


地域 開催日等 開催地 開催場所 イベント名称 イベント概要 問合せ先

県北 第３日曜日
延岡市
北浦町

北浦海浜運動公園周
辺 キタウラマルシェ

地元有志が企画・運営を行い、地元の農林
水産物販売や各種イベントが行われる。

延岡市北浦総合支所地域振興
課　電話0982-45-4238   土日祝
祭日対応：実行委員会080-
3186-5659

県北
第１、第３日
曜日

延岡市 延岡市役所前駐車場
のべおか日曜市
(午前５時３０分～８時)

野菜など地元農産物や、水産加工品を販
売。

のべおか日曜市運営協議会
電話0982-32-3041

県北 第４日曜日 門川町 門川漁港 みんなと朝市
朝獲れ魚介類や加工品、野菜など、さまざ
まな一次産品が販売される。

門川町商工会
TEL0982-63-1514

県央 第４日曜日 川南町
川南町トロントロン商
店街

トロントロン軽トラ市
(午前８時～１１時１５分)

軽トラの荷台から農水産物等の地場産品を
販売する。

まちづくりトロントロン(川南町商
工会内)電話0983-27-0501

県央
第１、第３日
曜日

宮崎市 県庁楠並木通り
いっちゃが宮崎楠並木朝
市

県内各地の美味しいもの、素敵なものが
いっぱい。食品、実用品、水産加工品など

いっちゃが宮崎楠並木朝市実行
委員会(宮崎市商店街振興組合
連合会)電話0985-23-4756

県南
第２、第４日
曜日

日南市
日南市漁業協同組合
新荷さばき所内

港あぶらつ朝市
午前７時～８時

鮮魚・水産加工品・生花等
港あぶらつ朝市実行委員会
電話0987-31-1135

県南 第１日曜日 日南市
日南市役所前　中央
公園

日南ふれあい朝市
(１１月～２月は午前７時
より)

海産物、農産物、フリーマーケット
日南市地場産品物産振興協会
電話0987-31-1169

県南 20（日） 串間市
串間市漁協荷捌所　ま
たは串間商工会議所
前広場

初セリ＆くしま朝市「よか
むん市」

だれでも参加できるセリや大抽選会で獲れ
たての魚介類が手に入るとあって賑わう。
魚さばき体験やあら汁の振る舞いもある。
また、とれたて・作りたての地場産品がずら
りと並ぶ朝市も同時開催。

串間市地場産業振興対策協議
会
（電話0987-72-0506）

１月　お魚イベントカレンダー2013
※お魚に関する県内のイベントについての情報をまとめました。あくまで前年等を参考にした予定です。　お出かけの際は、問い合わせ先に確認してお
出かけください。　また、これ以外にお魚に関するイベント情報があれば、いきいき宮崎のさかなブランド確立推進協議会（電話0985-28-6111）まで連絡
をお願いします。



地域 開催日等 開催地 開催場所 イベント名称 イベント概要 問合せ先

県北 第３日曜日
延岡市
北浦町

北浦海浜運動公園周辺 キタウラマルシェ
地元有志が企画・運営を行い、
地元の農林水産物販売や各種
イベントが行われる。

延岡市北浦総合支所地域振興
課　電話0982-45-4238   土日祝
祭日対応：実行委員会080-
3186-5659

県北
第１、第３日
曜日

延岡市 延岡市役所前駐車場
のべおか日曜市
(午前５時３０分～８時)

野菜など地元農産物や、水産加
工品を販売。

のべおか日曜市運営協議会
電話0982-32-3041

県北 第４日曜日 門川町 門川漁港 みんなと朝市
朝獲れ魚介類や加工品、野菜な
ど、さまざまな一次産品が販売さ
れる。

門川町商工会
TEL0982-63-1514

県央 第４日曜日 川南町
川南町トロントロン商店
街

トロントロン軽トラ市
(午前８時～１１時１５分)

軽トラの荷台から農水産物等の
地場産品を販売する。

まちづくりトロントロン(川南町商
工会内)電話0983-27-0501

県央
第１、第３日
曜日

宮崎市 県庁楠並木通り いっちゃが宮崎楠並木朝市
県内各地の美味しいもの、素敵
なものがいっぱい。食品、実用
品、水産加工品など

いっちゃが宮崎楠並木朝市実行
委員会(宮崎市商店街振興組合
連合会)電話0985-23-4756

県南
第２、第４日
曜日

日南市
日南市漁業協同組合
新荷さばき所内

港あぶらつ朝市
午前７時～８時

鮮魚・水産加工品・生花等
港あぶらつ朝市実行委員会
電話0987-31-1135

県南 第１日曜日 日南市
日南市役所前　中央公
園

日南ふれあい朝市
(２月は午前７時より)

海産物、農産物、フリーマーケッ
ト

日南市地場産品物産振興協会
電話0987-31-1169

県南
中旬または
下旬の日曜
日など

日南市
南郷町

南郷漁協　外港魚市場
または港の駅めいつ なんごう日の出市

農林水産物や水産加工品等の
地場産品等の販売

なんごう日の出市実行委員会事
務局(日南市南郷町総合支所産
業経済課内)電話0987-64-1114

県南 第３日曜日 串間市 串間商工会議所前広場 くしま朝市「よかむん市」
毎月第３日曜日に開催される串
間の朝市。とれたて・作りたての
地場産品が並ぶ。

串間市地場産業振興対策協議
会
（電話0987-72-0506）

２月　お魚イベントカレンダー2013
※お魚に関する県内のイベントについての情報をまとめました。あくまで前年等を参考にした予定です。　お出かけの際は、問い合わせ先に確認し
てお出かけください。　また、これ以外にお魚に関するイベント情報があれば、いきいき宮崎のさかなブランド確立推進協議会（電話0985-28-6111）
まで連絡をお願いします。



地域 開催日等 開催地 開催場所 イベント名称 イベント概要 問合せ先

県内 3/26~5/12
県内各
地

県内鮮魚店、料理飲食
店など240店 「宮崎初かつおフェア２０１３」

全国に先駆けて水揚げされる近海カツオ
一本釣り日本一の宮崎初カツオの美味し
さを県内外の人々に味わっていただくイベ
ント。

宮崎初かつおフェア実行委員会
電話0985-28-6111

県北
第３日曜
日

延岡市
北浦町

北浦海浜運動公園周辺 キタウラマルシェ
地元有志が企画・運営を行い、地元の農
林水産物販売や各種イベントが行われる。

延岡市北浦総合支所地域振興
課　電話0982-45-4238   土日祝
祭日対応：実行委員会080-
3186-5659

県北
第１、第３
日曜日

延岡市 延岡市役所前駐車場
のべおか日曜市
(午前５時３０分～８時)

