 　 ▼ 　 ▼ 　 ▼ 　 ▼
　 ▼
　 ▼
　▼
　▼

～見て・聞いて・体験して・味わう～  五感で感じる農の力！ 地元よこはま農の魅力を大発見！ ～あなたの毎日に、エコをプラス！～  身近な環境について楽しく学ぼう！ クイズラリーも待っています。

環境キーパーソン公開取材

【ヨコハマ・エコ・ビューイング】出張特別編

開催時間：14:00～15:00

ほぼ毎週火曜の夜に、横浜・関内で実施し

ているこの企画では、横浜周辺を舞台に環

境分野で活動する団体や企業の代表者な

どをゲストに迎え、公開インタビュー取材&イ

ンターネット生中継を実施しています。今回は

特別編として、「よこはま食と農の祭典

2011」の会場にて開催。生物多様性をもっ

と身近に感じてもらうために、横浜を拠点とし

て今年5月に設立された「一般社団法人

CEPAジャパン」からゲストをお迎えします。

6 こどもエコクラブ 野島自然観察探見隊
横浜に唯一残された自然の砂浜「野島海岸」を中心に毎月活動を続けています。身近な自然

体験についての紹介と、木の実や小枝を使ったドングリ工作などを実施します。金沢区には森・

川・海の自然があり、生物多様性の大切さや、身近な自然の魅力を探見しています。

7 NPO 鶴見川流域ネットワーキング
川にすむ生きものの賑わいを紹介します。都市河川の生物多様性と下水道による水質改善を

アピール。水槽を並べて、実際に生きものを展示し、カニ・ザリガニのタッチコーナーを設け、生き

ものにふれあう場「鶴見川流域水族館」を作ります。

1 NPO ソフトエネルギープロジェクト
「省エネルギー体験コーナー」として、白熱球・LED電球の対比、・LED電球の展示を行いま

す。「自然エネルギー等体験コーナー」としては、手回し発電機、ソーラーグッズを使い、普段の

生活で使用している「エネルギー」を体感してもらいます。

2 横浜LCA環境教育研究会
二酸化炭素は、電気やガソリンを使用した時だけ排出されるのでなく、モノを作る時、運ぶ時、リ

サイクルする時も出ています。身の周りの「財布、ペン、携帯電話など」のライフサイクルアセス

メントをしてもらい、消費による環境影響に気付いてもらいます。

3 NPO かながわ環境カウンセラー協議会（KECA）
環境保全に積極的に参加し、自然と人間が見事に共生する意識を啓発するための省エネル

ギーパネル、カーボンフットプリントパネルや廃棄物利用工作物を展示します。省エネルギー実

験や風呂敷包み体験も行います。

4 横浜市資源リサイクル事業協同組合
家庭から出る資源とごみの分別について、横浜市のルールに基づき、分かりやすく説明します！

分別ＢＯＸ１２個を並べ、参加者に正しく分別できるかチャレンジしてもらいます。すべて正解の

方には「パーフェクト賞」として景品を差し上げます。

5 生活協同組合コープかながわ
コープの農業体験・自然観察や里山への理解など生物多様性に配慮した行動の紹介と、これ

から本格的に取り組む道志村とのつながり・水環境を考えるきっかけづくりの様子など「水の道

道志７里塚クイズ」を実施しながら紹介します。

12:00  1 横浜で味覚狩りをしよう！！

12:30  2 「感じて！ハマ農」～農家の縁側で聞く、おもしろエピソード大集合～

13:00  3 横浜野菜で作るスイーツのレシピ紹介と試食

13:30  4 健康でいるために私がするべきこと ー 横浜野菜との出逢い

14:00    よこはま環境行動フェスタによるトークライブ（右ページ参照）

15:00  5 野菜ソムリエがご提案！！ 横浜野菜の魅力

15:30  6 what’s 地産地消 ～農家×八百屋×弁当屋が語る地産地消～

16:00  7 遠くの産地より近くの農家 ～農家とレストランとの美味しい関係～

