２００７年８月１９日
いちじく収穫祭開催！
新聞各紙 ケーブル 等で取り上げられました！
TV

尾張旭市の特産推奨品 夢みるいちじくワ
イン に使用するための完熟いちじくの収穫
体験と、特産品としての「いちじく」の更な
る発展を祈念して いちじく収穫祭 が行わ
れました。
同市西の野町の谷口農園周辺には、観光協
会、ＪＡ、商工会、生産農家の関係者が集ま
り、多くのマスコミも詰めかけました。ふっ
くら完熟した見事な実を自ら収穫した谷口市
長は「尾張旭産いちじくを全国にもっと広め
たい」、「今年のいちじくワインも楽しみに
している」と期待されていました。
今年のいちじくワインの出荷は11月初め頃
になる予定で、市内の販売店店頭、ＪＡ、イ
ベントテントなどで売り出されます。どうぞ
おたのしみに！！
夢みるいちじくワイン の販売店、飲食店を
募集しています。
お問合せは事務局まで
TEL/FAX ０５６１−５２−６５００

い ちじく 収穫 祭にて
左から 谷 口JA あいち 尾東 総括理 事、 谷口尾 張旭 市長 、服部 商工 会会長

8 月25日（土）毎年恒例の大イベント ふれあい夏
まつり において当観光協会も特産品PR、販売をか
ねてテント出店させていただきました。暑い 1 日でし
たが楽しいまつりをより一層盛り上げようと協会ス
タッフたちもいい汗かいて頑張りました。今後も観
光協会 として より楽しく
より活
動的に イベント参加を行って行きた
いと思 っています。関係者の皆様、当
日足を 運んで下さった皆様ご協力あり
がとうございました。

尾張旭市観光協会広報誌

あさひ ぐるっと！

創刊にあたって

尾張旭市観光協会会員の皆様、地域の皆様には日頃より大変お世話になります。当協会は愛知万
博開催前年度に尾張旭市・JA・商工会の協力のもと発足し、特産品開発や尾張旭のＰＲに努めて
まいりました。手づくり、手さぐりでの活動もここに来てようやく着実な足取りで進むことができ
るようになり、この度、念願の広報誌発行となりました。
名称の ぐるっと！ とは、私たちの住むこの尾張旭を ぐるっと ひと回りしてみると、実に
すばらしい自然や風景、そして人に出会います。食文化（グルメ）も豊かです。色々な情報を通し
て益々この街を好きになれたら素敵！という思いを込めて名付けられました。
これからの観光協会の活動、地域の情報、会員同志のコミュニケーション等、盛り沢山の内容で作っ
てまいります。皆様お楽しみに！
(広報委員会）

ひとことメッセージ
立秋となりましたがいぜんとし
て酷暑が続いております。
皆様におかれましては、お変わ
りなくお過ごしでいらっしゃいま
すでしょうか。
当観光協会も 4 年目を迎え、尾
張旭市を市内外にＰＲしていくた
めの各種観光地イベント事業の企
会長 赤川和夫
画実施をしてまいりました。
今回広報委員会より広報誌の発行をする運びとな
りました。会員そして観光協会に興味をお持ちの方々
に活動の内容を知って頂くきっかけになるのではと
思っております。
少しでも興味のある方はきっと楽しい出会いが待っ
ています。是非観光協会の活動をご理解いただける
方々のご参加をお待ちしております。

◆ 尾張旭市観光協会シンボルマーク募集 ! ◆
● 応募期間 平成１９年８月１日〜９月１０日（必着）
●
賞 入選（１点）１万円相当の特産品詰合せ等
佳作（２点）5,000円相当の特産品詰合せ等
● 募集内容

● 注意事項
●

発表

明る く光を放 つ場所に 魅か
れ人はそ れを観る ため足を はこ
ぶ それが観光だそうです。
小さな まちのち いさな観 光協
会ですが 、旭がも っと明る く、
もっと元 気になっ て、やが て大
きな大き な光を放 てる素敵 なま
ちになる 様に、皆 で力を合 わせ
て笑顔で 顔晴りた いと思っ てい
ます！

