
17日 

日曜

のみ開催

10：00～16：00

18日 のみ開催

敬老
の日

10：00～16：00

１７9/ ・18日
日曜 敬老

の日

日 
１０：００～１６：００小雨決行・荒天中止

松阪中央
　総合病院

和牛オーダーバイキング

Mow&Buu

松阪農業公園ベルファーム

〒515-0845 三重県松阪市伊勢寺町 551-3
TEL：0598-63-0050 FAX：0598-58-3712
http://www.bellfarm.jp/
休園日 4月～12月の毎月第２水曜日

）日翌は合場の日祝もれづい（ 
          開園時間 9：00～17：00

　　　　　　　　　　 （営業時間は施設により異なります）
 

※ペット同伴での入園はお断りしております｡

1月～3月の毎週水曜日

■

環境環境

 第 回

   

9

ININ

ベルファームベルファーム

これも

環境活動

なの？

※開催内容につきましては変更する場合もありますので、ご了承ください。

場所：蚤の市広場・レクチャールーム場所：蚤の市広場・レクチャールーム

松阪市環境パートナーシップ会議

第9回 まつさか環境フェアin　ベルファーム

～ つなげよう　未来に向けた　エコライフ　2017　～

松阪市環境パートナーシップ会議メンバーの出展
マックスバリュ中部/マイバッグ作り
相可高校/まご店名物だし巻き玉子と行楽弁当の販売
三重県地域温暖化防止活動推進センター/
もったいない市(規格外品等の廉価販売)など。

天然酵母パン販売

※無くなり次第終了

場所：蚤の市広場

木琴堂
いつも人気のやまちゃんずはうすさん♪
約30ブースが出店予定です｡
いつも人気のやまちゃんずはうすさん♪
約30ブースが出店予定です｡

場所：芝生広場

クラフト＆雑貨miniマルシェ 
IN　くるくる環境フェスタ

雨天中止場所：芝生広場

ミニ新幹線充電器で走る

時間：10：00～15：00

※3歳以下の方は大人同伴(有料)

料金：1人 200円（1周100ｍ×2周）
対象 ： 2 歳以上

芝生の上を新幹線に乗って走りませんか｡
毎回大人気のコーナーです｡

ふわふわがやってくる！！

場所：芝生広場場所：芝生広場

有料

※雨天中止

お子様コーナー

10：00～15：0010：00～15：00時間時間

ベル農会特製!

華麗舞の夏野菜カレー
場所 ： 蚤の市広場

地元農家さんが作る
夏野菜たっぷりのカレー。
カレーにあう品種として
開発された 『華麗舞』 は､
ベルファーム学びの農場で
収穫したばかりの新米です。

“おもしろい不思議がたくさん”

事前予約可

ガーデンスタッフと一緒にイングリッシュ
ガーデンを探検し､植物について学ぼう !!
参加者には探検隊証明書と
草花の種をプレゼント。

自転車発電体験自転車発電体験

自転車を漕いで電力を発電します｡
電気の大切さを学習する取り組みです｡
自転車を漕いで電力を発電します｡
電気の大切さを学習する取り組みです｡

無料
場所：蚤の市広場場所：蚤の市広場

環境学習サークルみえ JAF三重支部

天然酵母を使った
パン屋さんの販売｡

※写真はイメージです。

子供安全免許証の発行

時間 ： 11 ： 00 ～無くなり次第終了

か れい まい

時間 ： 10 ： 00 ～ /14 ： 00 ～
料金 ： 1 人 100 円
対象 ： 小学生
定員 ： 各回 20 名

植物探検隊

無料場所 ： 蚤の市広場

交通安全クイズに答えて、
本物の免許証そっくりな
カードがもらえます。

料金 ： 1 人前 500 円

9/16
11:00 ～ 13:00 頃

（土） 簡単 ! お魚料理教室
申込み締め切り ９月１２日(火)

お魚の3枚おろしの方法を学び、それを調理します。

要事前予約

参加費
対　　象
定　 員
持ち物

主　 催
協　 力

1人　700円
小学５年生以上
24名(最少催行人数　5名)
包丁（貸し出し包丁あり）
エプロン、三角巾、手拭き
松阪農業公園ベルファーム
三重県魚食リーダー協会

※試食付（煮魚､蒸魚、ご飯､汁物）
（小学生は保護者同伴)

