
平成２７年度「食育月間の取組（県・市町村）一覧」

　※掲載イベントは予定ですので、日時や内容が予告なく変更される場合もあります。事前にお問合わせください。

No 地域 名称（事業名・イベント名）
開催日または

開催期間
　　　実施場所 対象 区分 内　　容

参加予定
人数

問合せ先

1 千葉県民の日フェア 6月13日（土） 千葉市 イトーヨーカドー幕張店 一般 イベント（食育フェア等）
生産者が参加し、自慢の野菜をPRするほか、夏野菜の試食やミニゲー
ム等を行います。

―
千葉県農林水産部流通販売課
043-223-2959

2
県民の日ちばワクワクフェスタ
２０１５

6月14日（火） 千葉市 幕張メッセ 一般 イベント（食育フェア等） 県内各地の特産品の販売・試食等
県民

約1万5000人

千葉県県民生活・文化課
文化振興班
043-223-2408

3
千葉市食育のつどい２０１５
(講演会）

6月16日 千葉市
千葉市総合保健医療センター

5階　大会議室
一般 講演会・研修会 市民・給食施設従事者を対象に、食育の講演会を開催 市民約300人

千葉市健康支援課
043-238-9926

4 ホテルポートプラザちば朝市
　　　　６月２０日（土）
１０時００分～１１時３０分
販売品がなくなり次第終了

千葉市
ホテルポートプラザちば

（千葉市中央区）
一般 イベント（食育フェア等）

県内農業関係高校14校で生産した農産物や，ジャムなどの加工品等の販売
県内農業関係高校の活動状況の展示
協力：千葉県高等学校教育研究会農業部会

200人

ホテルポートプラザちば
043-247-7211
千葉県立鶴舞桜が丘高等学校
0436-88-3211

5
千葉市食育のつどい２０１５
（イベント）

6月27日 千葉市
アリオ蘇我　1階
サンコート広場

屋外イベント広場
一般 イベント（食育フェア等） 市民を対象に、食育の普及・啓発をするためのイベントを開催

市民
約6,000人

千葉市健康支援課
043-238-9926

6 キャロット計画 5～6月 習志野市
市内各小・中学校

幼稚園　保育所　こども園
子ども 学校給食を活用した食育

市特産の春夏にんじんの出荷時に学校給食に使用する「にんじん」のす
べてを「習志野産」で賄い、園児・児童・生徒・保護者を通じて、市民に
「習志野の農業」に対する、より一層の理解を深めるとともに、にんじん
（栄養・産地等）についての食育を実施する。

幼稚園
小・中学校
保育所
こども園

習志野市農政課
047-453-9217
教育委員会学校教育課
047-451-1133
習志野市こども保育課
047-453-5511

市特産の「春夏にんじん」の収穫期となる5月・6月を「キャロット月間」とし
て位置づけ、健全な食生活の実践の啓発等、食育活動の推進を実施す 市民 習志野市農政課

　参考資料１
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葉
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7 キャロット月間 5～6月 習志野市 ― 一般 広報による普及・啓発
て位置づけ、健全な食生活の実践の啓発等、食育活動の推進を実施す
る。
・市の広報紙により周知

市民
約16万人

習志野市農政課
047-453-9217

8 キャロット月間 5～6月 習志野市 公民館　3箇所 一般 その他
出前地産地消（市産市消）推進ＰＲとして、市内公民館で地元野菜の販
売を行う。

公民館
3箇所

習志野市農政課
047-453-9217

9 キャロット月間 5～6月 習志野市 公民館　ほか 一般 その他
キャロット月間における地産地消のＰＲとして、公民館、イベント等で市内
農産物直売所マップを配布する。

公民館、
イベント等

習志野市農政課
047-453-9217

10 キャロット月間 5～6月 習志野市 市内幼稚園・保育所 子ども 料理教室・体験事業等
にんじんの掘り取りやみそ作りなどの体験活動を実施し、食への興味関
心を高める。

児童・園児
習志野市こども保育課
047-453-5511

11 食育月間の周知 6月 習志野市 ― 一般 広報による普及・啓発
市の広報紙により食育月間のＰＲを行い、朝食摂取について啓発を行
う。

―
習志野市健康支援課
04７-453-9302

12 庁内放送による周知 6月 習志野市 市庁舎 一般 広報による普及・啓発
庁内放送により、市民及び職員に対し、食育月間及び食育の日のＰＲを
行い、バランスのよい食事の啓発を行う。

―
習志野市健康支援課
04７-453-9302

13 育児講座 6月 習志野市 屋敷公民館 親子 講演会・研修会 乳児を持つ親子を対象に、食事及び食育についての講義を行う。 20人
習志野市健康支援課
04７-453-9302

14 ヘルシーライフ料理教室 6月 習志野市 大久保公民館 一般 料理教室・体験事業等
市民を対象に、バランスの良い献立の調理実習をを開催。あわせてバラ
ンスのとれた食事について啓発を行う。

20人
習志野市健康支援課
04７-453-9302

15 しあわせ人参クッキング 6月5日 習志野市
谷津コミュニティセンター

大久保公民館
一般 料理教室・体験事業等

市民を対象に、市の特産物である春夏人参をテーマとした料理教室を開
催。あわせてバランスのとれた食事について啓発を行う。

各日20人
計40人

習志野市健康支援課
04７-453-9302

16 食育コラムの掲載 6月 市原市 市原市ホームページ内 一般 広報による普及・啓発 ホームページに食育に関する内容を掲載して情報提供する。 ―
市原市保育課
0436-23-9829
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17 そら豆のさや剥き 6月 市原市
公立保育所
（5保育所）

子ども 料理教室・体験事業等
3歳児を対象にそら豆のさや剥きを行って、おやつ作りの手伝いをして、
調理する人への感謝の気持ちや食への関心を高めるきっかけにする。

児童約150人
市原市保育課
0436-23-9829

18 学校給食
県民の日献立の実施

6月 市原市 市内小・中学校 子ども 学校給食を活用した食育
市内小・中学校の児童生徒を対象として千葉県産の食材を使用した県民
の日献立を実施

約22,530人
市原市教育委員会
学校保健課
0436-23-9847

19 豆腐づくり 6月6日 市原市 加茂公民館 一般 料理教室・体験事業等 自家製豆腐の作り方を学ぶ料理教室を開催 16人
加茂公民館
 0436-98-0033

20 マタニティクック 6月9日 市原市 市原市保健センター 一般 料理教室・体験事業等
妊娠16～34週未満の妊婦対象、妊娠中の料理の工夫とポイントを伝え
る。また、離乳食づくりについても講話する。

10人
市原市保健センター
0436-23-1187

21 太巻き寿司教室 6月12，13日 市原市 千種コミュニティセンター 一般 料理教室・体験事業等
カラフルな細工が特徴で、上総の郷土料理である太巻き寿司作り教室を
開催

各12名
千種コミュニティセンター
0436-26-1515

22 幼児食教室 6月16日 市原市 市原市保健センター 親子 料理教室・体験事業等
育児支援の中で、幼児期の食生活の正しい知識と適切な料理方法を学
ぶ。

20人
市原市保健センター
0436-23-1187

23 離乳食教室（カミカミ期） 6月17日 市原市 市原市保健センター 親子 料理教室・体験事業等
10か月児と保護者対象、離乳食の進め方と試食。（食事の目安量を示し
たり、や噛む力を育てることを目的とする。）

20人
市原市保健センター
0436-23-1187

24
時間短縮料理
（圧力鍋の使い方）

6月19日 市原市 戸田コミュニティセンター 一般 料理教室・体験事業等
圧力鍋を用いることでレシピのバリエーションを増し、料理時間も節約す
ることを目的とした料理教室を開催

12人
戸田コミュニティセンター
0436-95-6622

25 あかちゃんからの食育講座 6月23,29,30日 市原市
市原市保健センター

アネッサ
ちはら台コミュニティセンター

親子 その他
3～4か月児と保護者対象、離乳食の開始時期のポイントや進め方を伝
える。また、あかちゃんからの食育をすすめる。

150人
市原市保健センター
0436-23-1187
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ちはら台コミュニティセンター
える。また、あかちゃんからの食育をすすめる。 0436-23-1187

26 ピザ作り教室 6月24日 市原市 千種コミュニティセンター 一般 料理教室・体験事業等 生地から作るピザ作り体験教室を開催 10人
千種コミュニティセンター
0436-26-1515

