
平成２７年度「ちばを食べよう！ちばの食育月間」の取組一覧

No 地域 名称（事業名・イベント名）
開催日または

開催期間
対象 区分 内　　容

参加予定
人数

問合せ先

1 千産千消デー 11月 千葉県 ―
職員

子ども
学校給食を活用した食育

市町村あるいは、学校ごとに１１月の１ヶ月間の内１日を「千産千消
デー」とし、地場産物を活用した学校給食を実施するとともに、それを活
用した食に関する指導を実施する。実施報告書を県教育委員会のホー
ムページに掲載する。

県内
公立学校
給食実施校

千葉県教育庁教育振興部
学校安全保健課
043-223-4095

2

野菜たっぷりのメニュー提供
～野菜をたくさん摂ってバラ
ンスの良い食事を心掛けま
しょう。～

11月 千葉市
県庁20階レストラン

黎明
中庁食堂・売店

一般 その他
野菜摂取量の目標とされる350グラム（大人1日当たり）のおよそ半分以
上の野菜を1食で摂れるメニューを提供します。

―
千葉県庁生活協同組合
043-223-4668

3
料理教室
（ふるさと農園の体験教室）

11月13日 千葉市 ふるさと農園 一般 料理教室・体験事業等 旬の秋野菜を使った料理教室を開催
事前申し込
み後抽選

24人

千葉市ふるさと農園
043-257-9981

4
千葉県農林総合研究セン
ター公開デー

11月14日 千葉市
千葉県農林総合研究

センター
一般 イベント（食育フェア等）

農業に関する研究成果を一般県民向けに分かりやすく紹介する、食育ク
イズなども実施

約2,000人
千葉県農林総合研究センター
043-291-0151

5 千葉県　健康づくり提唱のつどい 11月19日 千葉市
三井ガーデンホテル

千葉
一般 講演会・研修会

●主催：（公社）千葉県栄養士会　協力：ヤクルト
●（１）理化学研究所　辨野　義己先生『「腸内生活」で元気なカラダを手
に入れよう！」（２）神奈川県立保健福祉大学学長　中村　丁次先生「健
康づくり、まず食卓を見直そう」

250人
（うち一般
100人）

千葉県ヤクルト販売株式会社
広報室
043-311-8960

6 健康ちば推進県民大会 11月21日 千葉市
千葉市生涯学習

センター
一般 講演会・研修会

｢元気力を高め、健康寿命を延ばそう！｣をテーマとし、日頃の食事や運
動など、健康寿命を延ばすために役に立つ講演や健康測定イベント。
大会ホームページ
http://www.pref.chiba.lg.jp/kenzu/event/kenmintaikai.html

事前申込
定員300人

千葉県健康福祉部
健康づくり支援課
043-223-2661

7 プラチナ食事セミナー
11月13，20日

12月4日
千葉市 星久喜公民館 60歳以上 料理教室・体験事業等

血圧・体力測定、食事状況調査、
調理実習、簡単筋力トレーニング
・脳トレーニング

20人
千葉市星久喜公民館
043-266-4392

8 房総太巻き寿司作り 11月2日 千葉市 犢橋公民館 一般 料理教室・体験事業等 千葉県の郷土料理「房総太巻き寿司」の調理・製作 15人
千葉市犢橋公民館
043-259-2958

9
子どもチャレンジ
～つくって食べ隊Ⅱ～

11月7日 千葉市 こてはし台公民館 子ども 料理教室・体験事業等 お弁当づくり 20人
千葉市こてはし台公民館
043-250-7977

10 クリスマスお菓子づくり 11月14日 千葉市 稲毛公民館 小学生 料理教室・体験事業等 クリスマスのお菓子を作る。 20人
千葉市稲毛公民館
043-243-7425

11 小学生の郷土料理教室 11月25日 千葉市 更科公民館
更科小5年生

と保護者
（限定）

料理教室・体験事業等 太巻き寿司作り 30人
千葉市更科公民館
043-239-0507

12 健康料理教室 11月 千葉市 白井公民館 成人 料理教室・体験事業等 調理実習 16人
千葉市白井公民館
043-228-0503

13 名人に聞くそば打ち入門 11月21日 千葉市 大宮公民館 成人 料理教室・体験事業等 基本的なそばの打ち方を学び、料理する楽しさを体験する 10人
千葉市大宮公民館
043-265-2284

14 子ども料理教室 11月下旬 千葉市 みつわ台公民館 小学生 料理教室・体験事業等 お菓子づくりや簡単な料理づくりを通して食について学ぶ 20人
千葉市みつわ台公民館
043-254-8458

※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。事前にお問い合わせください。

実施場所
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15 そば打ち入門教室 11月25日 千葉市 桜木公民館
20歳以上の

成人
料理教室・体験事業等 そば打ちの技法の習得 8人

千葉市桜木公民館
043-234-1171

16
料理で食と農を知る！「米粉
で美味しい焼きリンゴケーキ
作り」

11月中旬 千葉市 椎名公民館
小学校

4～6年生
料理教室・体験事業等 米粉と献立の説明・調理実習及び試食 16人

千葉市椎名公民館
043-292-0210

17
わくわくカレッジ
―イタリアンピザ料理―

11月15日 千葉市 南部青少年センター
16歳以上の

市民
料理教室・体験事業等

イタリアンピザ料理の学習を通して、健康への関心・理解と仲間づくりを
促進する。

24人
千葉市南部青少年センター
043-264-8995

18 初歩の太巻きずし教室 11月下旬 千葉市 幕張西公民館 一般 料理教室・体験事業等 太巻きずし作り 20人
千葉市幕張西公民館
043-272-2733

19 第４８回習志野市農業祭 11月14，15日 習志野市 袖ヶ浦運動公園 一般 イベント（食育フェア等） 野菜卸売会・農産物共進会・模擬店 20,000人

千葉みらい農業協同組合
習志野支店：047-454-0191
習志野市農政課
047-453-9217

20 育児講座 11月4日 習志野市 大久保公民館 親子 講演会・研修会 乳児を持つ保護者に向けて離乳食の進め方と食育について講義を実施 20人
習志野市健康支援課
047－453－9302

21 ヘルシーライフ料理教室 11月27日 習志野市 大久保公民館 一般 料理教室・体験事業等
健康づくり推進員主催の調理実習。
「バランスの良い食事」をテーマとした実習と講義

20人
習志野市健康支援課
047－453－9302

22 地産地消献立の提供 11月 市原市
市内学校給食共同調

理場
子ども 学校給食を活用した食育 千葉県産の食材を多く取り入れた献立を提供する。

児童・生徒
約23,000人

市原市教育委員会
学校保健課
0436-23-9847

23 クリスマス料理 11月18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

クリスマスのメイン料理、ローストビーフを家庭で簡単に作れる方法を学
ぶ。

12人
市原市市民活動支援課
0436-23-9801

24 お箸の使い方 11月 市原市 公立17保育所 子ども 食育授業 3歳児を対象に、お箸の正しい持ち方と使い方の練習を実施する
入所児童
約400人

市原市役所　子育て支援部
保育課
0436-23-9829

25 離乳食教室（カミカミ期） 11月12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か月児と保護者を対象に離乳食の進め方と試食。（食事の目安量と
噛む力を育てる。）

12組
市原市保健センター
0436－23-1187

26 マタニティクック 11月10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週未満の妊婦を対象に妊娠中の料理の工夫とポイントを知
る。離乳食づくりに導く。

15人
市原市保健センター
0436－23-1187

27 あかちゃんからの食育講座 11月24，26日 市原市 市原市保健センター 親子 料理教室・体験事業等
3～4か月児と保護者を対象に離乳食の開始と進め方。（あかちゃんから
の食育）

60組
市原市保健センター
0436－23-1187

28 農林業まつり 11月14，15日 市原市 市原市農林業振興課 一般 イベント（食育フェア等）
市原市特産品の共進会・展示即売、農業者による対面販売、関係団体
による各種模擬店等

市民約
32,000人

市原市農林業振興課
0436－36-4187

29
桜祭（県立鶴舞桜が丘高等
学校文化祭）

11月14日 市原市
県立鶴舞桜が丘

高等学校
一般 イベント（食育フェア等） 農産物の販売 ―

県立鶴舞桜が丘高等学校
0436-88-3211
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No 地域 名称（事業名・イベント名）
開催日または

開催期間
対象 区分 内　　容
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※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。事前にお問い合わせください。

実施場所

30 あずの里感謝祭 11月7，8日 市原市 市原市農林業振興課 一般 イベント（食育フェア等） 農林産物・加工品等の販売など。
市民

約2,000人
道の駅あずの里いちはら
0436－36-4187

31 加茂産直まつり 11月22日 市原市 市原市農林業振興課 一般 イベント（食育フェア等） 農林産物・加工品等・草花の販売、おもちの販売など。 市民約200人
ＪＡ市原市高滝営農センター
0436－36-5811

32 洋菓子教室 11月5日 市原市 市原市立八幡公民館 一般 料理教室・体験事業等 家庭でも活かせる簡単な菓子作りを学ぶ料理教室を開催 20人
市原市立八幡公民館
0436-41-1984

33 秋の健康料理 11月6日 市原市 市原市立加茂公民館 一般 料理教室・体験事業等 秋の食材を活かした健康料理教室を開催 16人
市原市立加茂公民館
0436-98-0033

34 郷土太巻き寿司（秋） 11月6日 市原市 市原市立辰巳公民館 一般 料理教室・体験事業等 千葉の郷土料理を代表する太巻き寿司を作る料理教室を開催 20人
市原市立辰巳公民館
0436-74-8521

35 いきいきサロン 11月11日 市原市 市原市立市津公民館 その他 料理教室・体験事業等 みんなで作って食べる料理教室を開催（募集終了） 20人
市原市立市津公民館
0436-74-5516