INベルファーム「くるくる環境フェスタ　　　　　　　　　　」　　　　　　　　　　　　　　　　　 は､今年で９回目を迎えます｡｢環境｣

と､ひとくちに言ってもさまざまな取り組みがあります｡私たちの｢環境フェ

スタ｣は､安全で安心して暮らせる社会の実現をめざし､そうした活動に取り

組んでいる企業・団体と協力して､会場を訪れた皆さんが自分たちのいまの

暮らしを見つめなおし､明日からの行動に反映できる､楽しさと少し勉強に

もなる・・・そんな２日間にしたいと思います。

りんご＆アップルパイ販売
※無くなり次第終了 場所：蚤の市広場

両日出店

産地直送販売！！

産地直送販売！！

農薬を減らした環境にやさしい
　りんご生産をしている
「アップルファームさみず」から
生産者さんが直接販売！！
さみずさんのりんごを使って
「ラ・ミシェット」自慢のアップルパイを販売 コラボ企画

場所：蚤の市広場

時間：12：00～無くなり次第終了

オートバックス松阪店

『お財布にも環境にもエコ』をコンセプトに
燃費改善や車を長持ちさせるためのメンテを
アドバイスさせていただきます。

愛車のEcoメンテ
料金：1人前　300円

松阪猪の炭火焼き

オートバックス

“地球に､財布に優しい”

指定の飲食ブースにて、マイ箸・マイスプーンを
持参の方は、50円OFF！！

※「　　  50 円 OFF｣表示のブースが対象。

マイ箸･マイスプーン持参で50円OFF

天然酵母パン販売
天然酵母を使ったパン屋さんの販売｡

猟師としても現場の最前線に立つ
『獣肉処理加工販売めぐみ』による、
松阪産猪肉の炭火焼きです。

※1人前 70g、お1人様1人前に限る。

※無くなり次第終了

場所：蚤の市広場

Maminka

芝生スペースにキャンドルをともし、
幻想的な雰囲気の中でのヨガ体験です!!

時  間
参加費
定  員
服  装
持ち物
場  所
講  師
予  約

※雨天､芝生の状態により中止となります。

18:30～19:30
700円(ハーブティー付）
30名(最少催行人数15名)
運動のできる服装
ヨガマット、タオル、飲み物など
ガーデンカフェ ルーベル横 芝生スペース
佐久間　麻里
ベルファーム事務所　0598-63-0050

※9/16 よりキャンセル料が発生します。

松阪オーガニックマーケット

鈴なり市
場所：わいわい広場場所：わいわい広場

こだわりの農産物､加工品が並ぶ、
オーガニックマーケットです。
毎月第 1日曜日に
ベルファーム芝生広場で開催。 “身体にやさしい野菜ソムリエメニュー”

チョップドサラダと天然酵母パンのプレート
料金：１人前５００円/限定５０食セット
時間：10：00～売り切れ終了
場所：農家市場前

色鮮やかでたくさんの野菜が取れる
野菜ソムリエ考案のチョップドサラダ。
マミンカさんの自家製天然酵母パンと、
野菜スープのセットです。

竹を知り､竹と遊ぼう !
ベルファームの竹の特徴を学び、竹や竹炭で
工作をします。

10:00～
　　12:00頃10:00～16:00(最終受付15:00）

ボランティアグループ『松阪おもちゃの病院』による
動かなくなってしまったおもちゃの診断･修理です。

場所：イングリッシュガーデン内 グラスハウス

対象：3才以上､小学生以下対象のおもちゃ

　三重スローライフ協会・美濃田まちづくり実行委員会

服　装・持ち物：作業のできる服装、手袋、小刀

参加費：大人 500円／小学生 300円

（作品持帰り付）

定　員：15名（参加対象は小学生以上）

野鳥の魅力を楽しみましょう

日本野鳥の会三重による活動紹介、
木製キーホルダー絵付け体験､
バードウォッチング体験
などをお楽しみ下さい。

場所：蚤の市広場

日本野鳥の会三重

※雨天中止

※修理できないものもあります。
※部品取り寄せなどは､別途費用が必要。 

松阪おもちゃの病院

芝生 de キャンドルナイトヨガ 要事前予約

第 4回 要事前予約

松阪の木を使った木工作り体験
場所：蚤の市広場

無料

松阪地区木材協同組合

※無くなり次第終了※無くなり次第終了

松阪の木を使った木工作りに
ぜひ参加してみませんか。

貝殻ブローチ作り体験貝殻ブローチ作り体験
場所：蚤の市広場

三重県環境学習情報センター

貝殻を使い可愛らしい
ちょうちょ型のブローチを作ります。

※限定50個

※写真はイメージです。

料金：1個　100円