野菜など地元農産物や、水産加工品を販
売。

のべおか日曜市運営協議会
電話0982-32-3041

県北
第４日曜
日

門川町 門川漁港 みんなと朝市
朝獲れ魚介類や加工品、野菜など、さまざ
まな一次産品が販売される。

門川町商工会
TEL0982-63-1514

県央
第４日曜
日

川南町
川南町トロントロン商店
街

トロントロン軽トラ市
(午前８時～１１時１５分)

軽トラの荷台から農水産物等の地場産品
を販売する。

まちづくりトロントロン(川南町商
工会内)電話0983-27-0501

県央
第１、第３
日曜日

宮崎市 県庁楠並木通り いっちゃが宮崎楠並木朝市
県内各地の美味しいもの、素敵なものが
いっぱい。食品、実用品、水産加工品など

いっちゃが宮崎楠並木朝市実行
委員会(宮崎市商店街振興組合
連合会)電話0985-23-4756

県央 宮崎市 県庁楠並木通り 日向入郷楠並木物産展 日向入郷１市２町２村の観光と物産のＰＲ
日向物産振興協議会／日向商
工会議所電話0982-52-5131

県南
第２、第４
日曜日

日南市
日南市漁業協同組合
新荷さばき所内

港あぶらつ朝市
午前６時～８時(冬季７時～)

鮮魚・水産加工品・生花等
港あぶらつ朝市実行委員会
電話0987-31-1135

県南
第１日曜
日

日南市
日南市役所前　中央公
園

日南ふれあい朝市
(３月は午前６時より、)

海産物、農産物、フリーマーケット
日南市地場産品物産振興協会
電話0987-31-1169

県南 第３日曜日 串間市 串間商工会議所前広場 くしま朝市「よかむん市」
毎月第３日曜日に開催される串間の朝
市。とれたて・作りたての地場産品が並
ぶ。

串間市地場産業振興対策協議
会
（電話0987-72-0506）

３月　お魚イベントカレンダー2013
※お魚に関する県内のイベントについての情報をまとめました。あくまで前年等を参考にした予定です。　お出かけの際は、問い合わせ先に確認してお出
かけください。　また、これ以外にお魚に関するイベント情報があれば、いきいき宮崎のさかなブランド確立推進協議会（電話0985-28-6111）まで連絡をお
願いします。



地域 開催日等 開催地 開催場所 イベント名称 イベント概要 問合せ先

県内 3/26~5/12
県内各
地

県内鮮魚店、料理飲食
店など240店 「宮崎初かつおフェア２０１３」

全国に先駆けて水揚げされる近海カツオ
一本釣り日本一の宮崎初カツオの美味し
さを県内外の人々に味わっていただくイ
ベント。

宮崎初かつおフェア実行委員会
電話0985-28-6111

県北
第３日曜
日

延岡市
北浦町

北浦海浜運動公園周辺 キタウラマルシェ
地元有志が企画・運営を行い、地元の農
林水産物販売や各種イベントが行われ
る。

延岡市北浦総合支所地域振興課
電話0982-45-4238   土日祝祭日
対応：実行委員会080-3186-5659

県北
第１、第３
日曜日

延岡市 延岡市役所前駐車場
のべおか日曜市
(午前５時３０分～８時)

野菜など地元農産物や、水産加工品を
販売。

のべおか日曜市運営協議会
電話0982-32-3041

県北 延岡市 一ケ丘Ａコープ Ａコープ春の感謝祭 地元水産物の加工品販売（あげみ他）
Ａコープ一ケ岡店
電話0982-37-2800

県北 中旬 延岡市 延岡市
延岡大師祭
延岡のぼりざる物産展

地元水産物の加工品販売（あげみ他）
延岡観光協会
電話0982-29-2155

県北
第４日曜
日

門川町 門川漁港 みんなと朝市
朝獲れ魚介類や加工品、野菜など、さま
ざまな一次産品が販売される。

門川町商工会
電話0982-63-1514

県央
第４日曜
日

川南町
川南町トロントロン商店
街

トロントロン軽トラ市
(午前８時～１１時１５分)

軽トラの荷台から農水産物等の地場産
品を販売する。

まちづくりトロントロン(川南町商工
会内)電話0983-27-0501

県央 川南町 川南町漁協荷捌所 川南町漁協の記念イベント
まぐろ等の鮮魚販売及びまぐろ解体
ショー

川南町漁協   電話0983-27-0026

県央
４月下旬、
又は、５月
上旬

宮崎市 青島漁港内 宮崎市漁協春のお魚祭り

青島どれの新鮮な魚介類、加工品の販
売、又地引網、試食、抽選会、魚のつか
み取りなど、その他いろんなイベントを行
います。

宮崎市漁業協同組合（青島本所）
電話　0985-65-1011

４月　お魚イベントカレンダー2013
※お魚に関する県内のイベントについての情報をまとめました。あくまで前年等を参考にした予定です。　お出かけの際は、問い合わせ先に確認してお
出かけください。　また、これ以外にお魚に関するイベント情報があれば、いきいき宮崎のさかなブランド確立推進協議会（電話0985-28-6111）まで連絡
をお願いします。



県央
第１、第３
日曜日

宮崎市 県庁楠並木通り いっちゃが宮崎楠並木朝市
県内各地の美味しいもの、素敵なものが
いっぱい。食品、実用品、水産加工品な
ど

いっちゃが宮崎楠並木朝市実行
委員会(宮崎市商店街振興組合
連合会)電話0985-23-4756

県南
第２、第４
日曜日

日南市
日南市漁業協同組合
新荷さばき所内

港あぶらつ朝市
午前６時～８時

鮮魚・水産加工品・生花等
港あぶらつ朝市実行委員会
電話0987-31-1135

県南
第１日曜
日

日南市
日南市役所前　中央公
園

日南ふれあい朝市
(午前６時より)