27
男の料理・きほん塾
～健康料理～

6月24日 市原市 市津公民館 一般 料理教室・体験事業等
料理の手順とその意味を理解して塩分・油に気をつけながら料理を作る
教室を開催

16人
(募集終了)

市津公民館
0436-74-5516

28 ちはらレシピ（健康料理教室） 6月25日 市原市 ちはら台コミュニティセンター 一般 料理教室・体験事業等
千葉県栄養士会の講師を招き、生活習慣病予防や食育推進に関する話
を交えて、栄養バランスのよい５献立を調理する料理教室を開催 24人

ちはら台コミュニティセンター
0436-50-2312

29 そばうち体験教室 6月28日 市原市 加茂公民館 一般 料理教室・体験事業等 代表的な日本料理であるそばの打ち方を学ぶ体験教室を開催 16人
加茂公民館
0436-98-0033

30 食育月間の周知 6月 八千代市 ― 子ども 広報による普及・啓発 市ホームページに掲載し、食育月間の周知予定

市ホームペー
ジアクセス数
月平均
約69,939件

八千代市母子保健課
047-486-7250

31
八千代市学校給食エコにんじん
ウィーク

6月 八千代市 市内全小中学校 子ども 学校給食を活用した食育

市内産のエコにんじんを給食に使用。給食センターでは６月一か月，単
独給食校４校では６月8日から12日の週に八千代市産エコにんじんを
使ったメニューで給食を実施。エコにんじんウィークを周知するためのポ
スターを市内３３校全校に配布する。献立表・給食便りを通じて保護者へ
の関心を高める。併せて給食時の放送等も行い児童生徒への啓発を図
る。

児童・生徒
約16600人

八千代市教育委員会保健体育課
047-481-0303

32 旬の野菜レシピと健康情報 6月 八千代市 ― その他 広報による普及・啓発

旬（四季）の野菜レシピを，やちよ農業交流センター，道の駅やちよ　八
千代ふるさとステーション，八千代市農業協同組合　農産物直売所で配
布するとともに，市ホームページにも掲載し、健康に役立つ情報を提供予
定。

市ホームペー
ジアクセス数
月平均
約69,939件

八千代市健康づくり課
047-483-4646

33 食育月間の周知 6月1日 八千代市 ― 一般 広報による普及・啓発 市広報誌に食育月間について掲載し、共食の大切さについて周知予定 68,400部発行
八千代市母子保健課
047-486-7250

34 プレママ教室 6月14日 八千代市 八千代市保健センター その他 料理教室・体験事業等
妊娠７か月前後の妊婦を対象に、妊娠中における栄養・食生活のポイン
トについて講話と、離乳食の実習を行う。講座を通して食育の大切さにつ
いて周知予定。

25人
八千代市母子保健課
047-486-7250

2



平成２７年度「食育月間の取組（県・市町村）一覧」

　※掲載イベントは予定ですので、日時や内容が予告なく変更される場合もあります。事前にお問合わせください。

No 地域 名称（事業名・イベント名）
開催日または

開催期間
　　　実施場所 対象 区分 内　　容

参加予定
人数

問合せ先

35 そら豆収穫体験 5月23日～6月7日 八千代市
やちよ農業交流センター周辺

の農園
一般 料理教室・体験事業等 そら豆のオーナーとなって、収穫体験を行う 550区画

やちよ農業交流センター
047-406-4778

36 じゃがいも食べ比べ
6月20日

10時00分～12時00分
八千代市

八千代ふるさとステーション
（八千代市）

一般 イベント（食育フェア等） 八千代産の旬のじゃがいもの食べ比べ 500人
八千代ふるさとステーション
047-488-6711

37 じゃがいも収穫体験 6月20日～7月5日 八千代市
やちよ農業交流センター周辺

の農園
一般 料理教室・体験事業等 じゃがいものオーナーとなって、収穫体験を行う 230区画

やちよ農業交流センター
047-406-4778

38
１歳児親子学級
「幼児にとってのおやつの役割」

6月30日 八千代市 高津公民館 親子 講演会・研修会
１歳児とその保護者を対象に講話と試食を行い、幼児期のおやつについ
てや食育の大切さ・栄養バランスについての講座を開催予定。

未定
八千代市母子保健課
047-486-7250

39 保育園における食育活動 6月 市川市 各保育園 子ども 料理教室・体験事業等
園庭、プランターを使用し種や苗を植え栽培・観察・収穫を行う。給食素
材利用、クッキング保育（年齢別）を行う。バイキング給食を行う。パネル
シアターを行う。

約600人
市川市こども施設運営課
047-711-1792

40 保護者への食育活動の実施 6月 市川市 各保育園 親子 その他 栄養・アレルギー相談（個人対応）　保護者試食会の実施給食だより 約2,000人
市川市こども施設運営課
　047-711-1792

41 食育月間の周知 6月 市川市 市内 一般 その他
平成２７年度より新規で利用している市内３市民農園利用者に対して啓
発チラシ及びシールの配布を行う。

300人
市川市農政課
047-711-1141

42 食育月間の周知 6月 市川市 市内巡回及び本庁舎 一般 広報による普及・啓発
市の車両公用車（50車）に食育啓発マグネットシートを貼付し市内走行に
よる周知。また、本庁舎に懸垂幕掲示し、周知する。

不特定多数
市川市保健センター健康支援課
047-377-4511

43 ヘルスメイトの料理講習会活動 6月 市川市
市内公民館及び保健センター

を使用し10会場予定
一般 料理教室・体験事業等

「太らない食べコツ～いつ食べる？時間栄養学のススメ～」をテーマに、
講話とメニューも加えた料理講習会を開催する。

約250人
市川市保健センター健康支援課
047-377-4511

 
千
葉
地
域

 
東
葛
飾
市
域

を使用し10会場予定 講話とメニューも加えた料理講習会を開催する。 047-377-4511

44 離乳食教室の実施
6月3日、11日、12日、

19日、30日
市川市

市川市保健センター、南行徳
保健センター

親子 料理教室・体験事業等
4～6か月児及び7、８か月児の保護者に対し、離乳食の進め方の講話、
デモンストレーション、試食等を実施する。

244組
市川市保健センター健康支援課
047-377-4511

45 パパママ栄養クラスの実施 6月20日 市川市 南行徳保健センター 一般 料理教室・体験事業等
妊娠中のママの食事や頑張るパパの食事のアドバイスなどの話、グルー
プワーク、試食を実施する。

16組
市川市保健センター健康支援課
047-377-4511

46 市川産の水産物の販売 6月12日 市川市 市内鮮魚店 一般 イベント（食育フェア等）
市川の漁師が水揚げした鮮魚を市内鮮魚店で６月１２日（金）に販売しま
す。

―
市川市行徳支所地域整備課
047-359-1111

47 食育月間の周知 6月 船橋市 ― 一般 広報による普及・啓発 市の広報誌および市ホームページに、食育月間について掲載 ―
船橋市健康政策課
047-436-2413

48
食育講座「離乳食（3回食）と歯みが
きの教室」

6月 船橋市
西部保健センター
東部保健センター
北部保健センター

親子 その他
3回食の離乳食のすすめ方、家族の正しい生活リズムと食生活について
の講話、離乳食の展示、グループトークを実施

約150組
船橋市健康増進課
047-436-2382

49 食育ミニ講座1歳6カ月児健診 6月 船橋市 北部保健センター 親子 その他 ミニ講話「幼児期のおやつについて」を実施 約40組
船橋市健康増進課
047-436-2382

50 食育ミニ講座2歳6カ月児歯科健診 6月 船橋市

中央保健センター
西部保健センター
東部保健センター
北部保健センター

親子 その他 ミニ講話「早寝・早起き・朝ごはん」を実施 約350組
船橋市健康増進課
047-436-2382

51 母子地区教育・地区健康相談 6月 船橋市

薬円台児童ホーム（6月3日）
本中山児童ホーム（6月4日）
塚田児童ホーム（6月19日）
西船児童ホーム（6月24日）

親子 その他
児童ホーム主催の乳幼児のサロンにて、離乳食やおやつ等の講話と個
別の相談を実施

約90組
船橋市健康増進課
047-436-2382

52
たいそうだいすきＳＰ
 「１・２歳頃の食事の話」

6月2日 船橋市 夏見児童ホーム 親子 講演会・研修会
音楽に合わせて、親子で体を動かし楽しんだ後、中央保健センターの栄
養士から、１～２歳頃のお子さんの食事についての講話、相談。

