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～増税に強い味方!!～

美味しい新米を格安で

今すぐ『がたリン』へ加入を!!
先月号でもご紹介しました『道の駅鹿島』サポータ
ーズクラブ「がたリン」ですが

今回は消費税増税対策

のためのご加入をお奨めしたいと思います

この

「がたリン」を使ってお買い物をすると １０００円

10 月 12 日(土)～14 日(祝)
『道の駅鹿島』ひだまり広場

毎に１ポイントが付与され ２０ポイントが貯まったら
１０００円の『道の駅鹿島専用商品券』がプレゼント
されるんですョ このシステムですとお客様に

お米ファンの皆さん 今年も鹿島では美味しいお米が採れ
ましたョ と言う事で恒例の『新米まつり』を開催する事と
なりました このイベントには例年筑豊からも新米を求め
て『道の駅鹿島』までお出で頂くお客様がいるほど定着しま
したョ 酷暑や長雨で今年は大丈夫か心配でしたが
その後の安定した気候のお陰で生育具合も良好との事で
す 是非この機会に鹿島の美味しい「新米」を『道の駅鹿島』
でご購入頂き 食欲の秋を謳歌してみては如何ですか？

５％を還元する事になり 「懐に優しいポイントカード
と喜ばれること間違いなし！」と駅長が豪語してます
ぜひ未加入の皆さんもご入会されては如何でしょう
か？ 【随時申込受付中】

～グランプリにチャレンジ？！～

ＪＡＦ優待会員『イチオシ道の駅グランプリ』開催!!
あの『ＪＡＦ』と会員優待協定を締結してる九州・沖縄管内の『道の駅
（８県で８７駅・佐賀県内７駅）』を対象に
Adobe Acrobat
Document

道の駅グランプリ2019.pdf

「イチオシ道の駅グランプリ２０１９」が

９月１３日～１１月３０日の間開催されてますョ
優待会員様がイチオシする『道の駅』へ投票を行い
す

この企画は『ＪＡＦ』の広報媒体を活用して
プレゼント企画に応募できると言うモノで

投票者の中から抽選で１６名の皆さんに『道の駅商品詰合せ（３０００円相当）』がプレゼント

されるんで

この“千菜市だより”ご愛読者だけでも結構ですんで

お願いしときますネ

★開催期間

『道の駅鹿島』への投票を

９月１３日（金）～１１月３０日（日）
～今月はどんなメニューかナ？～
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コース

ＪＡ七浦

11:20～11:30

嘉瀬の浦

11:30～11:45

龍宿浦

11:50～12:05

飯田

12:10～12:25

飯田駅前

12:30～12:40

江福

12:45～12:55

コース

月・水・金曜

火・木・土曜

音成

～毎月１日最初にお買いもの頂いたお客様へ～

浮立の里
11:00～10:10
千菜市号 専用電話番号
080-5793-9270

『千菜市号』ファンの皆
ン こんにちは 「秋の
夕日に 照る山もみじ♬」
と里山にも秋の訪れを
感じながら 私たち
宅配レディは今月も変わ
らぬ笑顔満開で
野を超え・山を越えて皆
サンの所へ 安心・安全
で新鮮なお野菜・魚介類・
お惣菜等と言う幸せを運
んで行きますんで 楽し
みにしといて下さいネ

西葉
母ヶ浦
西塩屋
東塩屋
小宮道
大宮田尾

を使って作られる創作料理は

ファーストファースト
９月のファースト・
プレゼント
ファースト・プレゼント(Ｆ・Ｆ・Ｐ)当選者は 地元

食欲の秋に相応しい料理と言う事で

七浦の常連の女性の方でしたョ 「今日は仏様

今回も長蛇の列が予想されますョ

用のお花を買いに来ました。やっとプレゼントに

黒川シェフの美味しい創作料理を食

当たったって感じですネ」と 爽やか笑顔満開で

今月の『野菜・食育ソムリエ 黒川
みかどの旬菜実演コーナー』は 下
記の通り開催致します 旬の食材

べにお越し下さいネ

期日:１０月５日(土)・１０月６日(日)

帰って行かれましたョ

１0 月１日(火)も行いますよ！
ぜひ千菜市でお買物を！！

～インバウンド対策にもＧood～

12:45～12:55

～あま～い甘いお話？？～

雨の日のお客様は特に神様です

バス停の名称が『道の駅鹿島前』に!!
コースは時間変動があります。予めご了承を。

長年『海洋センター前』と言う名称で親しま
れて来た『道の駅鹿島』前の『祐徳バス』のバス
停ですが 近年は「海洋センターって何処？」
と言うお客様が多く 以前から『道の駅鹿島』
に名称を変更して欲しいとお願いしてました
今回『祐徳自動車』や『国交省運輸局』
のご配慮で １０月１日から
バス停名が『道の駅鹿島前』と変更
される事になりました
「道の駅にも行ってみたい」
と言う外国のお客様も多い
と言われてますんで 今回の
名称変更はインバウンド対策
にも大きな効果がありそうですネ

1 日(火)
日本酒の日
2 日(水)

日頃のご愛顧の気持ちを込めてスイーツ・ファン
の皆さまに“スイーツ・ディ”を設定！ 毎月第１・
３木曜日に『菓子工房』特製スイーツが 通常の
１０％OFF でゲットできます
尚 当該スイーツは毎月 1 種類で 月毎に替わり
ますから スイーツ・ファンには垂涎の的かも？

