
おもてなしステージ スケジュール（予定）

おもてなし広場マップ

午
前
の
部

木場潟舟漕ぎ唄、木場音頭 小松郷土民謡会
加賀献木木遣り 加賀献木木遣り保存会
国土緑化運動と「緑の募金」
のＰＲ

ミス日本みどりの女神
（公社）国土緑化推進機構

香川県観光ＰＲ 香川県・わがかがわ観光
推進協議会

砂取節 珠洲市砂取節保存会
石川県観光ＰＲマスコット
キャラクター「ひゃくまん
さん」

石川県

手取亢龍太鼓若鮎組 手取亢龍太鼓保存会
加賀獅子 近岡町獅子舞保存会

午
後
の
部

御陣乗太鼓 御陣乗太鼓保存会
白峰かんこ踊 かんこ踊り保存会
国土緑化運動と「緑の募金」
のＰＲ

ミス日本みどりの女神
（公社）国土緑化推進機構

民謡 石川県民謡協会
金沢子どもはしご登り 加賀とびはしご登り保存会

午前の部　8：10～ 9：30 午後の部　12：50～ 14：00

　式典会場に隣接して「おもてなし広場」を設置し、皆様に安心・快適に過ごして
いただくとともに、各種展示や物販、ステージイベント等を実施して、石川県の多
様な魅力を体感していただきます。

式典エリア

総合案内所
救護所

休憩テント

仮設トイレ
野点

喫煙所

バス乗降所

おもてなし
ステージ

品評会原木展示

林業機械展示・実演

…飲食の実演・販売

…展示、物販等

ドリンク
コーナー

おもてなし広場 出展者一覧
展示・実演ブース

1 第 66 回全国植樹祭石川県実行
委員会 第 66回全国植樹祭の紹介

2 石川県　森林管理課 石川の森林・林業施策等の紹介

3 NPO法人 のとキリシマツツジ
の郷

のとキリシマツツジの展示、販
売

4 （公社）国土緑化推進機構 パネル展示、「震災復興」使徒限
定募金

5 林野庁近畿中国森林管理局
石川森林管理署 木製キーホルダー作製体験

6 石川県建具協同組合 石川の建具の展示

7 石川県白山自然保護センター
白山市　等 白山麓の自然・文化等の紹介

8 石川県木材産業振興協会
（（株）北陸リビング社） ログハウスの展示

9 石川県森林組合連合会 品評会入賞原木の展示

10
コマツ 林業機械の展示・実演
ハスクバーナ・ゼノア（株）

11 石川県 里山振興室、水産課、温
暖化・里山対策室、自然環境課 石川の里山里海の紹介

12

輪島市漆器商工課

石川の伝統工芸品の展示・販売
石川県陶磁器商工業協同組合
山中漆器連合協同組合
協同組合 加賀染振興協会
石川県箔商工業協同組合

13 （公財）山中漆器産業技術センター 山中漆器ろくろ挽きの実演

14 加賀獅子頭　知田工房 加賀獅子頭　木彫の実演・販売
15 （株）浅野太鼓楽器店 太鼓・模型の展示、小物販売

16 石川県漁業協同組合
漁民の森づくり、わかしお石鹸、
クリーンビーチいしかわの取り
組みの紹介

17 「石川の朝とれもん」プロジェクト事務局
「朝せり」、「石川の朝とれもん」
の紹介

18 小松茶道協会 野点

19 石川県菓子工業組合
（行松旭松堂） 和菓子づくりの実演

20 石川県　観光振興課 石川の観光 PR

21 富山県 第 68回全国植樹祭、第 35回全
国豊かな海づくり大会等の PR

22 福井県 福井県の紹介

23 長野県・（一社）信州・長野県
観光協会

第 67回全国植樹祭、長野県の紹
介

24 第 39 回全国育樹祭岐阜県実行
委員会

第 39回全国育樹祭、岐阜県の紹
介

25 うどん県。それだけじゃない香
川県 香川県の紹介

26 小松市　環境王国こまつ 小松市の紹介、「こまつもんブラ
ンド」認定商品の販売　等

27 小松市　文化創造課 お旅まつり、曳山、子供歌舞伎
の紹介

28 小松市　環境推進課 木場潟の自然環境と再生・保全
活動の紹介

サービス等
29 総合案内所 プログラムの配布、会場案内等
30 救護所 参加者の救護、体調管理
31 ドリンクコーナー 飲料の無料提供
32 飲食スペース 立ち食いスペースを設置

