
平成２８年７月１９日

令和５年２月１８日(土)・１９日(日)

スイーつフェスタを開催します

第10回

令和５年１月２４日

津市物産振興会スイーツ部会公式キャラクター
「ぷりんつ君」



スイーつフェスタについて

近年の開催状況

スイーつフェスタとは

津市内で製造・販売されているスイーツや銘菓などを周知し、スイーツのおいしさ・楽しさ・
面白さ・美しさを堪能してもらいたいと、平成22年度の第１回開催から、毎年開催されている
津市のスイーツが一堂に揃うイベント。
スイーツや銘菓をお買い回りいただくだけでなく、参加して楽しむイベントも行われます。

令和元年度
（2019年度）

第９回開催 コロナで中止 コロナで中止 第１０回開催！

来場者15,000人

令和２年度
（2020年度）

令和３年度
（2021年度）

令和４年度
（2022年度）

平成30年度
（2018年度）

コロナで中止

スイーツ販売会のみを実施

新型コロナウイルス感染症対策を行い、４年ぶりに開催します‼



開催日時
令和５年２月１８日（土）、１９日（日）

午前１０時～午後３時３０分（両日とも）

開催場所 津市センターパレスホール
（津センターパレス５階）

主 催 津市物産振興会スイーツ部会

共 催 津 市

後 援 三重県菓子工業組合・三重県洋菓子協会

協 賛

井村屋グループ株式会社

株式会社おやつカンパニー

津商工会議所 津市商工会 津北商工会

開催概要



イベントの内容①

津のスイーツ販売会

津市内で営業する、和洋菓子店のスイーツや銘菓を一堂に集
め販売します。

今回は、新型コロナウイルス感染症対策として
会場内での飲食スペースの設置を控えます。

◆洋菓子（７店舗）
スイス菓子一華堂（万町）、洋菓子タカクワ（渋見町）、Ｔ²の菓子工房（柳山津興）、
メイユール・モマン（一志町庄村）、仏蘭西菓子ルフラン（丸之内） 、はちみつやさん miel（観音寺町）、
Patisserie Nakajimaya（大里睦合町）※１８日（土）のみ出店

◆和菓子（７店舗）
菓子舗井村屋（高茶屋７丁目）、野田米菓（大里睦合町）、平治煎餅本店（大門）、銘菓創庵新月（本町）、
御菓子司春乃舎（一身田町）、お焼屋工場総本店（雲出本郷町）、ふるさとの味やへい（白山町二俣）

◆和洋菓子（２店舗）
和洋菓子店岡田屋（一身田町）、菓子の館 とね（本町）

出店予定店舗（１６店舗）



イベントの内容②
市内和菓子店のどら焼き詰め合わせ
市内洋菓子店のシュークリーム詰め合わせ

市内和菓子店４店舗のどら焼き詰め合わせ、

市内洋菓子店４店舗のシュークリーム詰め合わせを

特別価格の５００円で各日限定１００個ずつ販売します。

１１時～ どら焼き４個詰め合わせ（５０個限定）

１２時～ シュークリーム４個詰め合わせ（５０個限定）

１３時～ どら焼き４個詰め合わせ（５０個限定）

１４時～ シュークリーム４個詰め合わせ（５０個限定）

特別販売

特別販売スケジュール １８日(土)・ １９日(日)両日



イベントの内容③

会場内の店舗でのお買い上げにつき、抽選補助券を
１枚配布します。※一部対象外があります。

３店舗の抽選補助券を集めると、ガラガラ抽選会に
参加することができ、津市の物産やスイーツなどの
豪華景品が当たります。※景品がなくなり次第、終了。

お買い回り抽選会

津ぅキャラのシロモチくんとゴーちゃん、三重県菓子工業組合の
キャラクターのいせわんこが、小学生以下のお子様を対象に
○×クイズ大会を実施します。 （参加定員３０名）

津ぅキャラたちと〇×クイズ大会 １８日(土)午前１０時３０分から

１８日(土)・ １９日(日)両日



イベントの内容④

普段なかなか見ることのできない、菓子職人による
飴細工制作の実演をします。 （制作時間約４５分）
制作した飴細工は、スイーつフェスタ終了まで会場内
に展示します。

菓子職人による飴細工制作の実演 １９日(日)午前１０時３０分から

菓子職人によるマジパン細工制作体験 １９日(日)午前１１時３０分から

菓子職人によるマジパン細工制作体験を実施します。
制作したマジパン細工は、お持ち帰りいただけます。

（参加定員１０名、体験時間 約４５分）

事
前
受
付

●受付時間：１９日(日)午前１０時１５分～午前１１時
●受付場所：スイーつフェスタ会場内
●対 象 者：小学生以上（小学生の方は保護者同伴）
●参 加 費：３００円／人