30人
夏見児童ホーム
047-423-5999

3



平成２７年度「食育月間の取組（県・市町村）一覧」

　※掲載イベントは予定ですので、日時や内容が予告なく変更される場合もあります。事前にお問合わせください。

No 地域 名称（事業名・イベント名）
開催日または

開催期間
　　　実施場所 対象 区分 内　　容

参加予定
人数

問合せ先

53 ふなばし健やかプラン21食育展
6月4日～11日
（土日を除く）

船橋市 船橋市役所1階美術コーナー 一般 イベント（食育フェア等） 船橋市の食育を紹介する展示等 ―
船橋市健康政策課
047-436-2413

54 母子地区教育・地区健康相談 6月4日 船橋市 三山市民センター 親子 その他 離乳食、幼児食の講話と個別の相談を実施 約15組
船橋市健康増進課
047-436-2382

55 子育てママのミニ講座 6月5日 船橋市 習志野台児童ホーム 親子 講演会・研修会 保育園栄養士による離乳食の話　栄養個別相談 40人
習志野台児童ホーム
047‐464‐0001

56 うきうきタイム 6月12日 船橋市 三咲児童ホーム体育室 親子 その他 自由参加型の0～3歳親子対象におやつについての講話 20組
三咲児童ホーム
047‐448‐2397

57 板おばさんのホッと食育 6月24日 船橋市 習志野台児童ホーム 親子 講演会・研修会 パペットや人形を使った食育講座 60人
習志野台児童ホーム
047‐464‐0001

58 親子クッキング 6月27日 船橋市 塚田公民館 親子 料理教室・体験事業等 小学生親子を対象に、オーブンを使った料理教室を開催 24人
塚田公民館
047-438-2610

59 食育月間の周知 6月 松戸市 ― 一般 広報による普及・啓発 市の広報紙を使い、食育月間の周知をする ―
松戸市健康福祉政策課
047-704-0055

60 食育月間におけるパネルの展示 6月1日～5日 松戸市 松戸市役所本庁舎内 一般 食育に関する展示 松戸市役所内連絡通路に食育パネルの展示 約200人
松戸市健康福祉政策課
047-704-0055

61 懸垂幕の掲示 6月1日～12日 松戸市 松戸市役所本庁舎内 一般 広報による普及・啓発 松戸市役所正面に懸垂幕を掲示 ―
松戸市健康福祉政策課
047-704-0055
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047-704-0055

62 食育月間・食育の日の周知 6月 野田市 野田市保健センター 一般 広報による普及・啓発 市の広報誌を使い、食育月間・食育の日を周知 ―
野田市保健センター
04-7125-1188

63 栄養相談会 6月1，19日 野田市 野田市保健センター 一般 その他
野田市に在住・在学・在勤の方を対象に、食事や栄養に関する相談会を
開催

10人
野田市保健センター
04-7125-1188

64 健康づくり料理講習会 6月3日 野田市 野田市保健センター 一般 料理教室・体験事業等
野田市食生活改善推進員が中心となり、“食生活で血液サラサラ”をテー
マとした料理講習会を開催

20人
野田市保健センター
04-7125-1188

65 健康づくり料理講習会 6月4日 野田市 川間公民館 一般 料理教室・体験事業等
野田市食生活改善推進員が中心となり、“もっと知りたい！！コレステ
ロールと食生活”をテーマとした料理講習会を開催

20人
野田市保健センター
04-7125-1188

66
郷土食講座 そば打ち
　　　　　　　　(打ち方+ゆで方)

6月14日 野田市 県立関宿城博物館 一般 料理教室・体験事業等
そば粉から手打ちそばを作り、ゆで上げ、試食します。
参加費は1,300円。

18人
県立関宿城博物館
04-7196-1400

67 栄養相談会 6月16日 野田市 関宿保健センター 一般 その他
野田市に在住・在学・在勤の方を対象に、食事や栄養に関する相談会を
開催

5人
野田市保健センター
04-7125-1188

68 食育講座 6月19日 野田市 野田市保健センター 一般 料理教室・体験事業等
調理実習が出来る小学生以上の市民を対象として『食材を知ろう！　～
大豆編～』をテーマに講話及び調理実習を実施

30人
野田市保健センター
04-7125-1188

69 郷土食講座 小麦まんじゅうづくり 6月20，21日 野田市 県立関宿城博物館 一般 料理教室・体験事業等
小麦まんじゅうを作ります。
午前午後の２回で、参加費は各150円(保険料を含む)

各15人
県立関宿城博物館
04-7196-1400

70 離乳食講習会 6月25日 野田市 野田市保健センター 親子 料理教室・体験事業等
市内在住のおおむね6ヶ月児と保護者を対象として、離乳食に関する講
話及び調理デモンストレーション、試食等の実施

20組
野田市保健センター
04-7125-1188

71 健康づくり料理講習会 6月26日 野田市 東部公民館 一般 料理教室・体験事業等
野田市食生活改善推進員が中心となり、“もっと知りたい！！コレステ
ロールと食生活”をテーマとした料理講習会を開催

20人
野田市保健センター
04-7125-1188
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72 健康づくり料理講習会 6月30日 野田市 野田市保健センター 一般 料理教室・体験事業等
野田市食生活改善推進員が中心となり、“もっと知りたい！！コレステ
ロールと食生活”をテーマとした料理講習会を開催

20人
野田市保健センター
04-7125-1188

73 学校給食残渣堆肥化 6月 柏市 市内62小中学校（予定） 子ども 学校給食を活用した食育 学校給食残渣から製造した堆肥を学校花壇等で活用するもの。 ―
柏市廃棄物政策課
04-7167-1140

74 公設市場生ごみ堆肥化 6月 柏市 柏市公設市場 その他 その他 公設市場から排出される生ごみの堆肥化を行うもの。 ―
柏市廃棄物政策課
04-7167-1140

75 出前授業 6月 柏市 市内11小学校 子ども 食育授業
小学校４年生を対象に、ごみの減量や分別に関する授業を実施。その中
で、残さず食べることの啓発や給食残渣堆肥化のしくみについての説明
を行うもの。

886人
柏市廃棄物政策課
04-7167-1140

76 大好き千葉県！千産千消フェア 6月6，10日 柏市
流山市

高島屋柏店
高島屋おおたかの森店

一般 イベント（食育フェア等） 千葉県産の野菜が当たるお買い上げ抽選会を行います。 ―
千葉県農林水産部流通販売課
043-223-2959

77
歯っぴいカムカムかしわっ子作戦
幼稚園・保育園でピカピカ編

1,2,3,4,5,8,9,12,16,17,18,19,
22,23,29日

柏市
市内幼稚園9園
市内保育園7園

子ども その他
保育園，幼稚園における歯みがき指導，おやつのとり方等の食生活に
ついての講話

約1,800人
柏市地域健康づくり課
04-7167-1257

78 小学校1年生歯みがき指導 8,10,16,17,19,22,25,26日 柏市 市内小学校8校 子ども その他 歯みがき指導，おやつのとり方等の食生活についての講話 約600人
柏市地域健康づくり課
04-7167-1257

79
歯っぴいカムカムかしわっ子作戦
小学校・中学校でピカピカ編

8,16,19,22,25日 柏市 市内小学校5校 子ども その他 歯みがき指導，規則正しい食生活習慣等についての講話 約300人
柏市地域健康づくり課
04-7167-1257

80
歯っぴいカムカムかしわっ子作戦
地域でピカピカ編

24日 柏市 市内保育園1園 その他 その他
保育園に通園する児の保護者を対象に口腔ケアや食生活についての講
話

約20人
柏市地域健康づくり課
04-7167-1257
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地域でピカピカ編 話 04-7167-1257

81 母と子のつどい
2,3,5,8,9,12,16,
18,19,22,23,24,

25,26日
柏市

市内20会場：近隣センター
　　　　　　　　公民館等

親子 その他
講話
栄養士：かむことについて，カルシウムについて
歯科衛生士：歯みがき強化月間～歯みがきの準備について～

約1000人
柏市地域健康づくり課
04-7167-1256

82 1歳6か月児健診 3,4,5,23,24日 柏市 ウェルネス柏 その他 その他
集団教育
個別の栄養相談

約300人
柏市地域健康づくり課
04-7167-1257

83 3歳児健診 9,10,17,18日 柏市 ウェルネス柏 その他 その他
集団教育
個別の栄養相談

約290人
柏市地域健康づくり課
04-7167-1257

84 ２歳の歯☆ピカランド 11,12,29,30日 柏市 ウェルネス柏 親子 その他
幼児期からの望ましい生活習慣の習得のために，生活リズムやおやつ
のとり方等，食生活の見直しを図る

