銚子賞受賞イベント

第13回

食 is Life

オーガ
ク

ニッ

～食べることは生きること、食の大切さを銚子から伝えたい～

【問合せ・主催】

月と海 代表

木ノ内悦子

マーケット以外にもいろんなところで活動中！

0479-22-2410

会場・駐車場MAP
会場はココ！
飯沼観音

tukitowaon-tukioto@catv9.ne.jp
海と月のグリーンマーケット ホームページ

http://green-market.net

③銚子市漁協駐車場

②島田総合病院
駐車場
①飯沼観音大駐車場

海と月のグリーンマーケット

【銚子円卓会議】
銚子市・銚子市教育委員会・銚子市小中学校校長会・銚子商工会議所・（一社）銚子市観光協会
千葉科学大学・銚子信用金庫・銚子商工信用組合・（一社）銚子青年会議所・銚子商工会議所青年部・NPO法人BeCOM
【後援】
一般社団法人 日本雑穀協会・銚子東銀座商店街
【協賛】
有限会社 マザーズ/オーガニックコットンのミュッター・オーサワジャパン株式会社
野菜ソムリエコミュニティちば・月と和音/Green café 月音

『この指とまれ！プロジェクト』
地域通貨「すきくるスター」からの
寄付金ご報告平成30年度 2,514円
の寄付金を頂きました。

【協賛】
銚子信用金庫 0479-25-2111（http://www.choshi-shinkin.co.jp/）
銚子商工信用組合 0479-22-5300（http://www.choshi-shoko.co.jp/）
有限会社 春日堂薬局 0479-25-9184（http://www.kasugadopharmacy.com/）
中華料理 麗華 0479-25-3212

銚子電鉄
観音駅

飯沼山 園福寺 (観音駅より徒歩5分)

シードバンク「たねの学校」
食べ物は種から始まります。命をつなぐ種を守ろう！
無肥料栽培家・環境活動家、空水ビオフォーム農園主
の岡本よりたか氏が立ち上げた

～シードバンク「たねの学校」～
への支援金ご協力をお願い致します。
HP : http://www.soramizu.com/

海と月のグリーンマーケット出店予定の食材店・食加工店・雑貨店は裏面をご覧ください！

海と月のグリーンマーケットでは
こんな素敵なお店が出店予定です！
今回も

オーガ

ク

ニッ

海と月のグリーンマーケットの商品は

食材店 その②

食材店 その①
さくま草生農園（東庄）

月と和音（銚子）

耕さない 肥料・農薬不使用 固定種の野菜
肥料・農薬不使用 おだ掛け 自家採種のお米販売

オーガニック＆無添加食品 有機玄米甘酒
有機三年番茶 有機温州みかん などなど

鎌形農園（東庄）

・・ ・・

こんなところに
こだ
わり

化学合成の農薬・肥料を使用しない

こだ
わり

遺伝子組換え作物由来の油かすは使用しない

こだ
わり

精製度の高い白砂糖、三温糖、グラニュー糖
精製塩は使用しないこと

Tomoni（旭）

こだ
わり

遺伝子組み換えの食品は使用しない

一人でも取り組める環境改善アイテム EM活性液
EM石鹸 洗濯に活かそうマグネシム
自然からの恵み野草茶

こだ
わり

ベーキングパウダーはアルミニウム不使用で
天然鉱物由来であること

こだ
わり

雑貨店さんはオーガニックや天然素材や
ケミカルな物でも食や環境にかかわるもの

化学合成農薬＆肥料を使わずに育った旬の野菜
いろいろとエサにこだわった自然卵。満月もちの
玄米&白もちあります。じゃがいも・ネギ・カボチャ

地遊農園（東庄）
化学合成農薬・肥料不使用野菜

サンズファーム（銚子）
化学合成農薬不使用・無肥料栽培の自然農法露地
野菜

こだわりを持っています

プレゼント

がもらえる

スタンプラリーも開催♪
スタンプラリー用紙は当日会場でもらえるよ！
雨の日特典：雨の日にお越しの方には
一個プレゼント

食加工店 その③

食加工店 その①

食加工店 その②

高田町のはちみつ（銚子）
高田山の木々の花と里の花の蜜を集めた そのままの
銚子産純正はちみつです

team-eureka ユリイカ（銚子）

Shopan（ショパン）（佐倉）10:30から販売
自家製小麦から培養したサワー種使用 長時間発酵の天然
酵母パン 無農薬小麦とライ麦を石臼で挽いた全粒粉と国産
小麦粉を使用。クリスマスシュトーレン

マクロビオティックやオーガニックをベースにした
食育エンジョイユニット
カラダが変わる ココロも変わる食を提案します

VEGAN PIZZA あるもんで（神崎）

榊原豆腐店（銚子）

手作りの土窯「アースオーブン」で焼く肉 魚介 乳製品 卵を
使わないヴィーガンピッツアをぜひご賞味ください

千葉県産の神崎在来と生にがりだけで作り、大豆本来
の風味と甘みある豆乳と豆乳プリン

自然村 たなごころ一掌（東庄）
「食」は人をつくる。自然農法のお米やこだわりの
材料で農産加工物を手造りして販売.
商品の数だけとっておきの物語があります…

玄米菜食カフェキッチン カトラリーボックス（匝瑳）
油も水も水素の力で発酵 砂糖を使わず穀物と野菜と果物だけで
作るデトックス＆アンチエイジング ベーグル 濃厚ショコラ

