
平成３０年度『ちばを食べよう！ちばの食育月間』の取組一覧
　※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。

地域 No 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

広域 1 学校給食「千産千消デー」 11月 県内
県内小・中学校
特別支援学校の
給食実施校

職員 学校給食を活用した食育

県内で給食を実施しているすべての公立学校において、11月のうち１日
を「千産千消デー」として地場産物を活用した学校給食を提供するととも
に、それを活用した食に関する指導を行う。実施後は、千葉県HPに取組
状況を掲載する。

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

広域 2 ＨＡＣＣＰセミナー＆相談会
11月

（8月～2月）
県内 県内保健所管内 その他 その他

県内の食品関連事業者を対象にＨＡＣＣＰによる衛生管理の導入を支援
する。

約200事業者
千葉県健康福祉部衛生指導課
043-223-2626

広域 3 食育フェア 11月20日 県内 店舗店内（20店舗） 一般 イベント（食育フェア等） オリジナル食育レシピの提案 約1,000人
㈱ワイズマート
経営企画室
047-352-0111

広域 4 ナリタヤ旬彩キッチンＤＡＹ 11月17日 県内 ナリタヤ各店 一般 イベント（食育フェア等）
当社の店頭にて旬の食材を使った一汁三菜のメニュー提案。この月は
「ボジュレーヌーボーと楽しむ素敵なマリア―ジュ」をテーマに試食とメ
ニュー配布。

3,500人
（株）ナリタヤ　食育担当
0476-95-9111

千葉 5 健康ちば推進県民大会 11月18日 千葉市
千葉市生涯学習セン
ター

一般 講演会・研修会
「健康ちば２１」の普及啓発を目的とした講演会。今年度は講師として服
部幸應氏を招き「食」に関する知識についてお話しいただくほか、千葉県
栄養士会によるパネル展示も行う。

定員300人
千葉県健康福祉部健康づくり
支援課
043－223－2633

千葉 6
一般消費者向け
リスクコミュニケーション

11月8日 千葉市
千葉市生涯学習セン
ター

一般 その他
他課事業を活用したリスクコミュニケーションとして、一般消費者を対象に
ＨＡＣＣＰによる衛生管理について、周知を図る。

約80人
千葉県健康福祉部衛生指導課
043-223-2626

千葉 7
農林総合研究センター公開講座
「まるごと楽しむ　ちばの果物」

11月7日 千葉市
千葉市民会館小ホー
ル

一般 講演会・研修会
千葉のおいしい梨ができるまでの話やブルーベリーの魅力、パッションフ
ルーツを千葉で育てる工夫、南部で旬を迎える柑橘についての情報をわ
かりやすく紹介する。

200人
農林総合研究センター研究マ
ネジメント室
043-291-9985

千葉 8 千葉地域食育活動交換会 11月19日 千葉市
千葉市消費生活セン
ター3階　研修講義室

一般 講演会・研修会 ちば食育ボランティアを講師に迎え、食育に関するテーマの講演を行う。 -
千葉県千葉農業事務所
企画振興課
043-300-1985

千葉 9 わくわくヘルスアップ稲毛 11月11日 千葉市 小中台南小学校 一般 食育に関する展示
運動イベントの会場で、弁当についての啓発の展示を行う。食事バランス
についての理解を深めるパズルを実施。

市民約150人
千葉市稲毛保健福祉センター
健康課
043-284-6464

千葉 10 親子農家1日体験（ニンジン） 11月17日 千葉市 農政センター 親子 その他
市内在住・在勤・在学の親子を対象に、ニンジンの収穫から袋詰めまでを
体験するとともに、ニンジンができるまでを学び、農業についての理解を
深める。

30組
千葉市農政課
043-245-5758

千葉 11
市内産農産物を使った共通メ
ニューの実施

11月 千葉市 小・中・特別支援学校 子ども 学校給食を活用した食育

千葉市の小・中・特別支援学校全校の取組として、地場産物を使用した
給食を味わう。給食を通して、地場産物について理解や興味関心を深め
る。
（キャベツ・コマツナ）

千葉市立
小・中

特別支援学校
全児童生徒

千葉市教育委員会
保健体育課
043-245-5945

千葉 12 地産地消の学校給食試食会 11月 千葉市
新宿小学校
都賀の台小学校
土気南小学校

一般 学校給食を活用した食育
地場産物を使用した給食の試食会を実施。給食を味わうことを通して、学
校給食や食育の課題について広く市民への共通理解を図る。
（市内産コシヒカリ新米・コマツナ）

市民約80人
千葉市教育委員会
保健体育課
043-245-5945

千葉 13 食育（血管年齢測定＆食事相談） 11月23,24日 千葉市
千葉市美術館
（ちば市民活動フェス
タ会場）

一般 イベント（食育フェア等）
食育（血管年齢測定＆食事相談）。　ちば市民活動フェスタ。食育推進
パートナーシップ事業：NPO法人サポート技術士センター様との連携事
業。

約500人
健康円（㈱玄米酵素　特約店）
04-7123-3892　古矢　勝

千葉 14
第２９回千葉県協同組合
フェスティバル
「海と大地とくらしの祭典」

11月11日 千葉市 千葉ポートパーク 一般 イベント（食育フェア等）
千葉県内の協同組合が集まり、千葉県産の農林水産物の販売や試食の
実施。

約10,000人
ＪＡ千葉中央会　農業・地域振
興部
043-245-7304

千葉 15
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

千葉県庁
本庁20階レストラン黎
明
中庁地下1階中チカ食
堂

一般 イベント（食育フェア等）
野菜摂取量の目標とされる350グラム（大人1日当り）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。

約2,000人
千葉県庁生活協同組合
043-223-4668

実施場所

別紙
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地域 No 名称（事業名・イベント名）
開催日または
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対象 区分 内　　容
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人数
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千葉 16 千産千消デーの実施 11月 習志野市 市内幼・小・中学校 子ども 学校給食を活用した食育
市内幼・小・中学校の児童・生徒を対象に、地元産の農林水産物を取り
入れた「千産千消デー」を実施。千産千消やメニューについて給食だより
等で周知する。

幼・小・中学生
約14,000人

習志野市学校教育課
047-451-1133

千葉 17
小中学校歯科指導
・歯科講演会

11月5,12,13，
26,29,30日

習志野市 市内小・中学校 子ども その他
歯・口の健康は、生涯食事を楽しめることにつながること、歯を守る食習
慣。歯みがきについて、実習、確認。

800人
習志野市健康支援課
047‐453‐2967

千葉 18 2歳児親と子のふれあい講座 11月1日 習志野市 市内公民館 親子 講演会・研修会 噛める歯・口腔機能を育てることを伝え、歯みがき実習の実施。 20人
習志野市健康支援課
047‐453‐2967

千葉 19 幼児家庭教育学級 11月16日 習志野市 市内公民館 親子 講演会・研修会
噛める歯・口腔機能を育てることを伝え、歯みがき実習の実施。噛むこと
の体験。

30人
習志野市健康支援課
047‐453‐2967

千葉 20 習志野発見ウオーク 11月11日 習志野市 市内 一般 その他
習志野発見ウオーク参加者に朝食摂取の大切さやバランスのとれた食
事についての説明とリーフレット配布。

約100人
習志野市健康支援課
047－453-9303

千葉 21 庁内放送による周知 11月19日 習志野市 市庁舎 一般 その他
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。

来庁者
習志野市健康支援課
04７-453-9302

千葉 22 市原市農林業祭り 11月10,11日 市原市 市原市農業センター 一般 イベント（食育フェア等） 農林水産物の販売等。 -
JA市原市経済部
0436-36-5811

千葉 23 地産地消献立の提供 11月 市原市
市内公立幼稚園
小・中学校

子ども 学校給食を活用した食育
市内公立幼稚園・小・中学校の園児・児童・生徒を対象として、県内産及
び市内産食材を取り入れた地産地消献立を実施。

児童・生徒
約22,500人

市原市教育委員会
学校保健課
0436-23-9847

千葉 24
元気な口で噛ミング30講座
(いい歯の日授業）

11月8日 市原市 市原市立東海小学校 子ども 食育授業
児童の8020実現と生涯の健康の保持増進を支援するため、歯と口の健
康やよく噛むことの大切さについて講話、ブラッシング、健口体操を実施。
カミカミレシピの配布。

約120人
市原市　子ども未来部
子育てネウボラセンター
0436-23-1215

千葉 25 8020ニコニコ教室 11月 市原市 保育所 子ども その他
「むし歯のない元気な口でよく噛んでたべよう」をテーマに園児向けに口
腔保健劇、歯みがき練習、健口体操「スマイルアップちば体操」を実施。

約1,000人
市原市　子ども未来部
子育てネウボラセンター
0436-23-1215

千葉 26 マタニティクック 11月27日 市原市 保健センター その他 料理教室・体験事業等
妊娠期からの食育の取り組みとして、妊婦を対象に妊娠中や授乳中の栄
養・食生活についての講話と調理実習を実施。材料費：400円

市民約10人
市原市　子ども未来部
子育てネウボラセンター
0436-23-1215

千葉 27 あかちゃんからの食育講座 11月16,19,29日 市原市
保健センター、姉崎保
健福祉センター、辰巳
公民館

親子 その他
生後3～4か月児と保護者を対象に、妊娠・出産・子育ての切れ目のない
支援の一環の場として、離乳食やあかちゃんからの食育等についての講
話と交流タイムを実施。

市民約60組
市原市　子ども未来部
子育てネウボラセンター
0436-23-1215

千葉 28 離乳食教室(カミカミ期） 11月28日 市原市 保健センター 親子 その他
生後10か月児と保護者を対象に、離乳食の進め方やメニューを紹介し、
実践へつなげられるよう、講話と試食を実施。

市民約10組
市原市　子ども未来部
子育てネウボラセンター
0436-23-1215

千葉 29
ちはら☆あらかると
梨たっぷり焼肉のたれづくり

11月20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
市原の梨をたっぷり使った焼肉のたれの作り方を梨農家のおかあさんた
ちから教わります。　材料費：1,000円

20人
ちはら台コミュニティセンター
0436-50-2312

千葉 30 坂東三十三観音巡り 11月1,8日 市原市 道の駅季楽里あさひ 一般 その他
観音巡りの昼食として、県内農業産出額１位の旭市にある「道の駅」で、
地元の野菜やお肉など豊富な食材を使った食事(バイキングスタイル)を
することで、食に興味・関心・楽しみを持つ。

45人
戸田コミュニティセンター
0436-95-6622

千葉 31 簡単肉まん作り教室 11月14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 市原市民を対象に肉まん作りの教室を開催する。　材料費：800円 10人
千種コミュニティセンター
0436-26-1515

千葉 32 和菓子作り教室 11月17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 市原市民を対象に和菓子作り教室を開催する。　材料費：800円 16人
千種コミュニティセンター
0436-26-1515
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千葉 33 食育講座「お箸の使い方」 11月 市原市 市内公立12保育施設 子ども 食育授業
市内公立保育施設の５歳児を対象に、パネルや給食模型などを用いた
「お箸の使い方」を実施する。

約300人
市原市保育課
0436-23-9829

千葉 34 資料配布「だしで味わう和食の日」 11月 市原市 市内公立12保育施設 親子 その他
市内公立保育施設の全児童のご家庭を対象に、和食文化国民会議から
提供される「だしで味わう和食の日」のリーフレットを配布する。