約250人
柏市地域健康づくり課
04-7167-1257

85 柏市離乳食教室 11，30日 柏市 柏市中央保健センター 親子 その他
離乳食の目的や進め方の講話，調理方法の実演，離乳食の形態や
食事量の確認，個別相談

約140人
柏市地域健康づくり課
04-7167-1257

86 給食施設従事者研修会 26日 柏市 ウェルネス柏 その他 講演会・研修会 給食施設への栄養管理指導 約90人
柏市地域健康づくり課
04-7167-1256

87
市内保育所等のはみがき教室
（むし歯予防のとりくみ）

6月 流山市
市内保育所・保育園

   （１２か所）
子ども 料理教室・体験事業等

保育所・保育園の４，５歳児を対象におやつとむし歯についてのお話をす
る

約700人
流山市健康増進課
０４－７１５４－０３３１

88 野菜にふれよう 6月 流山市 市内公立保育所 子ども 料理教室・体験事業等 野菜を栽培したり、旬の食材にふれる 約860人
流山市保育課
  04-7150-6124

89 親子クッキング 6月 流山市 市内公立保育所 子ども 料理教室・体験事業等 年長クラスを対象に、親子で料理を行う 約90人
流山市保育課
  04-7150-6124

90 栄養の話 6月 流山市 市内公立保育所 親子 食育授業 食べ物の栄養や、嚙むことの大切さについて学ぶ 約250人
流山市保育課
  04-7150-6124
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91 食育月間の周知 6月 流山市 市内小中学校 その他 学校給食を活用した食育 給食だよりを使い、食育月間の周知をした
児童生徒
13607人

流山市学校教育課
04‐7150‐6104

92 保健センターだよりの発行 6月 我孫子市 ― 一般 広報による普及・啓発
市民を対象に食育月間の周知。
紙媒体で発行するほか、電子データ（ＰＤＦ）を市ＨＰに掲載。

配布4,000枚
我孫子市健康づくり支援課
04-7185-1126

93 保健センターだよりのメール配信 6月 我孫子市 ― 一般 広報による普及・啓発 市民を対象に食育月間の周知。
約4,000名に
送付

我孫子市健康づくり支援課
04-7185-1126

94
あびこ農産物直売所あびこん
８周年記念祭

6月6，7日 我孫子市 あびこ農産物直売所あびこん 一般 イベント（食育フェア等）
当日は、おにぎりコンテストやだいこんおろし競争など楽しいイベントがもりだくさ
ん。テント販売ブースでは、新鮮な地元産トマトを使ったトマトジュースや冷やし
トマト販売、地元農産物を使った手作り加工品などの販売も行います。

各日1,000人
我孫子市農政課
04-7185-1111（内線511）

95 早ね早起き朝ごはん食育講演会
6月3,4,17,18,19,

23,25,29日7月1日
鎌ヶ谷市 市内市立全小学校9校 子ども 講演会・研修会

市内全小学校児童対象に、望ましい生活習慣の確立と生活リズム向上
を目指し、朝ごはん、食事のバランス、よく噛んで食べることの大切さに
ついて講演を行う。パワーポイント教材による啓発及び朝食のバランス
チェック、3食食品群のマジックカードによる知識の普及。

約900人
鎌ヶ谷市健康増進課
047-445-1141（内線733）

96 食育月間の周知 6月 成田市 各小中学校 その他 食育に関する展示 給食メモを使い、食育月間の周知を実施 約3,350人
成田市学校給食センター
0476-27-9449

97 食育月間の周知 6月 成田市 ― 一般 広報による普及・啓発活動 市の広報誌を使い、食育月間の周知 46,950部
成田市農政課
0476-20-1542

98
小学校歯科健康教育（家庭教育学
級・歯みがき教室）

6月1日 成田市 豊住小学校 親子 講演会・研修会
咀嚼の励行に向けて家庭との連携を強化し、家族ぐるみで歯の健康づく
りの取組を促進する。保護者・学校等とともに、歯と口腔の健康づくりの
自立に向けた支援体制を築く機会とする。

79人
成田市健康増進課
0476-27-1111

99 歯科健康教育 6月2日 成田市 公津の杜なかよし広場 親子 講演会・研修会
咀嚼の励行に向けて家庭との連携を強化し、家族ぐるみで歯の健康づく
りの取組を促進する。保護者・学校等とともに、歯と口腔の健康づくりの 40人

成田市健康増進課
0476-27-1111
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99 歯科健康教育 6月2日 成田市 公津の杜なかよし広場 親子 講演会・研修会 りの取組を促進する。保護者・学校等とともに、歯と口腔の健康づくりの
自立に向けた支援体制を築く機会とする。

40人 0476-27-1111

100
保育園歯科健康教育（家庭教育学
級・歯みがき教室）

6月3日 成田市 新山保育園 親子 講演会・研修会
咀嚼の励行に向けて家庭との連携を強化し、家族ぐるみで歯の健康づく
りの取組を促進する。保護者・学校等とともに、歯と口腔の健康づくりの
自立に向けた支援体制を築く機会とする。

120人
成田市健康増進課
0476-27-1111

101 給食訪問 6月4日 成田市 新山小学校 その他 学校給食を活用した食育 給食について 約30人
成田市学校給食センター
0476-27-9449

102
小・中学校歯科健康教育（家庭教
育学級・歯みがき教室）

6月5日 成田市 下総みどり学園 親子 講演会・研修会
咀嚼の励行に向けて家庭との連携を強化し、家族ぐるみで歯の健康づく
りの取組を促進する。保護者・学校等とともに、歯と口腔の健康づくりの
自立に向けた支援体制を築く機会とする。

222人
成田市健康増進課
0476-27-1111

103
幼稚園歯科健康教育（家庭教育学
級・歯みがき教室）

6月6日 成田市 はくと幼稚園 親子 講演会・研修会
咀嚼の励行に向けて家庭との連携を強化し、家族ぐるみで歯の健康づく
りの取組を促進する。保護者・学校等とともに、歯と口腔の健康づくりの
自立に向けた支援体制を築く機会とする。

100人
成田市健康増進課
0476-27-1111

104 いんばふれ愛フェスタ2015 6月7日 成田市
成田国際空港第２旅客

ターミナルビル前中央広場
一般 イベント（食育フェア等）

地元農産物等特産品の販売の他、当日会場内で実施するご当地キャラ
クタースタンプラリーへの参加者に、地元産の農産物等をプレゼント等

県民
約4,000人

印旛地域振興事務所
地域振興課
043-483-1111

105
小・中学校歯科健康教育（家庭教
育学級・歯みがき教室）

6月9日 成田市 平成小学校 親子 講演会・研修会
咀嚼の励行に向けて家庭との連携を強化し、家族ぐるみで歯の健康づく
りの取組を促進する。保護者・学校等とともに、歯と口腔の健康づくりの
自立に向けた支援体制を築く機会とする。

176人
成田市健康増進課
0476-27-1111

106
幼稚園歯科健康教育（歯みがき教
室）

6月10日 成田市 はくと幼稚園 子ども 講演会・研修会
咀嚼の励行に向けて家庭との連携を強化し、家族ぐるみで歯の健康づく
りの取組を促進する。保護者・学校等とともに、歯と口腔の健康づくりの
自立に向けた支援体制を築く機会とする。

150人
成田市健康増進課
0476-27-1111

107 男の料理教室 6月11日 成田市 成田市保健福祉館 一般 料理教室・体験事業等 減塩をテーマとした調理実習 18人
成田市健康増進課
0476-27-1111

108 家庭教育学級（神宮寺小） 6月12日 成田市 給食センター その他 講演会・研修会 給食センター見学及び給食試食会、食生活について 約30人
成田市学校給食センター
0476-27-9449

109
小学校歯科健康教育（家庭教育学
級・歯みがき教室）

6月16日 成田市 久住小学校 親子 講演会・研修会
咀嚼の励行に向けて家庭との連携を強化し、家族ぐるみで歯の健康づく
りの取組を促進する。保護者・学校等とともに、歯と口腔の健康づくりの
自立に向けた支援体制を築く機会とする。

254人
成田市健康増進課
0476-27-1111
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110
小学校歯科健康教育（家庭教育学
級・歯みがき教室）

