
藩閥慧恥忘重信暖Wか

PMO：50～PMl：30

【メイン会場】

らやなせたかし／フレーベル■　THS NTV

AMlO：40～AMll：10

【メイン会場】
PMl：30－PM2：00

【サブ会場A】

〔己三二烹二JE茄と

ねぎピザ・きのこ汁販充
下亡口中央通り手しこと市t

AM9：00－PM4：00

【中央通り】

走■：300人（先暮■）蓼加★：無料
嘉事鯖申込み
【申し込み・闘い食わせ先】群■■企■■
TEL：027・098・2457／FAX三027・223・4371
e・ma‖：klkakukさOprof．gunma．18．1p

PMl：30－【文化ホール】

警護アク㍉匁州
アサヒピ・づし

ちなわー．コンビlこ、

FamilYMart

主催：全国ねぎサミット2014inぐんま下仁田実行垂員会

共催：下仁田町・群馬県・甘楽富岡農業協同組合・下仁田町商工会

磯雄：上毛新聞社・上毛新聞TRサービス・アサヒビール㈱群馬支社・㈱ファミリーマート

群馬テレビ・エフエム群馬・上借電鉄㈱

全回ねぎサミット2014inぐんま下仁田実行委員会

0274・64・8806（下仁田町産業振興課内）
URLhttp：〟www．town．shimonita．Ig．jp／

宿泊情報・イベントの詳細はこちらから見ることができます」

フリー彙■欝劃引アリ！（お土産付）

お問い合わせ027－323－8073



●タイムスケジュ �－ル11月22日（土） � 

9：00～10：00 �オープニングセレモニー �メインステージ 

9：00－10：30 �ゆるきゃら大集合 �サブ会場A 

10：10－10：20 �青倉保育園演奏 �メインステージ 

10：30～11：00 �おかもとまりオンステージ �メインステージ 

11：10～12：30 �N－1八〇フォーマッスク小ランプ○リ（投票は13：00まで） �メインステージ 

13：00～13：30 �首長討論会 �メインステージ 

13：30－13：50 �サミット宣言 �メインステージ 

14：00～15：30 �ご当地キャラ大集合 �メインステージ 

15：30－16：00 �団しん也オンステージ �メインステージ 

16：00 �1白目イベント終了 � 

●タイムスケジュ �－ル11月23日（日） � 

9：00－9：20 �馬山保育園演奏 �メインステージ 

9：30～10：30 �ご当地キャラ大集合 �メインステージ 

10：30～13：00 �巨大ねぎま作り �サブ会場A 

10：40～11：10 �アンパンマンショー �メインステージ 

11：20～12：20 �ねぎトーク �メインステージ 

11：30～13：00 �ご当地キャラ大集合 �サブ会場A 

12：50・～13：30 �ご当地アイドルショー �メインステージ 

13：30一一14：00 �アンパンマンショー �サブ会場A 

13：40一一14：20 �全国ねぎサミット○×クイズ �メインステージ 

14：30～15：00 �エンディングセレモニー �メインステージ 

15：00 �2日目イベント終了 � 

雫イベントスケジュール及び各出店内容は都合により変更する場合があります。

；罠メイン会場案内図日 

［コ　ロm �還○ ≡世界遺産荒船風穴… 下仁田ジオパーク展示≡ （下仁田倉庫） 

キ二 ＋‡ 匪蛋羽 ノ創 
eatブース 

［ココ案内 

出店書名 �出店内容 �テント番号 

ねぎ産地ブース（表面をご覧下さい）・農機具展示販売 �� 

マツモト �農機具展示販売 �10 

甘楽富岡農機具センター �農機具展示販売 �14 

西上州観光連盟 � � 

富岡・甘楽・南牧 �観光PR・パンフレット �1 

藤岡・神流・上野 �観光PR・パンフレット �2 

高崎・安中・榛東・群馬ハス �観光PR・パンフレット �3 
●eatフース � � 

Aコープ下仁田店 �農産物・海産物 �1 

JA甘楽富岡農特達 �農作物販売・しいたけ焼き・下仁田汁 �2．3．4 

下仁田ねぎの会 �ねぎの鉄板焼き試食 �5 

農作物・下仁田ねぎコロッケ �6．7 

上信電鉄㈱ �上信電鉄グッズ �8 