1,100家庭
市原市保育課
0436-23-9829

千葉 35 いい歯の日ｉｎアリオ市原 11月8日 市原市
アリオ市原サンシャイ
ンコート（屋外）

一般 イベント（食育フェア等）
お口の健康ミニクイズ、お口の機能チェック、フッ化物洗口体験、骨密度・
体組成測定、ハーブ王子の健康レシピ紹介、食育コーナー等でお口から
全身の健康に関するイベントを開催。

-
市原市保健センター
0436-23-1187

千葉 36 旬の野菜をおいしく食べよう 11月 市原市 勤労会館ＹＯＵホール 一般 講演会・研修会 生産者から調理法やアレンジについて教えてもらう 15人
コープみらい千葉県本部
参加とネットワーク推進部
043-301-6695

千葉 37 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います。
広報誌約

63,000部発行
予定

八千代市母子保健課
047-486-7250

千葉 38
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」

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、子ども達が食べ物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、学級担任、栄養教諭・学校栄養職員が連携して食育授業を実施予
定。

約750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

千葉 39 千産千消デー 11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

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1ヶ月間のうち1日を施設ごとに(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。併せて配付献立表や校内放送で周知を図
る。

小中学生等
約16,000人

八千代市教育委員会
保健体育課
047-481-0303

千葉 40 旬の野菜レシピと健康情報 通年 八千代市

道の駅やちよ（やちよ
農業交流センター、八
千代ふるさとステー
ション）、ＪＡ八千代市
農産物直売所グリーン
ハウス等

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。

-
八千代市健康づくり課
047-483-4646

千葉 41 第1回生活習慣病予防講演会 11月 八千代市 八千代市保健センター 一般 その他 糖尿病予防について医師講演を予定。 50人
八千代市健康づくり課
047-483-4646

千葉 42
見て学ぼう！ヘルシーメニュー
レッスン＆歯みがきグッズ使いこ
なし術

11月22日 八千代市 八千代市保健センター 一般 その他
栄養士によるメタボリックシンドローム予防についての講話と試食。
歯科衛生士によるブラッシング実習。

24人
八千代市健康づくり課
047-483-4646

千葉 43 カカオ豆からチョコレート作り 11月6日 八千代市
やちよ農業交流セン
ター

一般 料理教室・体験事業等
カカオ豆から濃厚ミニチョコレートケーキ作り。
材料費：1,800円（当日持参）

先着16人
やちよ農業交流センター
047-406-4778

千葉 44 ドライビーフカレー料理講座 11月10日 八千代市
やちよ農業交流セン
ター

一般 料理教室・体験事業等
スパイスを使った甘酸っぱいドライビーフカレー作り。
材料費：1,800円（当日持参）

先着16人
やちよ農業交流センター
047-406-4778

千葉 45
みんなのクッキング
（貝殻亭リゾートのクッキング教
室）

11月13日 八千代市
やちよ農業交流セン
ター

一般 料理教室・体験事業等
「骨付き鶏もも肉の調理」と「フランス郷土煮込み料理」を学ぶ。
材料費：1,800円（当日持参）

先着16人
やちよ農業交流センター
047-406-4778

千葉 46 米粉のマフィン 11月20日 八千代市
やちよ農業交流セン
ター

一般 料理教室・体験事業等
米粉を使ってはちみつマフィンとさつま芋モンブランマフィン作り。
材料費：1,800円（当日持参）

先着16人
やちよ農業交流センター
047-406-4778

千葉 47 お野菜たっぷりの料理講座 11月21日 八千代市
やちよ農業交流セン
ター

一般 料理教室・体験事業等
さつまいもなどの野菜をたっぷり使用した調理法「重ね煮」による料理を
する。
材料費：1,800円(当日持参）

先着16人
やちよ農業交流センター
047-406-4778

千葉 48 親子料理教室 11月23日 八千代市
やちよ農業交流セン
ター

親子 料理教室・体験事業等
「サツマイモのポタージュ、リンゴのキャラメリゼ添え」と「サーモンのポア
レ、トマトとキノコのリゾット添え」作り。
材料費：1,800円（当日持参）

先着16組32人
やちよ農業交流センター
047-406-4778
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千葉 49 やちよアグリウォークラリー 11月25日 八千代市
やちよ農業交流セン
ター

一般 料理教室・体験事業等
島田地区周辺の農園巡りしながら収穫体験。収穫した農産物とお餅を持
ち帰ることも可能。
参加費：1家族1,800円（保険代込）

先着100人
やちよ農業交流センター
047-406-4778

千葉 50 肉まんつくり講座 11月25日 八千代市
やちよ農業交流セン
ター

一般 料理教室・体験事業等
ポリ袋で簡単肉まん作り。鶏そばも一緒に作る。
材料費：1,800円（当日持参）

先着16人
やちよ農業交流センター
047-406-4778

千葉 51
ジンジャーシロップ・ハンバー
ガー講座

11月29日 八千代市
やちよ農業交流セン
ター

一般 料理教室・体験事業等
スパイスたっぷりのジンジャーエールシロップとビーフハンバーグ作り。
材料費：1,800円（当日持参）

先着16人
やちよ農業交流センター
047-406-4778

千葉 52 食で健康を考えよう！　 11月4日 八千代市
高津公民館
２階講習室

その他 講演会・研修会
食で健康を考えよう！大切な「酵素」を学ぶ！（平成30年度千葉県高齢
者向け食育プログラム：出前授業。主催：八千代市社会福祉協議会　高
津支会）

約50人
槌田　047-483-3021（担当）
齋藤　047-487-4385（支会長）

千葉 53
子育てひろば「ぱんだ」とこラボ、
きらきらステップ試食会

11月 八千代市 コープ八千代店 親子 料理教室・体験事業等 おしゃべりしながらコープ商品の試食 15人
コープみらい千葉県本部
参加とネットワーク推進部
043-301-6693

東葛飾 54
ふやそう野菜・へらそう塩食育
キャンペーン

11月6日～20日 市川市
ダイエーいちかわコル
トンプラザ店

親子 その他

千葉県、県立保健医療大学、(株）ダイエーが連携し、生鮮食品売り場及
び惣菜売り場を活用したＰＯＰ掲示による野菜摂取の促進、減塩対策を
普及啓発する。11月6日（火）には、食育サポート企業の協力を得て親子
向け食育イベントを実施する。

-
千葉県健康福祉部健康づくり
支援課
043－223－2667

東葛飾 55 いちかわ市民まつり 11月3日 市川市 大洲防災公園 一般 イベント（食育フェア等）

①「野菜１日３５０ｇ、１食どのくらい食べたらよいか」体験型の啓発とレシ
ピ配布等。②学校給食で実施している行事食・お話給食（本の中に出てく
る料理を再現）の写真展示や回転釜の模型を使った調理疑似体験等。③
ホンビノス、ノリ等の地場産水産物の直売を含めた水産物の啓発。

市民約30,000
人

①市川市保健センター健康支援課
047-377-4511
②市川市教育委員会　保健体育課
047-383-9342
③市川市行徳支所地域整備課
047-359-1150

東葛飾 56 おとなの食育講習会 11月9日 市川市 西部公民館 一般 料理教室・体験事業等
「共食のすすめ」をテーマに、家族だけでなく、友人や地域の人と一緒に
楽める簡単で美味しい和食の調理実習。　参加費：500円程度

市民30人

市川市保健センター健康支援
課
健康支援課
047-377-4511

東葛飾 57
学校給食における地産地消デー
の実施

11月 市川市
市立各小・中・義務・
特別支援学校

子ども 学校給食を活用した食育
市川市の各学校において、学校給食を活用した「地産地消デー」の給食
献立や食に関する指導を実施する。

児童生徒
約30,000人

市川市教育委員会　保健体育
課　　047-383-9342

東葛飾 58 保育園における食育活動 11月 市川市 各保育園 子ども 料理教室・体験事業等

11月24日が「和食の日」という事にちなみ、和食についての話、保育園で
使用しているかつおだしや煮干しだしの飲み比べ等４園で実施。その他
クッキング（年齢別）、餅つき、スーパーマーケット見学等企画園で実施予
定。

約600人
市川市こども施設運営課
047‐711‐1792

東葛飾 59 保護者への食育活動の実施 11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、給食だよりの
配布、だしに関する資料配布

約2,000人
市川市こども施設運営課
047‐711‐1792

東葛飾 60 時短クッキング 11月 市川市 市川店 その他 料理教室・体験事業等 コープ商品を使ったシニア男性向けクッキング 20人
コープみらい千葉県本部
参加とネットワーク推進部
043-301-6690

東葛飾 61 船橋産のお米を食べて知る日 11月24日 船橋市
各小・中・特別支援学
校（82校）

子ども 学校給食を活用した食育 船橋産のお米を使用した給食を提供し、船橋の恵みをＰＲする。 82校
船橋市教育委員会保健体育課
０４７－４３６－２８７０

東葛飾 62 地域交流　育児講座 11月7日 船橋市 若松保育園 親子 その他 栄養士による食事についての話　試食　個別相談　事前予約要 15組
船橋市立若松保育園
047-433-4041

東葛飾 63 地域交流　育児講座 11月8日 船橋市 湊町保育園 親子 その他
栄養士による食事についての話　簡単料理の紹介・食育指導　試食　個
別相談　事前予約要

-
船橋市立湊町保育園
047-431-4961

東葛飾 64 地域交流　育児講座 11月15日 船橋市 本町保育園 親子 その他 栄養士による離乳食の進め方の話　　試食　個別相談　事前予約要 10組
船橋市立本町保育園
047-424-7011
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東葛飾 65 地域交流　育児講座 11月13日 船橋市 海神第二保育園 親子 その他 栄養士による乳児期の食事についての話　試食　個別相談　事前予約要 10組
船橋市立海神第二保育園
047-435-0783

東葛飾 66 地域交流　育児講座 11月15日 船橋市 西船保育園 親子 その他 栄養士による離乳食の進め方の話　　試食　個別相談　事前予約要 -
船橋市立西船保育園
047-333-8187

東葛飾 67 地域交流　育児講座 11月8日 船橋市 高根保育園 親子 その他 栄養士による保育園給食についての話　試食　個別相談　事前予約要 -
船橋市立高根保育園
047-463-1418

東葛飾 68 地域交流　育児講座 11月14日 船橋市 芝山第一保育園 親子 その他
栄養士による保育園での給食や食事の進め方についての話　試食　個
別相談　事前予約要

20組
船橋市立芝山第一保育園
047-462-7575

東葛飾 69 地域交流　育児講座 11月15日 船橋市 浜町保育園 親子 その他
栄養士による乳児期の食事についての話　簡単料理の紹介　試食　個別
相談　事前予約要

10組
船橋市立浜町保育園
047-431-3262

東葛飾 70 ふなばし健康まつり 11月4日 船橋市 運動公園 一般 その他
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、野菜
計量体験や体脂肪・血圧等の測定などのブース出展、コミュニケーション
カフェなど、「かぞく」をテーマに開催。

約7,000人
船橋市健康政策課
047-436-2413

東葛飾 71 船橋市農水産祭 11月11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）
地元船橋で採れる農水産物の即売会を中心に、市内外の消費者に向け
て広く農水産業を紹介し、消費者と農・漁業者との交流を図ることを目的
としたイベントの開催。

市民
約19,000人

船橋市農水産祭実行委員会
船橋市農水産課内
047-436-2490

東葛飾 72 板おばさんの楽しい食育 11月1,30日 船橋市 前原児童ホーム 親子 その他
布パネルやエプロンシアターなどを使った食に関する楽しいお話とミニ食
育講座

