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このメールは、三重県関西事務所のメールマガジン配信のご登録をいただいた方にお届けしています。 

 

早咲きの桜の便りが聞こえてくるようになり、春の訪れを感じられるようになりました。 

今回のメールマガジンでは、三重県産品が大阪へ産地直送でやってくる「みえの物産フェア」の他、三重県ゆ

かりの賞品が当たる SNSキャンペーンなどをご紹介します♪ 

  

 

 

＜PICK UP!>  

○「みえの物産フェア in天神橋筋商店街」を開催！【3/5（金）～3/7（日）】 

 

 

◆インデックス◆ 

１ 三重県 イベント情報 in 関西 

○お国自慢大会！「日本列島心のふるさと観光展」実施！ 【3/11（木）～3/24（水）】 

 

 

２ グルメ情報 in 関西 

○三重の応援店舗が増えました！（京都「寺町 西むら」） 

 

 

３ 三重県ＮＥＷＳ  

○三重とこわか国体・三重とこわか大会 Twitterプレゼントキャンペーン実施中！【実施中～3/12（金）】 

○三重県職員採用試験オンライン説明会を開催します【3/14（日）】 

○ワーケーションキックオフイベントを開催します！【3/16（火）】 

○「ぺろち」×三重「スマホでみえ得キャンペーン」企画限定カステラを販売中！【～3/31（水）】 

○「三重の春の魅力をシェアしよう！「#visitmie」～My Spring Memories～」スタート！【～5/31（月）】 

 

 

４ 県内 おすすめ情報  

○日本一の棚田景観「丸山千枚田」のオーナー会員 募集中！ 
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＜PICK UP!>  

○「みえの物産フェア in天神橋筋商店街」を開催！【3/5（金）～3/7（日）】 

天神橋筋商店街に、アカモク、あおさなどの海藻類のほか、伊勢うどんや松阪牛のそぼろ煮などの三重県産品

が、産地直送でやってきます！ 

商品をご購入の方先着 1,000名様に、伊勢茶 3種類の飲み比べパックをプレゼント！（なくなり次第終了）ぜ

ひお越しください♪ 

●開催日時：令和３年３月５日（金）～３月７日（日） 11時～18時 

●開催場所：天神橋筋商店街 ３丁目 天三おかげ館（大阪市北区天神橋３丁目５－15） 

              ２丁目 いこいの広場（Osaka Metro谷町線南森町駅３号出口すぐ） 

●販売商品：アカモク、めかぶ、あおさなどの海藻類、あじ開き、まぐろの角煮、伊勢うどん、 

      松阪牛のそぼろ煮などの加工品、伊勢えびせんべい、塩ラスクなどの菓子類など５１品目 

●詳しくはこちら：https://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0033100051.htm 

 

 

 

１ 三重県 イベント情報 in 関西 

○お国自慢大会！「日本列島心のふるさと観光展」実施！ 【3/11（木）～3/24（水）】 

JR東西線 北新地駅からすぐの「みちまちスクエア」で、毎月恒例の三重県 PRを開催します！ 

ぜひお立ち寄りください♪ 

●日時：令和３年３月 11日（木）～令和３年３月 24日（水） 

●場所：JR東西線 北新地駅 東出口東地下広場（大阪市北区梅田 1-1-7 地下 2階 みちまちスクエア） 

 

 

 

２ グルメ情報 in 関西 

○三重の応援店舗が増えました！（京都「寺町 西むら」） 

観光三重の配布など、三重県を応援していただいています♪ 

住所：京都府京都市中京区寺町二条下る榎木街 98-9（最寄り駅：京都市営地下鉄 東西線 京都市役所駅） 

営業時間：昼 11:30～14：00（ラストオーダー13:30） 夜 17:00～22:00（ラストオーダー 20:30） 

         ※現在はテイクアウトのみ（～３月７日予定） 

定休日：不定休 

TEL:075-254-8154  HP：http://www.teramachi-nishimura.com/ 

※短縮営業や臨時休業をしている場合がありますので、事前に店舗に確認してからお出かけください。 

 

 

 

