資 料 提 供
令和４年７月 15 日
課 名：中山間地域振興課
担当者：藤谷
内 線：２６３２
ダイヤルイン：082-513-2632
直 通：082-513-2632

【期間：７月 20 日（水）～８月２日（火）
】
「がんばれ芸備線＆チーム５００フェア」にチーム５００登録者が出品し魅力を発信！
広島県商工会連合会主催の「がんばれ芸備線＆チーム５００フェア」に，地域づくり活動実践者のプラッ
トフォーム「ひろしま里山・チーム５００」の登録者が，
「芸備線を盛り上げたい・応援したい」という想
いのもと，自分たちが開発した商品を出品し，沿線地域（安芸高田市，三次市，庄原市）の魅力を発信しま
す。つきましては，貴メディアにてご取材いただきますよう，お願いいたします。

１ 概要
主 催：広島県商工会連合会
協 力：ひろしま里山・チーム５００，芸備線対策協議会，
庄原市，一般社団法人新見市観光協会
趣 旨：JR 芸備線は利用者の低迷で生活交通の手段をどう残すかが課題になって
います。そこで，沿線の市町が連携し地域特産品を一堂に揃え，観光 PR
等に通じる企画を開催します。

主催等

期間・場所

期 間：令和４年７月 20 日（水）～８月２日（火） 10：00～18：00
場 所：ひろしま夢ぷらざ（広島市中区本通 8-28）店内販売スペース

出品者・商品

芸備線沿線地域（安芸高田市，三次市，庄原市）を活動地域とする
ひろしま里山・チーム５００の９名が選定した商品を出品します。
（詳細は，別紙「出品者・出品商品」をご覧ください。
）

２ 主な出品商品
ひゃくねんしょうゆ

〇百 年 醤油
芸備線の開業 100 周年を記念して製作，ラベルデザインも
芸備線創業当初の画像をモチーフにした商品。
出品者 大前醤油本店 大前 浩介さん（安芸高田市）
きりり

〇霧里ワインぷりん（赤）
霧里ワインとぶどうジュースをほどよくブレンドし，
口当たりなめらかなジュレ仕立てにしたプリン。
出品者 プリン工房吉宝堂 国広 直之さん（三次市）
ねっぱ

えんねつ

〇熱波カレー炎熱
自然豊かで魅力の詰まった芸備線のそばで誕生した
日本一辛いと言われるレトルトカレー
出品者 吉岡香辛料研究所 吉岡 紘さん（庄原市）
ウェブサイト
【ひろしま里山・チーム５００】
QR コード
広島県中山間地域振興計画の柱である「人づくり」の着実な推進に向けて，地域と関わりを持ちながら
様々な活動に取り組む実践者がつながり，活動の輪を更に広げていくための登録型人材プラットフォ-ム。
平成 28 年 12 月 20 日に設立。令和４年 6 月末で 502 名が登録。

※「がんばれ芸備線＆チーム５００フェア」の詳細については，別紙の広島県商工会連合会の資料提供をご確認ください。
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（別紙）出品者・出品商品（期間：7 月 20 日～8 月 2 日）
出品者