各回親子30組
船橋市前原児童ホーム
047-475-5454

東葛飾 73 食育 11月10日 船橋市 本中山児童ホーム 子ども その他 小学生を対象に、季節の野菜を使ったクッキング　材料費：100円 20人
船橋市本中山児童ホーム
047-333-7701

東葛飾 74
子育てミニ講座＆個別相談
「離乳食のはなし」

11月30日 船橋市 本中山児童ホーム 親子 その他 乳児親子を対象に保育園栄養士による離乳食のお話と個別相談 20人
船橋市本中山児童ホーム
047-333-7701

東葛飾 75 離乳食講座【7～8ヶ月（モグモグ期） 11月8日 船橋市
南本町子育て支援セ
ンター

親子 その他
7～8ヶ月の子育て中の保護者対象に離乳食の進め方や簡単な離乳食
の紹介

市内在住7～
8ヶ月児とその
保護者20組

船橋市南本町子育て支援セン
ター
047-434-3910

東葛飾 76 離乳食講座【12～18ヶ月（パクパク期） 11月9日 船橋市
南本町子育て支援セ
ンター

親子 その他
12～18ヶ月の子育て中の保護者対象に離乳食の進め方や簡単な離乳
食の紹介

市内在住12～
18ヶ月児とその

保護者15組

船橋市南本町子育て支援セン
ター
047-434-3910

東葛飾 77 親子クッキング 11月27日 船橋市
南本町子育て支援セ
ンター

親子 料理教室・体験事業等
2歳半以上の幼児親子を対象に、親子でホットケーキや野菜たっぷりの
スープ作りを楽しんでもらう。

市内在住2歳半
以上の幼児と
保護者15組

船橋市南本町子育て支援セン
ター
047-434-3910

東葛飾 78
食育講座
「離乳食（3回食）と歯みがきの教
室」

11月9,15,28日 船橋市
西部保健センター
東部保健センター
中央保健センター

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

親子180組
船橋市保健所地域保健課
047-409-3274

東葛飾 79 食育ミニ講座1歳6か月児健診 11月16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30組
船橋市保健所地域保健課
047-409-3274

東葛飾 80 食育ミニ講座2歳6か月児歯科健診
11月

2,5,13,14,19,20,26
日

船橋市

北部保健センター
西部保健センター
中央保健センター
東部保健センター

親子 その他 ミニ講話「早寝・早起き・朝ごはん」を実施 約350組
船橋市保健所地域保健課
047-409-3274
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東葛飾 81 出前講座 11月4日 船橋市
本町東部自治会事務
所

一般 その他 船橋の食育について講話を実施 約20人
船橋市保健所地域保健課
047-409-3274

東葛飾 82 飯山満福祉まつり 11月4日 船橋市 飯山満南小学校 一般 イベント（食育フェア等） うす味、野菜摂取について啓発 約180人
船橋市保健所地域保健課
047-409-3274

東葛飾 83 子育てプレイルーム 11月5日 船橋市 海老ヶ作公民館 親子 その他 乳幼児食について講話 約10組
船橋市保健所地域保健課
047-409-3274

東葛飾 84 ひよこ広場 11月6日 船橋市 塚田公民館 親子 その他 幼児食についての講話とおやつの調理実習 約16組
船橋市保健所地域保健課
047-409-3274

東葛飾 85 離乳食講座 11月8日 船橋市 夏見児童ホーム 親子 その他 離乳食の進め方の講話、相談 約15組
船橋市保健所地域保健課
047-409-3274

東葛飾 86 ちびっこ広場 11月12日 船橋市 葛飾公民館 親子 その他 幼児食について講話と試食 約30組
船橋市保健所地域保健課
047-409-3274

東葛飾 87 介護予防教室 11月14日 船橋市 浜町公民館 一般 その他 高齢者の食事について講話 約15人
船橋市保健所地域保健課
047-409-3274

東葛飾 88 丸山福祉まつり 11月25日 船橋市 丸山公民館 一般 その他 うす味の啓発 約80組
船橋市保健所地域保健課
047-409-3274

東葛飾 89 出前講座 11月27日 船橋市 ゆうゆうクラブの家 一般 その他 高齢者の食事について講話 約10人
船橋市保健所地域保健課
047-409-3274

東葛飾 90 すくすく広場 11月27日 船橋市 浜町公民館 親子 その他 離乳食の進め方の講話、相談 約20人
船橋市保健所地域保健課
047-409-3274

東葛飾 91 ぞうさんクラブ 11月29日 船橋市 松が丘児童ホーム 親子 その他
うんち劇（朝食を食べようの人形劇）と講話
※食生活サポーターと協働

約20組
船橋市海神公民館
047-420-1001

東葛飾 92 松戸市南部市場祭 11月11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40,000人
松戸市南部市場祭実行委員会
事務局
047-363-2222

東葛飾 93 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1,000人
とうかつ中央農業協同組合
047-341-5151

東葛飾 94
食育ボランティア松戸
楽楽会による講習会「お魚をおい
しく食べよう！」

11月12日 松戸市 常盤平保健福祉センター 一般 料理教室・体験事業等
地場産物を使ったヘルシーメニューで野菜摂取量アップを目指す料理教
室を開催。材料費：一人500円程度

20人
松戸市健康推進課
常盤平保健福祉センター
047-384-1333

東葛飾 95
食育ボランティア松戸
旬菜キッチンによる講習会「健
康・かんたん・幸せごはん」

11月22日 松戸市 小金保健福祉センター 一般 料理教室・体験事業等
地場産物を使ったヘルシーメニューで野菜摂取量アップを目指す料理教
室を開催。材料費：一人500円程度

20人
松戸市健康推進課
小金保健福祉センター
047-346-5601

東葛飾 96 松戸モリヒロフェスタ 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）
当イベント会場に食育の啓発ブースを出展する。ブースでは「野菜摂取量
クイズ」を行い、1日の野菜摂取量の目標である350gを体感してもらう。併
せて、食育に関するリーフレット等を配布。

500人
松戸市健康福祉政策課
047-704-0055

東葛飾 97 松戸モリヒロフェスタ 11月25日 松戸市 21世紀の森と広場 一般 イベント（食育フェア等）
野菜料理プラス1運動の啓発のため、①野菜計量体験ゲーム（一日に必
要な野菜の量を確認）②野菜に親しんでもらうため、輪投げの実施（子ど
も対象）③折り紙で野菜を作る体験等を実施。

市民約700人
松戸市健康推進課
中央保健福祉センター
047-366-7489

東葛飾 98 千産千消デーの実施 11月 松戸市 市内各小中学校 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に、千葉県産・松戸市産の農林水産物
を取り入れた献立を作成し、千産千消デーを実施。保護者に対しては、
給食だより等でメニューや地場産物について周知をする。

-
松戸市教育委員会
保健体育課
047-366-7459

6



地域 No 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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東葛飾 99 食育月間の周知 11月1日 松戸市 松戸市内一円 一般 広報による普及・啓発 市の広報紙により、食育月間を周知する。 -
松戸市健康福祉政策課
047-704-0055

東葛飾 100 食育月間におけるパネルの展示 11月1～9日 松戸市 松戸市役所 一般 食育に関する展示 松戸市役所内にて、食育に関するパネル展示、レシピ配布等を行う。 -
松戸市健康福祉政策課
047-704-0055

東葛飾 101 懸垂幕の掲示 11月 松戸市 松戸市役所 一般 広報による普及・啓発 松戸市役所正面玄関にて懸垂幕を掲示し、食育月間を周知する。 -
松戸市健康福祉政策課
047-704-0055

東葛飾 102 時短クッキング 11月 松戸市
コープみらいプラザ東
葛

その他 料理教室・体験事業等 コープ商品を使った包丁を使わないクッキング 20人
コープみらい千葉県本部
参加とネットワーク推進部
043-301-6689

東葛飾 103 そば打ち［打ち方コース］ 11月11日 野田市 県立関宿城博物館 一般 料理教室・体験事業等
県立関宿城博物館で、そば打ちの体験を行います。午前９時30分から12
時まで。参加費1,100円（保険料含む）。事前申込み制(受付10月11日午
前9時～）。

18人
県立関宿城博物館
04-7196-1400

東葛飾 104 栄養相談会 11月1,13,19日 野田市
保健センター、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
実施

各回5人
野田市保健センター
04-7125-1188

東葛飾 105 離乳食講習会 11月15日 野田市 保健センター 親子 その他
市内在住のおおむね6か月児とその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

東葛飾 106 両親学級 11月12日 野田市 保健センター 一般 その他
市内在住の妊婦とその家族を対象に、妊娠期の食生活について講話を
実施

30人
野田市保健センター
04-7125-1188

東葛飾 107 骨太教室 11月14日 野田市 保健センター 一般 その他
市内在住の40歳～64歳の方を対象に、骨密度を測定し、骨密度の向上
に必要な運動や食事に関する講話を実施

25人
野田市保健センター
04-7125-1188

東葛飾 108 健康づくり料理講習会
11月16,21,

22（2か所）,28日
野田市

保健センター、川間公
民館、北部公民館、福
田公民館

一般 その他
野田市食生活改善推進員が中心となり、「無理なく 楽しく おいしく減塩～
味わう力を身につけよう！～」をテーマとした料理講習会を開催

各回20人
野田市保健センター
04-7125-1188

東葛飾 109
みつけるのだ　たべるのだ
～野田のめぐみを味わう給食の
日～

11月20日 野田市
市内関係幼稚園小中
学校

子ども 学校給食を活用した食育

市内関係幼稚園小中学校の児童生徒を対象に、地元産の農畜産物を取
り入れた給食の日を実施。地元のシェフが考案した野田産野菜を使った
汁物を市内統一で提供し、子どもたちと保護者に対して、お便りで地元産
物について周知する。また市報でレシピを市民にも周知する。

関係幼稚園・児
童生徒約
13,500人

野田市教育委員会
学校教育課
04-7123-1328

東葛飾 110 手賀沼ふれあいウオーク 11月17日 柏市 柏ふるさと公園 親子 その他 食事・運動に関する健康啓発 100人
柏市健康増進課
04-7167-1256

東葛飾 111 育児講座 11月8,13,15日 柏市 市内公立保育園 子ども 料理教室・体験事業等
調理を通して食への関心、興味を持つことができるように、年長クラスを
対象にクッキングを実施する。

約130人
柏市保育運営課
04-7167-1137

東葛飾 112 母と子のつどい 11月9,12,14,20日 柏市
近隣センター、公民館
等

親子 その他
講話
栄養士：生活リズム
歯科衛生士：家族ぐるみでお口の健康づくり！

240人
柏市地域保健課
04-7167-1257

東葛飾 113
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6,16,20,28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

270人
柏市地域保健課
04-7167-1257

東葛飾 114 1歳6か月児健診 11月8,9,13,21日 柏市 ウェルネス柏 子ども その他
虫歯予防についてワンポイントアドバイス
個別の栄養相談

250人
柏市地域保健課
04-7167-1257

東葛飾 115 小学校１年生歯みがき指導
11月

1,5,7,12,14,19,26,2
7,30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 799人
柏市地域保健課
04-7167-1257
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東葛飾 116
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1,7,19,27,30
日

柏市 柏市内の小中学校 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 365人
柏市地域保健課
04-7167-1257