開店時間に
雨が降ってたら
<韓国アンテナ
ショップコーナー><沖縄コー
ナー>の商品は"アメ割特価
(対象商品１割引き)"で
１日中実施！

～登録２５周年記念ＹＥＡＲ 第７弾！～

フラッと立ち寄って『フラ・フェスティバル』見学を!!
『道の駅鹿島』登録２５周年記念イベントの第７弾は
って名称で親しまれてる「フラ」を習得された

日本では「フラダンス」

鹿島市のダンスチーム

『フラピカケ』が情熱的な踊りで皆様を楽しませてくれますョ

季節は秋

真っ盛りですが当日『道の駅鹿島』はヒートアップする事請け合いです
どうぞハワイの風と香りをお楽しみにお越し下さいネ

★開催日時
今月 出荷予定

今日は何の日？
１０月

の農・海産物

野菜・菌類
サトイモ、ジャガイモ、サツマイモ、レンコン、
ニンジン、ショウガ、オクラ、トウガラシ、トウガン、
コマツナ、ホウレンソウ、ミョウガ、ギンナン、シイタケ
「秋なすとカリカリ豚の木の酢サラダ」
材料(４人分
豚ばらスライス 200ｇ
なす１本（150ｇ程度）
しめじ 50ｇ かいわれ・小ねぎ適量
Ａ（醤油・みりん各大さじ１半）
黒コショウ適量 木の酢２個
ごま油小さじ１（サラダ油可） レタス等

作り方
① 肉は２㎝幅に切る。なすは縦半分に切り５㎜厚さの
斜め切りにし、しめじはほぐしておく。木の酢１個は半
月の薄切り、１個はくし形に切る。小ねぎは小口切りに
しておく。
② フライパンにごま油を入れ、中火で豚肉をカリカリに
焼いて行き、途中豚肉から油が出て来たら、なす・
しめじを加えて炒める。
③ 具材に火が通ったらＡを加え絡め、黒コショウを適量
振り掛け火を止める。
④ 皿にレタス等を敷き③を盛り、スライスした木の酢・
小ねぎの小口切り・かいわれを散らす。くし形に
切った木の酢を添え、食べる際は果汁を絞り、全てを混
ぜ合わせて食べる。
木の酢の香りと酸味が食欲をそそります。カリカリと焼い
た豚肉と茄子も食感もＧood です！
ちょっと敬遠されがちな豚の脂は「抗酸化作用や、発ガンを抑制
したり、生活習慣病の予防に効果あり」と言われています。旨味成分

果実
みかん、ユズ、レモン、柿、栗、ナシ、イチジク
魚介類
クチゾコ、コノシロ、ヒラ、アカメ、サザレ、マエビ、
生アミ、竹崎ガニ、ムツゴロウ

5 日(土)、6(日)

ソムリエ料理
実演！

介 近読がは新さり柚 感産さリ鹿方とそ
し今はん、な聞れを子さじ物いエ島々言ん旬
ま回一で戦かにる楽をててのこ」市やうな菜
すは・字後っ「「し買、頂発うのは『間に日
ョ、五のはた幻木んっこき信！立も道だ月記
。こｔ如急頃ののでての、を」場とのっ日を
のほく速は香酢まき時日しをかよ駅たが書
「ど「に多酸」すて期々て実らり鹿よ経か
木栽酢姿く柑も。「にの、感さ佐島うっせ
の培」をの橘既レゆな生一しせ賀』なたて
酢さの消家・にモずる活人てて県の気の頂
」れ代しで木我ン胡とにでい頂の皆がかく
を、わた庭のが・椒色弾もまき素様しとよ
た都り」に酢家す」んみ多す今晴にて自う
っ市にと植」にだをなをく。日ら感い分に
ぷ部使記えとスち作柑つのこにし謝までな
りにわさ、言ト、り橘け方れ至いですもっ
使出れれ調うッそ、類てにかり農す。信て
っ荷てて味記クれ料が頂食らま産。ずじ丸
たさいい料事しか理出けかもし物あっら五
サれたま代がてらにてたら鹿たのりとれ年
ラてのしわあお佐ち来らふ島が発が読なが
ダいでたりりり賀ょまとる市、信とんい経
。に、
のるし「
さ・改をうでくち
「まのいす思
っ
レよょ木使物す在足ネ と佐め「ご下らま
シううのっがョ来し。ての賀て野ざさいし
ピでネ酢て豊。作し先い良県「菜いっ、た
をす。」いか先物て日まさの佐ソまたア。
紹。最はたで日と香はすを農賀ムす ッ
、
。
。

今月
その他の
ます。なすは油と共に調理する際は、水にさらさなくても大丈夫ですョ。 予定
もありますので、油と相性良しのなすは、豚の脂で更に美味しくなり

１０月２０日（日）１３：３０～

豆腐の日
5 日(土)
レジ袋ゼロディ
7 日(月)
盗難防止の日
10 日(木)
釣りの日
12 日(土)
豆乳の日
13 日(日)
サツマイモの日
14 日（月）
体育の日
15 日(火)
きのこの日
16 日(水)
世界食糧デー
18 日(金)
冷凍食品の日
2１日(月)
あかりの日
26 日(土)
柿の日
30 日(水)
香りの記念日
31 日(木)
ハロウィン
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