海産物、農産物、フリーマーケット
日南市地場産品物産振興協会
電話0987-31-1169

県南
下旬頃の
土・日曜日

日南市
油津

堀川夢ひろば、堀川運
河 油津堀川まつり

地元海産物、農産物が並んだキャナルマ
ルシェの開催。

日南市商工会議所
電話0987-31-1134

県南

中旬また
は下旬の
日曜日な
ど

日南市
南郷町

南郷漁協　外港魚市場
または港の駅めいつ なんごう日の出市

農林水産物や水産加工品等の地場産品
等の販売

なんごう日の出市実行委員会事
務局(日南市南郷町総合支所産
業経済課内)電話0987-64-1114

県南 第３日曜日 串間市 串間商工会議所前広場 くしま朝市「よかむん市」
毎月第３日曜日に開催される串間の朝
市。とれたて・作りたての地場産品が並
ぶ。

串間市地場産業振興対策協議会
（電話0987-72-0506）



地域 開催日等 開催地 開催場所 イベント名称 イベント概要 問合せ先

県内 3/26~5/12
県内各
地

県内鮮魚店、料理飲食店
など240店

「宮崎初かつおフェア２０１
３」

全国に先駆けて水揚げされる近海カツオ
一本釣り日本一の宮崎初カツオの美味し
さを県内外の人々に味わっていただくイベ
ント。

宮崎初かつおフェア実行委員会
電話0985-28-6111

県北
第３日曜
日

延岡市
北浦町

北浦海浜運動公園周辺 キタウラマルシェ
地元有志が企画・運営を行い、地元の農
林水産物販売や各種イベントが行われ
る。

延岡市北浦総合支所地域振興
課　電話0982-45-4238   土日祝
祭日対応：実行委員会080-
3186-5659

県北
第１、第３
日曜日

延岡市 延岡市役所前駐車場
のべおか日曜市
(午前５時３０分～８時)

野菜など地元農産物や、水産加工品を販
売。

のべおか日曜市運営協議会
電話0982-32-3041

県北 延岡市 土々呂町妙見湾 潮干狩り大会
妙見湾を一般の方々に開放し、延岡市漁
業協同組合の管理のもと、潮干狩りを行
う。

延岡市漁業協同組合
℡0982-37-0611

県北
第４日曜
日

門川町 門川漁港 みんなと朝市
朝獲れ魚介類や加工品、野菜など、さま
ざまな一次産品が販売される。

門川町商工会
TEL0982-63-1514

県央
第４日曜
日

川南町
川南町トロントロン商店
街

トロントロン軽トラ市
(午前８時～１１時１５分)

軽トラの荷台から農水産物等の地場産品
を販売する。

まちづくりトロントロン(川南町商
工会内)電話0983-27-0501

県央
４月下旬、
又は、５月
上旬

宮崎市 青島漁港内 宮崎市漁協春のお魚祭り

青島どれの新鮮な魚介類、加工品の販
売、又地引網、試食、抽選会、魚のつか
み取りなど、その他いろんなイベントを行
います。

宮崎市漁業協同組合（青島本
所）電話　0985-65-1011

県央
第１、第３
日曜日

宮崎市 県庁楠並木通り いっちゃが宮崎楠並木朝市
県内各地の美味しいもの、素敵なものが
いっぱい。食品、実用品、水産加工品など

いっちゃが宮崎楠並木朝市実行
委員会(宮崎市商店街振興組合
連合会)電話0985-23-4756

県央 ５月上旬 宮崎市 宮崎市加江田川河口 加江田川潮干狩り大会
あさり、はまぐり等の潮干狩り(木花内水面
漁協主催)

木花内水面漁協   電話0985-58-
4533

５月　お魚イベントカレンダー2013
※お魚に関する県内のイベントについての情報をまとめました。あくまで前年等を参考にした予定です。　お出かけの際は、問い合わせ先に確認してお出
かけください。　また、これ以外にお魚に関するイベント情報があれば、いきいき宮崎のさかなブランド確立推進協議会（電話0985-28-6111）まで連絡をお
願いします。



県南
第２、第４
日曜日

日南市
日南市漁業協同組合
新荷さばき所内

港あぶらつ朝市
午前６時～８時

鮮魚・水産加工品・生花等
港あぶらつ朝市実行委員会
電話0987-31-1135

県南
第１日曜
日

日南市 日南市役所前　中央公園
日南ふれあい朝市
(午前６時より)

海産物、農産物、フリーマーケット
日南市地場産品物産振興協会
電話0987-31-1169

県南 第３日曜日 串間市 串間商工会議所前広場 くしま朝市「よかむん市」
毎月第３日曜日に開催される串間の朝
市。とれたて・作りたての地場産品が並
ぶ。

串間市地場産業振興対策協議
会
（電話0987-72-0506）



地域 開催日等 開催地 開催場所 イベント名称 イベント概要 問合せ先

県北 第３日曜日
延岡市
北浦町

北浦海浜運動公園周辺 キタウラマルシェ
地元有志が企画・運営を行い、地元の
農林水産物販売や各種イベントが行
われる。

延岡市北浦総合支所地域振興
課　電話0982-45-4238   土日祝
祭日対応：実行委員会080-
3186-5659

県北
第１、第３
日曜日

延岡市 延岡市役所前駐車場
のべおか日曜市
(午前５時３０分～８時)

野菜など地元農産物や、水産加工品
を販売。

のべおか日曜市運営協議会
電話0982-32-3041

県北 第４日曜日 門川町 門川漁港 みんなと朝市
朝獲れ魚介類や加工品、野菜など、さ
まざまな一次産品が販売される。

門川町商工会
電話0982-63-1514

県央 第４日曜日 川南町 川南町トロントロン商店街
トロントロン軽トラ市
(午前８時～１１時１５分)

軽トラの荷台から農水産物等の地場
産品を販売する。

まちづくりトロントロン(川南町商
工会内)電話0983-27-0501

県央
第１、第３
日曜日

宮崎市 県庁楠並木通り いっちゃが宮崎楠並木朝市
県内各地の美味しいもの、素敵なもの
がいっぱい。食品、実用品、水産加工
品など

いっちゃが宮崎楠並木朝市実行
委員会(宮崎市商店街振興組合
連合会)電話0985-23-4756

県南
第２、第４
日曜日

日南市
日南市漁業協同組合
新荷さばき所内

港あぶらつ朝市
午前６時～８時

鮮魚・水産加工品・生花等
港あぶらつ朝市実行委員会
電話0987-31-1135

県南 第１日曜日 日南市 日南市役所前　中央公園
日南ふれあい朝市
(午前６時より)

海産物、農産物、フリーマーケット
日南市地場産品物産振興協会
電話0987-31-1169

県南
中旬または
下旬の日曜
日など

日南市
南郷町

南郷漁協　外港魚市場ま
たは港の駅めいつ なんごう日の出市

農林水産物や水産加工品等の地場
産品等の販売

なんごう日の出市実行委員会事
務局(日南市南郷町総合支所産
業経済課内)電話0987-64-1114

県南 第３日曜日 串間市 串間商工会議所前広場 くしま朝市「よかむん市」
毎月第３日曜日に開催される串間の
朝市。とれたて・作りたての地場産品
が並ぶ。

串間市地場産業振興対策協議
会
（電話0987-72-0506）

６月　お魚イベントカレンダー2013
※お魚に関する県内のイベントについての情報をまとめました。あくまで前年等を参考にした予定です。　お出かけの際は、問い合わせ先に確認してお
出かけください。　また、これ以外にお魚に関するイベント情報があれば、いきいき宮崎のさかなブランド確立推進協議会（電話0985-28-6111）まで連絡
をお願いします。



