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千葉市政担当記者 様

市内産品販売ＰＲイベント「千葉市フェア」を開催します！
～市長による畜産のトップセールスや寄付金贈呈式も実施～
千葉市は、地産地消の推進および市内産品の販売拡大のための取り組みとして、イオンリテール株式
会社と共催で「千葉市フェア」をイオンスタイル鎌取にて開催しますので、お知らせします。
また、熊谷市長による市内産品のトップセールスのほか、ＷＡＯＮ寄付金贈呈式も実施しますので、
併せてお知らせします。
１ 趣 旨
イオン㈱との包括提携協定に基づき、本フェアを同社の「じものの日」の
取り組みに合わせて開催することで、より多くの人々に本市の農業、観光、
文化を紹介し、千葉市の魅力をＰＲします。
なお、イオンスタイル鎌取での千葉市フェアの開催は、昨年に続き５回
目の開催となります。
２ 日 時
平成２９年４月１３日（木）～１６日（日）８：００～２３：００
※イオンスタイル鎌取の各フロア基本営業時間に準ずる
※最終日１６日は１７：００終了
３ 場 所
イオンスタイル鎌取（緑区おゆみ野３－１６－１）
４ フェア概要
（１）市内産品等の販売【会場：１階食品売場】
ア 農産品
イチゴ（緑区）
、コマツナ(緑区)など
千葉市産たまごパッケージ
イ 花き
ウ 畜産品
牛乳・乳製品、タマゴ（若葉区） ※15 日に市長トップセールス実施
エ 土産物・加工品
千葉市ギフトセレクション 2016 大賞受賞のソーセージ
＆ハム（チグサミート）、同セレクション一般投票特別賞
の「和三盆プリン」
（菓子工房セラヴィ）などの商品を含
む市内土産品を用意。
大賞のチグサミート
（２）市内施設の体験企画【会場：２階セントラルコート】
イベント企画

開催日等

「出張！加曽利貝塚」

【展示】
千葉市フェア期間中
（4/13～16）

内 容
【展示】加曽利貝塚特別史跡指定
に向けた PR のため、パネルや土器
などの出土資料を展示します。
（16 日（日）は学芸員の解説付）

（協力：千葉市加曽利貝塚博物
館）

ソーセージ＆ハム

【体験】
【体験】加曽利貝塚で実施してい
15 日（土）
・16 日（日） る貝アクセサリーづくりが体験で
①10:00～ ②13:00～ きます。

「ちょっと昔の遊び体験」 15 日（土）
・16 日（日） かざぐるま作りなど、千葉市郷土博物館で実施してい
（協力：千葉市郷土博物館） ①10:00～ ②13:00～ る短時間で遊べる体験企画を行います。
「木のおもちゃのアナログ
ゲーム」＆「ローズウィン
ドウペーパークラフト」
（協力：プチボナム）

15 日（土）
・16 日（日）
11:00～16:00
約 30 分程度
※要参加費 500 円

「こころとからだによいあそび、届けます。
」がコンセ
プトの玩具店プチボナム（中央区）から、おもちゃの
専門家を招き、アナログおもちゃの体験講座を行いま
す。(※各回 5～6 名程度)

１

（３）市内団体の体験企画【会場：４階 GG ステージ】
イベント企画

開催日等

「春色のフラワーアレンジメント教室」
（協力：花びと会ちば）

15 日（土）①10:30～ ②16:00～ 約 45～50 分程度
※要参加費 700 円。各回 20 名程度

江戸時代から伝わる伝統「つるしびな」教室
（協力：千葉市商工会議所 女性会）

15 日（土）①13:00～ ②15:00～ 約 60 分程度
※要参加費 500 円。各回 15 名程度

（４）その他イベント企画
イベント企画

地域伝統工芸品ＰＲ
（若葉区在住の千
葉県指定伝統工芸
師森谷 糸（もりや
いと）氏の紹介）

千葉市ヘルス＆
ウェルネスＰＲ

開催日・場所

内 容

イオンが「地域エコシステム」の一環として
千葉市フェア期間中
実施している「lilimo store」では、市内の
（4/13～16）
千葉県伝統工芸を紹介しています。
２階「lilimo store」 今回は、
「トンボ玉」の森谷糸氏を紹介する、
特設ブースを設置します。
※展示即売会
15 日（土）
※15 日（土）限定で本人による即売会も実施。
10:00～16:30