３ 三重県ＮＥＷＳ 

○三重とこわか国体・三重とこわか大会 Twitterプレゼントキャンペーン実施中！【実施中～3/12（金）】 

三重とこわか国体・三重とこわか大会マスコットの「とこまる」がつぶやいている大会公式 Twitterアカウン

ト（@tokomaru2021）において、「#とこまる発見」付きでの写真の投稿またはリツイートをしていただいた方の中

から、抽選でプレゼントが当たるキャンペーンを実施中です！Twitter で両大会を盛り上げて、とこまるグッズ

や QUOカードをゲットしよう♪ 
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●内容 

Ａ賞【応募方法】 

（１）街で見かけた掲示物（ポスターやのぼり等）、広告、グッズの「とこまる」や、これまでに撮影した「と

こまる」の写真などに、ハッシュタグ「#とこまる発見」をつけて Twitterに投稿 

（２）（１）で使用した Twitter アカウントで大会公式アカウントをフォロー 

【賞品】ぬいぐるみを含むとこまるグッズ詰め合わせ 10名様 

Ｂ賞【応募方法】 

（１）キャンペーン初日に大会公式アカウントが投稿した対象ツイート（「今日は三重とこわか国体開催 222

日前！」で始まるツイート）をリツイート（または引用リツイート） 

（２）（１）で使用した Twitter アカウントで大会公式アカウントをフォロー 

【賞品】QUOカード（500円分） 100名様 

●募集期間：実施中～令和３年３月 12日（金）17時 00分まで 

●応募資格：Twitter のアカウントを持ち、大会公式アカウントをフォローしている方で、応募規約

（https://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000934900.pdf）に同意いただいた方 

●詳しくはこちら：https://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0004500229.htm 

 

 

○三重県職員採用試験オンライン説明会を開催します【3/14（日）】 

県職員や警察官などの採用試験についての説明会を開催します。受験を考えている方はもちろん、三重県職員

の仕事に興味のある方など、どなたでも参加いただけます。お気軽にご参加ください♪ 

●開催日時：令和３年３月 14日（日） 

      午前の部 ９時 30 分～11時 50分／午後の部 13時 00分～16時 10分 

●開催形式：Ｗｅｂ会議システム（Cisco Webex Meetings）による開催 

      ※事前にアプリ（無料）をインストールする必要があります。 

      ※参加申込みのあった方に、参加に必要となるＵＲＬやアプリのインストール方法等 

       の情報を通知します。 

●内容：先輩職員の体験談、業務内容の説明、試験制度説明 など 

●参加方法：インターネットで事前申込み（定員なし） 

      （https://www.shinsei.pref.mie.lg.jp/uketsuke2/form.do?id=1612167911074） 

※個別相談コーナーは、申込上限に達したため受付を終了しました 

●参加申込期間：令和３年３月８日（月）17時まで  

●詳しくはこちら：https://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0000500092.htm 

 

 

○ワーケーションキックオフイベントを開催します！【3/16（火）】 

三重県のワーケーション推進プロジェクトのキックオフとして、国内外でワーケーションを実践するなど働き

方改革に先進的に取り組んでいる方々に、企業視点で三重県におけるワーケーションについて語り合っていただ

くオンラインイベントを開催します。皆様のご参加をお待ちしております♪ 

●開催日時：令和３年３月 16日（火）19時～21時 

●開催方法：オンライン（YouTube Live） 

●参加費：無料（事前申込制）※定員はありません。 
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●プログラム 

〔第１部〕三重県のワーケーション取組紹介 プレゼンター：三重県知事 鈴木 英敬 

〔第２部〕トークセッション 

モデレーター：豊田 圭一氏 パネリスト：箕浦 龍一氏、粟生 万琴氏、東原 祥匡氏 

●申込方法：Peatixウェブページ（https://mie-workation.peatix.com）からお申し込みください。 

●申込期限：令和３年３月１６日（火）９時まで 

※イベント当日１２時までに、Peatixに登録のメールアドレスに視聴用 URLをお送りします。 

※Peatixウェブページからのお申込みができない場合は、①所属、②役職、③名前、④連絡先（メールアドレ

ス/電話番号）、⑤今後三重県からのお知らせの受信の可否 を明記のうえ、件名を「【申込】三重県ワーケー

ションイベント」として、下記お問い合わせ先までメールでお申し込みください。 

●詳しくはこちら：https://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0031100327.htm 

