
22日（土）・23日（日）
横手駅西口　 　秋田ふるさと村
9:30~16:30まで運行 

乗車時、横手市産りんごをプレゼント（数量限定）

横手市・全国発酵食品サミット inよこて実行委員会
お問合せ：
主　 催：

後　 援：

全国発酵食品サミットinよこて実行委員会事務局  
（横手市農林部食農推進課ブランド推進係内）
TEL. 0182-35-2267
秋田県 / 秋田県教育委員会 / 横手市教育委員会 / 国立大学法人秋田大学 / 
公立大学法人秋田県立大学 / 秋田県中小企業団体中央会 / 株式会社秋田今野商店 / 
特定非営利活動法人発酵文化推進機構 / 食に命を懸ける会 / 株式会社にんべん / 
イズミ食品株式会社 / 株式会社発酵アカデミー / ＦＴ事業協同組合 /
秋田ふるさと農業協同組合 / 秋田ふるさと村 / 一般社団法人横手市観光推進機構 / 
よこて市商工会 / 横手商工会議所 / 秋田魁新報社 / 朝日新聞秋田総局 / 
河北新報社 / 産経新聞秋田支局 / 毎日新聞秋田支局 / 読売新聞秋田支局 / 
ＮＨＫ秋田放送局 / ＡＢＳ秋田放送 / ＡＫＴ秋田テレビ / ＡＡＢ秋田朝日放送 / 
エフエム秋田 / 横手かまくらＦＭ / 秋田銀行 / 北都銀行 / 秋田信用金庫 / 
アサヒ飲料株式会社 / キリンビール株式会社北東北支店 / 
東京農業大学校友会秋田県支部 / ＪＲ東日本秋田支社 / 
株式会社ジェイアール東日本企画 / 一般財団法人日本グラウンドワーク協会 / 
（順不同）

なお、新型コロナウイルスの感染拡大や、その他やむを得ない事情により、イベント
内容を変更したり中止したりする場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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10/22（土）

10:15
~12:00

13:15
~14:45

15:15
~16:15

開会式 場所： ❺ドーム劇場

オープニングアトラクション
開会宣言、サミット宣言　ほか

申込番号 プログラム内容

東京農業大学 名誉教授
作家・エッセイスト
俳優

基調講演

トーク＆ライブ

小泉武夫氏
阿川佐和子氏
檀ふみ氏

「緊急報告！こうじ菌のユネスコ無形文化遺産登録の経緯」
東京農業大学 名誉教授 小泉武夫氏

発酵トーク＆ライブ
歌手・よこて発酵文化大使・発酵食品ソムリエ 岩本公水氏

1

発酵“わくわく対談”
「発酵バンザイ！人生も発酵だ」

2

3

場所： ❺ドーム劇場

場所：❺ドーム劇場

場所：❺ドーム劇場

満員
御礼

満員
御礼

10/23（日）

「こうじ文化と美、その未来」
秋田今野商店　代表取締役
西明寺診療所　所長
インターフェイス　代表取締役
秋田大学附属病院皮膚科　助教

「世界の発酵食品」
東京農業大学名誉教授

今野宏氏
市川晋一氏
野澤一美氏
能登舞氏

小泉武夫氏

「すごいぞ！発酵食品」
宮城大学教授 金内誠氏

発酵文化推進機構　特別研究員
「味噌玉を作ろう！」

鎌田良氏

パネルディスカッション

発酵の学校 横手分校
（講義）

発酵の学校 横手分校
（講義＆体験）

10:30
~12:00

4

場所：❻手作りスタジオ6

場所：❺ドーム劇場

5 場所：❺ドーム劇場

申込番号 プログラム内容

13:30
~15:45
（休憩あり）

13:30
~15:45
（休憩あり）

満員
御礼

シャトルバス情報

9:30~17:00 (23日のみ16:00で終いとなります）

JR横手駅からは路線バスも運行していますので
ご利用ください。 所要時間は約15分です。

 横手駅東口発 秋田ふるさと村着 秋田ふるさと村発 横手駅西口着 横手駅東口着

   8：15   8：30   8：30   8：43   8：58
   9：35   9：50   9：50 10：03 10：18
 11：25 11：40 11：40 11：53 12：08
 12：50 13：20 13：20 － 13：33
 15：00 15：30 15：30 － 15：43
 17：10 17：40 17：40 － 17：53