33 臨時郵便局 記念切手販売、記念押印、ゆう
パックの引受け

34 ＮＴＴドコモ北陸支社 携帯電話の充電サービス

飲食・物販ブース
35 小松うどんつるつる創研 小松うどんの販売
36 小松中華組合青年部 小松名物塩焼きそばの販売

37 白山商工会 岩魚塩焼き、しし串焼き、白山もんぶ
らん、白山きりまんじゃろ等の販売

38 鶴来商工会青年部 つるぎ TKGY（たまごかけご飯焼き）
の販売

39 鶴来商工会女性部 塩麹の唐揚げの販売
40 六星 米、餅、菓子の販売
41 川北町商工会青年部 かわきた味噌豚どんの販売

42 （有）わくわく手づくりファーム川北 地ビールの販売

43 能美どんぶり研究会 能美どんぶりの販売
44 能美の里山ファン倶楽部 イノシシ汁の販売
45 能美柚ゆうゆう倶楽部 柚子果汁、柚子スムージー等の販売
46 加賀おしずし研究会 押しずしの販売

47 ヒデちゃんのコロッケ屋 コロッケ、唐揚げ、ソフトアイス等の
販売

48 NPO法人 福寿草の郷 菓子パン、惣菜パン、ランドセルスト
ラップ等の販売

49 和平商店 いかせんべい、鉄砲焼きの販売

50 能登ブランド開発 能登ふぐ唐揚、原木椎茸唐揚、海草、
山菜等の販売

51 レストラン浜中 能登丼の販売

52 能登まいもん堂 能登牛串、能登豚串、能登豚ソーセー
ジ等の販売

53 輪島・海美味（うみ）工房 あわび飯、さざえ飯、かに飯、めぎす
つみれ汁、海産物加工品の販売

54 石川県漁業協同組合　
女性部金沢港支部 甘えび唐揚げの販売

55 （有）角源海産 いかしゅうまい、さばへしこ等の販売
56 ＪＡ小松市 トマトカレー、蛍米、むぎ茶等の販売

57 ＪＡ根上　加工部会 ごはんば～が、とろろごはん焼きの販
売

58 ＪＡ能美
はとむぎ茶、加賀丸いもそば、丸いも
焼酎等の販売、丸芋粉末入りドーナツ
の試食

59 ＪＡ加賀 かぼちゃ焼酎、かぼちゃカレー、梨ワ
イン、大地の華（味噌）の販売

60 （株）丸八製茶場 加賀棒茶の試飲・販売
61 MOGU MOGU 加賀れんこんチップスの販売
62 マルガージェラート ジェラートの販売

63 醤油の里　大野町商工振興
会 醤油アイス、調味料、菓子等の販売

64 オーガニックファーム金沢
大地

オーガニック能登そば、金沢あめちゃ
んジャム等の販売

65 ＪＡ金沢市 加賀野菜加工品等の販売
66 石川県酒造組合連合会 日本酒の試飲・販売

67 （一社）石川県物産協会（石川県観光物産館） 和菓子等の試食・販売

68 （株）まつや とり野菜みそ等の販売
69 高尾商店 味噌、塩麹の販売

70 メルヘン日進堂 バウムクーヘン、バウムチップス等の
試食・販売

71 （株）谷口 木のバッグ、財布、能登杉折紙、縫え
る木等の販売

72 オリケン（株） 和紙織物ネキーロ等の販売
73 中本製箸（株） 県産材を使用した割箸、鉛筆の販売
74 （株）吉岡機販 能登ヒバ蒸留入浴液「天木森」の販売

※開催内容については、一部変更になることがあります。