36 おもてなし料理 11月11日 市原市 市原市立南総公民館 一般 料理教室・体験事業等 年末に向けて、簡単で豪華に見える料理を作る料理教室を開催 24人
市原市立南総公民館
0436-92-0039

37 男の手作りパン 11月15日 市原市 市原市立五井公民館 一般 料理教室・体験事業等 美味しいパン作り教室を開催(対象は成人男性） 16人
市原市立五井公民館
0436-22-2121

38 アジアの食と文化 11月24日 市原市
市原市立国分寺

公民館
一般 料理教室・体験事業等 アジアの文化を学び、キムチを作る料理教室を開催 16人

市原市立国分寺公民館
0436-24-1600

39 男のそば打ち 11月25日 市原市
市原市立国分寺

公民館
一般 料理教室・体験事業等 本格そば打ちを楽しむ体験料理教室を開催（対象は成人男性） 16人

市原市立国分寺公民館
0436-24-1600

40 お家でシェフの味 11月29日 市原市 市原市立五井公民館 一般 料理教室・体験事業等 家庭でおいしいフレンチを作る料理教室を開催 20人
市原市立五井公民館
0436-22-2121

41
食育推進事業「めざせ！食
の達人　農業の先生とのふ
れあい授業」

主に平成27年
10月～11月

八千代市 市内小学校 子ども 食育授業

市内小学校の３年生を対象に，子ども達が食べものを大切にするこころ
を身につけ，健全な心身を育むことを目的に，市内農業生産者をゲスト
に招き，担任教諭・栄養教諭または学校栄養職員が連携して食育授業
を実施予定（11月は市内小学校７校で授業実施予定）

約560人
やちよ食育ネットワーク協議会
事務局母子保健課
047-486-7250

42 食育月間の周知 11月 八千代市 ― 一般 広報による普及・啓発 市の広報誌、ホームページにおいて、食育月間の周知を行なう予定

市民約
195,000人
（市ホーム
ページアク
セス数　月
平均88,568

件）

八千代市母子保健課
047-486-7250

43
２～３歳児親子サークル　食
育講座

11月4日 八千代市 東南公民館 親子 料理教室・体験事業等 食育講座を行い、ちばの食育月間や共食の大切さなどについて伝える。 15組30人
八千代市母子保健課
047-486-7250

44
２～３歳児親子サークル　食
育講座

11月20日 八千代市 八千代台公民館 親子 料理教室・体験事業等 食育講座を行い、ちばの食育月間や共食の大切さなどについて伝える。 17組35人
八千代市母子保健課
047-486-7250
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45 旬の野菜レシピと健康情報
平成27年4月
15日～平成28
年3月31日

八千代市

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

一般 その他
旬（四季）の野菜レシピを配布するとともに，市ホームページにも掲載し、
健康に役立つ情報を提供する。健康教育、イベント時にはレシピをまと
めてレシピ集とし配付。

市ホーム
ページアク
セス数
月平均
88,568件
冊子配付数
月平均50部

八千代市健康づくり課
047-483-4646

46 道の駅やちよ秋の合同収穫祭 11月14日 八千代市

道の駅やちよ
（八千代ふるさとステー
ション，やちよ農業交

流センター）

一般 イベント（食育フェア等）
八千代ふるさとステーションでは，新米の食べ比べなど，やちよ農業交
流センターでは，焼いも大会や農機具の展示・乗車などを行い，地元で
取れた農産物を味わってもらったり，農業のことを知っていただく。

市民
約3,000人

八千代ふるさとステーション
047-488-6711
やちよ農業交流センター
047-406-4778

47 親子料理教室 11月15日 八千代市
道の駅やちよ・やちよ

農業交流センター
親子 料理教室・体験事業等

親子で一緒に市内産の農産物を使った料理を作っていただき，親子の
ふれあいや市内産の農産物のおいしさを知っていただく。

16組32人
やちよ農業交流センター
047-406-4778

48 シェフゆうたの『食育』家族ごはん 11月15日 八千代市
道の駅やちよ・やちよ

農業交流センター
親子 料理教室・体験事業等

子供たちに食事を食べる楽しさを料理を作ることで感じ、親子で作ること
で食を通して会話が生まれ、家族に笑顔が生まれる料理教室です
また、地元を知る機会となるよう地産地消を推奨し地元の野菜を使い、
簡単で美味しいフランス料理を楽しみながらみんなで作ります

32人
やちよ農業交流センター事務
局
047-406-4778

49 そば打ち体験教室 11月21，22日 八千代市
道の駅やちよ・やちよ

農業交流センター
一般 料理教室・体験事業等

市内産のそば粉を使って，そば打ち体験をしていただき，市内の農業に
関する理解を深めていただく。

各回8人
合計16人

やちよ農業交流センター
047-406-4778

50 「弁当の日」プロジェクト 11月23日 八千代市
道の駅やちよ・やちよ

農業交流センター
親子 料理教室・体験事業等

つくる！たべる！かたづける！“弁当の日”お子さまの「できる！を伸ば
す」料理教室開催。お弁当に対する親の気持ちや、つくる大変さを楽しく
学んで頂ける講義つき料理教室です

30人
スマイルデイズ道の駅やちよ
店
047-489-5761

51 やちよ・アグリウォークラリー 11月29日 八千代市
道の駅やちよ・やちよ

農業交流センター
一般 イベント（食育フェア等） ウォークラリーで市内の畑を巡り、畑で収穫体験を行う 100人

やちよ農業交流センター
047-406-4778

52
学校給食における千産千消
デーの実施について

11月 八千代市
単独給食校

学校給食センター
子ども 学校給食を活用した食育

学校給食に地場産物を活用するために「千産千消デー」を設定す
る。11月の一ヶ月間のうち1日を施設ごと（単独給食校・給食セン
ター）地場産物を多く取り入れた献立を実施.併せて配布用献立表
や校内放送で「千産千消デー」の周知を図る。

小中学生
教職員他
17,000人

八千代市教育委員会
保健体育課
０４７－４８１－０３０３

53 いちかわ市民まつり 11月7日 市川市 大洲防災公園 一般 イベント（食育フェア等）
学校給食の紹介（給食調理模擬体験、行事食や本となかよし給食な
どの学校給食の様子やレシピ展示）や食育クイズを行い、学校給食
と食育に関心をもってもらう。

市民
約3,500人

市川市教育委員会保健体育
課
047-383-9342

54 いちかわ市民まつり 11月7日 市川市 大洲防災公園 一般 イベント（食育フェア等） 市民まつりにおいて公立保育園が取り組んでいる食育の紹介
市民

約1,000人
市川市こども施設運営課
047-711-1792

55 いちかわ市民まつり 11月7日 市川市 大洲防災公園 一般 イベント（食育フェア等）
ロコモ予防の決め手は食事！「骨力」「筋力」をアップさせる食べ
方紹介。地場産物を取り入れたレシピ紹介。

市民
約1,000人

市川市保健部
保健センター健康支援課
047-377-4511

56 いちかわ市民まつり 11月7日 市川市 大洲防災公園 一般 イベント（食育フェア等） 市川の食育活動紹介パネルの展示
市民

約1,000人

市川市保健部
保健センター健康支援課
047-377-4511

57 ヘルスメイトの料理講習会
11月

10,12,17,19,25
日

市川市
市川市内公民館及び

保健センター
一般 料理教室・体験事業等

「いざという時の食の備え」をテーマに普段使いの食料品のそろえ
方や災害時の食べ方の講話と地場産物を取り入れたレシピの紹介

120人
市川市保健部
保健センター健康支援課
047-377-4511

58 ふなばし健康まつり 11月1日 船橋市 運動公園 一般 イベント（食育フェア等）
血圧、体脂肪、お口のバイ菌等の測定や野菜計量体験、各相談などの
ブース出展、コミュニケーションカフェ、地産地消コーナー、板おばさんの
食育講座、食育写真コンクールなど、「であい」をテーマに開催。

約5,000人

ふなばし健康まつり実行委員
会
事務局（船橋市健康政策課）
047-436-2413
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平成２７年度「ちばを食べよう！ちばの食育月間」の取組一覧

No 地域 名称（事業名・イベント名）
開催日または

開催期間
対象 区分 内　　容

参加予定
人数

問合せ先

※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。事前にお問い合わせください。

実施場所

59 船橋市農水産祭 11月8日 船橋市 船橋市地方卸売市場 一般 イベント（食育フェア等）
地元で採れる農水産物の即売会を中心に、市民に向けて広く農水産業
を紹介し、市民と農・漁業者との交流を図ることを目的としたイベントを
開催

市民約
15,000人

船橋市農水産祭実行委員会
船橋市農水産課
047-436-2490

60 船橋・野良しごと楽校8回目 11月8日 船橋市 船橋市豊富 親子 料理教室・体験事業等
1年を通した、農作業と自然を暮らしに取り入れる体験事業、全12回企画
の8回目。

80人
コープみらい千葉県本部
043-301-6682

61
食育講座「離乳食（3回食）と
歯みがきの教室」

11月11日
11月18日

船橋市
西部保健センター
東部保健センター

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

各センター
50組

船橋市保健所　地域保健課
047-409-3274

62
食育ミニ講座1歳6カ月児健
診

11月20日 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
船橋市保健所　地域保健課
047-409-3274

63
食育ミニ講座2歳6カ月児歯
科健診

11月4・16日
11月27・30日
11月20・24日

11月6日

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
全体で
約300組

船橋市保健所　地域保健課
047-409-3274

64 母子地区教育・地区健康相談 11月12日 船橋市 松が丘児童ホーム 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

全体で
約80組

船橋市保健所　地域保健課
047-409-3274

65 母子地区教育・地区健康相談 11月9日 船橋市 飯山満公民館 親子 その他 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
全体で
約40組