 

 

○「ぺろち」×三重「スマホでみえ得キャンペーン」 企画限定カステラを販売中！【～3/31（水）】 

 SNS で人気のマルチクリエイター 「Pantovisco（パントビスコ）」さんが描く、犬のキャラクター「ぺろち」

と三重県の「スマホでみえ得キャンペーン」がコラボ！ 

 「スマホでみえ得キャンペーン」の協力施設の中で、特定の期間において最も利用者数が多かったカステラ専

門店の「DE CARNERO CASTE Mie（デ カルネロ カステ 三重本店）」とコラボした限定焼き印のカステラを販売中

です！ぜひゲットしてみてくださいね♪ 

●販売商品：カステラ専門店の「DE CARNERO CASTE Mie（デ カルネロ カステ 三重本店）」と「ぺろち」と 

      コラボした限定焼き印のカステラ（限定のし付き） 

●販売価格：１箱（６個入り） 1,404円（税込） 

●販売期間：令和３年３月 31日（水）まで 

●購入方法：オンラインショップ（https://decarnerocaste.net/castella/store）での販売（送料別途） 

            DE CARNERO CASTE Mie  での店頭販売（住所：三重県津市長岡町 3060-1） 

●詳しくはこちら：https://www.pref.mie.lg.jp/EVENTS/evt0015300011.htm 

 

 

○「三重の春の魅力をシェアしよう！「#visitmie」～My Spring Memories～」スタート！【～5/31（月）】 

桜やつつじといった季節の花や行楽など、三重県の春の思い出の写真や動画の投稿を募集中♪ 

ご自身で撮影した画像や動画に、それにまつわる春の思い出を一言添え、「#visitmie」をつけて投稿してくだ

さい。 

優れた投稿には、三重県内の人気宿泊施設の豪華賞品を授与する他、投稿キャンペーン公式ウェブサイトや公

式インスタグラムアカウントにて紹介します！ぜひ一緒にキャンペーンを盛り上げてください！ 

●キャンペーン実施期間：実施中～令和３年５月 31日（月）まで 

●詳細はこちら： https://www.kankomie.or.jp/special/visitmie/ 

 

 

 

４ 県内 おすすめ情報  

○日本一の棚田景観「丸山千枚田」のオーナー会員 募集中！ 

 丸山千枚田は、熊野市の山の斜面に幾重にも描かれた棚田で、日本の棚田百選に選ばれています。棚田のオー
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ナー会員になって、日本一とも言われる丸山千枚田の景観と農耕文化を、地域の住民と一緒に守り、応援しませ

んか？田んぼは熊野市ふるさと振興公社が責任をもって管理しますので、現地作業に参加できない方でも、安心

です。 

●オーナーになっていただける方：丸山千枚田を愛し保全活動に理解のある方で、地域住民をはじめとした地域

の人々とのふれあいを大切にできる方 

●主なオーナー特典：田植えや稲刈りなどの農作業体験や、収穫祭などのイベントへ参加できるほか、丸山千枚

田の新米 10㎏と地域の特産品などをお届け 

●会費：年間 30,000円 ※会費は丸山千枚田の景観維持と保全に充てられます 

●申込方法：所定の申込用紙に必要事項を記入し、熊野市ふるさと振興公社あてに FAX またはメールで送付（随

時受付） 

●詳細はこちら：http://kumano-furusato.com/senmaida/owner.html 

 

 

■□■□■─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━■□■□■  

 

   発行： 三重県関西事務所 営業推進課（担当 鈴木） 

       Tel 06-6347-1932  Fax 06-6347-1935 

        E-Mail: mkansai@pref.mie.lg.jp 

Twitter: https://twitter.com/kansaimie 

       Facebook: https://www.facebook.com/mie.kansai/ 

 

       【シェア】、【フォロー】、【いいね！】 

三重の PRにご協力よろしくお願いします！ 

〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田 1丁目 11-4 

大阪駅前第 4ビル 8F 

今後メールの配信を希望されない場合は、お手数ですが、 

  三重県関西事務所までご連絡をお願いします。 

 

■□■□■─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━■□■□■ 
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