広報委員会
委員長 今井敦子

四季を通 じ市内各所 で開催され
るイベント を中心に、 市内の特産
品を含め尾 張旭市の魅 力をＰＲす
る活動を行っています。
少しずつ ですが、当 協会の存在
も認知され はじめ、イ ベントへの
出店依頼も 増えてきま したが、ま
だまだ会員 の皆さんの 協力が不足
しています 。今年から は原点に立
ち返り、魅 力とメリッ トのある協 地域活性化委員会
会活動が出 来るよう、 役員一同頑 委員長 小杉俊介
張っていま す。もしご 賛同いただ
ける会員の方がお見えでしたら、少しでも結構ですので
お力を貸してください。

(1) 作品はＡ４版(210 ㎜× 297㎜ )白紙用紙を使用し上下がわかること。
(2) 画材、彩色ともに自由。ただし、モノクロでも使用できるものが望ましい。
(3)ＣＧ作品の場合はプリントアウトでご応募下さい。
(4) 応募点数に制限なし。ただし、1 枚につき 1点とし未発表のオリジナル作品に限ります。
(5)当観光協会のイメージとしてふさわしく、明るくシンプルなもの。
＊作品裏面に①氏名(フリガナ) ②住所 ③連絡先(TE L／FAX) ④年齢⑤職業(学校)を明記
の上、郵送または持参で提出して下さい。コメントの添付も可能です。
(1)入選作品の著作権は尾張旭市観光協会に帰属します。応募作品は返却いたしません。
(2)入選作品は使用の際に加工、修正をする場合があります。
１０月中旬
＊新聞紙面、協会ホームページ等にて発表いたします。

「2 00 7年キヤノン大撮影会 in名古屋」
3 月 24 日〜 4 月 2 日ま で
城山公園一体でさくらまつ
りが行われました。今年度
からは運営が市から当協会
へと移り、はじめての取組
みとなった大きなイベント
でした。さくらの開花が予
測より大はばに遅れるなど
予期せぬ事態もありました
が、混乱や事故も無く無事
努め上げることができまし
た。

５月 27 日森
林公園植物園
にて「2007
年キヤノン大
撮 影 会 i n名 古
屋」が行われ、
全 国 から 約 1,
5 00 人の カメ
ラマンが大集
合。 おもてなしと特産品販売で協力をさせて頂き
ました。

ど うだ ん 亭

新居 大 弘法 ま つり

春のどうだん亭一般公開
では、市内外の来客の方々
へのおもてなしと特産品Ｐ
Ｒ・販売を行いました。Ｊ
Ａの協力による地元産新鮮
野菜はいつも大人気です！

4 月15 日新居大弘法のお祭
りにて特産品ＰＲと販売をさ
せて頂きました。用意したお
菓子が早々と完売するほどの
大盛況でたいへんな盛上がり
をみせました。

3月２４日〜４月２日 さくらまつり
新居大弘法まつり
4月15 日
春のどうだん亭
4月28 日29日
キヤノン大撮影会
5月27 日
つけち夢まつり
8月14 日
いちじく収穫祭
8月19 日
ふれあい夏まつり
8月25 日
月
日
第16回全国ボランティアフェスティバル特産品等紹介
9 23
市民祭
10 月13日14 日
月
日
森林公園オータムフェア
11 3
秋のどうだん亭
11 月17日〜25 日
農業まつり
11 月25日
「県市町村対抗駅伝競走大会」「市町村ブース」出店
12 月1日
酒蔵見学
2 月中旬

年間を通じて観光協会が企画運営、また既存の祭り参加など様々なイベントがあります。
（例）さくらまつり・ふれあい夏まつり・市民祭・どうだん亭等々…） 観光協会会員のみならず、どなたでも
スタッフとして参加していただくことが出来ます！ 参加する側もいいけれど、運営する側もなかなか楽しいもの
ですよ。１回のみの参加でも構いません。自由に、楽しく、気の向くままにどうぞ！
興味のある方は是非お知らせ下さい。一緒にイベントを盛り上げましょう!!!
詳しくは事務局まで
０５６１−５２−６５００（ＡＭ9：00〜12：00・ＰＭ1：00〜４：００）