船橋市保健所　地域保健課
047-409-3274

66 母子地区教育・地区健康相談 11月12日 船橋市 法典グラスポ 親子 その他 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
全体で
約40組

船橋市保健所　地域保健課
047-409-3274

67 板おばさんの楽しい食育 11月20日 船橋市 前原児童ホーム 親子 講演会・研修会
テーマ「野菜と仲良くなろう！」講師によるパネルシアターなどで楽しく、
わかりやすい食育講座

50人
船橋市前原児童ホーム
047-475-5454

68 板おばさんの楽しい食育 11月5日 船橋市 松が丘児童ホーム 親子 講演会・研修会 パペットや人形を使った食育講座 40人
松が丘児童ホーム
047-463-5087

69 子育て支援講座 11月19日 船橋市 夏見児童ホーム 親子 その他 子育て支援センターの栄養士さんによる離乳食の話　栄養個別相談 10組
夏見児童ホーム
047-423-5999

70
てくてくひろば
「１・２歳頃の食事の話」

11月27日 船橋市 夏見児童ホーム 親子 その他
身体を動かして遊ぶコーナーの中で、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講話、相談。

30組
夏見児童ホーム
047-423-5999

71 離乳食講座 11月19日 船橋市 宮本第一保育園 親子 その他 栄養士による講話、離乳食の作り方、食形態展示等 30組
宮本児童ホーム
047-424-9842

72 離乳食講座　産後の食事 11月11日 船橋市 宮本児童ホーム 親子 その他 栄養士による講話、個別相談 80組
宮本児童ホーム
047-424-9842

73
巡回児童ホーム（坪井公民
館）
０・１・２歳ぽかぽか広場

11月25日 船橋市 坪井公民館 親子 その他 栄養士によるミニ講話 40組
船橋市三咲児童ホーム
047-448-2397

74 松戸市南部市場祭 11月1日 松戸市 松戸市南部市場 一般 イベント（食育フェア等）
「食育と健康それは我家の食生活から」をテーマとして、一般市民及び近
隣住民の食生活を支える卸売市場を身近に感じていただくため、地場野
菜等の販売及び各種イベントを開催

約35,000人
南部市場祭実行委員会事務
局　047-363-2222
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平成２７年度「ちばを食べよう！ちばの食育月間」の取組一覧

No 地域 名称（事業名・イベント名）
開催日または

開催期間
対象 区分 内　　容

参加予定
人数

問合せ先

※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。事前にお問い合わせください。

実施場所

75 まつど大農業まつり 11月23日 松戸市 21世紀の森と広場 一般 イベント（食育フェア等）
秋の実りに感謝し、安全・安心な松戸産農産物を味わい、「食」と「農」に
ふれあい、楽しむ

市民約
10,000人

とうかつ中央農業協同組合
047-341-5151

76 食育月間の周知 11月 松戸市 ― 一般 広報による普及・啓発 市の広報誌を使い、食育月間の周知をする ―
健康福祉政策課
047-704-0055

77 食育月間におけるパネルの展示 11月2日～6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
健康福祉政策課
047-704-0055

78 懸垂幕の掲示 11月2日～6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 ―
健康福祉政策課
047-704-0055

79
生産者の皆さんとつながって
みんなでベジタリアン♪

11月10日 松戸市 東葛組合員会館 一般 料理教室・体験事業等 生産者の皆さんと旬の野菜を使った料理を作って食べて、交流する。 25人
コープみらい千葉県本部
043-301-6682

80 関宿健康づくりフェスティバル 11月1日 野田市 関宿保健センター 一般 イベント（食育フェア等）
健康相談や様々な展示・体験等を通じた健康づくりの啓発
食生活改善推進員コーナーでの、汁物の塩分測定や展示食、食育人形
劇の公演等

市民約300人
関宿保健センター
04-7198-5011

81 栄養相談会 11月2，19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

5人
野田市保健センター
04-7125-1188

82 ヘルシークッキング教室 11月6日 野田市 野田市保健センター 一般 その他
調理実習が出来る市民を対象として『そうだ！減塩しよう！』をテーマに
管理栄養士による講話及び調理実習を実施

24人
野田市保健センター
04-7125-1188

83 栄養相談会 11月10日 野田市 関宿保健センター 一般 料理教室・体験事業等
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

3人
野田市保健センター
04-7125-1188

84 健康づくり料理講習会 11月11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、“おいしく食べる減塩料理”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

85 離乳食講習会 11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
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

86 NODA産FOODフェスタ 11月15日 野田市
清水公園

花ファンタジア駐車場
一般 イベント（食育フェア等） 野田市農産物を使用した料理スウィーツコンテスト

市民等
5,000人

NODA産FOODフェスタ事務局
 (野田商工会議所内)
04-7122-3585

87 第２回ＮＯＤＡ産ＦＯＯＤフェスタ 11月15日 野田市
清水公園　花ファンタ

ジア駐車場　特設会場
一般 イベント（食育フェア等）

9：00～15：30.　～おいしいＮＯＤＡ大集合～野田産の「地域名物食」を食
べてから、コンテスト投票。締切は14：45●「野田名物グルメ」グランプリ
結果発表15：15.　■駐車場は有料。共催：ＮＰＯ法人そい・びーんず

5,000人
実行委員会事務局：野田商工
会議所内　04-7122-3585

88 体験農業/収穫体験 11月17日 野田市 遠藤農園 親子 料理教室・体験事業等
体験農業。尾崎小学校との収穫体験。　子ども達の五感による生命、
食、農産物とのふれあいで、食教育の真の充実を目指す！

20人
ＮＰＯ法人そい・びーんず　担
当石川秀勇　04-7129-7870

89 第２回キッズ食育セミナーin野田　　 11月22日 野田市 福田公民館　調理室 親子 料理教室・体験事業等
10：00～13：30　親と子の食育・調理体験教室　＜野田の郷土食・家庭料
理体験＞　栄養バランスが良く、地元産の物で「ちば型（日本型）食生
活」の体験を。　　【今後の予定：第３回12/5。第４回12/13。】

24人
ＮＰＯ法人そい・びーんず　担
当古矢勝　080-1152-1376

90
清水祭（県立清水高等学校
文化祭）

11月7日 野田市 県立清水高等学校 一般 イベント（食育フェア等） 農産物の販売 ―
県立清水高等学校
04-7122-4581
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平成２７年度「ちばを食べよう！ちばの食育月間」の取組一覧

No 地域 名称（事業名・イベント名）
開催日または

開催期間
対象 区分 内　　容

参加予定
人数

問合せ先

※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。事前にお問い合わせください。

実施場所

91 そば打ち体験 11月3日 柏市 手賀の丘少年自然の家 一般 料理教室・体験事業等 地域の熟練者を講師に楽しくおいしいそば作りと試食の体験をする。 30人
手賀の丘少年自然の家
04-7191-1923

92 母と子のつどい

11月
4,6,9,10,13,17,
19,20,24,25,26,

27,30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：かぜ予防について，野菜プラスひと皿の工夫について
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1,000人
柏市地域健康づくり課
04-7167-1256
04-7167-1257

93
歯っぴいカムカムかしわっ子
作戦
2歳の歯☆ピカランド

11月
9，10，19，20

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

130人
柏市地域健康づくり課
04-7167-1257

94 1歳6か月児健診
11月

5,6,11,17,27日
柏市

ウェルネス柏
柏市沼南保健センター

親子 その他
個別の栄養相談
講話「生活リズムについて，３つのお皿について」

約600人
柏市地域健康づくり課
04-7167-1257

95
歯っぴいカムカムかしわっ子
作戦
保育園でピカピカ編

11月27日 柏市 柏市内の保育園 親子 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 30人
柏市地域健康づくり課
04-7167-1257

96 小学校１年生歯みがき指導
11月

12，１6，25日
柏市 柏市内の小学校 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 140人

柏市地域健康づくり課
04-7167-1257

97
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

11月
12，16，26日

柏市 柏市内の小学校 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 120人
柏市地域健康づくり課
04-7167-1257

98 3歳児健診
11月

12，13，18，24
日

柏市
ウェルネス柏

柏市沼南保健センター
親子 その他

個別の栄養相談
講話「偏食について，野菜を食べよう！」

約600人
柏市地域健康づくり課
04-7167-1257

99
ママパパ学級
　　(子育て栄養編)

11月30日 柏市 ウェルネス柏 一般 その他
講話：バランスのとれた食生活について
みそ汁塩分計測

約30人
柏市地域健康づくり課
04-7167-1257

100 糖尿病健康講座 11月28日 柏市 柏中央公民館 その他 講演会・研修会 糖尿病の重症化予防，歯周病と糖尿病についての講話 約100人
柏市地域健康づくり課
04-7167-1256

101 柏市離乳食教室 11月11，30日 柏市
柏市中央保健センター

アミュゼ柏
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

102 依頼の健康教育 11月5日 柏市 つくしが丘ふるさと会館 親子 その他
子育てサークル「ミニぽか」からの依頼
講話「離乳食の進め方」と個別相談

約20人
柏市地域健康づくり課
04-7167-1257

103 東葛レストランサミット食育授業 11月4日 柏市 大津ヶ丘第一小学校 子ども 食育授業 小学校3年生を対象とした味覚授業 62人
東葛レストランサミット事務局
担当　半田　090-7947-3070

104 食の出前授業 11月11日 柏市 柏第六小学校 子ども 食育授業 世界と日本の食料事情 60人
コープみらい千葉県本部
043-301-6682

105
安全安心な野菜が食卓に届
くまで　～こかぶちゃん物語
～②

11月17日 柏市 JAちば東葛 一般 料理教室・体験事業等 県民提案事業2回コースの2回目。フードチェーンを学ぶ。 26人
コープみらい千葉県本部
043-301-6682

