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～登録２５周年記念ＹＥＡＲ 第４弾！～

～今年も七浦が熱い！～

ＪＡＦ『夏の交通安全教室』開催!!
夏の交通安全県民運動期間の７月１４日に 『道の駅
鹿島』にＪＡＦの交通安全機材がやって来ますョ 最近
は高齢者の運転免許証返納が話題になってますが こ
のイベントでは子供向けの交通安全クイズに答えた
ちびっ子には『子ども安全免許証』が授与されます
また時速５ｋｍの衝撃が実感できる『シートベルトコンビ
ンサー』も無料で体験できます

７月２１日(日) 19:00～

是非この機会に

『道の駅鹿島』で交通安全を再確認して下さいネ

七浦海浜スポーツ公園(道の駅鹿島)
旧暦の６月１９日は有明海の豊漁と沿岸地域の五穀豊穣を祈って
恒例の「おしまさん詣り」が開催されますョ

当日『道の駅鹿島』

の地元の七浦では『ふるさと七浦夏まつり』が賑々しく開催され
ます

住民総参加の盆踊りを楽しんだ後

鳴らしながら船出する光景は圧巻ですョ

詳しくはこちら

笛・鉦・太鼓を打ち
『道の駅鹿島盛り上げ

開催日

ＰＲ隊』の「メタルラック」や「ひのひかり智」もやって来る予定ですん
で

是非皆さんも真夏の夜の祭典にお越し下さいネ

～２００万人達成
ありがとう～

２００万人目は下関のお客さま!!

７月１４日（日）
10:00～16:00

～今年もご不便をおかけします!!～

７月１０日（水）は店休日!!

リニューアルオープンから９年目を迎えた『道の駅鹿

『道の駅鹿島』では毎年７月の第２水曜日に 店内の什器のメン
テナンスや清掃と スタッフのスキルアップのための視察研修を
まをお迎えする事ができましたョ 記念すべき
行う事にしていますョ 今年も７月１０日に熊本市の
２００万人目のお客さまは山口県下関市からお越し
『フジバンビ』の本社工場と 『道の駅すいかの里 植木』
のＳ藤Ｔ恵さんで 駅長から達成証と記念品が贈ら
等を視察する事になってます 『道の駅鹿島』ファン
れました Ｓ藤さんは「昨夜は嬉野温泉に宿泊し
の皆様には大変ご迷惑をお掛けしますが １１日か
道の駅巡りをしながら帰ろうと言う事になり最初に
らは綺麗になったお店と 元気な笑顔のスタッフが
立ち寄ったんです ココは大好きな道の駅で今回で５
お待ちしてますんで お出で頂きますようお願いし
回目なんですョ 非常にうれしいですネ」と喜びを語
ときますネ
って下さいました スタッフも下関にもファンが
島』は ６月４日にレジ通過者２００万人目のお客さ

いて下さったって大喜びでしたョ
～今月はどんなメニューかナ？～

A
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コース

火・木・土曜

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

浮立の里

千菜市号 専用電話番号
080-5793-9270

11:00～11:10

西葉

11:15～11:30

『千菜市号』ファンの皆サ
母ヶ浦
ン こんにちは 「笹の
葉さ～らさら のきばに揺 11:35～11:50
れる～…♬」 と七夕様に
西塩屋
願いを込めながら 私た
ち宅配レディは今月も変 11:55～12:10
わらぬ笑顔満開で 野を
東塩屋
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
小宮道
菜等と言う幸せを運んで 12:20～12:35
行きますんで 楽しみに
大宮田尾
しといて下さいネ
12:35～12:50

コースは時間変動があります。予めご了承を。

～毎月 1 日最初にお買いもの頂いたお客様へ～

コース

月・水・金曜

音成

11:00～11:15

7 月 1０日(水)

店休日

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

ファーストファースト
プレゼント
６月のファースト・ファースト・プレゼント(Ｆ・

食材を使って作られる創作料理

Ｆ・Ｐ)当選者は 浜町からお越しの女性の方

は

でしたョ 『太良町に行く途中に寄りました。

熱中症対策にも抜群と言う

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
創作料理を食べにお越し下さネ

期日:７月６日(土)・７月７日(日)

定期的にココの絵葉書を買いに来てるん
ですョ！』と

笑みを浮かべて帰って

行かれました ョ

7 月 1 日(月)も行いますよ！
ぜひ千菜市でお買物を！！

～鹿島のお土産はコレ？？？～

～あま～い甘いお話？？～

雨の日のお客様は特に神様です

今日は何の日？

『道の駅鹿島せんべい』発売開始!!