地域 開催日等 開催地 開催場所 イベント名称 イベント概要 問合せ先

県北 第３日曜日
延岡市北
浦町

北浦海浜運動公園周辺 キタウラマルシェ
地元有志が企画・運営を行い、地元の
農林水産物販売や各種イベントが行わ
れる。

延岡市北浦総合支所地域振興
課　電話0982-45-4238   土日
祝祭日対応：実行委員会080-
3186-5659

県北
第１、第３
日曜日

延岡市 延岡市役所前駐車場
のべおか日曜市
(午前５時３０分～８
時)

野菜など地元農産物や、水産加工品を
販売。

のべおか日曜市運営協議会
電話0982-32-3041

県北 延岡市 一ケ丘Ａコープ Ａコープ創業祭り 地元水産物の加工品販売（あげみ他）
Ａコープ一ケ岡店
電話0982-37-2800

県北 延岡市 延岡ふるさと市場
延岡水産地産地消
延岡漁協の日

「延岡漁協の日」として、延岡漁協で獲
れる魚を周知するため、ふるさと市場
で試食販売（チリメン、シイラ、かつおな
ど）を行う。

延岡ふるさと市場
電話0982-28-0080
0982-35-2035(水産物)

県北 第４日曜日 門川町 門川漁港 みんなと朝市
朝獲れ魚介類や加工品、野菜など、さ
まざまな一次産品が販売される。

門川町商工会
TEL0982-63-1514

県北 下旬 日向市 細島商業港周辺 ほそしま港まつり
細島水族館、子供たちに人気のアジす
くい。

日向市漁協0982-52-4088

県央 都農町 都農町道の駅
都農町道の駅開設イベ
ント

（詳細未定）
都農町産業振興課
電話0983-25-5721

県央 第４日曜日 川南町
川南町トロントロン商店
街

トロントロン軽トラ市
(午前８時～１１時１５
分)

軽トラの荷台から農水産物等の地場産
品を販売する。

まちづくりトロントロン(川南町商
工会内)電話0983-27-0501

県央
第１、第３
日曜日

宮崎市 県庁楠並木通り
いっちゃが宮崎楠並木
朝市

県内各地の美味しいもの、素敵なもの
がいっぱい。食品、実用品、水産加工
品など

いっちゃが宮崎楠並木朝市実
行委員会(宮崎市商店街振興組
合連合会)電話0985-23-4756

７月　お魚イベントカレンダー2013
※お魚に関する県内のイベントについての情報をまとめました。あくまで前年等を参考にした予定です。　お出かけの際は、問い合わせ先に確認
してお出かけください。　また、これ以外にお魚に関するイベント情報があれば、いきいき宮崎のさかなブランド確立推進協議会（電話0985-28-
6111）まで連絡をお願いします。



県南
第２、第４
日曜日

日南市
日南市漁業協同組合
新荷さばき所内

港あぶらつ朝市
午前６時～８時

鮮魚・水産加工品・生花等
港あぶらつ朝市実行委員会
電話0987-31-1135

県南 第１日曜日 日南市
日南市役所前　中央公
園

日南ふれあい朝市
(午前６時より)

海産物、農産物、フリーマーケット
日南市地場産品物産振興協会
電話0987-31-1169

県南 第３日曜日 串間市 串間商工会議所前広場
くしま朝市「よかむん
市」

毎月第３日曜日に開催される串間の朝
市。とれたて・作りたての地場産品が
並ぶ。

串間市地場産業振興対策協議
会
（電話0987-72-0506）



地域 開催日等 開催地 開催場所 イベント名称 イベント概要 問合せ先

県北
第３日曜
日

延岡市
北浦町

北浦海浜運動
公園周辺 キタウラマルシェ

地元有志が企画・運営を行い、地元の農
林水産物販売や各種イベントが行われ
る。

延岡市北浦総合支所地域振興
課　電話0982-45-4238   土日祝
祭日対応：実行委員会080-
3186-5659

県北 8月15日
延岡市
北浦町

古江港 きたうら納涼花火大会

年１回の花火大会である。延岡市北浦町
の夏の風物詩となっており、地元の加工
業者の出店を始め、地区外からの出店も
ある。その他ステージイベントもある。

延岡市北浦総合支所地域振興
課　電話0982-45-4238

県北
第１、第３
日曜日

延岡市 延岡市役所前駐車場
のべおか日曜市
(午前５時３０分～８時)

野菜など地元農産物や、水産加工品を販
売。

のべおか日曜市運営協議会
電話0982-32-3041

県北 門川町 門川漁港 門川みなとフェスティバル
門川漁協青壮年部が魚の掴み取りや魚
介類の販売を行う。

門川漁業協同組合
電話0982-63-2123

県北
第４日曜
日

門川町 門川漁港 みんなと朝市
朝獲れ魚介類や加工品、野菜など、さま
ざまな一次産品が販売される。

門川町商工会
電話0982-63-1514

県央
第４日曜
日

川南町
川南町トロント
ロン商店街

トロントロン軽トラ市
(午前８時～１１時１５分)

軽トラの荷台から農水産物等の地場産品
を販売する。

まちづくりトロントロン(川南町商
工会内)電話0983-27-0501

県央
第１、第３
日曜日

宮崎市
県庁楠並木通
り いっちゃが宮崎楠並木朝市

県内各地の美味しいもの、素敵なものが
いっぱい。食品、実用品、水産加工品など

いっちゃが宮崎楠並木朝市実行
委員会(宮崎市商店街振興組合
連合会)電話0985-23-4756

県南
第２、第４
日曜日

日南市
日南市漁業協
同組合　　新荷
さばき所内

港あぶらつ朝市
午前６時～８時

鮮魚・水産加工品・生花等
港あぶらつ朝市実行委員会
電話0987-31-1135

８月　お魚イベントカレンダー2013
※お魚に関する県内のイベントについての情報をまとめました。あくまで前年等を参考にした予定です。　お出かけの際は、問い合わせ先に確認し
てお出かけください。　また、これ以外にお魚に関するイベント情報があれば、いきいき宮崎のさかなブランド確立推進協議会（電話0985-28-
6111）まで連絡をお願いします。



県南
第１日曜
日

日南市
日南市役所前
中央公園

日南ふれあい朝市
(午前６時より)