106 食べてスマイルプロジェクト 11月18日 柏市 北柏幼稚園 子ども 食育授業 幼稚園年中さんを対象とした柏こかぶについての食育 約100人
食べてスマイルプロジェクト
宮下　080-1047-2425
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平成２７年度「ちばを食べよう！ちばの食育月間」の取組一覧

No 地域 名称（事業名・イベント名）
開催日または

開催期間
対象 区分 内　　容

参加予定
人数

問合せ先

※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。事前にお問い合わせください。

実施場所

107 創立４４年　玄米酵素　柏セミナー 11月19日 柏市
柏コミュニティカレッジ
柏市柏3-5-7オークビ

ル2Ｆ
一般 講演会・研修会

13：00開場。13：30～15：30。　【食生活改善健康セミナー】　※心と体が
軽くなる腸健康法～あなたの食生活が１０年後を変える～　※講師：岩
田芳之　取締本部長。　※参加費無料。　※商品販売は、一切無し。

30人
㈱玄米酵素東京支社　03-
5625-2345　（紹介：古矢　特約
店）

108 食べてスマイルプロジェクト 11月24日 柏市 くるみ幼稚園 子ども 食育授業 幼稚園年中さんを対象とした柏こかぶについての食育 約100人
食べてスマイルプロジェクト
宮下　080-1047-2425

109 学校給食残渣堆肥化 11月 柏市 市内小中学校 その他 学校給食を活用した食育 学校給食残渣から堆肥を製造するもの。 ―
柏市教育委員会
学校保健課
04-7191-7376

110 ドリームフラワープロジェクト 11月 柏市 市内12小中学校 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用いて花苗を育て，小中学校の花壇
に児童が描いたデザインどおりに苗を植え，美しい花壇をつくるもの。

314人

柏市廃棄物政策課
04-7167-1140
柏市教育委員会指導課
04-7191-7369

111 公設市場生ごみ堆肥化 11月 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

112 栄養講座 11月5日 流山市 北部公民館 一般 料理教室・体験事業等 地元の野菜を使用し、栄養バランスと減塩を考えた料理教室を開催 24人
流山市健康増進課
（保健センター内）
04-7154-0331

113
流高祭（県立流山高等学校
文化祭）

11月7日 流山市 県立流山高等学校 一般 イベント（食育フェア等） 農産物・加工品の販売　学科紹介展示 ―
県立流山高等学校
04-7153-3161

114 ＫＯＹＯ祭 11月14日 流山市
千葉県立特別支援学

校流山高等学園　本校
一般 イベント（食育フェア等）

農業コースの生徒が、校内外の６か所の畑で育てた野菜を文化祭で販
売

近隣住民等
約2,000人

千葉県立特別支援学校流山
高等学園　第二キャンパス　農
業コース　04-7141-9900

115 保健センターだよりの発行 11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
約4,300枚

我孫子市健康づくり支援課
04-7185-1126

116
保健センターだよりのメール
配信

11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。
4,500名に

送信
我孫子市健康づくり支援課
04-7185-1126

117
公立保育園子育て支援クラ
ブ　けやキッズ　合同イベント

11月5日 我孫子市 市民体育館 親子 イベント（食育フェア等）
公立保育園及び子育て支援センターのスタッフが、就学前の子どもと保
護者を対象に交流の場を作るイベントの中で、栄養士による給食人気レ
シピの紹介や食材に親しむイベントを行います。

市民の親子
150人

我孫子市保育課
04-7185-1111（内線322）

118 健康フェア 11月8日 我孫子市
生涯学習センター

アビスタ
一般 イベント（食育フェア等）

市民を対象とした健康に関するイベントにおいて健康寿命の延伸につな
がる食生活についてのパネル展示や試食の配布を行う。

市民
3,000人

我孫子市健康づくり支援課
04-7185-1126

119 第34回我孫子市農業まつり 11月21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）

農業者と市民の交流をとおして我孫子の農業への理解を深めるイベント
を開催する。イベント内の品評会では、市民投票によって農業まつり賞
を決定する。（その他各賞あり）

市民
800人

我孫子市農政課
04-7185-1111（内線511）

120 保育園での食育劇 11月16日 浦安市 当代島保育園 子ども 食育授業 「たまねぎ坊やとうんちくん」と「野菜の切り口クイズ」の食育劇を実施。 86人
浦安市健康増進課
047-381-9059

121 骨粗しょう症予防調理実習 11月26日 浦安市 健康センター 一般 料理教室・体験事業等
健康推進員による、「上手にカルシウムを摂る方法について」調理実習
と講話。

25人
浦安市健康増進課
047-381-9059

122 離乳食教室 11月5日 浦安市 健康センター 親子 講演会・研修会
離乳食の進め方の講話、手作りサンプルを見せながらグループへ説
明、質疑応答。

60人
浦安市健康増進課
047-381-9059
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平成２７年度「ちばを食べよう！ちばの食育月間」の取組一覧

No 地域 名称（事業名・イベント名）
開催日または

開催期間
対象 区分 内　　容

参加予定
人数

問合せ先

※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。事前にお問い合わせください。

実施場所

123 プレママクッキング 11月25日 浦安市 健康センター 親子 講演会・研修会 妊娠中に摂ってもらいたい栄養の講話と調理実習。 25人
浦安市健康増進課
047-381-9059

124 ステップアップクラス 11月27日 浦安市 健康センター 親子 講演会・研修会 離乳食のステップアップについて、講話・質疑応答。 40人
浦安市健康増進課
047-381-9059

125 ウェルカムベイビークラス 11月17日 浦安市 健康センター 親子 講演会・研修会 妊娠中の栄養について集団講話、グループワーク。 25人
浦安市健康増進課
047-381-9059

126 栄養相談会 11月24日 浦安市 東野児童センター 親子 その他 集団講話、個別相談の実施。 20人
浦安市健康増進課
047-381-9059

127
成田市立遠山小学校
「学校を核とした県内１０００
か所ミニ集会」

11月7日 成田市 成田市立遠山小学校 一般 講演会・研修会 「健康な体作りに必要なこと（食育）」をテーマにし、意見交換を行う。 ―
成田市立遠山小学校
0476-35-0022

128 はたけの学校～黒豆コース～① 11月14日 成田市 成田市船形 親子 料理教室・体験事業等 協同組合間提携事業の「はたけの学校～黒豆コース～」に参加 10人
コープみらい千葉県本部
043-301-6682

129
小御門祭（県立下総高等学
校文化祭）

11月14日 成田市 県立下総高等学校 一般 イベント（食育フェア等） 農産物の販売　学科学習内容展示　模擬店 ―
県立下総高等学校
0476-96-1161

130
西陵祭（県立成田西陵高等
学校文化祭）

11月21日 成田市
県立成田西陵

高等学校
一般 イベント（食育フェア等） 農産物・加工品の販売　学科学習内容展示　模擬店 ―

県立成田西陵高等学校
0476-26-8111

131 のら仕事に行こう⑦ 11月14日 佐倉市 体験農園in岩名 子ども 料理教室・体験事業等 収穫体験、植え付け体験、料理、畑作業等 15人
NPO法人千葉自然学校
043-202-7173

132 親子で畑の料理教室 11月15日 佐倉市 体験農園in岩名 親子 料理教室・体験事業等 収穫体験、料理等 30人
NPO法人千葉自然学校
043-202-7173

133 四街道市産業まつり 11月7，8日 四街道市 中央公園ほか 一般 イベント（食育フェア等） 市内農産物・商工業製品の展示・即売等 18,000人

四街道市産業まつり実行委員
会事務局
（四街道市産業振興課）
043-421-6133

134 千産千消デー献立の提出 11月 八街市 市内小中学校 子ども 学校給食を活用した食育
千葉県産の食材を多く取り入れた献立を提供する。併せて、献立表や食
育だよりで周知を図る

児童・生徒
約5,800人

八街市教育委員会
学校給食センター
043-444-1181

135
八街茶試飲会
（八街駅北口市）

11月8日 八街市 八街駅北口 一般 イベント（食育フェア等）
やぶきた種と在来種やちまたかおりの飲み比べ。また、くき茶・粉茶・くき
ほうじ茶の飲み比べをしてみる。

100人
（有）深澤製茶園
043-444-0592

136 食育授業
11月

4,6,10,11,
13,18,19,24日

八街市 市内小中学校 子ども 食育授業
給食センターの紹介、カルシウム（牛乳）のはたらき、食べ物の３つのは
たらき、朝ごはんを食べよう

児童・生徒
約440人

八街市教育委員会
学校給食センター
043-444-1181

137 やちまた教育の日 11月11日 八街市 市内小中学校 子ども 学校給食を活用した食育 小・中学校で八街中学校の生徒の献立を採用
児童・生徒
約5,800人

八街市教育委員会
学校給食センター
043-444-1181

138
平成２７年度
第３８回八街市産業まつり

11月22日 八街市
八街市立八街中学校

校庭及び体育館
一般 イベント（食育フェア等）

農産物・花植木・衣料品・日用雑貨品・工業製品・その他製品の展示及
び販売

―
八街市産業まつり実行委員会
事務局（八街市経済環境部農
政課）043-443-1402
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平成２７年度「ちばを食べよう！ちばの食育月間」の取組一覧

No 地域 名称（事業名・イベント名）
開催日または

開催期間
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参加予定
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問合せ先

※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。事前にお問い合わせください。

実施場所

139
八街茶試飲会
（八街市産業祭）

11月22日 八街市 八街中学校 一般 イベント（食育フェア等）
やぶきた種と在来種やちまたかおりの飲み比べ。また、くき茶・粉茶・くき
ほうじ茶の飲み比べをしてみる。