16:30  8 おさんぽ農場 1day farming tour へ行こう！！

17:00  9 第２回濱の鉄人料理コンテスト 表彰式（濱の料理人）

１２：００～１５：００
＊ 地産地消！ 来て、見て、参加して学校給食 （横浜市立小学校 栄養教諭・栄養職員）

横浜の食育キャラクター「バランスイーナちゃん」が野菜の話をしてくれるほか、野菜クイズもあります。参加してく
れた皆さんに素敵な景品をプレゼント！

＊ ペットボトル鉢を利用して野菜を育ててみよう！ （青葉みらい農くらぶ）

ペットボトルを利用した鉢に種をまいて、家庭で野菜を育ててみませんか？ “農”と“野菜”に関心と愛着を持ってもらえ
るような体験教室やってます。

１５：００～１８：００
＊ 秋のはまベジ×チョコベジ （野菜ソムリエコミュニティかながわ）

深まりゆく横浜の秋野菜のご紹介と、「チョコベジ」チョコをちょこっとつけて新しいお野菜の食べ方をご提案！！

＊ ドライハーブでシューズキーパーを作ろう！ （よこはま・ゆめ・ファーマー 加藤美佐子さん）

港北区の花農家 加藤さんが丹精込めて育てたハーブ「ラベンダー、ローズマリー、セージ、タイム」を使ってシューズ
キーパーを作りませんか？（参加費：５００円、先着3０名まで）

よこはま環境行動フェスタ2011よこはま食と農の祭典2011
11月5日（土）12:00～18:00  会場：みなとみらい・クイーンズサークル（クイーンズスクエア横浜１Ｆ）他 11月5日（土）11:00～16:00  会場：みなとみらい・クイーンズパーク（クイーンズスクエア横浜１Ｆ）他

門倉さん（農家）×田中さん（ＪＴＢ法人
東京）×貝田さん（横浜市文化観光
局）によるトークライブ。市内で手軽に
できる収穫体験農園の情報や今話題
の地産地消ツアーの魅力を探ります。
味覚の秋においしい出会いがありそう
です。

横浜の農業を知ってもらうために、
色々な農家を取材したり、素敵な農風
景に出会ってきました。農家の縁側で
聞くような、おもしろエピソードを、はま
ふぅどライター達が皆さまにお伝えしま
す。

平成１５年設立の横浜野菜推進委員
会。料理人や八百屋、管理栄養士な
ど総勢１５名が、横浜の各地で料理教
室やイベントを開催しています。今日は
地場野菜を使ったスイーツを特別にご
用意しました。地場野菜のおいしい食
べ方をご提案します。
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「感じて！ハマ農」
～農家の縁側で聞く、おもしろエピソード大集合～ 横浜野菜で作るスイーツのレシピ紹介と試食

日本野菜ソムリエ協会認定の料理教
室ks-caféを主宰する料理研究家の
鈴木佳世子さん。「生活を楽しむ」をコ
ンセプトに、料理やライフスタイルを
日々提案しています。活動のきっかけ
となった横浜野菜との出会いと魅力に
ついてお話しします。

野菜のエキスパート“野菜ソムリエ”の
資格を持つ「はまふぅどコンシェル
ジュ」のメンバーが、横浜野菜の魅力
と美味しい食べ方を皆さまにご提案し
ます。

苅部さん（農家）×藤岡さん（八百屋）
×渡邉さん（弁当屋）、異業種トリオが
織りなす絶妙おもしろ地産地消トーク
をご堪能ください。横浜の魅力を再発
見すること間違いありません。苅部さ
んの新鮮キャベツの試食も・・・。

健康でいるために私がするべきこと
－ 横浜野菜との出逢い

野菜ソムリエがご提案！！
横浜野菜の魅力

what’s 地産地消
～農家×八百屋×弁当屋が語る地産地消～

地場野菜を活かした料理が食べられ
る郊外の名店として名を馳せるイタリ
アンレストラン・オーナー植木さん。１０
年余り前に運命的な出会いを果たし
た緑区の農家・金子さんと、今日に至
るまでの日 を々共に振り返ります。バー
ニャカウダの試食も…。