海産物、農産物、フリーマーケット
日南市地場産品物産振興協会
電話0987-31-1169

県南

中旬また
は下旬の
日曜日な
ど

日南市
南郷町

南郷漁協　外
港魚市場また
は港の駅めい
つ

なんごう日の出市
農林水産物や水産加工品等の地場産品
等の販売

なんごう日の出市実行委員会事
務局(日南市南郷町総合支所産
業経済課内)電話0987-64-1114

県南 第３日曜日 串間市
串間商工会議
所前広場 くしま朝市「よかむん市」

毎月第３日曜日に開催される串間の朝
市。とれたて・作りたての地場産品が並
ぶ。

串間市地場産業振興対策協議
会
（電話0987-72-0506）

県南 12日（月） 串間市 福島港 福島港花火大会
福島港で開催される花火大会。ステージ
イベント、地場産品の販売のほか、多くの
露店が並ぶ。

くしま活性化委員会
（電話0987-72-0053）

県南
23日（金）・
24日（土）

串間市 都井岬 都井岬火まつり

昔、人々を苦しめていた大蛇を火攻めで
退治した伝説に基づく炎の祭り。
地場産品の販売、ステージイベント、伝統
芸能の披露もある。

くしま活性化委員会
（電話0987-72-0053）



地域 開催日等 開催地 開催場所 イベント名称 イベント概要 問合せ先

県内
９月、１０
月、１１月

県内各
地

県内料理飲食店のうち
宮崎イセエビを提供す
る店舗

宮崎イセエビいただきマン
ス

全国有数の漁獲量を誇る宮崎イセエビの豊
かな食感を県内外の方々へ味わっていただ
くイベント。

いきいき宮崎のさかなブランド確
立推進協議会　電話0985-28-
6111

県北第３日曜日
延岡市
北浦町

北浦海浜運動公園周
辺 キタウラマルシェ

地元有志が企画・運営を行い、地元の農林
水産物販売や各種イベントが行われる。

延岡市北浦総合支所地域振興
課　電話0982-45-4238   土日祝
祭日対応：実行委員会080-
3186-5659

県北
月休み・
日曜日

延岡市
北浦町

　市振古浦新港荷捌所 海鮮！山鮮！きたうら市！
延岡市北浦町で年１回行われる秋の一大イ
ベント。北浦地区内の業者による農林水産
物の販売や各種イベントが行われる。

延岡市北浦総合支所地域振興
課　電話0982-45-4238

県北
９月～１１
月

延岡市
内

大分県佐伯市と宮崎県
延岡市の約３０店舗

東九州伊勢えび海道・伊勢
えび祭り

伊勢えび漁の解禁となる９月から３カ月間、
伊勢えび料理が堪能できる。

延岡観光協会電話0982-29-
2155　　佐伯市観光協会電話
0972-23-1101

県北
第１、第３
日曜日

延岡市 延岡市役所前駐車場
のべおか日曜市
(午前５時３０分～８時)

野菜など地元農産物や、水産加工品を販
売。

のべおか日曜市運営協議会
電話0982-32-3041

県北秋 延岡市 島浦町 島野浦神社大祭
地元水産物の加工品販売（あげみ・アワビ
他）

延岡観光協会電話0982-29-
2155

県北秋 延岡市 延岡ふるさと市場
延岡水産地産地消

北浦漁協の日

「北浦漁協の日」として、延岡漁協で獲れる
魚を周知するため、ふるさと市場で試食販
売を行う。

延岡ふるさと市場
電話0982-28-0080
0982-35-2035(水産物)

県北秋 延岡市 延岡ふるさと市場
延岡水産地産地消

島浦町漁協の日

「島浦町漁協の日」として、延岡漁協で獲れ
る魚を周知するため、ふるさと市場で試食販
売を行う。

延岡ふるさと市場
電話0982-28-0080
0982-35-2035(水産物)

県北秋 延岡市 延岡ふるさと市場
延岡水産地産地消

延岡市漁協の日

「延岡市漁協の日」として、延岡漁協で獲れ
る魚を周知するため、ふるさと市場で試食販
売を行う。

延岡ふるさと市場
電話0982-28-0080
0982-35-2035(水産物)

９月　お魚イベントカレンダー2013
※お魚に関する県内のイベントについての情報をまとめました。あくまで前年等を参考にした予定です。　お出かけの際は、問い合わせ先に確認してお
出かけください。　また、これ以外にお魚に関するイベント情報があれば、いきいき宮崎のさかなブランド確立推進協議会（電話0985-28-6111）まで連
絡をお願いします。



県北第４日曜日 門川町 門川漁港 みんなと朝市
朝獲れ魚介類や加工品、野菜など、さまざ
まな一次産品が販売される。

門川町商工会
電話0982-63-1514

県央９月 都農町 都農町漁協水揚げ場 都農町漁協イセエビ祭り
イセエビ販売、イセエビみそ汁の販売、小学
生による踊りパフォーマンス、青年太鼓

都農町漁協電話0983-25-0028・
町産業振興課電話0983-25-
5721

県央第４日曜日 川南町
川南町トロントロン商店
街

トロントロン軽トラ市
(午前８時～１１時１５分)

軽トラの荷台から農水産物等の地場産品を
販売する。

まちづくりトロントロン(川南町商
工会内)電話0983-27-0501

県央
第１、第３
日曜日

宮崎市 県庁楠並木通り いっちゃが宮崎楠並木朝市
県内各地の美味しいもの、素敵なものが
いっぱい。食品、実用品、水産加工品など

いっちゃが宮崎楠並木朝市実行
委員会(宮崎市商店街振興組合
連合会)電話0985-23-4756

県央９月上旬 宮崎市 内海港内 内海港いせえび祭り

内海どれのイセエビ、新鮮な魚介類、加工
品の販売、又地引網、試食、抽選会、魚の
つかみ取りなど、その他いろんなイベントを
行います。

宮崎市漁業協同組合（青島本
所）電話　0985-65-1011

県央９月中旬 宮崎市 青島漁港内 青島漁港いせえび祭り

青島どれのイセエビ、新鮮な魚介類、加工
品の販売、又地引網、試食、抽選会、魚の
つかみ取りなど、その他いろんなイベントを
行います。

宮崎市漁業協同組合（青島本
所）電話　0985-65-1011

県南
第２、第４
日曜日

日南市
日南市漁業協同組合
新荷さばき所内

港あぶらつ朝市
午前６時～８時

鮮魚・水産加工品・生花等
港あぶらつ朝市実行委員会
電話0987-31-1135

県南第１日曜日 日南市
日南市役所前　中央公
園

日南ふれあい朝市
(午前６時より)

