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～２００万人目は誰でしょう?！～

Twitter: @gatanyan

～義理チョコに代わって！～

『ピュア・ホワイトディ』開催!!

２５年目を飾る嬉しい話題!!

２月１４日の『バレンタインディ』で義理チョコ等で
大変だった女性の皆さんに朗報です 『道の駅鹿
島』ではそんな女性の皆さんに『菓子工房』特製チョ
コスイーツを下記の日程でプレゼントしますョ
当日は先着１００名限定のプレゼントですんで
ぜひお早めにお越し下さいネ
平成６年４月に佐賀県内第１号の「道の駅」として登録された
『道の駅鹿島』は お陰さまで本年４月に２５周年と言う節目を
迎えます 平成２２年３月にリニューアルオープンしてから９年目
で レジ通過者が２００万人の大台を突破しそうですョ
１月１８日現在 １,９０５,４７３人ですから順調に行けば
6 月には２００万人目のお客さまをお迎えする事になりそうで
す 是非あなたが２００万人目でありますように♡

３月１０日（日）
１０:００～
～今年の福男・福女は誰だ～！～
(２・９)

『福の日２０１９』
締め切り迫る!!

今年もやります『ハッピー・バレンタイン』!!
前号でご案内した通り 今年も
下記の日程で『ハッピー・バレンタ
イン』を開催します 『バレンタイ
ンディ』に沢山のチョコ（義理?）
を貰える人もそうでない方も
心優しい『道の駅鹿島』のレジスタ
ッフは区別しませんのでご安心下
さいネ 当日はとびっきりの笑
顔でお待ちしてますョ♡

１月号でご案内しましたが 今年も『福（２９）
の日２０１９』を開催中ですョ 官製年賀葉書の下２桁の番号が
「２９」をお持ちのあなたにビッグチャンスです 葉書をご持参又
は郵送頂いた中から抽選で１０名の皆さんに超ビッグなお年玉を
差し上げます 尚 ２月８日が締め切りとなってますんで
お早めにご応募頂きますようにお願いしときますネ
今年こそ あなたが福男・福女でありますように～
締切日

郵送先

２月８日(金)
必着

抽選日

２月９日(土)

〒849-1323 鹿島市大字音成甲 4427-6
道の駅鹿島『福の日』係 宛

～今月はどんなメニューかナ？～

～毎月最初にお買いもの頂いたお客様へ～

千菜市号 専用電話番号
080-5793-9270
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月・水・金曜
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コース

西葉

火・木・土曜

音成
嘉瀬の浦
龍宿浦
飯田
江福

コース

『千菜市号』ファンの皆サン
こんにちは 「鬼は～外 福
は～内…♬」って掛け声があ
ちこちから聞こえる今日こ
の頃 私たち宅配レディは寒
風にも負けず焼き芋を頬張り
ながら 今月も変わらぬ笑
顔満開で 野を越え・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

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

母ヶ浦
西塩屋
東塩屋

材を使って作られる創作料理は
冬将軍との戦いを勝ち抜けるように
温かい料理をと言う事で 今回も
長蛇の列が予想されますョ

黒川

シェフの美味しい創作料理を食べ

小宮道
大宮田尾

コースは時間変動があります。予めご了承を。

にお越し下さいネ

期日:２月１６日(土)・２月１７日(日)

ファーストファースト
プレゼント
１月のファースト・ファースト・プレゼント(Ｆ・
Ｆ・Ｐ)当選者は 地元七浦・飯田の男性の方で
したョ 『年始のお客様用に生カキを買いに来
ましたョ。正月早々縁起が良いですネ～！』と
破顔一笑で帰って行かれましたョ

２月１日(金)に行いますよ！
ぜひ千菜市でお買物を！！

～あま～い甘いお話？？～

雨の日のお客様は特に神様で

2 日(土)世界湿地の日
3 日(日) 節分
大豆の日
海苔巻きの日
4 日(月) 立春
5 日(火) 笑顔の日
6 日(水) 海苔の日
抹茶の日

す

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？

今日は何の日？
２月

9 日(土) 福の日
10 日(日)
ふきのとうの日
11 日(祝)
建国記念の日

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！

～鬼が怖くてもこれだけは？！～

今年も“恵方巻き”で鬼退治を!!

今月 出荷予定

の農・海産物

野菜・菌類
ダイコン、カブ、サトイモ、ジャガイモ、サツマイモ、
レンコン、アスパラガス、ホウレンソウ、ハクサイ、
ブロッコリー、キャベツ、ネギ、シイタケ
果実
ミカン、デコポン、イヨカン、ポンカン、はるか、
レモン、イチゴ

14 日(木)
聖バレンタインデー
チョコレートの日
16 日(土)寒天の日
17 日(日)
切干大根の日
20 日(水)
アレルギーの日
21 日(木)
食糧管理法
公布記念日
23 日(土)
妊婦さんの日
税理士の日
27 日（水）
絆の日

魚介類

販売日：２月３日（日）
１本４８０円・またはハーフ２５０円で販売

クチゾコ、コノシロ、スズキ(ハクラ)、アカメ、
ハゼクチ、イイダコ、真エビ、ツガニ、竹崎ガニ、
カキ、ニシ貝、赤貝

１６日(土)、１７(日)
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ソムリエ料理
実演！

≪人参サラダ・鹿島みかんドレッシング和え≫
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等の食材は『道の駅鹿島』の売台に並んでますので、 その他
是非お買い求め下さいネ。
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２３日(土) スピードくじ
数量限定