6月17日 成田市 遠山小学校 親子 講演会・研修会
咀嚼の励行に向けて家庭との連携を強化し、家族ぐるみで歯の健康づく
りの取組を促進する。保護者・学校等とともに、歯と口腔の健康づくりの
自立に向けた支援体制を築く機会とする。

69人
成田市健康増進課
0476-27-1111

111 家庭教育学級（加良部小） 6月17日 成田市 美郷台小 その他 講演会・研修会 給食センター見学及び給食試食会、食生活について 約30人
成田市学校給食センター
0476-27-9449

112
玉造地区健康セミナー
料理教室

6月18日 成田市 成田市保健福祉館 一般 料理教室・体験事業等 食生活についての講話・調理実習 15人
成田市健康増進課
0476-27-1111

113 ピカピカ教室 6月18，19日 成田市
成田市こども発達支援

センター
親子 その他

発達支援センター利用の親子に対して歯科検診および虫歯予防の為の
助言の実施

25組
成田市こども発達支援センター
0476-26‐9918

114 歯の健康教室 6月19日 成田市 保健福祉館 一般 講演会・研修会
歯と口腔の健康づくりに関する正しい知識の普及啓発をし、健康意識の
向上及び生活習慣の改善を図る。

30人
成田市健康増進課
0476-27-1111

115 家庭教育学級 6月19日 成田市 給食センター その他 講演会・研修会 給食試食会、食生活について 約30人
成田市学校給食センター
0476-27-9449

116 成田市あじさい工房調理実習 6月19日 成田市 成田市保健福祉館 その他 料理教室・体験事業等 食生活についての講話・調理実習 10人
成田市健康増進課
0476-27-1111

117 中台地区ひまわり健康教室 6月23日 成田市 成田市保健福祉館 一般 料理教室・体験事業等 歯と口腔の健康づくり・食生活についての講話・調理実習 15人
成田市健康増進課
0476-27-1111

118 家庭教育学級（玉造小） 6月25日 成田市 給食センター その他 講演会・研修会 給食センター見学及び給食試食会、食生活について 約30人
成田市学校給食センター
0476-27-9449

 
印
旛
地
域

0476-27-9449

119 成田市場わくわく感謝デー 6月27日 成田市 成田市公設地方卸売市場 一般 その他
成田市場を一般開放し、生まぐろの解体実演即売、市場の食材が当たる
抽選会やルーレット、野菜・果物・水産物等の即売等を行う。

約2500人
成田市場振興協議会
0476-24-1224

120
小学校歯科健康教育（家庭教育学
級・歯みがき教室）

6月29日 成田市 本城小学校 親子 講演会・研修会
咀嚼の励行に向けて家庭との連携を強化し、家族ぐるみで歯の健康づく
りの取組を促進する。保護者・学校等とともに、歯と口腔の健康づくりの
自立に向けた支援体制を築く機会とする。

130人
成田市健康増進課
0476-27-1111

121
中学校歯科健康教育（家庭教育学
級・歯みがき教室）

6月30日 成田市 遠山中学校 親子 講演会・研修会
咀嚼の励行に向けて家庭との連携を強化し、家族ぐるみで歯の健康づく
りの取組を促進する。保護者・学校等とともに、歯と口腔の健康づくりの
自立に向けた支援体制を築く機会とする。

114人
成田市健康増進課
0476-27-1111

122 公津地区伝達活動 6月30日 成田市 成田市保健福祉館 親子 その他 乳児と保護者・妊婦に向けた食育の啓発 30人
成田市健康増進課
0476-27-1111

123 配食サービス 通年 成田市 成田市内 その他 その他
在宅高齢者及び心身障がい者に対し、配食サービスを行うことで偏りが
ちな食事の改善を図るとともに安否確認を行う。

約530人
成田市高齢者福祉課
0476-20-1537

124 ユニバーサル農業 6月10日 佐倉市 ミレニアムセンター佐倉 一般 料理教室・体験事業等 畑での収穫、簡単な料理教室を開催 定員15人

生活クラブ千葉センター
佐倉
043-461-7868

125 食育月間の周知 6月 四街道市 中央保育所・中央保育所分園 親子 広報による普及・啓発 園便りを使い、食育月間の周知をする
保護者と子
と職員約370

人

四街道市こども保育課
043-421-2238

126 食育月間の周知 6月 四街道市 千代田保育所 親子 広報による普及・啓発 園便りを使い、食育月間の周知をする
保護者と子
と職員
約290人

四街道市こども保育課
043-421-2238

127 食育月間の周知 6月 四街道市 ― 一般 広報による普及・啓発
市のホームページやFacebook、リーフレットを使い、食育月間の周知をす
る

市民
約1000人

四街道市健康増進課
043-421-6100

128
2歳6ヶ月児歯科健診、3歳6か月児
健診での食育活動

6月 四街道市 保健センター 親子 その他 年間を通して毎月行っている健診時に保健推進員が食育シアターを行う 160人
四街道市健康増進課
043-421-6100
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129 市内統一献立 6月 四街道市 市内小中学校 子ども 学校給食を活用した食育 食育月間中に、地場産の食材を使用し全校対象の統一献立を実施
小中学生
4952人

四街道市指導課
043－424－8925

130 グリンピースのさやむき 6月2日 四街道市 千代田保育所 子ども 料理教室・体験事業等 おやつのグリンピースのさやむき
4歳児
28人

四街道市こども保育課
043-421-2238

131 歯磨き教室 6月5日 四街道市 千代田保育所 子ども 食育授業 むし歯や歯周病の予防、よく噛むことの大切さの授業
４歳児
28人

四街道市こども保育課
043-421-2238

132
幼児食育講座
「おいしい野菜をみんなで食べよう」
～野菜っておいしいね！！～

6月4日 印西市 高花保健センター 親子 料理教室・体験事業等
２～３歳児を持つ親子を対象に、野菜ソムリエが旬のおいしい野菜の食
べ方や調理法を伝える。調理デモを見たり、試食をしてもらい、野菜嫌い
を克服するきっかけを作る。

15組
印西市健康増進課
0476-42-5595（中央保健センター）

133 パン作り教室 6月12日 印西市
ふれあいセンターいんば３階

調理実習室
親子 料理教室・体験事業等

乳幼児と保護者を対象として、講師指導のもと、パン作りを行う。こねた
り、成形したりできる子どもは、保護者と一緒に参加する。

親子20組
いんば児童館
0476-80-3950

134 野菜いっぱい食育レシピの配布 通年 印西市
市内のスーパー、産地直売

所、公共機関等３３カ所
一般 広報による普及・啓発 地元の旬の野菜を使った料理の紹介と、野菜に関する情報提供

隔月2部
各1300枚

印西市健康増進課
0476-42-5595（中央保健センター）

135 食育月間の周知 6月 白井市 ― 一般 広報による普及・啓発 市のホームページにて、食育月間の啓発をする。
市民

約6,000人
白井市役所健康課
047-492-1111

136 保育園、幼稚園での食育支援 6月5,10,15,19,30日 白井市 市内保育園、市内幼稚園 子ども その他 食生活改善推進員によるエプロンシアターの実施 約300人
白井市役所健康課
047-492-1111

137 離乳食作り 6月16日 白井市 冨士センター 親子 その他
これから離乳食を始める保護者、離乳食を始めている子を持つ保護者(2
か月児～8か月児）を対象に離乳食作りの基本についての教室

16組
白井市役所健康課
047-492-1111

 
印
旛
地
域

か月児～8か月児）を対象に離乳食作りの基本についての教室 047-492-1111

138 かみかみ教室 6月24日 白井市 保健福祉センター 親子 その他
9か月児の親子を対象に離乳食すすめ方やお口のケア等の講話、離乳
食の食べ方レッスンを試食をとおして実施する。

約30組
白井市役所健康課
047-492-1111

139

第2次しろい健康プラン策定に関す
る講演会
「健康づくりはあなたが主役～5年
後の自分へ～私の健康宣言」

6月27日 白井市 保健福祉センター 一般 講演会・研修会

●一般市民を対象に講演会「健康づくりはあなたが主役～5年後の自分
へ～私の健康宣言」
第2次しろい健康プラン(健康増進計画、食育推進計画、歯科口腔保健推
進計画）の概要説明と健康づくりの取り組み方について説明する。
●健康宣言｢5年後の自分へ～私の健康宣言」
講演会後、参加者自らが「健康づくり」「食育」「歯科口腔」のキーワードに
沿った5年後の健康な自分を目指した健康宣言をする。

