
◎　開催場所　鹿児島県市町村自治会館　１階ロビー      

◎　開催期間　令和2年2月17日(月)～3月16日(月)

◎　開催時間　9時30分～16時30分
  <お問合せ先>　 鹿児島市鴨池新町7番4号　鹿児島県町村会厚生部
　　　　　　　　　　　☎０９９－２０６－１０２６　（内線２８８）

市町村名 主　　な　　特　　産　　品

三島村 ・椿油 ・椿飴  ・うどん ・ジャーキー ・シフォンケーキ ・石けん ・シャンプー ・コンディショナー ・炊き込みご飯の素

枕崎市 ・かつおぶし ・かつお水産加工品 ・つけあげ ・郷土菓子

奄美市
・たんかん ・奄美黒糖焼酎 ・純黒糖 ・塩 ・黒糖洋菓子 ・冷凍ソデイカ ・トビンニャ ・イカ味噌 ・パパイヤ漬け ・バ
レイショ

湧水町
・湧水茶　・湧水プリン　・生いも　・ブルーベリージャム　・鳥の地獄蒸し ・棚田米
・和菓子　・ふくれ菓子 ・豚みそ ・ゆうたんグッズ

枕崎市 ・かつおぶし ・かつお水産加工品 ・つけあげ ・郷土菓子

伊佐市 ・米 ・お茶 ・もち ・つけもの

２０日(木）
２１日(金）

知名町
・切り花（百合・グラジオラス等） ・新じゃがいも ・黒糖焼酎　・豆菓子　・パパイヤ漬物
・シマ桑青汁　・ソデイカ　・島桑入り菓子類　・いんげん　・島かまぼこ

南大隅町 ・マルボーロ ・つきあげ ・かまぼこ ・かるかん ・こんにゃく ・げたんは ・キダカカリポリ ・あくまき ・もち ・団子

日置市 ・伊集院まんじゅう ・湯之元せんべい ・ラムどら ・みかん（ジュース） ・ちりめん ・いちご ・焼酎

錦江町
・あくまき ・けせん団子 ・竹皮弁当 ・いちご ・おからドーナツ ・つけあげ ・まるぼーろ ・げたんは ・肉魚類 ・自家製
ジャム

日置市 ・伊集院まんじゅう ・湯之元せんべい ・ラムどら ・みかん（ジュース） ・ちりめん ・いちご ・焼酎

湧水町
・湧水茶　・湧水プリン　・生いも　・ブルーベリージャム　・鳥の地獄蒸し ・棚田米
・和菓子　・ふくれ菓子 ・豚みそ ・ゆうたんグッズ

伊佐市 ・米 ・お茶 ・もち ・つけもの

屋久島町 ・サバ節　・サバ節水産加工品　・削り節各種　・冷凍味付すり身

喜界町 ・純黒糖（新糖） ・白ごま ・白ごま油 ・塩 ・加糖菓子 ・トマト

湧水町
・湧水茶　・湧水プリン・生いも　・ブルーベリージャム　・鳥の地獄蒸し ・棚田米
・和菓子　・ふくれ菓子 ・豚みそ ・ゆうたんグッズ

喜界町 ・純黒糖（新糖） ・白ごま ・白ごま油 ・塩 ・加糖菓子 ・トマト

屋久島町 ・サバ節　・サバ節水産加工品　・削り節各種　・冷凍味付すり身

長島町 ・乾燥アオサ ・生アオサ ・アオサの佃煮 ・ぶりカツ ・ひじき ・ぶりあら

十島村
・田芋 ・たんかん ・島らっきょう ・セドカみかん ・つわ ・島バナナ ・トカラ―ゼ  ・トカラの塩 ・バナナジャム ・島バナ
ナカレー ・とんこつ ・焼酎トカラ列島

令和元年度 自治会館ふるさと市場

　　月　　日

１７日（月）
１８日（火）

１９日（水）

２７日(木)

２８日(金)

２５日(火)

２６日(水)

２

月

市町村の特産品 
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市町村名 主　　な　　特　　産　　品

薩摩川内市
・のり佃煮 ・うにみそ ・きびなご加工品 ・干し芋 ・紅はるか（焼き芋，プリン，生いも）
・乾燥あおさ ・子持ちきびなご ・甘えび ・椎茸のり ・きびなごフライ　・時魚のフライ　・海老フライ