200人
（有）深澤製茶園
043-444-0592

140 子ども「食」教室 11月27日 八街市
八街市総合保健福祉

センター
一般 料理教室・体験事業等

「一緒に作り、食べることを楽しもう！」をテーマに幼児期の食育の大切
さを講話・調理実習を通して学ぶ

12人
八街市市民部健康管理課
043-443-1631

141 いんざい産業まつり 11月7日 印西市
ビッグホップガーデン

モール印西
一般 イベント（食育フェア等）

地元で生産される農産物・畜産物などの販売・PRを実施し、地産地消を
推進する。

約30,000人
印西市環境経済部
農政課
0476-42-5111

142 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、産直

公共機関38カ所
一般 その他 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1,100枚

印西市健康福祉部
健康増進課（中央保健セン
ター）
0476-42-5595

143
千葉県産の野菜、肉、牛乳を
使ったシチューメニューの紹
介

11月1日 富里市 ナリタヤ富里店 一般 イベント（食育フェア等）
第4回クラフトマーッケトＩＮ富里のイベント時に錦爽鶏（千葉県産）と千葉
県産のサツマイモ、千葉県産の牛乳を使用しハウス食品（株）さんの協
力を得てこだわりの地産地消シチューを販売し、レシピを配布する。

2,000人
（株）ナリタヤ　総務人事部
広報室　　0476-95-9111

144 富里市産業まつり 11月15日 富里市 中央公民館前駐車場 一般 イベント（食育フェア等） 地産地消として地元野菜や加工食品等の販売・紹介 約8,000人
富里市産業経済課
0476-93-4943

145 にんじんウォーク 11月21日 富里市 保健センター 一般 イベント（食育フェア等） 市の特産物のにんじんを使ったゼリーの試食 250人
富里市健康推進課
0476-93-4121

146 ヘルスアップセミナー 11月11日 酒々井町 酒々井町中央公民館 一般 料理教室・体験事業等 「伝統料理　太巻きまつり寿司」をテーマとした調理実習 13人
酒々井町健康福祉課
（保健センター）
043-496-0090

147
ふるさとまつり「健康の館」
食育コーナー

11月14日 酒々井町 酒々井町保健センター 一般 イベント（食育フェア等） 食育パンフレット配布、お箸ゲーム、健康推進員による味噌汁塩分測定 約100人
酒々井町健康福祉課
（保健センター）
043-496-0090

148 健康レシピ普及啓発 11月 栄町 ― 一般 広報による普及・啓発 町の広報誌を使い、普及啓発 ―
栄町健康保険課
0476-33-7707

149 大人のための食育講座 11月6日 栄町 ふれあいプラザさかえ 一般 料理教室・体験事業等 一般町民を対象に骨粗鬆症予防をテーマとした講座を開催 20人
栄町健康保険課
0476-33-7707

150 栄町健康づくり推進員活動 11月11日 栄町 ふれあいプラザさかえ 一般 その他
骨粗鬆症検診の際、健康づくり推進員が、骨粗鬆症予防のための食生
活について普及啓発

―
栄町健康保険課
0476-33-7707

151 栄町健康づくり推進員研修 11月18日 栄町 ふれあいプラザさかえ 一般 講演会・研修会 生活習慣病予防の研修会を開催 30人
栄町健康保険課
0476-33-7707

152 実演・予約体験　　鯉料理 11月1日 栄町 千葉県立房総のむら 一般
食に関する展示

料理教室・体験事業等
実演では「鯉こく」「洗い」「うま煮」を、体験では「鯉こく」「うま煮」を作りま
す。

4人
千葉県立房総のむら
0476-95-3333

153 予約体験　落花生のおそうざい 11月7日 栄町 千葉県立房総のむら 一般 料理教室・体験事業等 下総の特産品である落花生を使って「味噌ピーナッツ」を作ります。
2回実施
 各5人

千葉県立房総のむら
0476-95-3333

154 予約体験　落花生のおそうざい 11月8日 栄町 千葉県立房総のむら 一般 料理教室・体験事業等 下総の特産品である落花生を使って「砂糖ころばし」を作ります。
2回実施
 各3人

千葉県立房総のむら
0476-95-3333
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平成２７年度「ちばを食べよう！ちばの食育月間」の取組一覧

No 地域 名称（事業名・イベント名）
開催日または

開催期間
対象 区分 内　　容

参加予定
人数

問合せ先

※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。事前にお問い合わせください。

実施場所

155 実演 干しずいき作り 11月12日 栄町 千葉県立房総のむら 一般 食育に関する展示 ヤツガシラの茎の皮をむいて縄にはさみ、軒につるして乾燥させます。 ―
千葉県立房総のむら
0476-95-3333

156
予約体験 太巻き寿司講習会
(中級者）

11月13，14日 栄町 千葉県立房総のむら 一般 料理教室・体験事業等
千葉県の郷土料理「太巻き寿司」を作ります。ここでは中級者向けとし
て、柄の複雑なもの２種類を作ります。

各日10人
千葉県立房総のむら
0476-95-3333

157 実演　落花煎餅 11月13，14日 栄町 千葉県立房総のむら 一般 食育に関する展示 明治期に製造が始まった手焼きの落花煎餅作りの実演をします。 ―
千葉県立房総のむら
0476-95-3333

158 展示　えびす講の料理 11月20～22日 栄町 千葉県立房総のむら 一般 食育に関する展示
商家では一年の商売繁盛を感謝（農家では豊作祈願）するえびす講の
料理を再現します。

―
千葉県立房総のむら
0476-95-3333

159 予約体験　かまどで昼ご飯 11月21日 栄町 千葉県立房総のむら 一般 料理教室・体験事業等 かまどでご飯を炊き、塩のおにぎりを作ってお昼ご飯を食べます。 8人
千葉県立房総のむら
0476-95-3333

160
実演
昔ながらのカステラ焼き

11月17，27日 栄町 千葉県立房総のむら 一般 食育に関する展示 銅製の型に生地を流し、炭火で昔ながらのカステラを焼き上げます。 ―
千葉県立房総のむら
0476-95-3333

161
予約体験
昔ながらのカステラ焼き

11月28，29日 栄町 千葉県立房総のむら 一般 料理教室・体験事業等 銅製の型に生地を流し、炭火で昔ながらのカステラを焼き上げます。
3回実施
 各2人

千葉県立房総のむら
0476-95-3333

162 予約体験　こんにゃく作り 11月28，29日 栄町 千葉県立房総のむら 一般 料理教室・体験事業等
大きく育てたこんにゃく芋をすりおろし、炭酸ソーダでを加えて固め、こん
にゃく作りをします。試食もします。

各日10人
千葉県立房総のむら
0476-95-3333

163 ちばの食育月間の周知 11月 香取市 各保育所 親子 広報による普及・啓発 家庭配布用献立を使用し、ちばの食育月間を周知する。
園児保護者

1，460人

香取市健康づくり課
健康づくり班
0478-50-1235

164 山田ふれあいまつり 11月3日 香取市
香取市山田支所
及びその周辺

一般 イベント（食育フェア等） 地域特産品の販売等。 ―
香取市農政課
0478-50-1258

165
おみがわＹＯＳＡＫＯＩふるさと
まつり

11月8日 香取市
香取市小見川支所

及びその周辺
一般 イベント（食育フェア等） 地域特産品の販売等。 ―

香取市農政課
0478-50-1258

166 栗源のふるさといも祭り 11月15日 香取市
香取市栗源運動広場

及びその周辺
一般 イベント（食育フェア等） 焼いも・蒸かし芋の無料配布、地域特産品の販売、収穫体験等。 ―

香取市農政課
0478-50-1258

167 ふるさとフェスタさわら 11月23日 香取市
香取コミュニティセン
ター及びその周辺

一般 イベント（食育フェア等） 地域特産品の販売等。 ―
香取市商工観光課
0478-50-1212

168 香取地域食育活動交換会 11月25日 香取市 道の駅水の郷さわら その他 講演会・研修会
食育ボランティアと直売所出展者を対象に「食育と直売所」をテーマに講
演会を開催

30人
香取農業事務所企画振興課
0478-52-9192

169
鶴陵祭（県立多古高等学校
文化祭）

11月14日 多古町 県立多古高等学校 一般 イベント（食育フェア等） 農産物の販売・展示 ―
県立多古高等学校
0479-76-2557

170 BRAぶらしんのみ祭り 11月14日 多古町
香取郡多古町

次浦地区
一般 イベント（食育フェア等）

（農）多古町旬の味産直センターが主催する生産者と消費者の交流イベ
ントに参加

100人
コープみらい千葉県本部
043-301-6682

　
香
取
地
域

　
印
旛
地
域

11



平成２７年度「ちばを食べよう！ちばの食育月間」の取組一覧

No 地域 名称（事業名・イベント名）
開催日または

開催期間
対象 区分 内　　容

参加予定
人数

問合せ先

※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。事前にお問い合わせください。

実施場所

171 大人の食育 11月20日 多古町 香取郡多古町十余三 一般 講演会・研修会
子育てを終えた大人対象に、自分にとって望ましい食生活、スローフード
を学ぶシリーズ企画。　今回は天然酵母について学ぶ。

20人
コープみらい千葉県本部
043-301-6682

172 いきいきフェスタTAKO2015
11月22日

予備日11月23日
多古町

多古町
コミニティセンター

一般 料理教室・体験事業等
いきいきフェスタ来場者と保健推進員が、協力して24ｍの太巻き寿司作
りに挑戦する。出来上がった太巻き寿司は参加者や来場者に無料で配
布する。