東葛飾 117 3歳児健診 11月7,14,15,27日 柏市 ウェルネス柏 子ども その他
虫歯予防についてワンポイントアドバイス
個別の栄養相談

270人
柏市地域保健課
04-7167-1257

東葛飾 118 地域健康講座 11月18日 柏市 こども図書館 親子 その他
乳幼児期のむし歯予防、おやつのとり方等の食生活についての講話及
び歯みがき指導

50人
柏市地域保健課
04-7167-1257

東葛飾 119 ママパパサロン 11月17日 柏市 ウェルネス柏 一般 その他 講話：妊産期の口腔ケア、食事について考えよう 100人
柏市地域保健課
04-7167-1257

東葛飾 120 柏市離乳食教室 11月1,26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

180人
柏市地域保健課
04-7167-1257

東葛飾 121 ８か月相談 11月2,5,19,29日 柏市 ウェルネス柏 親子 その他 講話：発達に合わせた離乳食、お口のケアについて 400人
柏市地域保健課
04-7167-1257

東葛飾 122 青果物調理講習会 11月10日 柏市 中央公民館 親子 料理教室・体験事業等 柏市場の青果物を使った親子調理実習 20人
柏市地域保健課
04-7167-1257

東葛飾 123 第15回 かしわで収穫祭 11月 柏市 かしわで駐車場 一般 イベント（食育フェア等）
地元野菜の周知と正しい情報を啓発し、生産者と消費者の情報交換の
場を設ける

約3,000人
株式会社アグリプラス
04-7141-6755

東葛飾 124 和食の日「だしについて知ろう」 11月22日 流山市 公立各保育所 子ども その他
｢和食の日」に市の特産物のみりんを使った和食給食を実施。また、子ど
も達に和食について、だしについて、また、地元の産物についての話を行
う。

保育園児660人
流山市保育課
04-7050-6124

東葛飾 125 千産千消デーの給食の実施 11月 流山市 市内小中学校 子ども 学校給食を活用した食育
市内小学校の児童を対象に、地元産の農産物を取り入れた給食の日を
実施。保護者に対しては給食だよりでメニューと地元産物について周知
する。

-
流山市教育委員会
学校教育課
04-7150-6104

東葛飾 126 流山市健康まつり 11月4日 流山市 キッコーマンアリーナ 一般 その他
健康まつりの会場で塩分の摂りすぎに注意の啓発活動を行う。塩分クイ
ズの正解者に流山産米を贈呈する。

米の贈呈は
約50人を予定

流山市健康増進課
04-7154-0331

東葛飾 127
流山市健康づくり推進員による栄
養講座

11月7,12,15,20日 流山市 市内公民館（４会場） 一般 その他
各地区でテーマを決め、地元産の野菜などを取り入れた調理実習を行う
とともに、減塩についてなどの啓発を行う。

20人～30人
流山市健康増進課
04-7154-0331

東葛飾 128 流山市農業共進会 11月24,25日 流山市 キッコーマンアリーナ 一般 その他
市内農業者の農産物を一堂に揃え、各賞を決定することにより、農産物
の品質向上及び農業技術の改善を図るとともに、本市の農業を広く市民
に周知し、農業に対する関心を高め、地産地消を推進する。

約3,000人
流山市農業振興課
04-7150-6086

東葛飾 129 食育だよりの発行 11月 我孫子市 - 一般 広報による普及・啓発
食育だよりを発行し、食に関する情報を周知。
紙媒体で発行するほか、電子データ（ＰＤＦ）を市ＨＰに掲載。
９月発行の13号（新米特集）を11月中の集団検診会場でも配布。

配布2,700枚
我孫子市健康づくり支援課
04-7185-1126

東葛飾 130 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
市民を対象に健康づくりのための食生活に関する情報及びちばの食育
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5,000枚
我孫子市健康づくり支援課
04-7185-1126

東葛飾 131 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 市民を対象に健康づくりのための食生活に関する情報の提供。 配信5,750人
我孫子市健康づくり支援課
04-7185-1126

東葛飾 132
しあわせママパパ学級
（妊娠中の栄養）

11月 我孫子市 我孫子市保健センター 一般 講演会・研修会 妊婦やその家族に向けた食生活に関する講話を行う。 20人
我孫子市健康づくり支援課
04-7185-1126
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東葛飾 133
しあわせママパパ学級
（妊娠中の歯科衛生）

11月 我孫子市 我孫子市保健センター 一般 講演会・研修会 妊婦やその家族に向けた歯科衛生に関する講話を行う。 20人
我孫子市健康づくり支援課
04-7185-1126

東葛飾 134 離乳食教室 11月 我孫子市 我孫子市保健センター 親子 料理教室・体験事業等
初期・中期の離乳食の調理指導（実演）及び試食、食材や歯の動かし方
についての講話を行う。

30組
我孫子市健康づくり支援課
04-7185-1126

東葛飾 135 後期離乳食教室 11月 我孫子市 我孫子市保健センター 親子 料理教室・体験事業等
後期・完了期の離乳食に関する講話及び試食、歯科衛生に関する講話
及び歯磨き指導（個別）を行う。

40組
我孫子市健康づくり支援課
04-7185-1126

東葛飾 136 ４か月児相談 11月 我孫子市 我孫子市保健センター 親子 講演会・研修会 離乳食の始め方に関する講話・歯科衛生に関する講話を行う。 60組
我孫子市健康づくり支援課
04-7185-1126

東葛飾 137 あびこん新そばまつり 11月10,11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）
新そば粉を使った市内のそば打ちグループによるそば打ちや地元農産
物を使った農家手作りの加工品販売イベント。

市民
2,000人

我孫子市農政課
04-7185-1111（内線26-565）

東葛飾 138 第37回我孫子市農業まつり 11月17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
1,000人

我孫子市農政課
04-7185-1111（内線26-565）

東葛飾 139
地産地消の和食給食の実施
（千産千消デー）

11月 我孫子市 市内各小中学校 子ども 学校給食を活用した食育
千葉県産農産物を取り入れた給食の日、「千産千消デー」を実施する。給
食だより等でメニューや地場産物について周知する。

市内19校
我孫子市教育委員会
学校教育課
04-7185-1267

東葛飾 140 「和食」の日の実施 11月 我孫子市 市内各小中学校 子ども 学校給食を活用した食育
市内小中学校の給食で、11月24日（いいにほんしょくの日）の和食の日の
前後に市内一斉に和食献立を実施する。「だし」が感じられる汁物等を味
わい、和食の基本である「うま味」や和食とは何かを学ぶ日とする。

市内19校
我孫子市教育委員会
学校教育課
04-7185-1267

東葛飾 141 残菜調査の実施 11月 我孫子市 市内各小中学校 子ども 学校給食を活用した食育
市内小中学校の給食の残菜調査を行う。児童生徒や教職員、保護者に
対する食育推進の指標として活用することを目的とする。

市内19校
我孫子市教育委員会
学校教育課
04-7185-1267

東葛飾 142 和食の日の和食献立の実施 11月22日 我孫子市 市内公立保育園 子ども 学校給食を活用した食育
１１月２４日の和食の日に併せて、和食献立を実施。保護者に対しては献
立表、給食だより等で周知を行う

市内3園
我孫子市保育課
04-7185-1111（内線459）

東葛飾 143 子育て支援施設育児講座（栄養） 11月2日 我孫子市
我孫子市子育て支援
施設　すくすく広場

親子 講演会・研修会
乳幼児の食事についてのお話しと、保護者の抱えている食への悩みや疑
問に答える。

親子20組
我孫子市子育て支援施設セン
ター
04-7185-1915

東葛飾 144 マタニティクッキング 11月2日 鎌ケ谷市 総合福祉保健センター その他 料理教室・体験事業等
初妊婦を対象としたマタニティ教室４日コースのうち、１日を栄養・食に関
する講座とし、妊娠期の栄養・食生活に関する講義と調理実習を行う。

20人
鎌ケ谷市健康増進課
047-445-1546

東葛飾 145
すこやかライフ講座
高血圧予防

11月6日 鎌ケ谷市 総合福祉保健センター 一般 料理教室・体験事業等
高血圧予防のための減塩についての講義、グループワーク、調理実習を
実施。

20人
鎌ケ谷市健康増進課
047-445-1546

東葛飾 146
わくわくクッキング
幼稚園

11月9日 鎌ケ谷市 市内私立幼稚園 子ども 料理教室・体験事業等
健康増進課と食生活改善協議会の共催で、夏休み中に児童センター、放
課後児童クラブでも実施し、11月は幼稚園で実施する。クッキーづくり、食
生活改善推進員及び栄養士の食育を行う。

90人
鎌ケ谷市健康増進課
047-445-1546

東葛飾 147 健康づくり料理教室 11月13,29日 鎌ケ谷市
総合福祉保健センター
他

一般 料理教室・体験事業等
健康づくりについて学び、食生活の改善できるよう、食生活改善推進員
が健康づくりのための講話と調理実習を行う。

各20人
鎌ケ谷市健康増進課
047-445-1546

東葛飾 148 4か月児健康相談2日目 11月16日 鎌ケ谷市 総合福祉保健センター 子ども その他
第１子の４か月児を対象とした健康相談として、離乳食の開始の教育を
行う。

30人
鎌ケ谷市健康増進課
047-445-1546

東葛飾 149 食育講座 11月19日 鎌ケ谷市 総合福祉保健センター 一般 料理教室・体験事業等
「災害に備える！手軽でおいしい防災クッキング」をテーマに外部講師を
招き、講義と調理実習を行う。

30人
鎌ケ谷市健康増進課
047-445-1546

東葛飾 150
すこやかライフ講座
幼児食

11月27日 鎌ケ谷市 総合福祉保健センター 子ども 講演会・研修会
４・５歳児の朝食とおやつをテーマに、保護者を対象に講義及び試食を行
う。

20人
鎌ケ谷市健康増進課
047-445-1546
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東葛飾 151 早ね早起き朝ごはん食育講演会
11月5,6,22,29,30

日
鎌ケ谷市 市内中学校 子ども 講演会・研修会

学校教育課と共催で、市内全中学校５校の１年生を対象に、朝ごはんを
食べる人の増加を目指し、生活リズムや食事バランスについての講義を
行う。

890人
鎌ケ谷市健康増進課
047-445-1546

東葛飾 152
学校給食における千産千消デー
の実施

11月 鎌ケ谷市 学校給食センター 子ども 学校給食を活用した食育
市内の小・中学校の児童・生徒を対象に、地場産を取り入れた「千産千
消デー」を小・中学校給食で各1日実施する。保護者に対しては、給食だ
よりで周知する。

小中学生
教職員他
9,000人

鎌ケ谷市教育委員会
学校教育課給食管理室
047-445-5640

東葛飾 153 学校給食における食育の日の実施 11月16,19日 鎌ケ谷市 学校給食センター 子ども 学校給食を活用した食育
市内の小・中学校の児童・生徒を対象に、鎌ケ谷産を取り入れた「鎌産鎌
消」と併せて「食育の日」献立を実施する。保護者に対しては、給食だより
で周知する。中学校16日、小学校19日に実施予定。

小中学生
教職員他
9,000人

鎌ケ谷市教育委員会
学校教育課給食管理室
047-445-5640

東葛飾 154 おにぎりを作ろう 11月中旬 鎌ケ谷市 粟野保育園 子ども その他 保育園で栽培した米を収穫し自分でおにぎりを作る。 21人
鎌ケ谷市立粟野保育園
047-443-1096