 10：40 10：55 11：05 － 11：20
 11：50 12：05 12：15 － 12：30
 14：10 14：25 14：35 － 14：50
 15：50 16：05 16：15 － 16：30

平 

日

土
・
日

2008 第 1 回 秋田県横手市
2009 第 2 回 福島県喜多方市
2010 第 3 回 長野県木曽町
2011 第 4 回 宮城県大崎市
2012 第 5 回 千葉県神崎町
2013 第 6 回 滋賀県高島市
2014 第 7 回 石川県白山市
2015 第 8 回 福島県福島市
2016 第 9 回 山梨県甲府市
2017 第10回 東京都日本橋
2018 第11回 長野県長野市
2019 　 － 熊本県熊本市（中止）

2020 　 － 秋田県横手市（延期）

2021 　 － 秋田県横手市（延期）

2022 第12回 秋田県横手市

全国発酵食品サミット歴代開催地

路線バス情報



❶ふるさと広場

❸お祭り広場

❺ドーム劇場

❹お休み処鳥海

❻手作りスタジオ

❼ふるさと市場

❷正面出入口

のぞいてみよう！発酵の世界（会場： ❹お休み処鳥海）

みやざき発酵文化
ネットワーク（宮崎県）1

発酵の里こうざき
（千葉県）2

沖縄県石垣市
（沖縄県）3

㈱中井英策商店
（北海道）4

岩手県陸前高田市
（岩手県）5

㈱全農ビジネス
サポート（秋田県）6

秋田県ワイン協議会
（秋田県）7

発酵・長寿県
ＮＡＧＡＮＯ（長野県）8

1

2

3

4

5

6

7

8

岐阜県恵那市
（岐阜県）9

グレン
（秋田県大仙市）

㈲新山食品加工場
（秋田県横手市）

㈱大納川
（秋田県横手市）

㈱丸幸
（秋田県横手市）

発酵のまち横手
ＦＴ事業協同組合
（秋田県横手市）

㈲蕗月堂
（秋田県横手市）

金喜書店
（秋田県横手市）

やをら
（秋田県大仙市）

アサヒ飲料株式会社
（東京都）

10

神崎町には 330 年続く２軒の酒蔵があります。酒粕を
使った発酵調味料をはじめ乳酸発酵飲料、糀など…酒蔵
ならではの商品をぜひご賞味ください。また、発酵食品
サミット IN　Nagano での甘酒 鑑評会において第３位
となった「飲む糀」もおススメです。

宮崎県で発酵をキーワードにして民間、県民、行政、大学
等が連携し、健康で明るく暮らせるまちづくりを目指し
て様々な事業を展開しています。漬物・味噌・醤油など、
その他にも多くの商品をご用意しました。

石垣島産の島唐辛子の辛さを麹の力で熟成することで、
深い旨味を引き出し、上品な辛さの極みを感じられる商
品に仕上げました。食べたらわかる“辛さ”と “旨味”の絶
妙な組み合わせをお楽しみください。

北海道の伝統的発酵食品「飯寿司」を作って 95年、看板
商品の「キンキいずし」は、北海道を代表する秋冬の味覚
に育てて頂きました。

カカオブローマのチョコレートは、南インド産のオーガ
ニックカカオと沖縄県産黒糖のみで作られており、薬剤
師とショコラティエが「美味しさと健康」を考え、時間を
かけて添加物不使用で丁寧に手づくりしております。

衝撃の塩分ゼロの大豆発酵食品「発酵そみファ」「発酵そ
みド」国産の大豆と国産のお米を１００％使用した塩分
ゼロの大豆発酵食品です。
腸活にもおすすめの商品ですので、是非お試しください。

北東北 (秋田・青森・岩手 )は、ヤマブドウの聖地であり
宝庫。ヤマブドウやヤマブドウ交配品種の生産量は、全国
の 3/4 のシェアを誇っています。実に和食や中華料理な
どと合わせやすいワインです。当日は、シニア・ソムリエ
がより詳しくご説明いたします。ぜひお試しあれ !