南九州市
・寄せ豆腐　・木綿豆腐　・手打ちそば　・そばつゆ　・大豆甘煮　・ひじきご飯の素　・味噌
・シフォンケーキ　・南九州市産新鮮野菜各種　他

南さつま市
・さつまあげ ・椿油 ・トマト ・きゅうり ・深ねぎ ・らっきょう加工品 ・まな板 ・そば板 ・木工品 ・竹製品 ・みかん ・不
知火 ・宝来柑 ・さかな醤油 ・魚燻製

垂水市 ・いんげんのポタージュ ・とんとこ海老のスープ ・団子 ・菓子類  ・ブリ ・カンパチ ・水産加工品 ・野菜 ・米 ・陶器

南さつま市
・さつまあげ ・椿油 ・トマト ・きゅうり ・深ねぎ ・らっきょう加工品 ・まな板 ・そば板 ・木工品 ・竹製品 ・みかん ・不
知火 ・宝来柑 ・さかな醤油 ・魚燻製

鹿屋市
・カンパチアヒージョ  ・カンパチふりかけ ・黒豚軟骨（加工食品） ・花岡胡椒 ・海軍航空カレー
・海軍サイダー ・落花生もなか ・だっきしょ饅頭

東串良町 ・黒豚みそ ・菜種油 ・ごま油 ・椿油 ・ふくれ ・蒸しようかん ・ゆべし ・甘酒

長島町 ・乾燥アオサ ・生アオサ ・アオサの佃煮 ・ぶりカツ ・ひじき ・ぶりあら

垂水市 ・いんげんのポタージュ ・とんとこ海老のスープ ・団子 ・菓子類  ・ブリ ・カンパチ ・水産加工品 ・野菜 ・米 ・陶器

阿久根市 ・原木椎茸 ・えのき茸 ・乾燥きのこ類 ・つけあげ ・ゆでみな ・アオサ ・お菓子

出水市 ・味噌　・醤油　・こうじ　・食酢 ・調味料加工品 ・大将季 ・いちご ・農産物等

南大隅町 ・マルボーロ ・つきあげ ・かまぼこ ・かるかん ・こんにゃく ・げたんは ・キダカカリポリ ・あくまき ・もち ・団子

阿久根市 ・つけあげ  ・あくまき ・きびなご加工品

出水市 ・味噌　・醤油　・こうじ　・食酢 ・調味料加工品 ・大将季 ・いちご ・農産物等

さつま町
・地元農産物（野菜類，果樹類等）
・地元加工品（味噌，餅　，ドレッシング，梅干し，ジャム，きんかんプリン，甘酒，漬物等）

錦江町
・あくまき ・けせん団子 ・竹皮弁当 ・いちご ・おからドーナツ ・つけあげ ・まるぼーろ ・げたんは
・肉魚類 ・自家製ジャム

さつま町
・地元農産物（野菜類，果樹類等）
・地元加工品（味噌，餅　，ドレッシング，梅干し，ジャム，きんかんプリン，甘酒，漬物等）

屋久島町 ・サバ節　・サバ節水産加工品　・削り節各種　・冷凍味付すり身

肝付町
・甘酒 ・あくまき ・ふくれ ・ゆべし ・しぐれ ・やぶさめ饅頭 ・けせん団子 ・はいチーズ ・ケーキ
・つけもの ・焼酎 ・麦みそ ・ドレッシング ・ようかん ・黒豚みそ ・麺つゆ ・佃煮

南大隅町 ・マルボーロ ・つきあげ ・かまぼこ ・かるかん ・こんにゃく ・げたんは ・キダカカリポリ ・あくまき ・もち ・団子

十島村
・田芋 ・たんかん ・島らっきょう ・セドカみかん ・つわ ・島バナナ ・トカラ―ゼ ・トカラの塩 ・バナナジャム ・島バナ
ナカレー ・とんこつ ・焼酎トカラ列島

指宿市 ・さつまあげ

　　　※　都合によって特産品等が変更になる場合がございます。その際はご容赦ください。

４日（水）

２日（月）
３日（火）

月　　日

１１日 （水）

１２日（木）
１３日（金）

９日（月）

１６日（月）

 3

月
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６日（金）
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