東葛飾 155 親子さつまいも掘り体験教室 11月11日 鎌ケ谷市
西佐津間市民農園
北部公民館

親子 料理教室・体験事業等
小学生親子を対象に、さつまいも掘り体験を実施。収穫後はさつまいもを
用いた料理教室を開催する。

市内親子
20人

鎌ケ谷市農業振興課
047-445-1233

東葛飾 156 芋掘り・焼き芋の会 11月 鎌ケ谷市 各児童センター 子ども 料理教室・体験事業等
センターの庭の一角に畑を作り、さつま芋を子どもたちと育て収穫し焼き
芋にして味わう。

-
北中沢児童センター（代表）
０４７－４４２－２０１１

東葛飾 157 男性のためのクッキングひろば 11月21日 浦安市
健康センター2階
栄養実習室

一般 料理教室・体験事業等
65歳以上の男性を対象に、健康づくりの講話と調理実習を実施。高齢男
性でも自分で料理を作ることができ会食を楽しみ、地域とつながる機会と
する。1回参加につき300円。

15人
浦安市高齢者包括支援課
074-712-6389

印旛 158 母親学級 11月20,27日 成田市 成田市保健福祉館 一般 料理教室・体験事業等
妊娠中・産後の食事や離乳食についての講話と調理実習
妊娠中の歯の健康についての講義と歯科検診

市民30人
成田市健康増進課
0476-27-1111

印旛 159 歯の健康教室 11月11日 成田市 イオンモール成田店 一般 その他
全身の健康、認知症予防においての、歯と口腔の健康や口腔衛生管理
の必要性について、歯科医師による講義を実施する。

100人
成田市健康増進課
0476-27-1111

印旛 160 30～40代のための健康教室
11月13,27日
12月4,14日

成田市 成田市保健福祉館 一般 料理教室・体験事業等
健康や食生活について、正しい知識が習得できるよう、講話・運動・調理
実習等を実施。（対象：30～40代の女性）

市民30人
成田市健康増進課
0476-27-1111

印旛 161 地産地消の給食（成田給食の日） 11月19日 成田市
成田市の各給食セン
ター各共同調理場

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に、地元産の農林水産物を多く取り入
れた給食の日を実施。

市内児童生徒
約10,900人

成田市教育委員会教育指導課
0476-20-1582

印旛 162 ちばの食育月間の周知 11月 成田市 各小中学校 親子 食育に関する展示 献立表等を使い、ちばの食育月間を周知する。 約11,000人
成田市教育委員会
学校給食センター
0476-27-9449

印旛 163 給食レストラン 11月1,13,16,29日 成田市

下総みどり学園
公津の杜小
公津の杜中
本城小共同調理場

一般 料理教室・体験事業等
申込者に本市の給食についての考え方や取り組みを伝え、実際に給食
を味わっていただき、給食に対して意見を頂く。

各20人
成田市教育委員会
学校給食センター
0476-27-9449

印旛 164 成田市場わくわく感謝デー 11月24日 成田市 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2,000人
成田市場振興協議会
0476-24-1224

印旛 165 成田市産業まつり 11月17,18日 成田市 成田市国際文化会館 一般 広報による普及・啓発 会場にて、朝ごはんに関するチラシを配布。 市民2,000人
成田市農政課
0476-20-1541

印旛 166 食育啓発パネルの掲示 11月 佐倉市
健康管理センター
西部保健センター
南部保健センター

一般 食育に関する展示
各保健センターで、食育月間及び「佐倉市第2次食育推進計画」周知や
食育（朝食喫食、野菜摂取、減塩、主食・主菜・副菜を揃えた食事）につ
いての啓発の掲示を行う。

-
佐倉市健康増進課
南部保健センター
043-483-2812

印旛 167 めざせ健康美ボディ❤啓発コーナー 11月 佐倉市 志津図書館 一般 食育に関する展示
若い女性に向けた妊娠力向上のための啓発コーナーにて、食習慣の改
善や朝食喫食、バランスの良い食事に関する知識の普及啓発に関する
掲示やリーフレットの配架を行う。

-
佐倉市健康増進課
南部保健センター
043-483-2812
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印旛 168 佐倉市教育の日 11月 佐倉市 市内各小中学校 子ども 学校給食を活用した食育
市内小中学校で、江戸時代に佐倉市周辺で食べられていた食材を使用
した献立「城下町佐倉・江戸ぐるめ」を実施。献立表や給食だよりで周
知。

児童生徒
約13,000人

佐倉市教育委員会指導課
043-484-6193

印旛 169 地場産物生産者交流会 11月 佐倉市 市内小学校 子ども 学校給食を活用した食育
生産者が地域の小学校を訪問し、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地域で生産され
た食材を使用。

児童
約50人

佐倉市教育委員会指導課
043-484-6193

印旛 170
四街道市
産業まつり

11月10,11日 四街道市 四街道中央公園 一般 イベント（食育フェア等）
市内農産物、商工業製品等の展示・即売。
吹奏楽演奏、伝統芸能、歌謡ショー等

-
四街道市産業振興課
043-421-6134

印旛 171 四街道市産業まつり 11月10,11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 約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）
043-421-6134

印旛 172 はみがき教室 11月6日 四街道市 中央保育所 子ども その他 噛むことについてのお話と歯みがき（染めだし、ブラッシング）の実習。 80人
四街道市保育課
043-421-2238

印旛 173 バイキング給食 11月9日 四街道市
中央保育所・
中央保育所分園

子ども 学校給食を活用した食育
園児を対象に、地元産の農林水産物を取り入れた異年齢交流のバイキ
ング給食を実施。

103人
四街道市保育課
043-421-2238

印旛 174 ちばの食育月間の周知 11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 保護者に対して給食だよりでメニューと地元産物について周知する。 318人
四街道市保育課
043-421-2238

印旛 175 ちばの食育月間の周知 11月 四街道市 千代田保育所 親子 広報による普及・啓発
保護者に対して園だよりや掲示を作成し、ちばの食育月間の周知する。
地場産物の紹介及びレシピ紹介する。

約280人
四街道市保育課
043-421-2238

印旛 176
2歳6か月児歯科健診
3歳6か月児健診

11月27日
11月20,26日

四街道市 保健センター 親子 その他
年間を通じ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。

140組
四街道市健康増進課
043-433-2221

印旛 177 第41回八街市産業まつり 11月25日 八街市 八街市立八街中学校 一般 イベント（食育フェア等）
本市で生産ならびに販売されている、農産物や商工業製品の販売、紹
介、展示等

-
八街市産業まつ実行委員会
043-443-1402

印旛 178 保健推進員伝達講習会 11月15日 八街市 総合保健福祉センター 一般 料理教室・体験事業等
「健康寿命延伸のための中年期～シニア期の食事のポイント」をテーマに
講話と調理実習を推進員が実施。

15人
八街市健康増進課
043-443-1631

印旛 179 やちまた教育の日 11月9日 八街市 市内小中学校 子ども 学校給食を活用した食育 小中学校の給食で生徒の献立を採用。
児童・生徒
約5,100人

八街市教育委員会
学校給食センター
043-444-1181

印旛 180 千産千消デー献立の提供 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5,100人

八街市教育委員会
学校給食センター
043-444-1181

印旛 181 食育授業
11月1,2,5,7,8,

9,13,16,28,29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、野菜の栄養について、カルシウム（牛乳）のはたら
き、食べ物と３つのはたらき、朝ごはんを食べよう、おやつも含めた１日の
バランス、よくかんで食べよう。

児童
約514人

八街市教育委員会
学校給食センター
043-444-1181

印旛 182 家庭教育学級 11月20,21,28日 八街市 学校給食センター その他 学校給食を活用した食育 給食センター見学および給食試食会、栄養士の講話。 保護者90人
八街市教育委員会
学校給食センター
043-444-1181

印旛 183 離乳食講座 11月7日 八街市
実住保育園内
子育て支援センター

親子 その他
離乳食の進め方についての説明と保護者との意見交換。離乳食の試
食。

親子8組
八街市立実住保育園内
子育て支援センター
043-443-8900

印旛 184 幼児食講座 11月9日 八街市
実住保育園内
子育て支援センター

親子 その他
幼児期の食事について食事のバランスやはしの持ち方などの説明と保護
者との意見交換。給食（汁物）の試食。

親子8組
八街市立実住保育園内
子育て支援センター
043-443-8900

印旛 185 第41回八街市産業まつり 11月25日 八街市
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。

27,000人
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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印旛 186 新米でおにぎり作り 11月7日 印西市
印西市立もとの保育
園

子ども 食育授業
園児（年長児）を対象に、お米が育つまでの話、ガラスの鍋でお米を炊く
実演等を行い、新米を使ったおにぎりを作り、新米を味わう。

約100人
印西市健康増進課
0476-42-5595（中央保健セン
ター）

印旛 187 幼児食育教室 11月10日 印西市 中央駅前地域交流間 親子 料理教室・体験事業等
市内の年長児親子を対象に、親子料理教室を開催。食育講話、食育クイ
ズ等も実施。

15組
印西市健康増進課
0476-42-5595（中央保健セン
ター）

印旛 188 大人の食育教室 11月30日 印西市 中央駅前地域交流間 一般 料理教室・体験事業等
市民を対象に、「冬野菜で簡単時短料理教室」を開催。野菜ソムリエを講
師に招き、旬の野菜についての話、簡単野菜料理の紹介を調理実習形
式で行う。

25人
印西市健康増進課
0476-42-5595（中央保健セン
ター）

印旛 189 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
31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1,670枚

印西市健康増進課
0476-42-5595（中央保健セン
ター）

印旛 190
もぐもぐ教室・かみかみ教室
（離乳食教室）

11月14日 印西市 高花保健センター 一般 その他

６～８か月頃（もぐもぐ教室・離乳食中期）、９ヶ月～１歳６カ月（かみかみ
教室・離乳食後期）の乳児を持つ保護者を対象に、講話、デモンストレー
ション、保護者の試食、身体計測、栄養相談、歯の話（かみかみ教室の
み）を実施する。

各25組
印西市健康増進課
0476-42-5595（中央保健セン
ター）

印旛 191 時短クッキング 11月 印西市 コープルーム印西 その他 料理教室・体験事業等 コープ商品を使った若い親向けクッキング 20人
コープみらい千葉県本部
参加とネットワーク推進部
043-301-6691

印旛 192
ベビーカーダンスときらきらステッ
プ試食会

11月 印西市 コープルーム印西 親子 料理教室・体験事業等 おしゃべりしながらコープ商品の試食 15人
コープみらい千葉県本部
参加とネットワーク推進部
043-301-6694

印旛 193
やさいたっぷりおすすめレシピの
周知

11月 白井市 - 一般 広報による普及・啓発 市の広報誌、ホームページにて、野菜を使ったレシピの周知をする。
市民

約60,000人
白井市役所健康課
047-497-3494

印旛 194 男性料理教室 11月10日 白井市 保健福祉センター 一般 料理教室・体験事業等
地元野菜を取り入れた健康的な食事についての講話と調理実習を実施。
（参加費：400円）

約15人
白井市役所健康課
047-497-3494

印旛 195 健康知っ得！料理教室 11月15日 白井市 保健福祉センター 一般 料理教室・体験事業等
健康的で簡単に作れる食事についての講話と調理実習を実施。（参加
費：400円）