植物性乳酸菌による発酵ジャム、自然界から分離した酵
母によるかりんとう、はちみつの酢等、長野県の新しい
発酵食品と大吟醸酒用の酒米を用いた甘酒、酒のおつま
みに最適なサラミの詰め合わせ、そして味噌汁の具に最
適な細切り凍り豆腐をサミット特価で販売いたします。
【マルコ醸造】マルコ醸造は、創業明治31年、岐阜県の山間に
ある日本大正村（恵那市明智町）で麹、味噌、醤油、漬物、くるみ
ごへいたれを製造している小さな醸造元です。
【みかさぎ麹屋】恵那市笠置町にある小さな麹屋です。今回は、
素材のうま味を引き出す塩麹と、コクのある玄米甘麹、食感が
癖になる発酵粒マスタードを販売します。

①「カルピス」が“発酵”の仲間であること。おいしいだけ
でなく、健康にも良いことを伝えていく。
②日本の大切な食文化”発酵”を未来につなげていく。

みそ味チーズケーキ、みそ味パウンドケーキ
（それぞれ熟成味噌ディフェンシンを使用）

しっとりとやわらかい食感の保存料を使わな
い燻製ミニオードブル、その他燻製食品

燻製酒粕ミックスナッツ、秋田杉の燻製がっこ
ナッツ、燻製ポテトチップス　他

燻りナッツ、燻りピスタチオ、燻りチーズ、燻り
大根漬け　他

下関名産とらふぐの魚醤を使用した風味豊か
なふぐ羊羹、ドリップ珈琲　他

すべての品物に食品添加物を使用しない、素材
の味を活かす「自然づくり」のハムやソーセージ

和牛、豚肉、鶏肉の味噌漬、豚燻製、牛加工燻製 
他

さかなの味噌、ぎばさ餃子、ラーメン　他

横手産野菜をふんだんに使った発酵弁当。数量
限定販売です。

熟成味噌ディフェンシンラーメン　他

おすすめ商品組み合わせ販売、塩麴ハンバー
グ、カップソーセージ

丁寧に燻し、じっくり発酵・熟成させたいぶり
がっこです。

くんせいたまご、燻りたくあん、熟成発酵させ
た「黒ニンニク」　他

横手市名物「横手焼きそば」、みそたんぽ、いも
のこ汁　他

甘酒、いものこ汁、甘酒や味噌を使ったお菓子、味噌、塩
麹、みそたまり　他

日本酒「大納川」「天花」
二種類の独自の蔵付き酵母を使ったオリジナリティー
豊かなお酒です。

いぶりがっこ、秋田の田舎漬け、横手ならではのお菓子
など、豊富に商品をご用意しております。

熟成味噌ディフェンシンを販売。
美味しく食べて健康に。そんな願いを込めて造られた味
噌を是非ご賞味ください。

しっとりまんじゅう、どらやき、バター餅など、秋田・横
手のお菓子をご用意してお待ちしております。

発酵に関する書籍やコミックなどを揃えました。是非ご
覧ください。

発酵あずき、雪国プリン（発酵プリン）、しょこらんこ（糀
と米粉のブラウニー）、糀と米粉のシフォンケーキ　他

よこて発酵マルシェ（会場： ❷正面出入口）

1 燻製屋チャコール
（秋田県由利本荘市）

2 木能実
（秋田県能代市）

3 燻製屋猫松
（秋田県鹿角市）

4 ㈲ふじ珈琲
（山口県下関市）

5 ぐるめくにひろ
（東京都）

6 ㈲秋田かまくらミート
（秋田県横手市）

7 渉水産・鵜ノ崎テラス
（秋田県男鹿市）

8 スマイル
（秋田県横手市）

9 節屋 かつら
（秋田県横手市）

10 田園ハム（秋田県横手市）

11 横手市いぶりがっこ活性化協議会（秋田県横手市）