イオンが「地域エコシステム」の一環として実施している「ヘ
16 日（日）
1 階ヘルスステーション ルスステーション」の体験会や、緑区健康課が推奨している
２階特設ステージ
ウォーキングコースの紹介。

笑って健康ＰＲス
テージ

16 日（日）
①12:00 ②14:00

吉本興業所属の麒麟田村裕さん（①のみの出演）
、LLR さん
（①②両方出演）によるネタ披露とヘルスステーションの紹
介ステージを実施します。

Ｂリーグ「千葉ジェ
ッツ」ＰＲステージ

15 日（土）13:00
２階特設ステージ

昨年度発足した B リーグで優勝した「千葉ジェッツ」
。公式
チアリーダーの「STAR JETS」が登場。
４月２２、２３日に行われる試合の観戦チケットをプレゼン
トするじゃんけん大会を実施します。

15 日（土）16:00
当地キャラクター
撮影会

市内を中心に活躍す
る演奏団体によるエ
ンターテインメント
ステージ

16 日（日）
①11:00 ②16:00
２階特設ステージ

チーバくん、風太くん、ちはなちゃん、かそりーぬなどのキ
ャラクターとの写真撮影。

15 日（土）12:00～

市文化振興財団「アーティストバンクちば」登録アーティス
トによる演奏。モンゴル民族音楽・日本伝統音楽のユニット
（15 日）のほか、ハワイアン奏者（16 日 13 時）
、フォーク
デュオ（16 日 15 時）が登場します。

16 日（日）
13:00～、15:00～
２階特設ステージ

２

５ 市長登壇によるトップセールス及び寄付金贈呈式等セレモニー
（１）日 時
平成２９年４月１５日（土）１４：００～１４：５０
（２）会 場
２階セントラルコート
（３）内 容
ア 開会記念セレモニー挨拶
イ 市長による市内産畜産のトップセールス
※市内畜産事業者である㈱シマダエッグの嶋田社長も出席します。
ウ イオンリテール㈱による千葉市への寄付金贈呈式（フォトセッションあり）
【出席者】
・寄付側
執行役員 南関東カンパニー副支社長 関 延明（せき のぶあき）
・市側
千葉市長
熊谷 俊人（くまがい としひと）
千葉市動物公園園長
石田 戢（いしだ おさむ）
【寄付金額】 5,044,396 円（※「ちば風太ＷＡＯＮ」売上金の一部）（累計 21,607,085 円）
エ お楽しみ抽選会 先着１００人に食のギフトセレクション大賞チグサミートや市内産タマゴな
どの商品の詰め合わせや千葉市動物公園ペア招待券などが当たります。

イオン「じものの日」について
「じものの日」は、地元のとれたて新鮮な恵みを、その地で暮らす皆さまに提供するイオンの
“地産地消”
“地産域消”の取り組み。旬の野菜や魚介類、地域特産の食品など、地域の恵みをおい
しさそのままにお届けし、地域の食文化を応援するというイオンの取り組み。イオン系列約 2,000
の店舗で毎月１回開催。

「地域エコシステム」及び「lilimo store」について
「地域エコシステム」は、イオンが提案する、地域の行政や企業など様々なメンバーと一体とな
った地域発展の新しい枠組み。千葉市もその枠組みのメンバーに参加しており、本市を展開エリア
第１弾として平成２８年５月から各種の取り組みをスタート。
同社が「地域エコシステム」の一環として実施している、
「lilimo store」は、
「にっぽんのご当
地“再発見”
」をテーマに、全国各地の「食」や「モノ」を店舗とデジタル（サイト）を介して紹介
する新しい買い物体験の場。 ※【
「lilimo store」参考 URL】https://lilimo.jp/

＜お問い合わせ先＞
○「千葉市フェア」について
千葉市経済農政局農政部農政課
電話０４３－２４５－５７５６
イオンリテール㈱南関東カンパニー広報
電話０４５－４３８－３５２０

３