特産品紹介コーナー
今回は先日行われました「いちじく収穫祭」でもクローズアッ
プされた

夢み る いち じく ワ イン

のご紹介です。

地元で生産されたものを地元で消費するという意味で使われ
る「地産地消」 この 夢みるいちじくワイン はまさにその
代表と言える特産品です。
尾張旭のいちじく生産農家の皆さんが長い年月研究を重ね、
丹精込めて 朝採り完熟いちじく を特産品として育てあげま
した。
我々観光協会はこのいちじくをより多くの人にＰＲをしたい！
と、いう思いでワインという形で商品化いたしました。
今がまさに食べ時 という最もおいしい状態の果実の味を
そのままワインに生かすため、農家と醸造家（鶴見酒造）がス
ピーディな連携体制をとっています。
今年度はおよそ２０００本の製品化を目指していますので、
まだ飲んだことのない方は 是非！ ご賞味下さい。
特に女性の方にはおすすめです。
夢みるいちじくワイン は11月上旬よりＪＡ、関係酒販店
店頭、観光協会が出店するイベントテントなどで販売される予
定です。

会 員 紹 介 コー ナ ー

有限会社アート旭

代表取締役

尾張旭市庄中町渋川３４５−１
TE L５３−２６０１ FAX５４−６２３５
E-Mail ： artasahi＠nifty ．com
弊社は屋内、外の看板をはじめネオン、テント、
各種イベントの設営など地域の商店、企業様にご愛
顧願いますよう大型出力印刷機をはじめカッテング
マシン。その他加工機などを揃えどのようなニーズ

【会員及び会費】
１）会 員
① 普通会員
・ 一般
尾張旭市内に住所を有する個人又は当
該市内に事務所もしくは事業所を有す
る法人。（組合の法人を除く。）
・団体
尾張旭市内に事務所を有す
② 賛助会員
前号以外の個人、法人又は団体。
２）会 費
区 分
入会金
会費（年額）
普通会員
5,000円
5,000 円
団 体
30,000円
20,000円
賛助会員
20,000円
10,000円
詳しくは観光協会事務局までお問合せください。

栄養と効能
・主な栄養成分（可食部 100 ｇ中）
カリウム(170 ｍｇ ) 食物繊維(1.9ｇ )
・効能
高血圧予防 動脈硬化予防 脳梗塞予防
心筋梗塞予防 便秘改善
また、いちじくにはフィシンというタンパク質
分解酵素が含まれ消化促進に効果があります。
切断部から出る白い液体はイボ取りなどの民間
療法にも使われています。

にもおこたえが出来るようガンバッテいます。又法
律で定められている（屋外広告業を営むものは屋外
広告士の資格）を取り、責任のある製作・施工をモッ
トーに社 員一
同皆様か らの
鈴 木 さ ん は 当協 会
ご依頼を お待
広報 メンバー として
ちいたし てお
活 躍され てい ます。
ります。

鈴木政臣

新しい商品を企画したい！
アイディアを形にしたい！
地元に貢献したい！
尾張旭をもっと元気なまちにしたい！
そ ん な方 を 大 募集 ！

いちじく豆知識

お 知らせ

ホームページが新しく生まれ変わります !!
＊只今、更新中につき一部工事中です。
ご迷惑をおかけしますが、今しばらくお待ち下さい。
（ http://kanko.owariasahi.info ）

編集後記
はじめての広報誌制作でしたが、観光協会の内容は
伝わったでしょうか？
これからもネットワークを広げ、より楽しい紙面作
りを目指します。
今後とも宜しくお願いいたします。(*^ 。^*)
●広報誌作成チーム
安藤繁樹・鈴木政臣・大島もえ・今井敦子
ご意見・ご要望をお聞かせください
尾張旭市観光協会
〒488-0801 愛知県尾張旭市東大道町原田2570-3
尾張旭市商工会館２Ｆ
TE L ／FAX 0561 − 52 −6500
Ｅ-mail： kanko@owariasahi.info