7月

ある時 『道の駅鹿島』に来たお客さまから
「ココに来た証拠になるような土産はありませ
んか？」と言う問いかけがありました そこ
で思いついたのが『平成～令和カウントダウ
ンイベント』の仕掛け人の『井手商店』の鶴さ
んでしたョ と言う事でせんべいをお願い
してたら６月中旬に出来上がって来ました
早速販売を開始したところ 早くも『道の
駅鹿島』のテイクアウト商品
トップ１０入りしましたョ
皆さんも『道の駅鹿島
せんべい（1 袋１５０円）』を
お土産に如何ですか？

1 日(月)

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？

～またまた名誉な賞を！～

既報通り

「第１２回佐賀県食育賞・食の教育部門賞」受賞!!

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！

６月４日に開催された

『第１２回佐賀県食育賞表彰式

及び事例発表会』で『株式会社七浦・道の駅鹿島』は 「食農教育部門」で今回栄誉ある賞を受賞しました
当日は駅長と「旬菜料理実演」担当の黒川みかどさん・千菜市の『おもてなし』担当の木原松代さん・
総務の佐藤由紀子さんが出席する事になってましたが

２００万人達成

イベントのため駅長は不参加での受賞となりました 表彰状には
「あなたは食育の推進に精励され（略） 佐賀県知事 山口祥義」と記されており

６日(土)・７日(日)

「旬菜料理実演」や「おもてなし」を続けて来た事が評価されましたョ

今月 出荷予定

の農・海産物

果実
ハウスみかん、スイカ、金瓜、モモ、ブルーベリー
野菜・菌類
魚介類
シソ、トウモロコシ、トマト、ナス、ピーマン、オクラ、 クチゾコ、コノシロ、ヒラ、アカメ、サザレ、マエビ、
ジャガイモ、カボチャ、アスパラガス、シイタケ
竹崎ガニ、ムツゴロウ、ワラスボ
≪冷凍トマトのカレー≫

材料（５～６人分）
玉ねぎ中サイズ５～６個
・生姜１かけ

牛肉 300g 程度

にんにく

冷凍トマト 1 個（150g 程度）

カレール―適量 塩・コショウ適量 油大さじ３程度
あればローリエ適量 好みのスパイス適量）

（

作り方
① 玉ねぎは薄くスライス。肉は適当な大きさに切る。にん
にく、生姜はみじん切りにする

＊赤玉ねぎでも OK!

②厚手の鍋に油を入れ、弱火でにんにく・生姜を炒め香りが
立ってきたら火を強め肉を炒める。更に玉ねぎを加え炒め、
玉ねぎが半透明になったら真ん中に冷凍トマトを入れ蓋を
し、30 分程中弱火で煮込んでいく（ローリエも加える）
➂水分がたっぷり出てきたらカレールーを適量入れ、塩・コ
ショウや好みのスパイスなどで好みの味に仕上げる

「「トマト」の旨味と玉ねぎの甘さが効いたカレーですョ。
『道の駅鹿島』にも「トマト」や「玉ねぎ」が売台狭し
と並んでいますので、是非お試し下さいネ。

山開き
海開き
国民安全の日
2 日(火) たわしの日
3日(水) ソフトクリームの日
波の日
4 日(木)
梨の日
5 日(金) 農林水産省
発足記念日
6 日(土) サラダ記念日
7 日(日) 七夕の節句
川の日
ゆかたの日
13 日(土)ナイスの日
14 日(日)
求人広告の日
15 日（月） 海の日
16 日(火) 国土交通デー
駅弁記念日
20日(土)ハンバーガーの日
T シャツの日
22 日（月） ナッツの日
25 日(木)かき氷の日
27 日(土)スイカの日
29 日（月）白だしの日
30 日(火)梅干しの日

ソムリエ料理
実演！
1０日(水)

道の駅鹿島
店休日

旨食りま出入面使マ熟ン栄が用 でが理～い
味べまり汁れ白うト状と養最をさ嬉家を」ま前
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