横濱花菜屋の花田さんと野菜ソムリ
エの長谷川さんが強力タッグを結成し
て生まれた企画「おさんぽ農場」。今
日のツアーを終えたばかりの２人が駆
けつけてくれました。地元の恵みを地
元で楽しむ、そんな素敵なツアーにつ
いてお話します。

今年の“濱の鉄人”が遂に今夜発表！
「一人前の原材料費５００円以内で、
横浜産の調味料を引き立てる地産地
消メニューを考案する」という難題に
チャレンジし、見事栄冠を勝ち取った
のは！？乞うご期待！！

遠くの産地より近くの農家
～農家とレストランとの美味しい関係～ おさんぽ農場 1day farming tour へ行こう！！

第２回濱の鉄人料理コンテスト表彰式
（濱の料理人）

野菜 農産加工品 アイスクリーム
保土ケ谷区の農家苅部さんが育て
た、とれたて新鮮な横浜野菜。スー
パーでは見かけない色とりどりの野菜
は、見ても買ってもワクワクします。

よこはま・ゆめ・ファーマーの平野さん
（都筑区）、小間さん（泉区）、河原さ
ん（保土ヶ谷区）が作った手作りの加
工品。様々な果物のジャムやトマトケ
チャップ、お惣菜など。

東戸塚にあるアイス工房メーリアの
アイスクリーム。肥田さんの牧場で
搾った新鮮なミルクを使って作ってい
ます。ぜひご賞味ください。

体験型ブース・パネル展示（クイーンズパーク）よこはま環境行動フェスタによるトークライブ（クイーンズサークル）

地産地消体験イベントコーナー

旬の横浜野菜・農産加工品の直売コーナー 12:00販売開始（売り切れ次第終了）

出演者プロフィール

みなとみらいde地産地消トークライブ はまふぅど人登場

TAEZ!（た・え・ず）

開催時間：12:00～16:00（準備、片付け含む）

「おもちゃのとりかえっことワークショップのかえっこバザール」でおもちゃに

ついて語ったり、かえっこについて知ってもらえるワークショップあります。か

えっこバザールを通して環境について考えてみる時間をつくってください！

※「みんなで準備して片づけるのがよこはまのかえっこ」。かえっこスタッフと

してお手伝いしてくれる子ども大歓迎！おともなＯＫです。

かえっこバザール（クロス・パティオ グリーンスポット）

主催：横浜市環境創造局

後援：横浜農業協同組合  田奈農業協同組合 主催：横浜市環境創造局

裏面にあるクイズラリー台紙をご利用ください。4箇所すべて回答してゴールすると

LED電球（         提供）をプレゼントします。（詳しくは裏面をご覧下さい）

場所は★マークに注目！

クロス・パティオ グリーンスポットでは「ヨコハマ３Ｒ夢プラン」の紹介もあります。

横浜で味覚狩りをしよう！！

2F

クイズ
④

クイズ
①

クイズ
③

1F

◀桜木町駅
　ランドマークタワー

パシフィコ横浜▶

クロス・パティオ
（グリーンスポット）

クイーンズパーク（屋外）
（クイーンズスクエア横浜1Ｆ）

パンパシフィックホテル
横浜ベイホテル東急

横浜みなとみらいホールクイーンズイースト

1 2 3 4 5

下水道事業関係

（横浜市環境創造局）

生物多様性（身近な生きものたち）

くらしの中のエコ

クイーンズパーク配置図

6 7

観覧車JR桜木町駅

クイーンズサークル

通路

通路

環境科学研究所、みどりアップ、横浜

市内の動物園などの出展

（横浜市環境創造局、横浜市建築局、

横浜市温暖化対策統括本部）

クイズ
①

クイズラリー

みなとみらいギャラリーＣ
（クイーンズスクエア横浜２Ｆ）

クイズ
②クイーンズサークル

（クイーンズスクエア横浜1Ｆ）

本部

クイズラリー