炭火焙煎 森の詩（いすみ）
森林農法 有機無農薬栽培でフェアトレードされた珈琲
の生豆を使用し、信州の白炭で自家焙煎した炭火珈琲

earthoven ぱんや かごにわ（芝山）10:30から販売
田んぼの土と藁と砂でできた新窯で自家製天然酵母と
国産小麦粉 オーガニック食材の素朴なパンを焼き上げ

Another Belly Cakes（いすみ）
自家製の米あめや甘酒 塩麴などお米の発酵を活かした
調味料と房総の季節の素材を使ったタルトやスイーツ

チーサ（鎌ヶ谷）11:00から販売
生フルーツから果物そのものの旨みを生かしたフルーツ
酵母 もっちり食べごたえ満点のベーグルや酵母パン

Green café 月音（銚子）

ニコニコレストラン（大綱）

マクロビの弁当・スイーツ。雑穀と野菜のスープ

素材を活かした家庭的なベジタリアンのタイ料理
野菜は主に地元のものを使用

雑貨店 その①
雑貨店 その②

ミュッター（銚子）

体
40分
1,000円

寺ヨガ ～自分の体を知り 未来の私へできること～

オーガニックコットンのタオルなど 手触りよく肌に優しい
オーガニックコットン製品を販売

1回目 : 10:00～10:40 2回目 : 11:00～11:40

PURE BALLOON（銚子）
ゴムの木からの樹液で作られた地球にやさしい植物製
品のゴム風船。昔懐かしい柄や可愛い動物柄の紙風船

ベンガラ染め 草木染め work shop 土から生まれた
自然の染料を使っています。ベンガラのやさしい色に
会いに来てください

骨董ギャラリー源氏（銚子）

Beans（神栖）

温故知新…古いものを大切にしていきたい。衣と食の
古いものから新しいものまでグラス 食器 雑貨 和装品

リネンやガーゼを中心とした布小物 洋服.
心地よく暮らすをテーマにした作品をお届けします

『ハーモニーで聴かせるサウンド』
を軸にオトナのPOPSと言える楽曲
ノスタルジックなメロディーに温かな
歌をのせてお届けします。

tante（旭）

Rリース（鹿嶋）

日常の暮らしに寄り添う雑貨と洋服の店 うつわや天然
素材のバッグや小物など

ドライフラワーが好きで身近な材料のリース等を作って
います。毎回お会いできる方も増えて楽しみに参加さ
せてもらいます

スタイフィッシュポップスユニットSALCAL(G&Vo.大木サトル
Vo.&melodica佐藤夏織) Newアルバム「Sunday」(¥1,000)も
好評発売中！

海外ファブリックのコットンやリネン素材を中心に大人から
子供まで楽しめる布小物など

ヨガ初心者の方も大歓迎！自分の体を確認しながら
自分で自分の体をケアするヒントをお伝えします。
ヨガインストラクター：mikie
LINE ID：@pwt0203u mail：mikieyoga2017@gmail.com

SALCAL(サルカル)ライブ

音
FREE

衣
500円

染
有料

かさねworks（芝山）

12:30～13:00

オーガニックコットンのぬいぐるみ作り
優しい肌触りのオーガニックコットンの綿にふれてみよう！
オーガニックコットンのミュッター
YOUTUBE：海と月のグリーンマーケット

makka.（小見川）

在来種・固定種を守ろう！種取りワーク

種

種の粒を殻から取り出す
体験ができます。
取った種はお持ち帰り
頂けます。

300円

ベンガラ泥染めワークショップ
土から生まれて土にかえる自然の染料を使って染めていきます。
小さなお子様もお楽しみいただけます。
かさねworks
伊勢木綿手ぬぐい 1,000円、ガーゼタオルハンカチ 1,000円
インド綿大判ストール 2,700円、薄手ガーゼストール 2,200円

リンパトリートメント

癒
有料

さくま草生農園
YOUTUBE：海と月のグリーンマーケット

マーケットスタッフからの

占
有料

全コース こんにゃく湿布付

肩 腰 手 足 頭など気になる部分へ… 世界中から集めた
香り豊かな天然の精油を使い体をほぐしていきます。
こんにゃく湿布で冷えた体の芯を温めながら行います。
スポーツや仕事で疲れた体に。男性もご利用できます。
15分 1,500円、20分 2,000円、30分 3,000円、45分 4,000円
きのこオリジナルマフラータオル(今治産) 綿100% 1,500円
リラクゼーション きのこ

色々な占い体験ができます
①霊視 天使 守護霊 ガイドからのメッセ
ージ 九星気学 波動リーディング

②Nanaのタロット

10分 2,000円
羽羅天音

10分 1,000円 Nana

おねがい 野菜ソムリエブース

マイバック マイ箸 マイボトル
のご持参、ごみ持ち帰り運動を
実施しています。是非ともご協力ください！

海と月のグリーンマーケット ボランティアスタッフ募集のお知らせ
一緒にオーガニック文化を盛り上げていきませんか？海と月のグリーンマーケットではボランティアスタッフを2名ほど募集して
います！マーケットのお手伝いはもちろん、千葉からオーガニックをスローガンにもっと沢山の人へオーガニックという文化を
届けていきましょう。興味のある方はfacebook（「海と月のグリーンマーケット」と検索）にてスタッフ活動をご確認下さい。

野菜ソムリエブースでは、お米に関するクイズを出題！
クイズ挑戦でスタンプラリーのスタンプを1つ押させて
頂きます。
また、野菜ソムリエオリジナルのレシピも無料でお配り
していますので、お気軽にお立ち寄りください。