約70人
いきいきフェスタＴＡＫＯ2015実
行委員会事務局
0479-76-5404

173 第２８回東庄ふれあいまつり 11月3日 東庄町
町立笹川小学校

町公民館
一般 イベント（食育フェア等）

野菜の無料配布や、即売。地域特産品の販売。町産ＳＰＦ豚肉を使った
グルメ選手権。

23,000人
東庄ふれあいまつり実行委員
会事務局　（産業振興係）
0478‐86‐6075

174
「食」と「漁」を考える地域シン
ポジウム「魚と食の魅力と観
光地域づくり」

11月14日 銚子市 銚子プラザホテル 一般 その他
魚と食をキーワードとした報告、パネルディスカッションなどを実施しま
す。

100人
銚子市水産課
0479-24-8936

175 大人の食育企画 11月17日 銚子市 組合員集会室銚子 一般 講演会・研修会 大豆たん白食品についての学習。 20人
コープみらい千葉県本部
043-301-6682

176 魚のさばき方教室 11月28日 銚子市
銚子市漁協女性部

活動拠点
一般 料理教室・体験事業等

一般（小学校4年生以上の児童を含む）を対象に、簡単な魚のさばき方
を指導

16人
銚子市漁業協同組合指導部
0479-22-3202

177 工場見学 通年 銚子市 ヒゲタ銚子工場 子ども その他
東匝地区の小学校に工場見学案内を実施。来ていただいたら、工場見
学を通して、しょうゆを造る過程を認識していただき、お土産に卓上しょう
ゆを呈上。

300人
ヒゲタ醤油（株）総務グループ
0479-22-0081

178 工場見学 通年 銚子市 ヒゲタ銚子工場 一般 その他 一般観光客の受け入れ 2000人
ヒゲタ醤油（株）総務グループ
0479-22-0081

179 食育月間の周知 11月 旭市
旭市内各小・中学校

（20校）
親子 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

市内小・中学
校児童生徒
約5,200人

旭市第一学校給食センター
0479-62-0366（土井）

180 海上産業まつり 11月 旭市
海上コミュニティ運動公

園
一般 イベント（食育フェア等）

学校給食の人気メニューである揚げパンや地場産物を使ったシチューの
販売、食に関する掲示等を行い、地域の方々へ学校給食のPRや食に関
する関心を高める

市民約40,000
人（昨年来場

者数）

旭市第一学校給食センター
0479-62-0366（土井）

181
「落花生栽培体験・観察運
動」図画コンクール

11月 旭市 海匝農業事務所 子ども その他 落花生図画コンクール 137人
海匝農業事務所
企画振興課
0479-62-0156

182
「落花生栽培体験・観察運
動」調理実習

11月1日 旭市 矢指小学校 親子 料理教室・体験事業等
学校で栽培・収穫した落花生を使った調理実習。
調理指導はちば食育ボランティアが行う。

1年生29人と
その保護者

海匝農業事務所
企画振興課
0479-62-0156

183
「落花生栽培体験・観察運
動」調理実習

11月1日 旭市 矢指小学校 親子 料理教室・体験事業等
学校で栽培・収穫した落花生を使った調理実習。
調理指導はちば食育ボランティアが行う。

2年生20人と
その保護者

海匝農業事務所
企画振興課
0479-62-0156

184
「落花生栽培体験・観察運
動」調理実習

11月6日 旭市 三川小学校 子ども 料理教室・体験事業等
学校で栽培・収穫した落花生を使った調理実習。
調理指導はちば食育ボランティア（旭市保健推進員協議会）が行う。

4年生38人
海匝農業事務所
企画振興課
0479-62-0156

185
「落花生栽培体験・観察運
動」調理実習

11月10日 旭市 富浦小学校 子ども 料理教室・体験事業等
学校で栽培・収穫した落花生を使った調理実習。
調理指導はちば食育ボランティア（旭市保健推進員協議会）が行う。

4年生33人
海匝農業事務所
企画振興課
0479-62-0156

186
「落花生栽培体験・観察運
動」調理実習

11月17日 旭市 干潟小学校 子ども 料理教室・体験事業等
学校で栽培・収穫した落花生を使った調理実習。
調理指導はちば食育ボランティア（旭市保健推進員協議会）が行う。

4年生56人
海匝農業事務所
企画振興課
0479-62-0156
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平成２７年度「ちばを食べよう！ちばの食育月間」の取組一覧

No 地域 名称（事業名・イベント名）
開催日または

開催期間
対象 区分 内　　容

参加予定
人数

問合せ先

※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。事前にお問い合わせください。

実施場所

187
「落花生栽培体験・観察運
動」調理実習

11月18日 旭市 嚶鳴小学校 子ども 料理教室・体験事業等
学校で栽培・収穫した落花生を使った調理実習。
調理指導はちば食育ボランティア（旭市保健推進員協議会）が行う。

3年生56人
海匝農業事務所
企画振興課
0479-62-0156

188
旭農祭（県立旭農業高等学
校文化祭）

11月21日 旭市 県立旭農業高等学校 一般 イベント（食育フェア等） 農産物の販売 ―
県立旭農業高等学校
0479-62-0129

189
匝瑳市制10周年記念
第10回そうさ農業まつり

11月8日 匝瑳市 匝瑳市役所 一般 イベント（食育フェア等）
地元の生産者や保健推進員等関係団体と連携し、地元産品の直売や
収穫体験、健康料理の提供など、食と農と健康に関する普及啓発を行
う。

市民約1万人
匝瑳市産業振興課
0479-73-0089

190 わんぱくクッキング 11月20日 匝瑳市 生涯学習センター 親子 料理教室・体験事業等
2歳以上の親子を対象に「食」について学び、生活習慣病予防を目的とし
た料理教室を開催

30人
匝瑳市健康管理課
0479-73-1200

191
千葉県立農業大学校
平成27年度第36回「社稷祭」

11月7，8日 東金市 千葉県立農業大学校 一般 イベント（食育フェア等）
生徒の研究成果の発表、学内の農場で栽培された農産物等の販売、芋
掘体験、抽選会、クイズ、ミニ動物園、チーバくんによるパフォーマンスな
ど

約3,000人
県立農業大学校
0475-52-5121

192 八街茶試飲会 11月14日 東金市 みのりの郷東金 一般 イベント（食育フェア等）
やぶきた種と在来種やちまたかおりの飲み比べ。また、くき茶・粉茶・くき
ほうじ茶の飲み比べをしてみる。

100人
（有）深澤製茶園
043-444-0592

193 太巻き寿司を作ろう 11月29日 東金市 東金青年の家 親子 料理教室・体験事業等 房総の伝統となっている太巻き寿司作りの体験を親子で楽しむ。 24人
東金青年の家
0475-54-1301

194 太巻き寿司講習会 11月18日 山武市
松尾IT保健センター

調理室
一般 料理教室・体験事業等 アグリさんむ蓮沼支部による「太巻き寿司」体験教室 20人

山武市経済環境部農林水産
課0475-80-1211

195 平成27年度山武市産業まつり 11月23日 山武市
松尾交流センター

洗心館駐車場
一般 イベント（食育フェア等）

地産地消を合言葉に山武市の新鮮な野菜の販売を行います。市内の特
産物の販売やつきたて餅の無料配布など盛り沢山のイベントを実施しま
す。

市民
約2，000人

山武市経済環境部農林水産
課0475-80-1211

196
山武市立山武北小学校
「学校を核とした県内1000か
所ミニ集会」

11月10日 山武市 ふれあい広場 一般 講演会・研修会 「子どもたちの食事を考える」をテーマにし、意見交換を行う。 ―
山武市立山武北小学校
0475-89-1040

197
みやざく祭（県立大網高等学
校文化祭）

11月21日 大網白里市 県立大網高等学校 一般 イベント（食育フェア等） 農産物・加工品の販売　学習成果発表　クラス・部活動発表 ―
県立大網高等学校
0475-72-0003

198
九十九里町立片貝小学校
「学校を核とした県内1000か
所ミニ集会」

11月20日 九十九里町
九十九里町立
片貝小学校

一般 講演会・研修会 「子どもの食生活」をテーマにし、意見交換を行う。 ―
九十九里町立片貝小学校
0475-76-2100

199
芝山はにわ祭
　保健推進員コーナー

11月8日 芝山町 芝山公園 一般 イベント（食育フェア等） 来場者を対象に新米を使ったおすすめ料理の試食配布の実施 300人
芝山町　保健センター
0479-77-1891

200 第10回横芝光町産業まつり 11月15日 横芝光町
横芝光町役場駐車場

及び町民会館
一般 イベント（食育フェア等）

農畜・水産物の販売、商工会青空市、交流市町村の特産品の販売、無
料サービスコーナーなど

20,000人
横芝光町産業振興課
0479-84-1215

201 学校給食交流 11月中旬 横芝光町 横芝光町内小学校 子ども 学校給食を活用した食育
横芝光町農業振興会青年部会員が町内の小学校を訪問し、一緒に給
食を食べたり、交流を行いながら地産地消・食育推進を図る。当日使用
される給食は町内産の食材が使用される。

約100人
横芝光町産業振興課
0479-84-1215

202
健康まつり（産業まつりと同
時開催）

11月15日 横芝光町 横芝光町町民会館 一般 イベント（食育フェア等）
展示（塩分・糖分・油脂分とりすぎ注意、野菜をもっと食べよう）・町内年
長児の食育絵画の展示、ヘルシーメニューの試食配布、減塩みそ汁の
試飲、食育ゲーム

―
横芝光町健康管理課
0479-82-3400
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平成２７年度「ちばを食べよう！ちばの食育月間」の取組一覧

No 地域 名称（事業名・イベント名）
開催日または

開催期間
対象 区分 内　　容

参加予定
人数

問合せ先

※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。事前にお問い合わせください。

実施場所

203

山
武
地
域

日吉保育園家庭教育学級 11月5日 横芝光町 日吉保育園 親子 料理教室・体験事業等
親子でカレーを作り、一緒に食べます。また、年長に限り親子で歯磨き
教室を実施します。