海産物、農産物、フリーマーケット
日南市地場産品物産振興協会
電話0987-31-1169

県南
9月～１１
月

日南市
日南市内加盟店１７店
舗 伊勢エビ大漁まつり

伊勢えび漁の解禁となる９月から３カ月間、
伊勢えび料理が堪能できる。

日南市観光案内所℡0987-31-
0606

県南15（日） 串間市
串間市漁協荷捌所　ま
たは串間商工会議所
前広場

イセエビまつり＆くしま朝
市「よかむん市」

イセエビの直売やイセエビ味噌汁の振る舞
いのほか、串間の定例朝市も同時に開催さ
れ、会場から溢れるほどの人出でにぎわう。

串間市地場産業振興対策協議
会
（電話0987-72-0506）



地域 開催日等 開催地 開催場所 イベント名称 イベント概要 問合せ先

県内
９月、１０
月、１１月

県内
各地

県内料理飲食店のうち
宮崎イセエビを提供す
る店舗

宮崎イセエビいただきマン
ス

全国有数の漁獲量を誇る宮崎イセエ
ビの豊かな食感を県内外の方々へ味
わっていただくイベント。

いきいき宮崎のさかなブランド確
立推進協議会　電話0985-28-
6111

県北 第３日曜日
延岡
市北
浦町

北浦海浜運動公園周
辺 キタウラマルシェ

地元有志が企画・運営を行い、地元
の農林水産物販売や各種イベントが
行われる。

延岡市北浦総合支所地域振興
課　電話0982-45-4238   土日祝
祭日対応：実行委員会080-
3186-5659

県北
９月～１１
月

延岡
市内

大分県佐伯市と宮崎
県延岡市の約３０店舗

東九州伊勢えび海道・伊勢
えび祭り

伊勢えび漁の解禁となる９月から３カ
月間、伊勢えび料理が堪能できる。

延岡観光協会電話0982-29-
2155　佐伯市観光協会電話
0972-23-1101

県北
第１、第３
日曜日

延岡市 延岡市役所前駐車場
のべおか日曜市
(午前５時３０分～８時)

野菜など地元農産物や、水産加工品
を販売。

のべおか日曜市運営協議会
電話0982-32-3041

県北 １０月 延岡市 一ケ丘Ａコープ Ａコープ誕生祭
地元水産物の加工品販売（あげみ
他）

Ａコープ一ケ岡店
電話0982-37-2800

県北 １０月 延岡市 中央通り のぼりざるフェスタ
地元水産物の加工品販売（あげみ
他）

のぼりざるフェスタTogether実行
委員会事務局　　　　　　電話
0982-34-7833(延岡市商業観光
課内)

県北 秋 延岡市 島浦町 島野浦神社大祭
地元水産物の加工品販売（あげみ・ア
ワビ他）

延岡観光協会　電話0982-29-
2155

県北 第３日曜日
延岡
市

延岡市漁協本所水揚
げ場周辺 ととろ浜祭り

青壮年部・加工業者による地元水揚
げの水産物や水産加工品の販売

事務局　稲田雅之
電話３７－５０５０

県北 秋 延岡市 延岡ふるさと市場
延岡水産地産地消

北浦漁協の日

「北浦漁協の日」として、延岡漁協で
獲れる魚を周知するため、ふるさと市
場で試食販売を行う。

延岡ふるさと市場
電話0982-28-0080
0982-35-2035(水産物)

１０月 お魚イベントカレンダー2013
※お魚に関する県内のイベントについての情報をまとめました。あくまで前年等を参考にした予定です。　お出かけの際は、問い合わせ先に確認し
てお出かけください。　また、これ以外にお魚に関するイベント情報があれば、いきいき宮崎のさかなブランド確立推進協議会（電話0985-28-
6111）まで連絡をお願いします。



県北 秋 延岡市 延岡ふるさと市場
延岡水産地産地消

島浦町漁協の日

「島浦町漁協の日」として、延岡漁協
で獲れる魚を周知するため、ふるさと
市場で試食販売を行う。

延岡ふるさと市場
電話0982-28-0080
0982-35-2035(水産物)

県北 秋 延岡市 延岡ふるさと市場
延岡水産地産地消

延岡市漁協の日

「延岡市漁協の日」として、延岡漁協
で獲れる魚を周知するため、ふるさと
市場で試食販売を行う。

延岡ふるさと市場
電話0982-28-0080
0982-35-2035(水産物)

県北
１０月～
１２月初旬

延岡市 大瀬大橋下流河川敷 延岡水郷やな（鮎やな）
五ヶ瀬川の流れを見ながら、新鮮な
鮎の塩焼き、みそ焼きなど、アユ料理
が楽しめます。

延岡観光協会℡0982-29-2155

県北 第４日曜日
門川
町

門川漁港 みんなと朝市
朝獲れ魚介類や加工品、野菜など、
さまざまな一次産品が販売される。

門川町商工会
TEL0982-63-1514

県央 日曜日
都農
町

都農ワイナリー 都農ワインまつり 金ふぐ唐揚げふるまい(ワイン購入者)
都農ワイナリー電話0983-25-
5501

県央 第４日曜日
川南
町

川南町トロントロン商
店街

トロントロン軽トラ市
(午前８時～１１時１５分)

軽トラの荷台から農水産物等の地場
産品を販売する。

まちづくりトロントロン(川南町商
工会内)電話0983-27-0501

県央
第１、第３
日曜日

宮崎市 県庁楠並木通り いっちゃが宮崎楠並木朝市
県内各地の美味しいもの、素敵なも
のがいっぱい。食品、実用品、水産加
工品など

いっちゃが宮崎楠並木朝市実行
委員会(宮崎市商店街振興組合
連合会)電話0985-23-4756

県西
１０月中下
旬

えびの
市

グリーンパークえびの
秋季えびの観光祭inグリー
ンパークえびの

えびの市周辺の特産品や飲食物の
販売、フリーマーケット、ステージイベ
ント、カヌー体験、熱気球搭乗体験が
楽しめる。

えびの市観光協会
電話0984-35-3838

県南
第２、第４
日曜日

日南市
日南市漁業協同組合
新荷さばき所内

港あぶらつ朝市
午前６時～８時

鮮魚・水産加工品・生花等
港あぶらつ朝市実行委員会
電話0987-31-1135

県南 第１日曜日 日南市
日南市役所前　中央
公園

日南ふれあい朝市
(１０月は午前６時より)