50人
白井市役所健康課
047-492-1111

140 食育月間の周知 6月 富里市 ― 一般 広報による普及・啓発 市の広報紙を使い、食育月間の周知 ―
富里市産業経済課
　0476-93-4943

141 富里すいかまつり
6月14日

9時00分～14時30分
富里市

富里中央公民館及び
前駐車場

一般 イベント（食育フェア等） すいかにまつわるユニークなイベント・すいかや新鮮な地元野菜の即売 10,000人
富里市産業まつり実行委員会事務局
0476-93-4943

142 食育月間の周知 6月 酒々井町 酒々井町保健センター 一般 広報による普及・啓発 町の広報誌を使い、食育月間の周知 町民約1,000人
酒々井町健康福祉課（保健センター）
043-496-0090

143 旬のふれあい親子料理教室 6月13日 酒々井町 中央公民館調理室 親子 料理教室・体験事業等
年長児・小学生を対象に食育についてのと旬講話の食材を使った調理実
習

12組
（24人）

酒々井町健康福祉課（保健センター）
043-496-0090

144 ヘルスアップセミナー 6月24日 酒々井町 中央公民館調理室 一般 料理教室・体験事業等 食事バランスガイドについての講話と調理実習 12人
酒々井町健康福祉課（保健センター）
043-496-0090

145 広報さかえ　健康よろず版 6月 栄町 ― 一般 広報による普及・啓発 町の広報誌を使い、減塩について普及啓発 ―
栄町健康保険課
0476-33-7707

146 予約体験 楽しい太巻き寿司 6月6，7日 栄町 県立房総のむら 一般 料理教室・体験事業等
千葉県で冠婚葬祭など多くの人をもてなすときにつくられた太巻き寿司
で、最近盛んにつくられるようになったもののうち、｢びわ」をつくり、持ち
帰ります。料金は一人800円。

10人
県立房総のむら
0476-95-3333
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147 実演･展示 らっきょう漬け 6月12日 栄町 県立房総のむら 一般 食育に関する展示 らっきょうの塩漬けと本漬けの方法を実演します。 ―
県立房総のむら
0476-95-3333

148 大人のための食育講座 6月14日 栄町 ふれあいプラザさかえ 一般 料理教室・体験事業等
「野菜を上手に食べてダイエット」をテーマに栄養ミニ講話及び調理実習
を実施

20人
栄町健康保険課
0476-33-7707

149 ママ喫茶 6月19日 栄町 ふれあいプラザさかえ 親子 料理教室・体験事業等 栄養バランスのよい昼食メニューの紹介と試食 20人
栄町健康保険課
0476-33-7707

150 実演･展示 梅干作り 6月21日 栄町 県立房総のむら 一般 食育に関する展示 塩漬け、しそ漬けの工程を行います。 ―
県立房総のむら
0476-95-3333

151 予約体験 ばらっぱ饅頭作り 6月21日 栄町 県立房総のむら 一般 料理教室・体験事業等
小麦を挽いた粉をこねて餡を包んで丸め、サルトリイバラの葉にのせ、ふ
かした饅頭をつくります。その場で食べられますが、持ち帰りはできませ
ん。午前午後の２回、一人400円。

各5人
県立房総のむら
0476-95-3333

152 実演･展示 そば打ち 6月25日 栄町 県立房総のむら 一般 食育に関する展示
基本となる二八そばのほか、季節に応じた変わりそばなどのそば打ちを
実演します。

―
県立房総のむら
0476-95-3333

153 予約体験 手打ちそば 6月26，27日 栄町 県立房総のむら 一般 料理教室・体験事業等
そば粉に水を加え、入念に練り上げてコシが強く喉ごしのよい手打ちそば
をつくり、持ち帰ります。「そば打ち」の体験と内容は同じですが、「手打ち
そば」では、ゆで方も覚えられます。各日１回、料金は１組1,400円。

各回2組
(1組5人ま
で)

県立房総のむら
0476-95-3333

154 予約体験 そば打ち 6月28日 栄町 県立房総のむら 一般 料理教室・体験事業等
そば粉に水を加え、入念に練り上げてコシが強く喉ごしのよい手打ちそば
をつくり、持ち帰ります。各日３回、料金は１組1,400円。

各回2組
(1組5人ま
で)

県立房総のむら
0476-95-3333

155 水郷佐原あやめまつり 6月 香取市 水郷佐原水生植物園 一般 イベント（食育フェア等） 地元農産物等の販売など 約5万人
水郷佐原水生植物園
0478-56-0411

 
印
旛
地
域

　
香
取

0478-56-0411

156 食育月間の周知 6月 香取市 各保育所 その他 広報による普及・啓発 家庭配布用献立を使用し、食育月間を周知
園児保護者
1430人

香取市子育て支援課
0478-50-1257

157 食育月間の周知 6月15日 香取市 ― 一般 広報による普及・啓発 市の広報誌を使い、食育月間を周知 32,300部
香取市健康づくり課
0478-50-1235

158 食生活改善推進員研修会 6月15日 香取市 佐原保健センター 一般 料理教室・体験事業等 生活習慣病予防の講話と調理実習
推進員
30人

香取市健康づくり課
0478-50-1235

159 ヘルシークッキング 6月18日 香取市 佐原保健センター 一般 講演会・研修会 食品衛生、調理の基本の講話を実施
受講者
30人

香取市健康づくり課
0478-50-1235

160 食生活改善推進員研修会 6月23日 香取市 小見川福祉センター 一般 料理教室・体験事業等 生活習慣病予防の講話と調理実習
推進員
30人

香取市健康づくり課
0478-50-1235

161 梅ジャムづくり教室 6月27日 香取市 道の駅くりもと紅小町の郷 一般 料理教室・体験事業等 旬の梅を使って爽やかな酸味の梅ジャムの調理体験 10人程度
道の駅くりもと紅小町の郷
0478-70-5151

162 梅干しづくり教室 6月27日 香取市 道の駅くりもと紅小町の郷 一般 料理教室・体験事業等 旬の梅を使って自家製梅干しの調理体験 10人程度
道の駅くりもと紅小町の郷
0478-70-5151

163 男の料理教室 6月30日 香取市 山田公民館 一般 料理教室・体験事業等 男性を対象に調理実習を実施
男性
20人

健康づくり課
0478-50-1235

164 野菜とふれあう 6～2月 香取市 各保育所 子ども 料理教室・体験事業等
保育所3歳以上児を対象に、給食で使用する野菜の筋とりなどを
とおして食への関心を高める

園児715人
香取市子育て支援課
0478-50-1257

165 給食展示 通年 香取市 各保育所 その他 食育に関する展示 実施献立を展示し、保護者への啓発をはかる
園児保護者
1430人

香取市子育て支援課
0478-50-1257

取
地
域
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166
県民の日海匝地域行事さんさん
フェスタ２０１５

6月7日
10時00分～14時00分

銚子市
千葉科学大学マリーナキャン

パス（銚子市）
一般 イベント（食育フェア等） 子ども向け職業展示・体験（含む農水産業）、地域の味名産品の販売 2500人

県民の日海匝地域行事実行委員会
0479-62-0261

167 風の市
2015/6/9

10時00分～14時00分
銚子市 イオン銚子風の広場 一般 イベント（食育フェア等） 生産者と一緒に地元の野菜の即売会 ―

みどりの大地
0479-26-3214

168 マグロ解体ショー
6月21日

13時30分～14時00分
銚子市 ウオッセ２１ 一般 イベント（食育フェア等） マグロ解体ショーと丸ごと試食 ―

ウオッセ２１
0479-25-4500

169 風の市
6月23日

10時00分～14時00分
銚子市 イオン銚子風の広場 一般 イベント（食育フェア等） 生産者と一緒に地元の野菜の即売会 ―

みどりの大地
0479-26-3214

170 「ＷＡＳＨＯＫＵの日」 6月 旭市 旭市内各小・中学校（20校） 子ども 学校給食を活用した食育
季節やその月の行事にちなんだ給食を月に一度提供。今月は「県民の
日」に合わせ、千葉県の郷土料理や特産物を紹介。当日は給食時放送
や給食だよりで周知。

市内小・中学
校児童生徒
約5200人

旭市第一学校給食センター
0479－62－0366

171 親子クッキング 6月20日 旭市 いいおかユートピアセンター 親子 料理教室・体験事業等
小学生親子を対象に、市の特産物である「トマト」のハウス見学と「トマト」
を使った料理教室を開催