12 福島県小野町

13
んめっ！横手
（あつあつ亭）

 （秋田県横手市）

全日 10:00~15:30まで
開催予定

1回目 11:00~
2回目 13:30~

燻製づくり体験
（会場： ❸お祭り広場）

いぶし小屋 編み込み
体験10 月21日～ 23日

（会場： ❸お祭り広場）
10 月22日・ 23日

先着10名まで （各回1時間程度）

「微生物学の父」と称されるレーウェ
ンフックが世界で初めて開発した
顕微鏡の展示や、電子顕微鏡を使っ
て「こうじ菌」や「乳酸菌」を観察
することができます。
発酵のメカニズムや機能性につい
ても、パネルで分かりやすく紹介し
ます。
また、開催地である横手市になぜ
発酵食品が多く根付いたのか、謎
を解き明かします。
発酵の世界を見て、知って、発酵食
品のパワーを体感しましょう！

参加
無料

参加
無料

MAP

ふる
さと村

全国発酵マルシェ（会場： ❶ふるさと広場）

いぶりエキスポ （会場： ❸お祭り広場）

「燻製の奇跡」
東京農業大学名誉教授　小泉武夫氏

特別開催！いぶりエキスポ開催記念講演

小泉 武夫氏
© 中西裕人

東京農業大学名誉教授

10月23日（日）
11:00~12:00

日時：

❹お休み処「鳥海」会場：

※事前申込不要。
※当日 9：30 より会場入口前（料理館
側入口）で入場整理券を配布。

※先着50名様限定となります。

世界のくさい食べものを展示、実際に「においを体験」するこ
とができます。当サミットの顧問である小泉武夫先生の著書
「くさい食べもの大全」を参考に、世界最強クラスを揃えまし
た。人類で初めて食べた人に感謝しながら、世界各地のくさい
食べものの「におい」を体験してみませんか？　鼻の世界旅行
にご招待！

鼻まがり展 （会場： ❹お休み処鳥海）

【サミットまるわかりガイド】

写真提供：㈱秋田今野商店

受付は当日会場にて行います。 受付は当日会場にて行います。

人数に限りがあります。（30分/回 程度）

❶ふるさと広場
❸お祭り広場

総合案内

山内杜氏組合創立100周年記念イベント

酒の横手フェア
（会場： ❼ふるさと市場）

横手は山内杜氏の里であり、全国各地の蔵元に杜氏を送り出し
てきました。今回、秋田ふるさと村物販コーナー「ふるけん」さ
んのご協力を得て、県内27蔵元の日本酒が勢ぞろい！
さらに、横手にまつわるビール、ワインも販売します。開催地秋
田・横手のお酒オールスターがお買い上げをお待ちしており
ます！

秋田県内の 27蔵元が勢揃い

･株式会社北鹿
･喜久水酒造合資会社
･福禄寿酒造株式会社
･小玉醸造株式会社
･秋田酒造株式会社
･株式会社那波商店
･秋田酒類製造株式会社
･株式会社齋彌酒造店
･株式会社飛良泉本舗
･天寿酒造株式会社
･株式会社佐藤酒造店

･金紋秋田酒造株式会社
･刈穂酒造株式会社
･福乃友酒造株式会社
･株式会社高橋酒造店
･合名会社栗林酒造店
･合名会社鈴木酒造店
･出羽鶴酒造株式会社
･阿櫻酒造株式会社
･日の丸醸造株式会社
･舞鶴酒造株式会社

･浅舞酒造株式会社
･株式会社大納川
･秋田県醗酵工業株式会社
･株式会社木村酒造
･秋田銘醸株式会社
･両関酒造株式会社

　　　　　