約15人
白井市役所健康課
047-497-3494

印旛 196 プレパパママスクール 11月7日 白井市 保健福祉センター 一般 その他
妊娠中の両親学級として、妊娠中や出産、産後の育児や食事等の講話
と食育弁当の提供を実施。（参加費：500円）

約18組
白井市役所健康課
047-497-3494

印旛 197 かみかみ教室 11月14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、離乳食のすすめ方やお口のケア等の講話、試
食をとおした食べ方レッスンを実施。（参加費：100円）

約25組
白井市役所健康課
047-497-3494

印旛 198
乳幼児育児相談、健康診査事業
での食事支援

11月
2,6,9,13,16,20,21

日
白井市 保健福祉センター 親子 その他

4か月育児相談、1歳6か月児健康診査、2歳児歯科健康診査、3歳児健
康診査事業で、離乳食や幼児食、おやつや早寝早起き朝ごはん等、発
達に合わせた集団・個別指導を実施。

約200組
白井市役所健康課
047-497-3494

印旛 199
女性のためのストレスフリーライ
フ講座

11月1日 白井市 青少年女性センター 一般 その他
青少年女性センターからの依頼で、腸活をテーマに講話と試食の提供を
実施。（参加費：100円）

約20人
白井市役所健康課
047-497-3494

印旛 200 健康料理教室 11月21日 白井市 西白井複合センター 一般 料理教室・体験事業等
西白井複合センターからの依頼で、コレステロール予防の食生活につい
ての講話と調理実習を実施。（参加費：500円）

約16人
白井市役所健康課
047-497-3494

印旛 201 離乳食相談 11月28日 白井市 白井駅前センター 親子 その他
白井駅前センターからの依頼で、2～6ヶ月の子と保護者を対象とした離
乳食の集団指導を実施。

約3組
白井市役所健康課
047-497-3494

印旛 202 栄養士による食育指導 11月 白井市 白井市内小学校 子ども 学校給食を活用した食育 学校給食を活用し、食べ物の栄養について学ぶ。 260人
白井市教育委員会教育支援課
047-492-1111
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印旛 203
富里市産業
まつり

11月18日 富里市
富里中央公民館前駐
車場

一般 イベント（食育フェア等） 富里産の新鮮な農畜産物や商工業製品の展示・即売、イベント等 -
富里市農政課
0476-93-4943

印旛 204 食育の授業 11月 富里市 富里中学校外２校 子ども 食育授業
「生活リズムと朝ご飯の重要性」（中１）、「中学校卒業後の食事について
考える」（中３）の内容で、給食センター職員が出前授業を行う。

約550人
富里市教育委員会学校教育課
0476-93-7659

印旛 205 産業まつり 11月18日 富里市 富里市役所敷地内 一般 その他

産業まつりで、地産地消をテーマに地元の食材を使ったメニュー２品の販
売。
また、いんばのお米ＰＲ、「千葉の園芸」クリアファイルを配布及び「ちば
の食育」のぼり旗を立てて啓発活動を行う。

約8,000人

富里市健康推進課
0476-93-4121
富里市農政課
0476-93-4943

印旛 206 第11回クラフトマーケットin富里 11月4日 富里市
富里セントラルガーデ
ン(ナリタヤ富里店敷
地内）

一般 イベント（食育フェア等）

クラフトマーケットＩＮ富里のイベント時にハウス食品（株）さんの協力を得てスパ
イスを使った錦爽鶏のカレーと、東洋水産（株）さんの協力を得て地産地消の食
材の味噌バター焼きそばと(株)にんべんさんの協力を得て千葉県産の根菜の
入ったイモ煮汁を販売し、レシピを配布する。

3,000人
（株）ナリタヤ　食育担当
0476-95-9111

印旛 207 大人の食育教室 11月8日 酒々井町 中央公民館調理室 一般 料理教室・体験事業等 成人を対象に、食育に関する講話と発酵食品を使った調理実習を行う。 24人
酒々井町健康福祉課（保健セ
ンター）
043-496-0090

印旛 208 ふるさとまつり「健康の館」 11月25日 酒々井町 保健センター 一般 イベント（食育フェア等）
健康推進員による汁物塩分測定および塩分量の違う味噌汁飲み比べ、
食育お箸ゲーム、食育に関するパンフレットの配布を行う。

100人
酒々井町健康福祉課（保健セ
ンター）
043-496-0090

印旛 209 太巻き寿司講習会 11月16,17日 栄町 県立房総のむら 一般 料理教室・体験事業等
県立房総のむらで、千葉県で冠婚葬祭などで出された「太巻き寿司」づく
りの体験を行う。対象は中学生以上。12時45分から15時15分。体験費用
1,500円。事前に予約が必要。

10人
県立房総のむら
0476-95-3333

印旛 210 昔ながらのカステラ焼き 11月10,11日 栄町 県立房総のむら 一般 料理教室・体験事業等

県立房総のむらで、銅製の型を使い、炭火で焼き上げる昔ながらのカス
テラづくり体験を行う。対象は小学5年生以上（小学生は引率者が必要）。
1日3回（9時45分から11時、11時15分から12時30分、14時から15時15分）
体験費用400円。事前に予約が必要。

各回2人
県立房総のむら
0476-95-3333

印旛 211 こんにゃく作り 11月24,25日 栄町 県立房総のむら 一般 料理教室・体験事業等
県立房総のむらで、こんにゃく作り体験を行う。対象は小学5年生以上、1
家族2名まで。13時から15時30分。体験費用300円。事前に予約が必要。

6人
県立房総のむら
0476-95-3333

印旛 212 えびす講の料理 11月27,28日 栄町 県立房総のむら 一般 食育に関する展示
県立房総のむらで、1年の商売繁盛を感謝するえびす講の料理を再現す
る。

-
県立房総のむら
0476-95-3333

印旛 213

布鎌小学校
放課後ふれあい教室
「食育教室～落花生をむいてみ
よう～」

11月8日 栄町 布鎌小学校 子ども その他
放課後ふれあい教室参加者を対象に、株式会社ナリタヤの協力のもと食
育教室を開催。県の特産物である「落花生」について、落花生のむきかた
や、食べ方などを学習する。

25人
栄町教育委員会生涯学習課
0476-95-1112

印旛 214 地産地消ディー 11月 栄町

布鎌小学校
安食小学校
安食台小学校
竜角寺台小学校

子ども 学校給食を活用した食育
県産品を使用した献立を作成する。
各学校・各学年に合わせた、時間でテーマでの事業やクイズなどで、栄
養士が食育の事業を行う。

721人
栄町学校教育課（給食セン
ター）
0476－95－0200

印旛 215 放課後子供教室における食育教室 11月8日 栄町 栄町布鎌小学校 子ども 食育授業
布鎌小学校の放課後教室にて千葉県の特産物である落花生のお話をす
る。

20人
（株）ナリタヤ　食育担当
0476-95-9111

香取 216 山田ふれあいまつり 11月3日 香取市 山田支所駐車時周辺 一般 その他 地元農産物、加工品などの販売・無料配布等 25,000人
香取市役所農政課
0478-50-1258

香取 217 おみがわYOSAKOIふるさとまつり 11月11日 香取市
香取市小見川市民セ
ンター周辺

一般 その他 地元農産物、加工品などの販売・無料配布等 30,000人
香取市商工観光課
0478-50-1213

香取 218 栗源いもまつり 11月18日 香取市
栗源野球場

一般 その他 地元農産物、加工品などの販売・無料配布等 55,000人
香取市役所農政課
0478-50-1258
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香取 219 ふるさとフェスタ佐原 11月25日 香取市
香取コミュニティセン
ター特設会場

一般 その他 地元農産物、加工品などの販売・無料配布等 43,000人
香取市商工観光課
0478-50-1213

香取 220 さつまいも掘り（紅あずま）
9月5日

～11月上旬
香取市 道の駅くりもと 一般 その他 地元農産物の収穫体験 1,000人

道の駅くりもと
0478-70-5151

香取 221 さつまいも掘り（紅小町）
9月上旬

～11月上旬
香取市 道の駅くりもと 一般 その他 地元農産物の収穫体験 1,000人

道の駅くりもと
0478-70-5151

香取 222
なんじゃもんじゃいきいきフェス
ティバル

11月23日 神崎町
神崎ふれあいプラザ
駐車場

一般 イベント（食育フェア等） 地元の各種団体が出店するイベント。 約2,000人
神崎町役場まちづくり課
0478-72-2114（直通）

香取 223
４年生　養護教諭と栄養士による
栄養指導

11月 神崎町 神崎小学校 子ども 食育授業
4年生を対象に、栄養士と養護教諭による栄養指導・歯磨き指導（染め出
し）を実施。

32人
神崎町立神崎小学校
0478-72-3041

香取 224 食育講話 11月7日 神崎町 神崎中学校 子ども 食育授業
中学１年生を対象に、生活習慣病予防に関する授業を行う。講師として
給食センター栄養士を招聘し、養護教諭とＴＴで行う。

47人
神崎町立神崎中学校
0478ー72ー3031

香取 225
多古町立中村小学校「学校を核
とした県内1000か所ミニ集会」

11月14日 多古町 多古町立中村小学校 一般 講演会・研修会 「健康な体づくりと食育」をテーマにし、意見交換を行う。 -
多古町立中村小学校
0479-76-2456

香取 226 地産地消の給食の実施 11月 多古町 町内各小中学校 子ども 学校給食を活用した食育
町内小中学校児童生徒を対象に、地元産の野菜等を取り入れた給食を
実施。

-
多古町教育委員会
給食センター
0479-76-3253

香取 227 いきいきフェスタTAKO２０１８ 11月 多古町
多古町コミュニティセン
ター

一般 その他
地元産の多古米等を使用した長さ27ｍの太巻き寿司を参加希望者ととも
に作成、来場者に配布することで、郷土の食文化を体験するとともに、地
元産食材のＰＲを実施する。

約70人
多古町産業経済課
0479-76-5404

香取 228 秋の味覚を食べつくすin多古町 11月 多古町 しんのみくうかん 一般 料理教室・体験事業等 産地の野菜や肉を使ったバーベキュー 50人
コープみらい千葉県本部
参加とネットワーク推進部
043-301-6692

香取 229 第31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。町産の食材を使ったグ
ルメ選手権。

20,000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

香取 230 親子料理教室 １１月6,7,8日 東庄町
町内各子育て支援セ
ンター

親子 料理教室・体験事業等 幼児親子を対象に料理教室を開催 各回親子5組
東庄町健康福祉課保健衛生係
0478-80-3300

海匝 231 銚子水産まつり 11月3日 銚子市 銚子漁港第3卸売市場 一般 イベント（食育フェア等） 地元農水産物、加工品などの販売 -
銚子市水産課
0479-24-8936

海匝 232 きんめだいまつり 11月3日 銚子市 銚子漁港第3卸売市場 一般 その他 地元農水産物、加工品などの販売をするイベント -
銚子市漁業協同組合　外川支
所
0479-25-1166

海匝 233 銚子港まぐろフェア 11月3日 銚子市 銚子漁港第3卸売市場 一般 その他 地元農水産物、加工品などの販売をするイベント -
銚子市漁業協同組合
0479-22-3200

海匝 234 食の母里～銚子Ｅまつり 11月3日 銚子市 銚子漁港第3卸売市場 一般 その他 銚子の特産である農産物、水産物を広く市内外にＰＲし販路拡大を図る。 20,000人