18組（36人）
旭市農水産課
0479－68-1174

172 父の日プレゼント
6月21日

9時30分～
匝瑳市 ふれあいパーク八日市場 一般 イベント（食育フェア等）

当日2,000円以上のお買い上げレシート持参のお父さん先着300人に花
苗プレゼント

300人
ふれあいパーク八日市場
0479-70-5080

173 食育ツアー参加 6月 東金市 第1.5保育所（年長児） 子ども 料理教室・体験事業等 カスミ(スーパーマーケット）での食育ツアーに参加。 54名
東金市子育て支援課保育係
0475-50-1203

174 保育参加(試食会） 6月 東金市 各保育所(公立2箇所） 親子 学校給食を活用した食育 保育所の給食を試食。 294名
東金市子育て支援課保育係
0475-50-1203

　
山
武
地
域

　
海
匝
地
域

0475-50-1203

175 カレーライス作り 6月 東金市 各保育所(公立4箇所年長児） 子ども 料理教室・体験事業等 カレー作りに挑戦。 104名
東金市子育て支援課保育係
0475-50-1203

176 米とぎに挑戦 6月 東金市 各保育所(公立5箇所年長児） 子ども 料理教室・体験事業等 年長児が米とぎに挑戦。 138名
東金市子育て支援課保育係
0475-50-1203

177 玉ねぎの皮むき・ピーマンの種取 6月 東金市 第1．２．３保育所 子ども 料理教室・体験事業等 玉ねぎの皮むき、ピーマンの種取に挑戦。 85名
東金市子育て支援課保育係
0475-50-1203

178 そら豆の皮むき 6月 東金市 各保育所(公立5箇所） 子ども 料理教室・体験事業等 おやつのそら豆の皮むき。 138名
東金市子育て支援課保育係
0475-50-1203

179 じゃが芋堀り 6月 東金市 各保育所(公立4箇所） 子ども 料理教室・体験事業等 各保育所にてじゃが芋堀りをし、じゃが芋クッキングに挑戦。 359名
東金市子育て支援課保育係
0475-50-1203

180 行事食の給食 6月 東金市 各保育所(公立5箇所） 子ども 学校給食を活用した食育 時計ご飯・かえるパン 480名
東金市子育て支援課保育係
0475-50-1203

181 カレーライスバイキング 6月 東金市 各保育所(公立5箇所） 子ども 学校給食を活用した食育 バイキングを楽しもう。 359名
東金市子育て支援課保育係
0475-50-1203

182 おにぎり作り 6月 東金市 第2保育所 子ども 料理教室・体験事業等 親子でおにぎり作り（保育参加にて） 97名
東金市子育て支援課保育係
0475-50-1203

183 ゼリー作り 6月 東金市 第3保育所 子ども 料理教室・体験事業等 ゼりー作りに挑戦。 18名
東金市子育て支援課保育係
0475-50-1203

184 男性料理同好会「二金会」 6月12日 東金市
東金市保健福祉センター

（ふれあいセンター）
一般 料理教室・体験事業等

男性料理同好会「二金会」では、毎月、健康づくりと食の自立を目的に、
食生活改善推進員の指導により調理実習を行っています。
（入会希望の方はお問合せください）

二金会会員
30名

東金市健康増進課成人保健係
0475-50-1174
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185 男性料理教室 6月19日 東金市
東金市保健福祉センター

（ふれあいセンター）
一般 料理教室・体験事業等

男性の食の自立を目的に、市内成人男性を対象に料理教室を開催しま
す。当日は食生活改善推進員がサポートし、栄養士による調理の基本や
献立の組み合わせ方等の講話も行います。（主催：東金市食生活改善協
議会）

申込者
約30名

東金市健康増進課成人保健係
0475-50-1174

186 男性料理同好会「金四朗の会」 6月26日 東金市
東金市保健福祉センター

（ふれあいセンター）
一般 料理教室・体験事業等

男性料理同好会「金四朗の会」において、調理の基本や健康によい献立
の組み合わせ方について、食生活改善推進員による調理指導や、栄養
士による講話を行います。（入会希望の方はお問合せください）

金四朗の会
会員32名

東金市健康増進課成人保健係
0475-50-1174

187 ＪＡ山武郡市スイカ共進会 6月27日 大網白里市 ＪＡ山武郡市　緑の風大網店 一般 その他 一般審査員によるスイカの食味審査 50人
ＪＡ山武郡市 販売開発部
0475-82-3531

188 九十九里通学合宿 6月17日～20日 九十九里町 九十九里中央公民館 子ども その他
異年齢の子どもたちが、親元を離れ、地域の公民館等で2泊から5泊程度
宿泊し、日常の基本（食材の買い出し、食事の支度、清掃、洗濯など）を
自分たちで行いながら通学する。

未定
九十九里町教育委員会
0475-70-3192

189 米粉料理教室 8月27日 芝山町 芝山福祉センター その他 料理教室・体験事業等 町民を対象に米粉の普及・利用拡大を目的とした料理教室の開催 25人
芝山町　保健センター
0479-77-1891

190 食育月間及び地産地消の周知 6月 横芝光町 町内全世帯配布 一般 広報による普及・啓発
町の広報誌を使い、食育月間の周知と町の特産食材を使ったレシピ（１
品）を掲載。

町民
横芝光町健康管理課
0479‐82‐3400

191 離乳食教室（さくらんぼクラブ） 6月2日 横芝光町 健康づくりセンター「プラム」 親子 その他
生後２ヵ月～１歳児の親子を対象に、離乳食についての講話と試食の提
供。また、乳児期からの望ましい食生活などについて啓発をする。

30組
横芝光町健康管理課
0479‐82‐3400

192
１歳６ヵ月児健康診査における健康
教育

6月5日 横芝光町 健康づくりセンター「プラム」 親子 その他
１歳６ヵ月児の食生活の個別相談と「早寝・早起き・朝ごはん」の啓発リー
フレットを配布。また、食生活改善推進員による手作りおやつの試食提供
を実施。

30組
横芝光町健康管理課
0479‐82‐3400

193 ２歳児歯科健診における健康教育 6月11日 横芝光町 健康づくりセンター「プラム」 親子 その他
２歳児歯科健診受診者に、幼児期からの望ましい食生活、生活リズムや
おやつのとり方等、個別栄養相談を実施。

30組
横芝光町健康管理課
0479‐82‐3400

　
山
武
地
域

おやつのとり方等、個別栄養相談を実施。 0479‐82‐3400

194 横芝中学校（食育講話会） 6月12日 横芝光町 横芝光町立横芝中学校 子ども 講演会・研修会 横芝中学校の生徒を対象に食育について講話を実施。 380人
横芝光町健康管理課
0479‐82‐3400

195 日吉保育園（食育講話会） 6月26日 横芝光町 日吉保育園 一般 講演会・研修会 日吉保育園の保護者を対象に食育について講話を実施。 30人
横芝光町健康管理課
0479‐82‐3400

196
生涯学習講座「親子チャレンジセミ
ナー」

6月28日 横芝光町
横芝光町町民会館前畑

及び
横芝光町体育館

親子 料理教室・体験事業等
親子でとうもろこし・ジャガイモ収穫＆軽スポーツにチャレンジ！

参加対象：小学１年から６年親子　定員：２５組
親子25組

横芝光町社会文化課
0479‐84‐1358

197 男性のための料理教室 6月6日 茂原市 茂原市保健センター 一般 料理教室・体験事業等 市内在住の男性を対象に魚を使った料理教室を開催 20人
茂原市保健センター
0475-25-1725

198 保育所手洗い教室 6月9，22，.23日 白子町
白子町立関保育所、南白亀保

育所、白潟保育所
子ども 食育授業

保育所年長児を対象に、正しい手洗い・うがいを身につけ、習慣づける教
室を開催

52人
白子町保健福祉課健康づくり係
0475-33-2179

199 大原漁港の朝市
6月7日

8時00分～11時00分
いすみ市 大原漁港荷捌所（いすみ市） 一般 イベント（食育フェア等）

生鮮魚介類、干物、生鮮野菜、果物などの地元特産物を豊富にそろえて
おり、場内で購入した海産物等をその場で食べれるバーベキューも実
施。

3000人
港の朝市運営委員会
（いすみ市商工会内）
0470-62-1191

200 大原漁港の朝市
6月21日

8時00分～11時00分
いすみ市 大原漁港荷捌所（いすみ市） 一般 イベント（食育フェア等）

生鮮魚介類、干物、生鮮野菜、果物などの地元特産物を豊富にそろえて
おり、場内で購入した海産物等をその場で食べれるバーベキューも実
施。

4000人
港の朝市運営委員会
（いすみ市商工会内）
0470-62-1191

201 太東崎燈台の売店開店
土・日・祭日

9時00分～15時00分
いすみ市 いすみ市太東崎燈台 一般 イベント（食育フェア等）

地産地消野菜、お土産品の販売等
雨天、強風等天候の悪い日は閉店します。

―
NPO法人太東崎燈台クラブ（担当 成澤）
090-7909-5726

202 梅収穫体験 6月6日，13日 大多喜町 大多喜県民の森 一般 料理教室・体験事業等
県民の森に植栽されている梅の果実の収穫体験
＊事前に電話予約ください参加費：500円

