2/11(日)
10 時～15 時
会場：IHI ふれあい広場(兵庫県相生市相生５２９２付近)

※雨天決行

相生かき直売

ステージプログラム

販売開始時刻 ９：３０～(売切次第終了)

むき身(約 500ｇ)
殻 付(約 1.3kg)

１０：００ 開会宣言
１０：１０ オープニング(那波中学校吹奏楽部)

1,000 円
1,000 円

１０：３０ オープニングセレモニー
１１：００ 吹奏楽演奏(那波中学校吹奏楽部)
１１：３０ 叫んで！掴んで！牡蠣キャッチャー

※お一人様むき身５袋、殻付き１０袋まで

焼ガキＢＢＱコーナー

１２：００ 和太鼓演奏（藝能集団 野華）
１２：３０ HIPHOP ダンス (RAM.DANCE STUDIO)

ＢＢＱコーナーは
セルフサービス

１３：００ よさこい演舞（Nalko 連おどりや/いろは。/〇屋）

区画利用券販売開始 ９：３０～
一区画 ５００円 ※炭、紙皿、箸、軍手(1 組)付き

１３：３０ 積上げろ！牡蠣タワー

１部
２部
３部
４部

ステージゲームにチャレンジ！

１０：３０～１１：２０
１１：３０～１２：２０
１２：３０～１３：２０
１３：３０～１４：２０

会場ステージにて実施されるステージゲーム
(11:30～、13:30～の計 2 回) に参加すると
「殻付相生カキ」がゲットできます！！

※完全入替制
※区画利用券に記載された時間以外の部への
入場はできません
※コンロ・網・火箸は無料で貸出いたします。

受付場所：特設ステージ裏 先着順(定員なり次第受付終了)
受付開始：牡蠣キャッチャー11:00～、牡蠣タワー12:30～

グルメコーナー

カキナイフ、簡易イス等の販売もあります。

１０:００～１５:００ ※各店舗売切次第販売終了

ＢＢＱコーナー内にも
殻付生カキの販売所あり！
(1 袋約 1.3kg

1,000 円) ※区画利用券１枚につき２袋まで
山陽道 龍野西 IC→

会場アクセス

←
岡山
→
姫路

当日は、道が大変
混雑いたします
ので、公共交通
機関をご利 用
ください。
まつり
会 場

総出店３０店舗以上！「相生かき」を使った美味しい
カキ料理屋台の他、相生市の特産品や新鮮野菜等も。
※メニュー詳細、テント位置等は裏面をご覧下さい。

駐車場
那波中学校
那波小学校
青葉台小学校
相生市役所

協賛会場

…シャトルバス
発着所

１０：００～
１杯３００円

駐車場開場時間
午前 9 時

係員 の 誘導 に

シャトルバス ※随時発車 (相生駅始発 8:30 青小始発 9:00)
ＪＲ相生駅⇔会場 (有料：大人１００円 小学生以下５０円)
青葉台小学校⇔会場⇔水産物市場前 (無料)

シャトルバス最終（会場発）

15: 3 0

※2,000 杯限定

※テント「い」にて販売

殻付焼ガキ販売
１０：００～ 売切れ次第終了
２個１セット ３００円
焼ガキをチョット楽しみたいあなたに！
※テント「あ」にて販売

従って下さい

駐車場でのトラブルに
関して、主催は一切
責任を負いません

売切れ次第終了

具材たっぷり特製カキ汁

※二輪車用は
会場に隣接

相 生

海 館

特製カキ汁

協賛会場：相生市立水産物市場

協賛会場でも生カキ
(むき身・殻付)を販売！
鮮魚等の海産物も
販売しています。
美味しい海の幸等の
料理屋台コーナーも♪

相生かきまつり実行委員会 相生市旭１丁目１－３(相生市役所地域振興課内)

℡０７９１－２３－７１３３

グルメコーナー販売品目一覧
１ SAKURA base.
カキフライ、カキのクラムチャウダー
カキのアヒージョ、ホットワイン

２ 韓国家庭料理 オモニ
カキチヂミ、カキのタレ焼
カキチゲ、カキキムチ
他

３ みなと屋
カキ入りお好み焼、カキ佃煮
.

４ ナモ
かきめし、カキ入りお好み焼

５ (有)鈴木商店
カキ唐揚げ、タコ唐揚げ
カキ味噌汁

６ ボーイスカウト相生第４団
カキ炊き込みご飯

※焼ガキ BBQ コーナーは 9:30 から販売の区画利用券がないと入場出来ません。

13 相生駅前商店連合会
カキ入りお好み焼

14 西播磨なぎさ回廊づくり連絡会
カキフライ

15 ながさわ

白龍城店

カキボール

16 ＨＯＴＥＬ万葉岬
蒸しカキ、カキの佃煮

17 居酒屋お好み はるちゃん
カキバター、カキ入り粕汁
カキ焼きそば、飲料 他

18 光飯店
カキラーメン、カキ春巻き
鶏唐揚げ
会場は芝生の広場です。レジャーシート等が
あれば、ご自由にお座りいただけます。
また、ウェットシートやおぼんがあると
食べ歩きに便利です。

19 佐々木商店

７ 咲々
カキフライ、かきめし

かきまる、爆弾焼

20 森総業

８ 喜久八

カキラーメン、かきめし
カキ入りお好み焼、飲料

牡蠣豚玉

９ マルハ
カキバター
海鮮焼(カキ、ホタテ、イカ)

10 能登屋

かきめし、カキ焼きそば
カキ汁、カキうどん、飲料

他

22 きゃべつ畑

カキフライ

11 煮売り屋

21 居酒屋・食堂 げんき

一

牡蠣の大ちゃん包み揚げ
牡蠣の天ぷら和風あんかけ、飲料

12 播磨うまいもん食楽部

カキ入りホルモン焼きうどん
かきめし、カキ天ぷら 他

23 就労継続支援事業所 グリーン
カキオムそば、クッキー

カキ入りお好み焼、かきめし
カキ唐揚げ、カキ汁

会 場 図

※各店、売切れ次第販売を終了いたします。
A ヴィッセル神戸
ガラガラ抽選くじ

B 立巳豆富
こだわりもめんとうふ、薄揚げ
厚揚げ、湯葉とうふ

C マルタツ醤油 金治商店
カキナベタレ、各種醤油

D 焼肉マルヨシ
自家製キムチ、ピリ辛岩のり 他

E 小河ゆず栽培組合
各種ゆず加工品

F 食と農を守るかあちゃんず
大根とカキのゆずみそのせ
ゆずみそ

G 野瀬の朝市
野菜販売

多肉植物

キッチンカー
他

H アイメイツ

創作カキ料理

あ

酒類、お茶、ソフトドリンク

I ㈱マルト水産
蒸しカキ天ぷら、カキふりかけ

相生商工会議所青年部
殻付焼ガキ

い

相生市いずみ会
特製カキ汁

ごみの分別回収に
ご協力ください。
ごみ捨て場は会場内に
2 か所設置しています。