銚子市水産課
0479-24-8936
銚子市農産課
0479-24-8939

海匝 235 健康まつり 11月4日 銚子市
銚子市
保健福祉センター

一般 食育に関する展示
健康まつりの会場で、生活習慣病予防に関する啓発を目的にバランスよ
い食事を提供する食堂の実施や減塩の試食、掲示物の展示やチラシの
配布

600人
銚子市健康づくり課
0479-24-8070
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海匝 236 食育授業 11月 銚子市 市内各小学校 食育授業 食育授業 減塩を重点にした健康づくりに関する学習 約380人
銚子市健康づくり課
0479‐24‐8070

海匝 237 キッズ・キッチン 11月 銚子市
銚子市
保健福祉センター

子ども その他
小学校低学年を対象に、自分で一食分を作って食べながら健康づくりに
関する学習

約10人
銚子市健康づくり課
0479‐24‐8070

海匝 238 ヘルスアップ教室 11月 銚子市
銚子市
保健福祉センター

一般 その他 生活習慣病予防のための講話と調理実習 約20人
銚子市健康づくり課
0479‐24‐8070

海匝 239 旭市産業まつり 11月11日 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） 旭市の農水産物の直売を行う。 約45,000人
旭市産業まつり実行委員会
0479-68-1175

海匝 240
地元農産物を使った
調理実習を実施

11月20日 旭市 滝郷小学校 子ども 食育授業
小学校高学年を対象に地産地消を意識した地元農産物を使った調理実
習を実施。（さつまいものおにぎり・塩おにぎり・味噌汁）

16人
旭市農水産課振興班
0479-68-1175

海匝 241
地元農産物を使った
調理実習を実施

11月30日 旭市 鶴巻小学校 子ども 食育授業
小学校高学年を対象に地産地消を意識した地元農産物を使った調理実
習を実施。（さつまいものおにぎり・塩おにぎり・味噌汁）

25人
旭市農水産課振興班
0479-68-1175

海匝 242 やさしい在宅介護食教室 11月2日 旭市 旭市保健センター 一般 料理教室・体験事業等
市の保健推進員が主となり、自宅でできる介護食について学び、家庭の
食事を介護食にアレンジし、介護度に応じた食事に展開する方法を実習
する。

21人
旭市健康管理課予防班
0479-63-8766

海匝 243
旭市産業まつり
旭市保健推進員コーナー

11月11日 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）
産業まつりの会場で、旭市産の食材を使った料理の試食とレシピの配布
を行う。

-
旭市健康管理課予防班
0479-63-8766

海匝 244 両親学級 11月16日 旭市 飯岡保健センター その他 料理教室・体験事業等
妊婦とその夫を対象に、講話と調理実習を通じて妊娠期や家族の健康の
ための食事について学ぶ。

10人
旭市健康管理課支援班
0479-57-3113

海匝 245 離乳食教室 11月20日 旭市 飯岡保健センター 親子 料理教室・体験事業等
生後４～５か月の子を持つ保護者を対象に、講話と調理実習を通じて離
乳食の基本と進め方について学ぶ。

親子10組
旭市健康管理課支援班
0479-57-3113

海匝 246 小学校での食育 11月20日 旭市 旭市立干潟小学校 子ども 料理教室・体験事業等 市の保健推進員が主となり、地元食材を使用したお菓子作りを行う。 34人
旭市健康管理課予防班
0479-63-8766

海匝 247 男性のための料理教室 11月22日 旭市 旭市保健センター 一般 料理教室・体験事業等
市内の成人男性を対象に、市の保健推進員が主となり、男性のための料
理教室を実施する。

20人
旭市健康管理課予防班
0479-63-8766

海匝 248 地産地消の和食給食の実施 11月22日 旭市 市内各小中学校 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に地域の食材を取り入れた和食給食の日を実
施。献立表や給食だより等で周知する。

市内小・中学校
児童生徒
約5,500人

旭市第一学校給食センター
0479-62-0366

海匝 249
旭市産業まつり
学校給食センターコーナー

11月11日 旭市
海上コミュニティ
運動公園

一般 その他
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汁物の販
売、食に関する掲示を行い、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45,000人
（昨年実績）

旭市第一学校給食センター
0479-62-0366

海匝 250 そうさ農業まつり 11月11日 匝瑳市 匝瑳市役所 一般 その他
地元農産物、加工品、工芸品などの販売。保健推進委員による食育教
室、生活習慣病予防食の試食の提供。農業体験等イベント。

市民等
約11,000人

匝瑳市産業振興課
0479-73-0089

海匝 251
出前授業（落花生を使ったクッ
キー作り）

11月 匝瑳市 栄小学校 子ども 食育授業 学校で育てた落花生を使った調理実習（クッキー作り） 24人
コープみらい千葉県本部
参加とネットワーク推進部
043-301-6684

山武 252
東金市立東中学校「学校を核とし
た県内1000か所ミニ集会」

11月10日 東金市 東金市立東中学校 一般 講演会・研修会 「中学生期における食育」をテーマにし、意見交換を行う。 -
東金市立東中学校
0475-54-2181
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山武 253   "おやこふれあい石窯料理③" 11月24日 東金市 県立東金青年の家 親子 料理教室・体験事業等

小学３年～６年生と保護者を対象に、人気のあるピザを作り、石窯で焼き
あげる体験実習。親子参加で料理実習をとおして親子の絆を深める一
方、トッピングに使用するオリーブの健康面での効用も理解させる。参加
費 1,000円/1人。

24人(12組)
千葉県立東金青年の家
0475-54-1301

山武 254
房総の郷土料理
太巻き寿司つくり①

11月25日 東金市 県立東金青年の家 親子 料理教室・体験事業等
房総の郷土料理として親しまれている太巻き寿司を親子で作り、地域と
食の関わりの理解と太巻き寿司の伝承を期待する料理体験。対象:小学4
年～6年生と保護者。1,200円/1組

24人(12組)
千葉県立東金青年の家
0475-54-1301

山武 255
千葉県立農業大学校
第39回「社稷祭」

11月10,11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） 農産物の販売、模擬店、いも掘り体験、卒論パネル紹介など 3,000人
県立農業大学校
0475-52-5121

山武 256 第28回東金市産業祭 11月18日 東金市 東金市役所裏駐車場 一般 イベント（食育フェア等） 地元の生産者と消費者がふれあう農商工業の祭典 約18,000人
東金市経済環境部農政課
0475-50-1138

山武 257
山武市立睦岡小学校「学校を核
とした県内1000か所ミニ集会」

11月17日 山武市 山武市立睦岡小学校 一般 講演会・研修会 「家庭での食育活動」をテーマにし、意見交換を行う。 -
山武市立睦岡小学校
0475-89-1004

山武 258 ヘルスアップ教室 11月1,27日 山武市 山武市役所 一般 その他
教室申込者を対象に、減量のためにバランスの良い食事や減塩などの
講話やバランスの良いお弁当の試食を実施。　お弁当代600円

40人
山武市健康支援課
0475-80-1171

山武 259 保健推進員私たちの勉強会 11月6日 山武市 成東保健福祉センター その他 その他
保健推進員が11月28日に実施する「減塩スキルアップ事業」の調理実習
及び講話の内容を勉強する。

30人
山武市健康支援課
0475-80-1172

山武 260 子育て支援センター講座 11月13日 山武市 成東保健福祉センター 親子 料理教室・体験事業等
講座申込者を対象に、こどもに食べさせたい簡単おやつの調理実習の
他、子育て中の母親に対し健康面でサポートできるよう講話と調理実習
を実施。

15人
山武市健康支援課
0475-80-1172

山武 261 山武市産業まつり 11月23日 山武市 蓮沼交流センター駐車場 一般 食育に関する展示
市農産物の即売、展示及び加工品・工芸品の販売、模擬店の出店などを
一般から募り、実施する。

-
山武市農林水産課
0475-80-1211

山武 262 ベビーサロン 11月26日 山武市 成東保健福祉センター 親子 食育授業 ２～８か月児の保護者を対象に離乳食について講話を実施。 15人
山武市健康支援課
0475-80-1172

山武 263 子育て応援ボランティア養成講座 11月27日 山武市 成東保健福祉センター 一般 料理教室・体験事業等
講座申込者を対象に子育て中の保護者に対し健康面・食事面で応援で
きる体制を整えるため、講話と調理実習を実施。

20人
山武市健康支援課
0475-80-1172

山武 264 減塩スキルアップ事業 11月28日 山武市 成東保健福祉センター 一般 食育授業
市民に対し、保健推進員が減塩についての講話・調理実習、手軽に出来
る運動を実施。

15人
山武市健康支援課
0475-80-1172

山武 265 はじめて離乳食教室 11月29日 山武市 成東保健福祉センター 親子 料理教室・体験事業等 ４～5か月の乳児をもつ保護者を対象に、離乳食の調理実習を実施。 15人
山武市健康支援課
0475-80-1172

山武 266 すくすく広場 11月30日 山武市 成東子育て支援センター 親子 食育授業
子育て支援センターに来所している親子に対し、ジュース類にどれくらい
糖質（砂糖類）が入っているかを実験する。

30人
山武市健康支援課
0475-80-1172

山武 267 料理講習会 11月10日 大網白里市 農村環境改善センター 一般 料理教室・体験事業等
市民を対象とした、地元産大豆を使った味噌作り体験（米麹はセンターで
用意）

15人
大網白里市農業振興課
農村環境改善センター
0475-70-5111

山武 268 料理講習会 11月10日 大網白里市 農村ふれあいセンター 一般 料理教室・体験事業等
市民を対象とした、地元産大豆を使った味噌作り体験（米麹はセンターで
用意）

15人
大網白里市農業振興課
農村ふれあいセンター
0475-72-7413

山武 269 子育てサロン「ママクッキング」 11月15日 大網白里市
市中部コミュニティー
センター

親子 料理教室・体験事業等
未就学児の保護者を対象に、簡単クッキングを実施。調理実習中は、託
児があり、実習後は親子で試食します。材料費が100円から200円程度か
かります。

親子10組
大網白里市社会福祉協議会
0475-72-1995
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山武 270 白里小学校味噌作り体験 11月16日 大網白里市 農村環境改善センター 子ども 料理教室・体験事業等 ５年生を対象とした、地元産大豆を使った味噌作り体験 50人
大網白里市農業振興課
農村環境改善センター
0475-70-5111

山武 271 大網白里市健康づくり講演会 11月17日 大網白里市 市保健文化センター 一般 講演会・研修会

講演会テーマ「おいしく減塩して健康に～糖尿病・肥満・高血圧さようなら
～」。会場で減塩みそ汁の試飲と、家庭のみそ汁の塩分測定、お口の健
康度テスト（お口の機能テスト、歯科相談）を実施。旬の野菜無料配布あ
り。

約200人
大網白里市健康増進課
0475-72-8321

山武 272 地産地消の給食の実施 11月 大網白里市 市内小中学校 子ども 学校給食を活用した食育
市内小中学校の生徒児童を対象に、地元産の農林水産物を取り入れた
給食の日を実施。保護者に対しては献立表により地元産物について周知
する。

3,500人
大網白里市教育委員会
管理課
0475-70-0372

山武 273 九十九里町産業まつり 11月3日 九十九里町
九十九里町役場駐車
場

一般 イベント（食育フェア等） わかめご飯、お餅などの各種無料配布の実施。地域の特産物を販売。 約3,000人
九十九里町産業振興課
0475-70-3171

山武 274 九十九里町食生活展 11月3日 九十九里町 保健福祉センター 一般 食育に関する展示
郷土食（いわし料理）やヘルシー料理の展示。家庭から持参したみそ汁
の塩分測定。適正塩分濃度のみそ汁の試食

