ごっつお

いなかご馳走まつり

参加申込書
送信日：

月

日
門前｢おらごのごっつお｣

月

参加人数

（お膳の数）

日

お料理名

田舎のかあち�んがつくる
地元の食材を活かした
自慢のご�つおをご賞味ください

希望日

ふりがな

人

代表者住所

代表者氏名

---------------------------------------------------------------

〒

（建物名・部屋番号も
明記してください）

ご連絡先電話番号
当日連絡のとれる電話番号
（携帯電話等）
▼和室にて正座の食事が難しい場合は、椅子席のご準備をさせて頂きます。

椅子席が

座席について

席必要です。

開催期間

▼参加人数に入らない小さいお子様がご一緒の場合、会場準備の都合上
お子様の人数をお聞かせください。
名

年齢

歳、

歳、

※重要※
・申し込み先の FAX 番号は会場ごと、申込日ごとに違います。
パンフレットをご覧いただき、間違いの無いようにお願いいたします。
・お申し込みは先着順となります。すでに定員に達している場合はお断りのご連絡をさせて頂きます。
・予約状況は下記の WEB ページにて随時更新いたします。
→ https://www.facebook.com/gottuo2015/

みどりの里のごっつお

11月1日（水）〜
11月12日（日）

平成 29 年

※会場によっては椅子席に対応できない場合もありますのでご容赦ください。

人数

いなか
ご馳走
まつり

1０月 5 日（木）午前９時〜
申込受付開始

歳

12:00〜13:00
会場 / 朝日みどりの里またぎの家・ 農家レストランこころまい
民家レストラン凪のてらす仲・食堂 IRORI
岩船漁港直売所漁師食堂・縄文の里朝日・東桂苑

※写真は全てイメージです

申込受付開始

1０月 ５ 日（木）午前 9 時〜
※各日定員に達し次第、申込受付終了とさせて頂きます。

主催：村上・岩船連携イベント実行委員会
共催：村上地域グリーン・ツーリズム協議会

事務局：NPO 法人都岐沙羅パートナーズセンター

TEL：0254-72-0663

地域の宝である新鮮で豊富な食材を使って、かあちゃんたちが
自慢のごっつおを提供します。是非ご賞味ください。
朝日みどりの里

各定員
会場：またぎの家 （村上市猿沢 1215） 40 名

11/3 祝

桧原のごっつお

12:00〜13:00

山もち・からしなます大根【申込・問い合わせ】
車憮煮物・菊の梅ジャム添
え・たつ和え・漬物・わら シルクフラワー制作工房
びもち
など FAX：0254-72-0387
【料金：2,000 円】

12:00〜13:00

山もち・鮭の川煮・村上牛【申込・問い合わせ】
すき煮・大海・ハリハリ漬 都岐沙羅
け・栃の実のあんころ餅
など パートナーズセンター
FAX：0254-72-0723
【料金：2,500 円】 （TEL：0254-72-0663）

11/8 水

大海・おこわ・はらこ
【申込・問い合わせ】
キノコ料理
など 朝日みどりの里
FAX：0254-72-1273

おらごのごっつお

みどりの里のごっつお

（TEL：0254-72-1551）

12:00〜13:00

11/12 日

福島・村上御膳

12:00〜13:00

会場：食堂 IRORI

11/2 木

・
11/9 木

12:00〜13:00

高根 味わい御膳

（村上市碁石 47）

11/1 水

【料金：2,000 円】
野菜みそかき揚げ・氷頭な【申込・問い合わせ】
ます・卵皮煮・煮物焼漬け
都岐沙羅
塩引き鮭・アジのマリネ
パートナーズセンター
村上の大海・フルーツ
FAX：0254-72-0723
【料金：2,000 円】 （TEL：0254-72-0663）

（村上市高根 1940）

各定員
30 名

そば・天ぷら・わらびの酢【申込・問い合わせ】
みそ・どんぐりの油いため
ぜんまいくるみあえ・大海
岩魚の塩焼き・山ぶどうゼ 都岐沙羅
リー・新米おにぎり・栃も パートナーズセンター
ち・漬物
FAX：0254-72-0723

海のめぐみランチ

12:00〜13:00

会場：東桂苑
11/1 水

定員
30 名

（関川村大字下関 906-2）

はさかけ米・おこわ・鮭料 【申込・問い合わせ】
理・じゃがいものしわ煮
関川村農林観光課
漬物・デザート
など FAX：0254-64-0079

関川
秋のふるさと御膳

12:00〜13:00

【料金：2,000 円】

（TEL：0254-64-1478）
※平日のみ

会場：縄文の里・朝日やまびこ食堂
（村上市岩崩 612-118）
11/2 木

縄文の里ご膳

12:00〜13:00

定員
15 名

古代米・ぶっかけそば・鮭 【申込・問い合わせ】
の粕煮・旬野菜のてんぷら
そばゼリー・どんぐりクッ 縄文の里・朝日
キー
FAX：0254-60ｰ2025
など （TEL：0254-72-1577）
【料金：1,500 円】

※月曜休館日除く

定員
40 名
（村上市岩船港町 3144-21）

会場：岩船港直売所

11/7 火

岩船御膳

12:00〜13:00

漁師食堂

地魚の刺身・鮭の味噌漬け 【申込・問い合わせ】
つぶ貝のフライ・大海・ハ
タハタのこみそ煮・合なま 都岐沙羅
パートナーズセンター
す・はらこ・果物・漬物
など FAX：0254-72-0723
【料金：2,500 円】 （TEL：0254-72-0663）

定員
（村上市大毎 504） 25 名

会場：農家レストランこころまい

（TEL：0254-72-0663）

【料金：2,000 円】

ヤナギカレイ・甘エビのか 【申込・問い合わせ】
き揚げ・磯ダコの梅肉ソー 都岐沙羅
スかけ
など パートナーズセンター
FAX：0254-72-0723
【料金：2,000 円】 （TEL：0254-72-0663）

（TEL：0254-72-0387）

トリハムの塩糀漬け・煮物【申込・問い合わせ】
わらびの酢みそ・大根ごぼ
岩船農村アクティブネット う和え・たまご焼き・黒米 シルクフラワー制作工房
11/4 土
あまざけ・ご飯・みそ汁
FAX：0254-72-0387
糀づくし御膳
つけもの
（TEL：0254-72-0387）
12:00〜13:00
【料金：2,000 円】

11/5 日

定員
15 名

会場：民家レストラン凪のてらす仲

11/8 水
12:00〜13:00

くるみ味噌の
おにぎりを体験しよう !

けんさ焼き ( 炭火で焼く ) 【申込・問い合わせ】
季節の地元野菜を使った
都岐沙羅
この日の特別料理
など パートナーズセンター
※抽選でプレゼント付き
FAX：0254-72-0723
（TEL：0254-72-0663）
【料金：2,000 円】

