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野菜ブーケ体験教室

●時間
12:00~  / 14:00~

野菜や果物を使ってお皿やパフェグラスに
楽しく盛り付けて、美味しく食べていただきます。

食材（深谷の野菜、ブルーベリーなどの果物、豆類、
タマゴ加工品、チョコホイップ等） 野菜を楽しく
食べましょう！

お絵かきサラダ
体験教室

葉野菜と果物だけで作るホンモノの
グリーンスムージーの作り方をご紹介します。
見た目も味も楽しめる 2層スムージーをみんなで
作る参加型のワークショップです。※試飲付き

野菜と果物で作る

2層スムージー体験教室

キユーピー株式会社
主催

●時間
14:00~  /  16:00~

野菜ソムリエプロ、グリーンスムージーオフィシャルインストラクター
本間 純子
講師

●対象

●時間
14:00~  /  16:00~

小学生以上
※未就学児は保護者同伴
　であれば参加可●対象

小学生以上
※未就学児は保護者同伴で
あれば参加可

野菜や果物を使ってお皿やパフェグラスに
楽しく盛り付けて、美味しく食べていただきます。

日本野菜ソムリエ協会認定 　
べジフルフラワーアーティスト
プロフェッサー第1期生/ ベジ
フルフラワー養成講座専任講師

李 美栄
講師

色鮮やかな深谷の夏野菜で
ブーケ（花束）を作ってみませんか。
色鮮やかな深谷の夏野菜で
ブーケ（花束）を作ってみませんか。

見て楽しい！食べて美味しい！ 
野菜ブーケはサプライズの
プレゼントに最適です。

★ 所要時間：1 時間程度
★ 定員： 最大 10 名 /1 回
★ 場所：道の駅はなぞのWORKSHOP

野菜の魅力を存分に楽しめる！道の駅はなぞのでワークショップを開催 !!

最新情報は
こちらでご確認ください

深谷市 産業振興部産業ブランド推進室

特別メニュー提供店については裏面をご覧ください！
https://vegepark-fukaya.jp

参加費
無料 !!
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 OPENING EVENT

市内のカフェやレストランで深谷産の野菜や果物を使った特別メニューをご提供。

期間中は毎日、野菜を使ったユニークなワークショップも開催！

見て！触れて！味わって！体験して！

深谷の野菜をたっぷりと楽しめる 3 日間です。

9/1
SUN.

8/31
SAT.

8/30
FRI.

9/1
SUN.

9/1
SUN.

8/31
SAT.

8/30
FRI.

すべて当日 9：00から道の駅はなぞの内FARMY CAFE にて受付開始

----------------------------------------------

----------------------------------------------



※店舗により提供日程が異なります。※写真はイメージです。また、メニューの内容は変更となる場合がございます。予めご了承ください。

※セットドリンク・スープ付き

深谷の飯塚商店のもやしを使った
自家製ジェラート。もやしがふ
わっと香る、ほんのり甘い冷んや
りもやしスイーツ。
住所：深谷市宿根 78-1
営業時間：火～土 11:30-15:00、
18:00-21:00　日 11:30-15:00
定休日：月曜　席数：30席
TEL：048-575-2535

円300
深谷もやしのジェラート

8/30FRI.

31SAT.
イベント出店の為店休
1SUN.9/

深谷市産の野菜とチーズに、
コーヒーをブレンドしたカレー
ルーを加えて焼き上げたマイル
ドなカレーです。
住所：深谷市岡 688-1（道の駅おかべ内）
営業時間：月～金 8:00-18:00 ／
　　　　　土日祝 7:00-18:00
定休日：なし　席数：30席
TEL：048-501-7152

円980
チーズ焼きカレー
※セットドリンク・
　サラダ付き ※2種で

色とりどりの深谷産の旬の野菜
をふんだんに使ったカレーです。
スパイシーなソースに玉ねぎの
甘さが引き立ちます。
住所：深谷市小前田 458-1
　　　（道の駅はなぞの内）
営業時間：9:00-18:00
定休日：不定休　席数：42席
TEL：048-598-4879

LOTUS Café

美里町産の希少な豚ひき肉を
使ったガパオライスと深谷産の
トマトとレタスなど新鮮なサラ
ダのワンプレートです。
住所：深谷市上柴町西 4-10-1 カームプレイス 2 102
営業時間：月 11:00-14:30、火～土
11:00-21:00 日 11:00-18:00
定休日：なし　席数：28席
TEL：048-577-5585

円990
古代豚のガパオ炒め目玉焼きのせ
ワンプレート

harunire café [ ]ハルニレカフェ

深谷産の彩り鮮やかな野菜をふん
だんに使用したスパイシーなスー
プカレー。窯で焼き上げたバター
薫るナン付き。
住所：深谷市東大沼 100-1
営業時間：11:30-15:00、17:30-22:00
定休日：日・祝・第 1・3月曜日
席数：34席（キッズルーム有）
TEL：048-571-5088

円1,400
チキンと彩り野菜の
スープカレー

8/30FRI.

31SAT.
のみ提供

和めし cafe HISAGO

深谷市の若手農家が手間暇かけて
育てた季節の新鮮野菜をふんだん
に使ったランチメニューを楽しめ
ます。
住所：深谷市本住町 6-33
営業時間：11:30-14:30（L.O.14:00）
17:30-23:00（L.O.22:30）
定休日：火曜　席数：26席
TEL：048-571-2192

円1,300
秋のにぎわいランチセット

TAIKEIDO NEO Garden Cafe

深谷市産で栄養豊富なカリーノケール
と長芋、生ハムを巻いた生春巻にフルー
ツチャツネの甘酸っぱいソースとカ
リーノケールを使ったグリーンソース
を添えた身体がよろこぶ夏の逸品です。
住所：深谷市仲町 5-1
営業時間：月～水、金土 11:00-22:00
木 11:00-15:00 ※9 月から営業時間が変更になります。
定休日：日曜　席数：40席（テラス席を含む）
TEL：048-571-0216

円1,200
生ハム・長芋・小ねぎ
ケールの生春巻

円890
季節の深谷野菜カレー

8/30FRI.

31SAT.
のみ提供
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D

G
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～CURRY STAND～FARMY CAFE 道の駅おかべ店あさみ珈琲店 イタリア
家庭料理 パンチャ・ピエーナ

8/
9/

31SAT.

1 SUN.
のみ提供11:30-14:30

※店舗により提供日程が異なります。※写真はイメージです。また、メニューの内容は変更となる場合がございます。予めご了承ください。

この
アイコンが
目印！
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 OPENING EVENT

9/1
SUN.

8/31
SAT.

8/30
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を

3
楽しむ

深谷の

野菜
日間

市内の下記店舗にて、
3 日間限定で
深谷市の野菜や果物をつかった
限定メニューをお楽しみいただけます。特別メニュー提供店一覧

--------------------------------------------

--------------------------------------------
深谷の野菜が楽しめる！

Omaeda Sta.

Joetsu-Shinkansen

Chichibu Railway

JR Takasaki-line

Koyama-river

LOTUSCafé

LOTUSCaféLOTUSCafé

TAIKEIDO

FUKAYA Sta.

OKABE Sta.

Fukaya-Hanazono Sta.
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道の駅はなぞの
ワークショップ会場
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