海産物、農産物、フリーマーケット
日南市地場産品物産振興協会
電話0987-31-1169

県南
9月～１１
月

日南市
日南市内加盟店１７店
舗 伊勢エビ大漁まつり

伊勢えび漁の解禁となる９月から３カ
月間、伊勢えび料理が堪能できる。

日南市観光案内所
電話0987-31-0606



県南
中旬または
下旬の日
曜日など

日南
市南
郷町

南郷漁協　外港魚市
場または港の駅めい
つ

なんごう日の出市
農林水産物や水産加工品等の地場
産品等の販売

なんごう日の出市実行委員会事
務局(日南市南郷町総合支所産
業経済課内)電話0987-64-1114

県南 第３日曜日 串間市
串間商工会議所前広
場 くしま朝市「よかむん市」

毎月第３日曜日に開催される串間の
朝市。とれたて・作りたての地場産品
が並ぶ。

串間市地場産業振興対策協議
会
（電話0987-72-0506）



地域 開催日等 開催地 開催場所 イベント名称 イベント概要 問合せ先

県内
９月、１０
月、１１月

県内各
地

県内料理飲食店のうち宮崎
イセエビを提供する店舗 宮崎イセエビいただきマンス

全国有数の漁獲量を誇る宮崎イセエ
ビの豊かな食感を県内外の方々へ味
わっていただくイベント。

いきいき宮崎のさかなブランド
確立推進協議会　電話0985-
28-6111

県北
第３日曜
日

延岡市
北浦町

北浦海浜運動公園周辺 キタウラマルシェ
地元有志が企画・運営を行い、地元
の農林水産物販売や各種イベントが
行われる。

延岡市北浦総合支所地域振興
課　電話0982-45-4238   土日
祝祭日対応：実行委員会080-
3186-5659

県北
９月～１１
月

延岡市
内

大分県佐伯市と宮崎県延岡
市の約３０店舗

東九州伊勢えび海道・伊勢え
び祭り

伊勢えび漁の解禁となる９月から３カ
月間、伊勢えび料理が堪能できる。

延岡観光協会℡0982-29-2155
佐伯市観光協会℡0972-23-
1101

県北
第１、第３
日曜日

延岡市 延岡市役所前駐車場
のべおか日曜市
(午前５時３０分～８時)

野菜など地元農産物や、水産加工品
を販売。

のべおか日曜市運営協議会
電話0982-32-3041

県北 １１月 延岡市 一ケ丘Ａコープ Ａコープ創業祭り
地元水産物の加工品販売（あげみ
他）

Ａコープ一ケ岡店
電話0982-37-2800

県北 秋 延岡市 島浦町 島野浦神社大祭
地元水産物の加工品販売（あげみ・ア
ワビ他）

延岡観光協会
電話0982-29-2155

県北 2年に1度 延岡市 文化センター周辺ひろば ＪＡ農業まつり
ＪＡが行う農業まつりに協賛し、地元ど
れの魚の料理試食販売をおこなう。

JA延岡
電話0982-23-1880

県北 秋 延岡市 延岡ふるさと市場
延岡水産地産地消

北浦漁協の日

「北浦漁協の日」として、延岡漁協で
獲れる魚を周知するため、ふるさと市
場で試食販売を行う。

延岡ふるさと市場
電話0982-28-0080
0982-35-2035(水産物)

県北 秋 延岡市 延岡ふるさと市場
延岡水産地産地消

島浦町漁協の日

「島浦町漁協の日」として、延岡漁協
で獲れる魚を周知するため、ふるさと
市場で試食販売を行う。

延岡ふるさと市場
電話0982-28-0080
0982-35-2035(水産物)

県北 秋 延岡市 延岡ふるさと市場
延岡水産地産地消

延岡市漁協の日

「延岡市漁協の日」として、延岡漁協
で獲れる魚を周知するため、ふるさと
市場で試食販売を行う。

延岡ふるさと市場
電話0982-28-0080
0982-35-2035(水産物)

県北
１０月～
１２月初旬

延岡市 大瀬大橋下流河川敷 延岡水郷やな（鮎やな）
五ヶ瀬川の流れを見ながら、新鮮な鮎
の塩焼き、みそ焼きなど、アユ料理が
楽しめます。

延岡観光協会
電話0982-29-2155

１１月 お魚イベントカレンダー2013
※お魚に関する県内のイベントについての情報をまとめました。あくまで前年等を参考にした予定です。　お出かけの際は、問い合わせ先に確認してお出
かけください。　また、これ以外にお魚に関するイベント情報があれば、いきいき宮崎のさかなブランド確立推進協議会（電話0985-28-6111）まで連絡をお
願いします。



県北 上旬日曜日
延岡市
北川町

北川町永代橋下 第７回ふれあい魚釣り大会
ニジマスの釣り大会。釣った魚をその
場で塩焼きして食べられる。

北川漁協
電話0982-46-3922

県北
第４日曜
日

門川町 門川漁港 みんなと朝市
朝獲れ魚介類や加工品、野菜など、さ
まざまな一次産品が販売される。

門川町商工会
電話0982-63-1514

県北 １１月 門川町
門川町文化会館及びその周
辺

いきいきまちフェスティバルin
門川

産業祭、商業祭、文化祭を合わせた
イベントで、鮮魚の販売や浜汁のふる
まい、さらには庵川漁協女性部によ
る、魚すり身のあげみ等の試食・販売

門川町産業振興課
電話0982-63-1140

県央
第４日曜
日

川南町 川南町トロントロン商店街
トロントロン軽トラ市(午前８
時～１１時１５分)

軽トラの荷台から農水産物等の地場
産品を販売する。

まちづくりトロントロン(川南町商
工会内)電話0983-27-0501

県央
第１、第３
日曜日

宮崎市 県庁楠並木通り いっちゃが宮崎楠並木朝市
県内各地の美味しいもの、素敵なもの
がいっぱい。食品、実用品、水産加工
品など

いっちゃが宮崎楠並木朝市実
行委員会(宮崎市商店街振興組
合連合会)電話0985-23-4756

県央 下旬 宮崎市 　県庁楠並木通り 県北９市町村楠並木物産展
県北９市町村の美味しいもの、素敵な
ものを販売

宮崎県北部広域行政事務組合
（延岡市企画課電話0982-22-
7075）

県央 １１月 宮崎市 ＪＡ・ＡＺＭホール
宮崎県食育地産地消推進大
会

食育・地産地消の効率的、効果的な
普及啓発

宮崎の食と農を考える県民会議
事務局　電話0985-26-7132

県南
第２、第４
日曜日

日南市
日南市漁業協同組合　　新荷
さばき所内

港あぶらつ朝市
午前７時～８時

鮮魚・水産加工品・生花等
港あぶらつ朝市実行委員会
電話0987-31-1135

県南
第１日曜
日

日南市 日南市役所前　中央公園
日南ふれあい朝市
(１１月～２月は午前７時より)