※参加希望者多数の場合は、抽選で決定します。
マジパン細工

※アーモンドペーストで、食べられます



イベントの内容⑤

令和５年１月１２日まで募集した、「こんなお菓子があったらいいな」と思う

夢のお菓子のイラスト作品（応募総数５１７作品）の中から、

審査により決定した、優秀賞受賞者５名を授賞式で表彰します。

受賞された方には、菓子職人が受賞作品を本物のお菓子に

再現した「夢のお菓子」をプレゼントします。

「あなたの夢のお菓子作ります」授賞式 １９日(日)午後２時３０分から

本物の
お菓子に！前回の受賞作品



対策項目 具体的な内容

手指の消毒等
●会場の入り口では、体温の確認と手指の消毒をお願いします。
●会場に掲示の「安心みえるLINE」のQRコードの読み込みをお願いします。

マスクの着用 ●原則として、マスクの着用をお願いします。

身体的距離の確保 ●会場内では、人と人との距離の確保に努めてください。

参加の基準

●以下の場合は、来場をお控えください。

◆新型コロナウイルスに感染している、又は症状が出てから７日間を経過し、
かつ、症状軽快後２４時間が経過していない。
（無症状の場合は検体採取日から７日間を経過していない。）

◆発熱（３７度５分以上）がある。

◆咳、喉の痛み、鼻水、頭痛、倦怠感、呼吸困難、味覚や嗅覚の異常などの
症状がある。

◆濃厚接触者として自宅待機中

◆家族等の同居者が、濃厚接触者として自宅待機中

◆家族等の同居者に、上記に該当する体調不良者がいる。

来場者への感染症対策のご協力のお願い



問い合わせ先

津市物産振興会事務局
（商工観光部商業振興労政課）

TEL： 059-229-3169
FAX： 059-229-3335

E-Mail：229-3114@city.tsu.lg.jp 

◆新型コロナウイルス感染症感染予防対策として会場内の
混雑時に、入場制限を行う場合があります。

◆感染状況等により、イベント内容が変更となる場合があります。

あらかじめご了承ください

津市物産振興会
スイーツ部会

公式ホームページ

津市物産振興会
スイーツ部会

公式インスタグラム



令和５年１月２４日

２０２３龍王桜
マラソン＆ウォーキング大会

参加申込受付中！

４年ぶりに開催！



開催概要・コンセプト

コンセプト

令和５年４月２日（日） 午前９時 開会式
午前９時３０分 スタート

津市錫杖湖水荘周辺（錫杖湖畔）

■市民が自然とふれあい、スポーツを始めるきっかけづくり

■豊富な地域観光資源のＰＲ

新型コロナウイルス感染症の影響により、２０１９年以来４年ぶりの開催

開催日時

会 場

参加者へは３０回記念大会の記念品をプレゼント

参加者全員に

・ 特別デザインのジャガードタオル
・ スポーツドリンク

ボトルバッグのイメージ

マラソン参加者には加えて

・ ボトルバッグ



大会のポイント①

「市民が自然とふれあい、スポーツを始めるきっかけづくり」のために

● 魅力あるコース設定
全コース山に囲まれた錫杖湖畔の景色の良いコース設定
マラソン10kmはアップダウンのある変化に富んだチャレンジコース



大会のポイント②

● 津市で唯一桜が咲く時期に開催
ソメイヨシノに加え、龍王桜のつぼみが膨らむ季節。
春の陽気の中、走りながら桜の風景が楽しめます。

豊富な地域観光資源のＰＲのために

龍王桜はつぼみが膨らむ頃ソメイヨシノは見頃

長徳寺の龍王桜錫杖湖
ちょうとく



大会のポイント③

豊富な地域観光資源のＰＲのために

● 大会に合わせて芸濃地域の名所案内を実施

大会終了後、風光明媚で歴史ある芸濃町を体感できるよう

龍王桜伝説の長徳寺 平維盛の墓のある成覚寺 五色椿の咲く浄得寺
ちょうとく たいらのこれもり じょうかく じょうとくごしきつばき

ちょうとく

芸濃ふるさとガイド会が長徳寺、成覚寺、浄得寺で定点案内を実施
じょうかく じょうとく



大会のポイント④

●コロナ対策 (３密の回避)

閉会式 中止

ゲストランナー等 招致しない

物産販売 実施しない

記録証 会場での発行 ▶ WEBにて発行



種目・部門等

種目 対象 部門 参加料

マラソン

龍王桜コース
（10㎞）

中学生以上
中学生以上男

2,500円
中学生以上女

杖立コース
（3㎞）

小学３年生以上

中学生以上男

1,500円

中学生以上女

小学3年生～
小学6年生男

小学3年生～
小学6年生女

ウオーキング
錫杖湖コース
（約5㎞）

小学生以上 小学生以上 1,000円

定 員 各種目合わせて１，０００人 （各種目別の定員なし）

つえたて



申込方法・申込期間

令和５年２月１０日（金）まで

※窓口での申込受付は実施しません。

龍王桜マラソン＆ウォーキング大会
実行委員会事務局

TEL 059-266-2510

FAX 059-266-2522
問い合わせ

津市HP

申し込み方法

インターネット・
携帯サイト

スポーツエントリー
https://www.sportsentry.ne.jp/event/t/90065

電話
スポーツエントリー
ＴＥＬ ０５７０－０３９－８４６
受付時間 平日１０：００～１７：３０

NEW

申込期間
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