吉田製材 � �9 

堀口精肉店 �コロッケ・揚げ物 �10 

登利平 �鳥めし弁当・その他各種弁当類 �11 

さんぺい・きじ鉄 �ホルモン焼き・かにの串焼きタコの串焼き・タコから揚げ・飲み物 �12 

アエントリーフーズ �焼きまんじゆう・焼きそば �13 

気仙沼観光開発 �気仙沼市の特産品等 �14 

ヤマダ電機㈱ �ホルモン焼き・けんちん汁・ソーセージ焼き �15 

ブラジル・クリル �鳥モモ串焼きヰ串焼き・ブラジルコロッケ・パステル・飲み物 �16 

建築業組合 �焼き芋 �17 

ファミリーマート �プアミチ手等ホットスナック等 �18 

はっぴ－ハウス �よ産加工品仲きもち・饅頭・コロッケ・ねぎ焼き・こんにゃく）よ産物 �19 

市毛企画 �上田美味だれ焼とり・カキ氷・串焼・焼きそば・ピール等 �20 

神津牧場 �乳・肉製品 �21 

金子さ酉店 �酒類（ピール・清酒・ワイン等）・ソフトドリンク �22 

下仁田ミート �肉製品販売・メンチカツ等 �23 

甘楽やきそば �焼きそば・揚げ物 �24 

森林組合 �木工品・林業機械 �25 

昧くんくん �たこ焼き・飲み物 �26 

レストランカフェカーロ �県産豚と下仁田ねぎの和風パスタ・下仁田ねぎのスープ �27 

神流町 �サウルス＜んグッズ・神流町特産品 �28 

上野村 �上野村特産品 �29 

ネイチャートライブ �フランク・ポテト等 �30 

麺屋おとみ・おとみ茶楽 �ラーメン・焼きそば・フランク・ホットドック・から揚げ・ポテト等販売 �31 

アカシ屋 �串焼肉・ソーセージ・ポテト・バーガー・焼きそば �32 

スター商会 �＜んまちゃんグッズ・団子等 �33 

佐久市 �佐久市特産品 �34 

C＆M’S銀座いもつ娘 �焼き芋・芋スイーツ（スイートポテトケーキ等） �35 

HAPPYISLAND �ステーキ串・くんまちゃん／トガ一・シフォンケーキドーナツ・飲み物 �36 

商工会青年部 �ねぎ坊グッズ等 �37 

リッキー �串もの・焼きそば・インドカレー・アイス �38．39 

リッキー �クレープ �40 

すまいる乳業 �焼きチーズ・フレッシュチーズ・飲み物 �41 

●下仁田物産展（下仁田倉庫外） �� 

総本家紙屋 �葉子・おやき販売 �1 

神戸万苦商店 �桑茶の試飲・販売 �1 

千野新建材 �下仁田ねぎ餃子・ねぎフライ販売 �2 

まるへし1 �こんにゃく試食販売 �2 

松風堂菓子店 �菓子販売 �3 

土屋食品 �下仁田こんにゃく販売 �3 

かまや金物店 �刃物販売・包丁研ぎ �4 

大坂屋 �しいたけ販売 �4 

恵比寿屋 �下仁田ねぎ加工品・荒船風穴関連クッズ販売・宅配便取扱い �5 

古月堂 �本宿どうなつ・荒船風穴最中 �6 

黛こんにゃく店 �斎露製品・みそおでん・下仁田ねぎ天ぷら販売 �6 

下仁田納豆 �経木納豆販売 �7 

NTT東日本群馬支店 �フレツツ光相談会・商品ビデオ放映・WIFl検討会 �7 

茂木食品工業 �売藷製品・下仁田ねぎ関連力0工品販売 �8 

喜楽庵 �饅頭・ドーナツ他販売 �8 

寝具の大島 �ジオ座布団・エコタオルマフラー・寝具他販売 �9 

下仁田郵便局 �まがき・切手・年賀状販売 �9 

モテキベーカリー �こんにゃくパン販売（23日のみ） �10 

案内 � �10 

●下イ　田倉庫内 � � 

ふるさとセンター �世界遺産「荒船風穴」資料展示 � 

ジオパーク推進室 �ジオパーク資料展示 � 

体験道場前広場 � � 

自衛隊 �車両展示・PRパネル等展示 �1 

下仁田消防署 �車両展示・PRパネル等展示 �2 

富岡警察署 �車両展示・PRパネル等展示 �3 

商工会青年部 �子供向けゲーム �4 

ファミリーマート �水風船つり �5 

富岡製糸場絹産業遺産郡伝道師会 �繭クラフト �6 

ふわふわ �ふわふわ受付 �7 

体験道場内 � � 

希藷消拡 llI �手作り体験 � 

l●仲町通り � � 
ねぎ生産者 �軽トラ・テントでのねぎ販売 � 

ねぎま（23日のみ） �ねぎまの受付 �8 