約80人
横芝光町社会文化課
0479-84-1358

204
樟陽祭（県立茂原樟陽高等
学校文化祭）

11月14日 茂原市
県立茂原樟陽

高等学校
一般 イベント（食育フェア等） 農産物・加工品の販売　学科紹介展示　模擬店 ―

県立茂原樟陽高等学校
0475-22-3315

205 一品の料理の紹介 11月15日 茂原市 ― 一般 広報による普及・啓発
市の広報誌を使い、「かんたん今夜のおかず」という名目で一品料理の
紹介。

市民
約35,000人

茂原市健康管理課
保健センター
0475-25-1725

206 手づくりパン教室 11月12日 白子町 健康づくりセンター 一般 料理教室・体験事業等
季節の食材・地元の野菜を使ったパンづくりを通して、地産地消の大切
さや調理の基本を楽しく学ぶ。

24人
白子町教育委員会
生涯学習課
0475-33-2144

207 長生産直やさいクラブ2回目 11月15日 白子町
白子町げんきの里

「ひまわり」
親子 料理教室・体験事業等

たまねぎの種まきから収穫までを体験する全6回企画の2回目。たまねぎ
の定植

70人
コープみらい千葉県本部
043-301-6682

208 長生産直援農 11月22日 白子町
白子町げんきの里

「ひまわり」
一般 料理教室・体験事業等 後継者不足の生産者の手伝い（援農）企画。たまねぎの定植。 15人

コープみらい千葉県本部
043-301-6682

209
みさき祭（県立大原高等学校
岬キャンパス文化祭）

11月14日 いすみ市
県立大原高等学校

岬キャンパス
一般 イベント（食育フェア等）

農産物の販売　園芸科展　フラワーデザイン展　クラス企画　PTAバ
ザー

―
県立大原高等学校（岬キャン
パス）
0470-87-2411

210 養老渓谷紅葉まつり 11月23日 大多喜町
養老渓谷観光センター

他
一般 イベント（食育フェア等） 地元農産物の販売、もちつき体験等の実施 ―

大多喜町産業振興課
0470-82-2176

211 親と子の料理教室 11月7日 御宿町 保健センター 親子 料理教室・体験事業等 小学生親子を対象に、料理教室を開催 30人
御宿町保健福祉課
0470-68-6717

212
安房地域食育活動等情報交
換会

11月11日 館山市 安房合同庁舎 その他 講演会・研修会
安房農業事務所及び安房地域食育推進会議等を主催として、地域内の
ちば食育ボランティア・サポート企業も参加し、講演会及び情報交換会を
開催する。

45人
安房農業事務所
企画振興課
0470-22-7131

213
さとみ軽トラ市（「館山まる
しぇ」）

11月29日 館山市
館山市稲特設会場

（館山市稲274番地ほ
か市有地）

一般 その他
地産地消の推進、地域農水産業活性化を目的に地元産農水産物・加工
品を、軽トラ等の車両を使って、生産者・加工品製造業者が直接販売す
るイベント。

約2,000人

さとみ軽トラ市実行委員会事
務局
（館山市役所農水産課内）
0470-29-5385

214
「鴨川七里」（枝豆）の種
まき・刈り取り体験学習

7月、11月 鴨川市 市内畑、長狭学園 子ども 学校給食を活用した食育
学校給食の食材として使用する「鴨川七里」の種まき、刈り取り等の農作
業を通じて、地元産物への理解、生産者に対する感謝の気持ち、季節を
感じる心などを育む。

30人
鴨川市学校給食センター
04-7092-1538

215 元気でい鯛まつり 11月6日 鴨川市 小湊小学校 その他 食育に関する展示 地域の高齢者を対象とした介護予防イベント。食に関するコーナー設置 150人
鴨川市健康推進課
04-7093-7111

216 からだすっきり教室 11月12日 鴨川市 ふれあいセンター 一般 料理教室・体験事業等 市民を対象に健康に関する講義や調理実習、運動実技を実施 20人
鴨川市健康推進課
04-7093-7111

217 おやこ食育教室 11月18日 鴨川市 小学校 親子 料理教室・体験事業等 食育に関する講話と調理実習を実施 50人
鴨川市健康推進課
04-7093-7111

218 高齢者健康づくり料理教室 11月19日 鴨川市 公民館 その他 料理教室・体験事業等 季節の食材を使った家庭料理の調理実習 30人
鴨川市福祉課・健康推進課
04-7093-7112
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平成２７年度「ちばを食べよう！ちばの食育月間」の取組一覧

No 地域 名称（事業名・イベント名）
開催日または

開催期間
対象 区分 内　　容

参加予定
人数

問合せ先

※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。事前にお問い合わせください。

実施場所

219 JA安房女性部料理教室 11月25日 鴨川市 ふれあいセンター その他 料理教室・体験事業等
JA女性部職員を対象に生活習慣病予防の講話や旬の食材を使った調
理実習

20人
鴨川市健康推進課
04-7093-7111

220 ピザ作り体験 11月21日 鴨川市 鴨川青年の家 親子 料理教室・体験事業等 ドラム缶釜を使って、ピザ作りを体験する。 30人
鴨川青年の家
04-7093-1666

221 井戸端
11月4日、17

日、24日
南房総市

子育て支援センター
ほのぼの

その他 料理教室・体験事業等 親子でおやつをつくります 20人
南房総市
保健福祉部健康支援課
0470-36-1152

222 ヘルスサポーター事業 11月6日,10日 南房総市 嶺南中学校 子ども 料理教室・体験事業等
中学生を対象に食事バランスガイドについての講話及び地元食材を使
用した調理実習

90人
南房総市
保健福祉部健康支援課
0470-36-1152

223 日曜朝市 11月8日 南房総市
道の駅おおつの里

花倶楽部
一般 その他

地元の花や野菜などの農産物はもちろん漬物や惣菜類も揃っていま
す。

約50人
道の駅おおつの里　花倶楽部
0470-33-4616

224 勇魚朝市 11月8，22日 南房総市
和田町真浦和田漁港

埋立地広場
一般 その他

勇魚（いさな）とはクジラの古名。関東唯一の捕鯨基地でもある和田漁港
で勇魚朝市を開催。
くじら商品のほかに新鮮な海産物や地域の特産品を出品したお店が立
ち並ぶ。鯨肉の小売もおこなわれるので、是非、家庭でも鯨肉を楽しん
で。

約50人
勇魚朝市実行委員会
0470-33-1091（南房総市商工
観光部観光プロモーション課）

225 男性の料理教室 11月10日 南房総市
白浜活性化施設

花の情報館
一般 料理教室・体験事業等 男性を対象に生活習慣病予防に関する講話と調理実習を実施 15人

南房総市保健福祉部健康支
援課0470-36-1152

226 芋掘り＆焼いも 11月10日 南房総市 丸山地区の畑 その他 料理教室・体験事業等 老人クラブの方と芋掘りをし、焼いもをして食べます 110人

南房総市
子育て支援センターほのぼの
0470-40-5111

227 おはしの教室 11月13日 南房総市 富浦保育所 親子 食育授業
おはしの持ち方・使い方を体験し、食べ物のはたらきについての講話を
実施

50人
南房総市保健福祉部健康支
援課0470-36-1152

228 給食レストラン 11月16，17日 南房総市 和田小学校 一般 イベント（食育フェア等）
市内で提供している完全米飯給食を数量限定で一般の方にも味わって
いただく給食レストランを開催。

各20人
南房総市教育委員会
子ども教育課
0470-46-2966

229 おはしの教室 11月18日 南房総市 千倉保育所 子ども 食育授業
おはしの持ち方・使い方を体験し、食べ物のはたらきについての講話を
実施

20人
南房総市保健福祉部健康支
援課0470-36-1152

230 おはしの教室 11月19日 南房総市 千倉幼稚園 親子 食育授業
おはしの持ち方・使い方を体験し、食べ物のはたらきについての講話を
実施

100人
南房総市保健福祉部健康支
援課0470-36-1152

231 給食レストラン 11月21日 南房総市 嶺南中学校 一般 イベント（食育フェア等）
毎年11月の第3土曜日を「教育の日」とし、式典や教育功労表彰、講演
会などを行っている。関連事業として市内で提供している完全米飯給食
を数量限定で一般の方にも味わっていただく給食レストランを開催。

100人
南房総市教育委員会
子ども教育課
0470-46-2966

232 新穀感謝祭・庖丁式奉納
（旧新嘗祭（にいなめさい）

11月23日 南房総市 高家神社 その他 その他

日本で唯一料理の祖神をまつる高家神社では、毎年10月17日（神嘗祭）
と11月23日（新嘗祭）に、平安時代の宮中行事を再現した包丁と箸のみ
で魚をさばく「庖丁式」が奉納され、多くの料理人や見物客で賑わいま
す。
祭典11時～  包丁式12時～

300人
高家神社奉賛会
0470-44-5625（社務所）

233 もぐもぐ教室 11月26日 南房総市
子育て支援センター

ほのぼの
その他 料理教室・体験事業等 離乳食の目的や進め方の講話，調理実習を実施 10人

南房総市
子育て支援センターほのぼの
0470-40-5111
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平成２７年度「ちばを食べよう！ちばの食育月間」の取組一覧

No 地域 名称（事業名・イベント名）
開催日または

開催期間
対象 区分 内　　容

参加予定
人数

問合せ先

※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。事前にお問い合わせください。

実施場所

234 第7回南房総市産業まつり 11月29日 南房総市 千倉漁村センター周辺 一般 その他
新鮮な市内産農産物・魚介類・特産品の販売や友好都市の出展、模擬
店、ステージイベント等