出品者のプロフィール・

所属，氏名，主な活動地域

主な活動内容等

主な出品商品※

調味料，
（醤油，ド
レッシング）等

レモン加工品（ジ
ャム，シロップ）等

柚子加工品（ケー
キ，醤油）等

（株）大前醤油本店
おおまえ

こうすけ

大前 浩介 さん

（安芸高田市）

みつ漢方薬局
よしの

ようこ

吉野 洋子 さん
（安芸高田市）

川根柚子協同組合
くまたか

プリン工房 吉宝堂
なおゆき

（三次市）
なちゅ bio
おかだ

野菜加工品（青汁， 岡田 アントニールイス

さん
（三次市）
有限会社みわ３７５
かたおか

まこと

片岡 誠 さん
（三次市）

吉岡香辛料研究所
よしおか ひろし

トルトカレー，ラ

吉岡 紘 さん

ーメン）等

（庄原市）

食用花加工品（お
茶，乾燥食用花）等

トマト，トマト加
工品（ジャム）等

その他，バンド活動などで地域活

切な架け橋です。自然豊かな安芸高田にお越しの際

性化活動を行っている。

は、是非芸備線で！

安芸高田市で相談薬局を営む。市

京都の友人が芸備線の車窓からの景色を綺麗と言っ

の魅力を「食と健康」の観点から

てくれこの町を好きになれました。

情報発信し，
「食と漢方」で地域
を元気にしたいと活動を行う。

魅力の詰まった芸備線，沿線地域が私は大好きで
す。

安芸高田市高宮町の川根地域で

を行う。

プリン）等

唐辛子加工品（レ

そんな青春の詰まった芸備線は地域と町をつなぐ大

（安芸高田市）

国広 直之 さん

ーキー，スープ等）

商品の開発を行う。

「川根柚子」の栽培・加工・販売

くにひろ

ジビエ商品（ジャ

中高６年間芸備線を利用して通学していました。

熊高 順八 さん

プリン 純米吟醸

乾燥野菜）等

地場の産品を使用したオリジナル

じゅんや

きっぽうどう

プリン（吉宝堂

芸備線応援メッセージ

Momohana 百華

芸備線応援しています！

広島県山間部のこだわり食材を使
用した企業コラボプリンを販売。
東京などへも出品し,三次市や県

芸備線カープ号に乗ってカープ応援盛り上げよう！

北の PR を行っている。
ケール青汁を中心に「農薬を使わ
ない」作物作りをするとともに，
「すてない農業」の実践も行う。

芸備線でプチ旅行！素敵な沿線旅で三次にお越しく
ださい！

三次市でジビエを使用した料理を
提供するレストランを運営し，自
ら捕獲から解体，調理までを行

わんこと一緒に芸備線の旅を楽しもう！

う。
広島市から U ターンし，唐辛子の
栽培を中心に様々な商品開発を進
めている。地域産品として定着を
目指している。

芸備線沿線の畑で作ったスパイスを片手に，
「秘境の
鉄旅」をご堪能ください。豊富なグルメと大自然が
あなたを待っています。

庄原市で食用花の加工販売を行

芸備線は私たち沿線地域の市町にとって貴重な地域

上原 恭子 さん

う。農薬を使わず丁寧に育て，食

資源です。芸備線という鉄道を記憶にとどめ次世代

（庄原市）

用花の普及に取り組む。

に受け継がれていくことを望んでいます。

合同会社まえだ農園

トマトを栽培し，飲食業「農家キ

芸備線で帰省中，寝過ごさないよう緊張しつつ，心

前田 智永 さん

ッチンとまり」の運営を行う。第

地よい揺れにうつらうつらしていた学生時代の思い

（庄原市）

6 次産業にも挑戦している。

出があります。

うえはら

まえだ

きょうこ

ち え

※出品商品は変更となる場合があります。
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ＮＥＷＳ
報道関係者

ＲＥＬＥＡＳＥ
皆様へ

ローカル鉄道「芸備線」の隠れた魅力を知って！利用促進へ
がんばれ芸備線＆チーム 500（ごーまるまる）フェア
～JR 芸備線が走る広島県と岡山県新見市の中山間地域の魅力を伝える～
地域活性化やひろしま夢ぷらざの運営に取り組む広島県商工会連合会では、JR 芸備
線の利用者の低迷による生活交通の手段をどう残すかが課題となっていることから、安
芸高田市・三次市・庄原市と岡山県新見市の JR 芸備線沿線の市町が連携して地域特産
品を一堂に揃えた観光 PR を通じた JR 芸備線利用促進に向けた企画を開催します。
内容は下記のとおりです。
◇概要
日

時：2022 年 7 月 20 日（水）～

8 月２日（火）まで

（毎日 10 時より販売開始）
場

所：広島市中区本通 8-28

主 催 者：広島県商工会連合会
協

力：ひろしま里山・チーム 500、芸備線対策協議会、庄原市、
一般社団法人新見市観光協会

ポイント
・「ひろしま里山チーム 500」に登録している、地域づくり実践者の９名とタイア
ップした JR 沿線地域の新商品等の販売。
・庄原市の芸備線・木次線応援商品の全３アイテムの展示販売（芸備線応援特別記
念酒（庄原酒販有限会社）、『激辛路線』唐辛子３本編成（吉岡香辛料研究所）、
かき餅揚げ（株式会社イザナミ茶屋））※本商品は、同市のふるさと応援寄付金
のお礼として（「芸備線・木次線利用促進事業」の財源への指定が可能）
・庄原市等が主催する芸備線・木次線の利用促進のためのモニターツアー『大地の
ロマンは億年アート帝釈峡でジオツーリズムコース』（他４コース）の PR。
・芸備線の最終地点である新見市の「ブランド和牛」千屋牛等の商品販売。
今後、広島県商工会連合会では、各市町村等との連携により、地域活性化に取り組ん
でまいります。マスコミの皆様に、ぜひ取材のご協力をお願いいたします。
発信元:市町村情報センター「ひろしま夢ぷらざ」
（運営：広島県商工会連合会）
〒730-0035
担当：浅井

広島市中区本通 8-28

E-MAIL: asai-h@hint.or.jp
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電話番号：082-541-3131