各日10人 大多喜県民の森0470-82-3110

203 食育月間の周知 6月 御宿町 御宿保育所、岩和田保育所 親子 広報による普及・啓発 保育所の給食だよりを使い。食育月間の周知をした
児童110人と
保護者

御宿町保健福祉課
　0470-686717

　
夷
隅
地
域

　
長
生
地
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域
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204 石窯パン作りに挑戦！
6月3，7，16日

10時00分～13時00分
館山市 内浦山県民の森（館山市） 一般 料理教室・体験事業等

レンガの石窯でパン作りに挑戦してみましょう。
生地作りから始め、こねた生地を一人分ずつ土鍋に入れて石窯で焼きま
す。

各15名
事前予約

内浦山県民の森
04-7095-2821

205 石窯パン作りに挑戦
6月20日

10時00分～13時00分
館山市 館山野鳥の森（館山市） 一般 料理教室・体験事業等 レンガの石窯でパン作りに挑戦してみましょう。

20名
事前予約

館山野鳥の森
0470-28-0166

206 日曜マルシェ
毎月第1日曜日

9時00分～14時00分
館山市 館山市 一般 イベント（食育フェア等） 若手生産グループによる化学肥料不使用野菜等の販売 ―

南房総オーガニック
090-5305-1779

207 びわ狩り 6月 南房総市 市内びわ農園 一般 料理教室・体験事業等 びわ狩り30分食べ放題 約10000人
道の駅とみうら枇杷倶楽部
0470-33-4611

208 びわ狩り 6月 南房総市 市内びわ農園 一般 料理教室・体験事業等 びわ狩り30分食べ放題 約800人
道の駅富楽里とみやま
0470-57-2601

209 さつま芋の苗さし 6月2日 南房総市 丸山地区にある芋畑 親子 料理教室・体験事業等
乳幼児とその保護者が老人クラブの人たちと一緒にさつま芋の苗さしを
行います。

30人
南房総市教育委員会子ども教育課　子
育て支援センター
0470-40-5111

210 ふれあい食育教室（南小） 6月11日 南房総市 南房総市立南小学校 親子 食育授業
小学生と保護者を対象に、食事や間食についての講話・おやつの買い物
ゲームを行います。

約25人
南房総市健康支援課
  0470-36-1152

211 ヘルスサポーター事業 6月19日 南房総市 南房総市富山中学校 子ども 食育授業
中学生を対象に、生活習慣病予防についての講話・地元の食材を使った
郷土料理の調理実習を行います。

約30人
南房総市健康支援課
  0470-36-1152

212 もぐもぐ教室 6月23日 南房総市 子育て支援センター 親子 料理教室・体験事業等 乳幼児を持つ保護者を対象に、離乳食の講話と調理実習を行います。 10人
南房総市教育委員会子ども教育課　子
育て支援センター
0470-40-5111
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0470-40-5111

213 食育月間の周知 6月 鴨川市 ― 一般 広報による普及・啓発 市の広報誌を使い、食育月間を周知 ―
鴨川市健康推進課
04－7093－7111

214 地区伝達講習会 6月 鋸南町
町内各地区コミュニティ

センター等
一般 料理教室・体験事業等 一般町民を対象に、減塩をテーマとした講義と減塩メニューの体験 町民約150人

鋸南町保健福祉課
0470-50-1171

215 房州びわ販売促進キャンペーン
6月13，14日

9時00分～17時00分
木更津市 イオン木更津店 一般 イベント（食育フェア等） びわの試食、販売、PR等 ―

千葉県農林水産部生産振興課
043-223-2872

216
知っていますか？おやつの適量（食
の啓発活動）

6月13日 木更津市 イオンタウン木更津請西 一般 イベント（食育フェア等） 市民を対象に、食育の普及・啓発をするためのイベントを開催する 市民240人
木更津市健康推進課
0438－23－1300

217 木更津マルシェ 6月14日 木更津市
イオンモール木更津　1階

ライブパーク前広場
一般 イベント（食育フェア等） 地元産農林水産物のPR及び地産地消の推進を目的とした販売イベント

市民
約5,000人

木更津市農林水産課
0438-23-8445

218 食育月間の周知 6月 君津市 君津市立保育園 親子 広報による普及・啓発 給食だよりにて食育月間を周知 約1000人
君津市児童家庭課
0439-56-1526

219 栄養士による食育指導 6月 君津市 君津市立保育園 子ども 食育授業 年中児・年長児を対象として食育紙芝居を行う 約500人
君津市児童家庭課
0439-56-1526

220 食育月間の周知 6月 君津市 ― 一般 広報による普及・啓発 市のホームページを使い、食育月間の周知
市民約
89,000人

君津市健康づくり課
　0439-57-2233

221 ジャガイモ収穫祭
6月20日

（予備日6月21日）
君津市 君津市上湯江地先 一般 料理教室・体験事業等

収穫袋（5Kg程度）を購入し、詰められるだけのじゃがいもを収穫し、持ち
帰ることができます。※内容の変更の可能性がありますので、事前に事
務局へ問合せください。

250組
要予約

君津市認定農業者協議会事務局
0439-56-1672
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222 食育月間の周知 6月 富津市 富津市立公立保育所 親子 広報による普及・啓発 給食だよりにて食育月間の周知 約250人
富津市子育て支援課
0439-80-1312

223 たべもの教室 6月上旬 富津市 佐貫保育所 子ども 食育授業 食べ物の名前や食事のマナーなどについて 11人
富津市子育て支援課
0439-80-1312

224
環南みんなの楽校「そら豆の収穫
体験とピザ作り」

6月7日
9時30分～15時30分 富津市 富津市立旧環南小学校 一般 料理教室・体験事業等

学校園の畑で育てたそら豆でおいしいスープを作ります。ピザは生地作り
から挑戦。新緑の「もみじロード」ハイキングも。

40名
（要予約）

ＮＰＯ法人　千葉自然学校
043-227-1703

225
環南みんなの楽校「ジャガイモの収
穫体験と川遊び」

6月21日
9時30分～15時30分 富津市 富津市立旧環南小学校 一般 料理教室・体験事業等

学校園の畑で育てたジャガイモを自分で作るバターで食べよう！生き物
がすむ志駒川でわんぱくに遊ぼう。

40名
（要予約）

ＮＰＯ法人　千葉自然学校
043-227-1703

226
子育て講座
（親子でたべもの教室）

6月25日 富津市 佐貫保育所 親子 その他 親子で食べ物について学び、保育所の給食を試食します。 25人
富津市子育て支援課
0439-80-1312

227 とうもろこし農作業体験 6月13日 袖ヶ浦市 圃場(袖が浦市永吉) 一般 料理教室・体験事業等 一般消費者を対象に、｢とうもろこし｣の雑草取り体験を開催 30人
君津農業事務所 改良普及課
0438-23-0299

228 ゆりの里「菖蒲まつり」の開催 6月13日（土） 袖ヶ浦市
袖ケ浦市農畜産物直売所

「ゆりの里」
一般 イベント（食育フェア等）

朝採りゆでトウモロコシ、焼きトウモロコシ、野菜つめ放題、杵つき餅、生
産者による農畜産物の販売などのイベントを実施

市民等約
2,000人

袖ケ浦市農畜産物直売所「ゆりの里」
0438-60-2550

229

そ
の
他

第10回食育推進全国大会inすみだ
2015のブース出展・出演

6月20，21日 墨田区 墨田区総合体育館 一般 イベント（食育フェア等）
JAちば東葛西船橋葉物共販組合と板良敷信子氏によるブース出展と、
西船なな姫ちゃんと横洲かおる氏によるミニステージ出演

―
船橋市健康政策課
047-436-2413

　
君
津
地
域

13