海産物、農産物、フリーマーケット
日南市地場産品物産振興協会
電話0987-31-1169

県南 ９～１１月 日南市 日南市内加盟店１７店舗 伊勢エビ大漁まつり
伊勢えび漁の解禁となる９月から３カ
月間、伊勢えび料理が堪能できる。

日南市観光案内所
電話0987-31-0606

県南
下旬頃の
土・日曜日

日南市
北郷町

日南市大藤河川公園
第３０回日南市北郷町産業ま
つり

即売コーナーで、地元産の野菜、果
物、海産物、木工品などを販売。

日南市北郷町総合支所産業経
済課　電話0987-55-2111

県南
中旬頃の
土・日曜日

日南市
油津

堀川夢ひろば、堀川運河 油津堀川まつり
地元海産物、農産物が並んだキャナ
ルマルシェの開催。

日南市商工会議所
電話0987-31-1134

県南 第３日曜日 串間市 串間商工会議所前広場 くしま朝市「よかむん市」
毎月第３日曜日に開催される串間の
朝市。とれたて・作りたての地場産品
が並ぶ。

串間市地場産業振興対策協議
会
（電話0987-72-0506）



県南 3（日） 串間市 串間商工会議所前広場 串間市民秋まつり

多くの農林水産物の直売や加工品の
販売のほか、趣向を凝らした仮装行
列や踊りが練り歩く市中パレード、ダ
ンスやキャラクターショーなどのス
テージイベントで賑わう。

くしま活性化委員会
（電話0987-72-0053）

県南 17（日） 串間市 串間商工会議所前広場
なかんまち「とんじゃか市」＆
くしま朝市「よかむん市」

串間で唯一の軽トラ市。とれたて・作り
たての農水産物や加工品がずらりと
並ぶ。串間市定例の朝市も同時開
催！

串間市地場産業振興対策協議
会
（電話0987-72-0506）



地域 開催日等 開催地 開催場所 イベント名称 イベント概要 問合せ先

県北 第３日曜日
延岡
市北
浦町

北浦海浜運動公園周辺 キタウラマルシェ
地元有志が企画・運営を行い、地元の
農林水産物販売や各種イベントが行わ
れる。

延岡市北浦総合支所地域振興
課　電話0982-45-4238   土日祝
祭日対応：実行委員会080-
3186-5659

県北
第１、第３
日曜日

延岡市 延岡市役所前駐車場
のべおか日曜市
(午前５時３０分～８時)

野菜など地元農産物や、水産加工品を
販売。

のべおか日曜市運営協議会
電話0982-32-3041

県北
１０月～
１２月初旬

延岡市 大瀬大橋下流河川敷 延岡水郷やな（鮎やな）
五ヶ瀬川の流れを見ながら、新鮮な鮎
の塩焼き、みそ焼きなど、アユ料理が楽
しめます。

延岡観光協会℡0982-29-2155

県北 第４日曜日
門川
町

門川漁港 みんなと朝市
朝獲れ魚介類や加工品、野菜など、さ
まざまな一次産品が販売される。

門川町商工会
TEL0982-63-1514

県
北

門川町
門川町文化会館及びそ
の周辺

いきいきまちフェスティバルin
門川

産業祭、商業祭、文化祭を合わせたイ
ベントで、鮮魚の販売や浜汁のふるま
い、さらには庵川漁協女性部による、魚
すり身のあげみ等の試食・販売

門川町産業振興課
TEL0982-63-1140

県央 第４日曜日
川南
町

川南町トロントロン商店
街

トロントロン軽トラ市
(午前８時～１１時１５分)

軽トラの荷台から農水産物等の地場産
品を販売する。

まちづくりトロントロン(川南町商
工会内)電話0983-27-0501

県央
第１、第３
日曜日

宮崎市 県庁楠並木通り いっちゃが宮崎楠並木朝市
県内各地の美味しいもの、素敵なもの
がいっぱい。食品、実用品、水産加工品
など

いっちゃが宮崎楠並木朝市実行
委員会(宮崎市商店街振興組合
連合会)電話0985-23-4756

県央 １２月中旬
宮崎
市

　県庁楠並木通り 北浦町の観光と物産展
地元の加工業者が出店する。水産物の
販売もある。

延岡市北浦総合支所地域振興
課　電話0982-45-4238

県央
火曜日～
金曜日

宮崎市 　県庁楠並木通り
楠並木ＫＯＮＮＥ市～海幸・山
幸～

県内各地の美味しいもの、素敵なもの
がいっぱい。食品、実用品、水産加工品
などの販売

㈳宮崎県物産貿易振興センター
電話0985-22-7389

１２月 お魚イベントカレンダー2013
※お魚に関する県内のイベントについての情報をまとめました。あくまで前年等を参考にした予定です。　お出かけの際は、問い合わせ先に確認してお出
かけください。　また、これ以外にお魚に関するイベント情報があれば、いきいき宮崎のさかなブランド確立推進協議会（電話0985-28-6111）まで連絡をお
願いします。



県央 １２月 宮崎市 宮崎県庁本館 宮崎県水産振興大会
水産功労者及び水産業優良経営者に
対する表彰式イベントに併催される水産
物・水産加工品の展示即売会

県水産政策課　電話0985-26-
7145

県央 １２月 宮崎市
宮崎市高千穂通りシンボ
ルロード 耳川流域地場産品即売会

耳川流域(５市町村)の地場産品、特産
品の展示、即売会

日向市役所商工港湾課
電話0982-52-2111(代表)

県南
１２月は第
３日曜日の
み

日南市
日南市漁業協同組合
新荷さばき所内

港あぶらつ朝市
午前７時～８時

鮮魚・水産加工品・生花等
港あぶらつ朝市実行委員会
電話0987-31-1135

県南 第１日曜日 日南市
日南市役所前　中央公
園

日南ふれあい朝市
(１１月～２月は午前７時より)

海産物、農産物、フリーマーケット
日南市地場産品物産振興協会
電話0987-31-1169

県南
中旬または
下旬の日
曜日など

日南
市南
郷町

南郷漁協　外港魚市場ま
たは港の駅めいつ なんごう日の出市

農林水産物や水産加工品等の地場産
品等の販売

なんごう日の出市実行委員会事
務局(日南市南郷町総合支所産
業経済課内)電話0987-64-1114

県南 第３日曜日 串間市 串間商工会議所前広場 くしま朝市「よかむん市」
毎月第３日曜日に開催される串間の朝
市。とれたて・作りたての地場産品が並
ぶ。

串間市地場産業振興対策協議
会
（電話0987-72-0506）