25,000人

産業まつり実行委員会（朝
夷商工会）0470-44-1331
南房総市商工観光部商工観
光課0470-33-1092

235
古民家に泊まろう！
ホームステイ晩秋編

11月
28日～29日

南房総市
南房総市平久里
古民家ろくすけ

子ども 料理教室・体験事業等 みかん農園のお手伝い等をします。 ―
ヤックス自然学校
043-202-7070

236
拓心祭（県立安房拓心高等
学校文化祭）

11月14日 南房総市
県立安房拓心高等学

校
一般 イベント（食育フェア等） 農産物・加工品の販売　系列学習内容展示 ―

県立安房拓心高等学校
0470-47-2551

237
富来田地区市民文化祭
（食生活改善協議会展示）

10月31日～
11月1日

木更津市 富来田公民館 その他 食育に関する展示 米粉のクッキー試食・家庭の味噌汁の塩分測定 約100名
木更津市富来田公民館
0438-53-2027

238
富岡地区文化祭
（食生活改善協議会展示）

10月31日～
11月1日

木更津市 富岡公民館 その他 食育に関する展示 米粉のクッキー試食・家庭の味噌汁の塩分測定 約100名
木更津市富岡公民館
0438-53-5952

239 食の啓発活動 11月1日 木更津市 ― 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
市民

約44,950名
木更津市市民部健康推進課
0438-23-8379

240 食の啓発活動 11月14日 木更津市
イオンモール木更津

ノースアトリウム
一般 イベント（食育フェア等） 来店者を対象に間食をテーマとした啓発活動 市民約300名

木更津市市民部健康推進課
0438-23-8379

241 グローカルハピネス 11月29日 木更津市 潮浜公園 一般 イベント（食育フェア等）

①ファーマーズ・マーケット＋音楽フェス
木更津市で活動している音楽イベントとかずさファーマーズ・マーケットと
のコラボ企画。
1.飲食ブース・・・・かずさ周辺の心をこめて作った食べ物等、環境配慮型
店舗の出店。駐車スペースにてキッチンカーも数台予定。
2.音楽・・・・・・・ソーラー電源のみで運営。マーケットのイメージにあった
音楽。
3.アート・・・・・・野外における家具と自然の体感。
4.ワークショップ・・各種手作り体験など芝生の上でいろいろな体験が可
能。
5.NPO/市民活動・・環境問題やエネルギー、社会のことなど身近なとこ
ろから直接学べて、さまざまな情報に触れるチャンスを提供。一般の
方々が直接自然エネルギーに触れる事ができる場を作る。
6.フリーマーケット・・ゴミの減量をテーマに一般の皆さんがどなたでも参
加する事が可能。
②中島デコ氏の料理教室
・健康寿命を延ばすための地元の食材を使った簡単な料理教室。
③トークショー
杉田かおる、中島デコ、木更津市長　渡辺芳邦（案内人：林　良樹）
オーガニック、これからの町づくり、食等についてディスカッション。
④杉田　かおるさんと子供たちによる歌による競演
杉田かおるさんの持ち歌「鳥の歌」を子供たちと一緒に歌う。
⑤エコイベントとして
アースディちばの東光弘氏にご協力頂き、イベント内の電源はすべて自
然エネルギーでまかなう。また、お客様にも環境に配慮してもらうために
マイバック、マイ皿、マイ箸、マイコップ等を持ってきていただくように告知
していく。

市民
約2,000名

木更津市経済部農林水産課
0438-23-8445

242
房総みかん美味コンテスト
(消費宣伝の部）

11月22，23日 木更津市 イオン木更津店 一般 その他
県内の温州みかん、ゆず、レモンを対象とした美味コンテスト（11/20開
催）で特別賞に入賞した果実の展示、出品果実の試食、即売
・小学生以下のお子様を対象としたみかんに関するゲームの開催

イオン木更
津店への来

場者

県生産振興課 園芸振興室
043-223-2872

243
青葉祭（県立君津青葉高等
学校文化祭）

11月21日 君津市
県立君津青葉高等学

校
一般 イベント（食育フェア等） 農産物・加工品の販売

県立君津青葉高等学校
0439-27-2351
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平成２７年度「ちばを食べよう！ちばの食育月間」の取組一覧

No 地域 名称（事業名・イベント名）
開催日または

開催期間
対象 区分 内　　容

参加予定
人数

問合せ先

※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。事前にお問い合わせください。

実施場所

244
園芸祭（県立上総高等学校
文化祭）

11月21日 君津市 県立上総高等学校 一般 イベント（食育フェア等） 農産物の販売
県立上総高等学校
0439-32-2311

245
ＪＡきみつ
君津地区農業まつり

11月21日 君津市 内みのわ運動公園 一般 イベント（食育フェア等）
地元農産物品評会、地元産米の無料試食、地元産コシヒカリすくい取
り、農畜産物・加工食品・日用品などの即売。

―
ＪＡきみつ本店
0439-70-1331

246 地産地消月間の周知 11月 君津市 市立保育園 親子 広報による普及・啓発 給食だよりにて地産地消月間を周知 約1000人
君津市子育て支援課
0439-56-1526

247 栄養士による食育指導 11月 君津市 市立保育園 子ども 食育授業 年中児・年長児を対象として行う食育に地産地消の話を取り入れる 約500人
君津市子育て支援課
0439-56-1526

248 森のお料理教室 11月8日 君津市 君津亀山少年自然の家 子ども 料理教室・体験事業等
森の近くの野外炊飯場で、４歳から６歳の子供たちで料理にチャレンジ
する。

15人
君津亀山少年自然の家
0439-39-2628

249 教職員のための食育推進講座 11月26日 君津市 生涯学習交流センター 職員 講演会・研修会
学校の管理職・給食指導主任等を対象に食育の基本的知識、学校給食
の進め方等についての研修会を実施し、食育の更なる充実を図る。

―
公益財団法人千葉県学校給
食会　　043-242-8621

250
君津市立小櫃中学校
「学校を核とした県内1000か
所ミニ集会」

11月28日 君津市 君津市立小櫃中学校 一般 講演会・研修会 「食生活の充実」をテーマにし、意見交換を行う。 ―
君津市立小櫃中学校
0439-35-2021

251 秋のめぐみキャンプ
11月

28日～29日
君津市

千葉県立君津亀山少
年自然の家

子ども 料理教室・体験事業等 ジャンボハンバーグづくり、たき火でおやつづくり等 40人
NPO法人千葉自然学校
043-202-7173

252 魚のさばき方講義 11月4日 富津市 千葉県立天羽高校 子ども 食育授業
市内高校にて地元農林水産物の普及と食育推進を図るために、「魚のさ
ばき方」をテーマに調理実習を行う。

生徒約30人
農林水産課
0439-80-1282

253 魚のさばき方講義 11月11日 富津市
千葉県立君津商業高

等学校
子ども 食育授業

市内高校にて地元農林水産物の普及と食育推進を図るために、「魚のさ
ばき方」をテーマに調理実習を行う。

生徒約40人
農林水産課
0439-80-1282

254 たべもの教室 11月6日 富津市 竹岡保育所 子ども 食育授業
保育所園児を対象に、食べ物の働きと働き別の仲間分けについて遊び
を取り入れながら学ぶ教室を開催

園児16人
富津市子育て支援課
0439-80-1312

255 たべもの教室 11月6日 富津市 中央保育所 子ども 食育授業
保育所園児を対象に、食べ物の働きと働き別の仲間分けについて遊び
を取り入れながら学ぶ教室を開催

園児14人
富津市子育て支援課
0439-80-1312

256 たべもの教室 11月16日 富津市 吉野保育所 子ども 食育授業
保育所園児を対象に、食べ物の働きと働き別の仲間分けについて遊び
を取り入れながら学ぶ教室を開催

園児10人
富津市子育て支援課
0439-80-1312

257 たべもの教室 11月16日 富津市 飯野保育所 子ども 食育授業
保育所園児を対象に、食べ物の働きと働き別の仲間分けについて遊び
を取り入れながら学ぶ教室を開催

園児16人
富津市子育て支援課
0439-80-1312

258 たべもの教室 11月17日 富津市 金谷保育所 子ども 食育授業
保育所園児を対象に、食べ物の働きと働き別の仲間分けについて遊び
を取り入れながら学ぶ教室を開催

園児7人
富津市子育て支援課
0439-80-1312

259 たべもの教室 11月17日 富津市 峰上保育所 子ども 食育授業
保育所園児を対象に、食べ物の働きと働き別の仲間分けについて遊び
を取り入れながら学ぶ教室を開催

園児5人
富津市子育て支援課
0439-80-1312
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平成２７年度「ちばを食べよう！ちばの食育月間」の取組一覧

No 地域 名称（事業名・イベント名）
開催日または

開催期間
対象 区分 内　　容

参加予定
人数

問合せ先

※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。事前にお問い合わせください。

実施場所

260 たべもの教室 11月24日 富津市 佐貫保育所 子ども 食育授業
保育所園児を対象に、食べ物の働きと働き別の仲間分けについて遊び
を取り入れながら学ぶ教室を開催

園児6人
富津市子育て支援課
0439-80-1312

261 ゆりの里（秋の感謝祭） 11月14日 袖ヶ浦市
農畜産物直売所

「ゆりの里」
一般 イベント（食育フェア等） 自然薯のＰＲ販売、鉢花の販売、杵つき餅の販売、野菜の詰め放題他 ―

農畜産物直売所「ゆりの里」
0438-60-2550

262
県
下

食育フェア 11月17日 千葉県
ワイズマート
各店舗店内

一般 イベント（食育フェア等） オリジナル食育レシピのご試食とご案内 約500人
㈱ワイズマート
経営企画室
047-352-0111
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