約150人
九十九里町健康福祉課
0475-70-3182

山武 275 簡単バランス健康クッキング 11月9日 九十九里町 つくも学遊館 一般 料理教室・体験事業等
住民対象に、骨粗しょう症予防をテーマとした講話およびカルシウムたっ
ぷりメニューの調理実習　　材料費：300円

24人
九十九里町健康福祉課
0475-70-3182

山武 276 マラソン大会 11月17日 芝山町 小学校 子ども 食育授業
小学校の児童を対象に自分達が育てたサツマイモ、大根でさつま汁を試
食。

約300人
芝山町教育委員会教育課
0479-77-1861

山武 277 学校給食田による米作り 11月 芝山町 小学校、中学校 子ども 学校給食を活用した食育
児童（5年生）が田植えから稲刈りまでを実施し、地元産のお米を取り入
れた給食の日を実施。保護者には給食だよりでメニューと地元産物につ
いて周知する。

約500人
芝山町教育委員会教育課
0479-77-1861

山武 278 千産千消デーの実施 11月 芝山町 小学校、中学校 子ども 学校給食を活用した食育
町内小中学校の児童生徒を対象に地元産の野菜を多く活用した給食を
実施。保護者に対しては、給食だよりでメニューと地元産物について周知
する。

約500人
芝山町教育委員会教育課
0479-77-1861

山武 279
第13回横芝光町産業まつり　横
芝光　まるごとフェア2018

11月18日 横芝光町
横芝光町役場駐車場
及び町民会館

一般 その他
農畜水産物の販売、商工会青空市、交流市町の特産品の販売、無料
サービスコーナーなど

約20,000人
横芝光町産業振興課
0479-84-1215

山武 280 ごぼうの掘り取り 11月12日 横芝光町 横芝光町内畑 子ども 食育授業
横芝光町農業振興会青年部会が町内の小学校及び保育所の児童、幼
児らとごぼうの掘り取り作業を行う。

児童、幼児
約30人

横芝光町産業振興課
0479-84-1215

山武 281 学校給食交流 11月20日 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。

児童約50人
横芝光町産業振興課
0479-84-1215

山武 282 男性の料理教室 11月8日 横芝光町
健康づくりセンター
「プラム」

一般 料理教室・体験事業等
町内在住の男性を対象に、自分で食事をつくれるように料理教室を開
催。　参加費：300円

20人
横芝光町健康こども課
0479-82-3400

山武 283 ひまわりクラブ（おやつ作り） 11月13日 横芝光町
健康づくりセンター
「プラム」

親子 料理教室・体験事業等 町内在住の親子を対象に、おやつ作りとむし歯予防のお話。 親子5組
横芝光町健康こども課
0479-82-3400

山武 284 栄養講座 11月15日 横芝光町
健康づくりセンター
「プラム」

一般 料理教室・体験事業等
町内在住の方を対象に、生活習慣病予防の栄養講話と調理実習。参加
費：300円

20人
横芝光町健康こども課
0479-82-3400

山武 285
ソーセージの日にちなんだ給食
の実施

11月1日 横芝光町 町内各小中学校 子ども 学校給食を活用した食育

ソーセージの日にあわせて給食で大木式ソーセージを提供する。ソー
セージの日は大正６年11月１日に横芝光町出身で日本のソーセージの
父とも称される、大木市蔵の国産ソーセージが品評会に初出品された日
にちなんでいる。

児童生徒
 約1,600人

横芝光町学校給食センター
0479-84-3907

山武 286 サツマイモの収穫・調理 11月上旬 横芝光町 南条小学校 子ども 食育授業 サツマイモを縦割り班で調理し、収穫の喜びを味わう。 57人
横芝光町立南条小学校
0479-85-1123
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山武 287 もちつき大会 11月17日 横芝光町 南条小学校 子ども その他
餅つき大会をしたり、地域、保護者の方がついたお餅を全校児童で味
わったりする。

100人
横芝光町立南条小学校
0479-85-1123

山武 288 出前授業 11月 横芝光町 ながくらサロン 一般 食育授業 食事バランスに関する講演 20人
コープみらい千葉県本部
参加とネットワーク推進部
043-301-6685

長生 289 長生地域食育研修会 11月28日 茂原市 長生合同庁舎 その他 その他
食育ボランティアや市小中学校の栄養教諭等を対象に長生地域の野菜
を活用したレシピ等の研修

約50人
長生農業事務所企画振興課
0475-22-1751

長生 290 ままのわミニセミナー 11月1日 茂原市 茂原市保健センター 親子 その他
市内在住の妊婦から離乳食開始前のお子さんがいる方を対象に離乳食
のすすめ方などの講話。

15組
茂原市保健センター
0475-25-1725

長生 291 プーさんベビー 11月2日 茂原市 東郷福祉センター 親子 その他 市内在住の乳幼児とその家族に対し、幼児食について講話。 20組
東郷福祉センター
0475-25-5882

長生 292 健診結果を学ぶ会クッキング 11月13日 茂原市 茂原市保健センター 一般 料理教室・体験事業等
生活習慣病予防に上手な野菜の摂り方を知ることをテーマとした料理教
室を実施します。　時間：11時～15時　材料費：500円　定員になり次第締
め切ります。

50人
茂原市健康管理課
0475-20-1574

長生 293 ママパパ教室 11月17日 茂原市 茂原市保健センター 一般 講演会・研修会 妊娠中および産後の望ましい食生活について講義。 25組
茂原市保健センター
0475-25-1725

長生 294 6か月乳児相談 11月22日 茂原市 茂原市保健センター 一般 その他
６か月乳児相談対象者に対して離乳食のすすめ方について講話および
離乳食の試食提供を行う

50組
茂原市保健センター
0475-25-1725

長生 295 第28回茂原市産業まつり 11月3日 茂原市 市役所南側駐車場 一般 その他
市内農産物の販売、商工業製品展示、飲食物販売、お餅の無料配布な
ど各種イベントの開催

市民約2,500人
茂原市農政課
0475-20－1526

長生 296
いすみ市立千町小学校「学校を
核とした県内1000か所ミニ集会」

11月10日 いすみ市
いすみ市立千町小学
校

一般 講演会・研修会 「地域食材で支えるこどもの食」をテーマにし、意見交換を行う。 -
いすみ市立千町小学校
0470-86-2104

長生 297 第40回一宮町農林商工祭 11月3日 一宮町
一宮町保健センター
西側駐車場

一般 その他
町内農産物の販売や配布。その他、バレエ・ダンス等のアトラクションを
予定

約3,000人
一宮町農林商工祭実行委員会
(一宮町産業観光課内)
0475-42-1428

長生 298
食生活改善会中央研修会
地区伝達料理講習会

11月15日 一宮町 一宮町保健センター 一般 料理教室・体験事業等
一宮町の特産物である「トマト」を使ったトマトケチャップを作る料理教室
を開催
参加費：300円

30人
一宮町福祉健康課
0475-40-1055

長生 299
睦沢町立睦沢中学校「学校を核
とした県内1000か所ミニ集会」

11月7日 睦沢町 睦沢町立睦沢中学校 一般 講演会・研修会 「小児生活習慣病予防」をテーマにし、意見交換を行う。 -
睦沢町立睦沢中学校
0475-44-0019

長生 300 むつざわ子供料理コンテスト 11月3日 睦沢町 睦沢町総合運動公園 子ども イベント（食育フェア等）
町内の児童・生徒を対象とした、睦沢産の食材を使用した単品料理やス
イーツの２次審査（試食審査）

小学生10人
中学生80人

睦沢町立中央公民館
0475-44-0211

長生 301 地産地消の給食実施 11月 睦沢町 町立小中学校 子ども 学校給食を活用した食育
地元産や千葉県産の食材を多く取り入れた給食の日を実施する。放送で
全校児童・生徒へ周知する。

小学生288人
中学生141人

睦沢町教育委員会
0475-44-2509

長生 302 手づくりおやつの試食配布 11月1日 長生村 長生村保健センター 子ども その他
三歳児健診対象の親子に対して、保健衛生推進員が手づくりおやつの試
食をレシピと一緒に配布

25組
長生村役場健康推進課
0475-32-6800

長生 303 スイートポテトづくり 11月 長生村 村内各保育所 子ども その他 各保育所の年中児 約80人
長生村役場健康推進課
0475-32-6800

長生 304 長生村ながいきフェスタ 11月 長生村
長生村尼ヶ台総合公
園

一般 その他
地元産品の販売、農産物や加工品の販売、餅等の配布、米消費拡大の
推進の実施

7,000人
長生村産業課0475‐32‐2114
長生村ながいきフェスタ実行委
員会（農商工業生産者団体）

18



地域 No 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

問合せ先実施場所

長生 305 地産地消の和食給食の実施 11月19日 長生村 村内各小・中学校 子ども 学校給食を活用した食育
村内小中学校の児童を対象に、日にちを合わせて地元産の食材を取り
入れた和食給食を実施する。保護者に対しては食育通信（和食号）を発
行し、和食について周知する。

-
長生村教育委員会
学校教育課
0475－32－2117

長生 306 長生村統一献立の実施 11月 長生村 村内各小・中学校 子ども 学校給食を活用した食育
地元産の野菜を用いた献立や千葉県の郷土料理を取り入れた献立を村
内の小中学校の給食の中で実施する。（村内統一献立）

-
長生村教育委員会
学校教育課
0475－32－2117

長生 307 第60回【みどりの広場】 11月3日 白子町 白子町役場駐車場 一般 その他
各生産組合による農産物の即売、農産物・加工品の試食、飲食物販売、
米粉料理の試食、餅投げや輪投げなど各種イベントの開催

1,000人
白子町産業課
0475-33-2111（代表）

長生 308 そば打ち教室 11月 白子町 健康づくりセンター 一般 料理教室・体験事業等 小学生から大人まで、そば打ち体験をし、試食する。 10人
白子町教育委員会生涯学習課
０４７５－３３－２１４４

長生 309 長生産直玉ねぎクラブ（親子） 11月 白子町
長生産直直売所ひま
わり

その他 料理教室・体験事業等 白子町の特産｢玉ねぎ」の植え付け体験 60人
コープみらい千葉県本部
参加とネットワーク推進部
043-301-6687

長生 310 長生産直玉ねぎクラブ（大人） 11月 白子町
長生産直直売所ひま
わり

その他 料理教室・体験事業等 白子町の特産｢玉ねぎ」の植え付け体験 20人
コープみらい千葉県本部
参加とネットワーク推進部
043-301-6688

長生 311 地産地消の給食の実施 11月 長柄町 学校給食センター 子ども 学校給食を活用した食育
町内の小中学校の児童生徒を対象に、千葉県産の食材を多く使用した
給食を提供する。

-
長柄町学校給食センター
0475-35-2003

長生 312 長南町農林業祭 11月3日 長南町
長南町役場駐車場
（雨天の場合は町農村
環境改善センター）

一般 その他
役場駐車場を会場に、農林産物の販売、毎年恒例となっている紅白もち
なげの他に甘酒、豚汁の無償配布等、食に関する各種イベントを行う。

8,000人
長南町農林業祭実行委員会
（長南町産業振興課）
0475-46-3397

長生 313 健康ひろば 11月3日 長南町 町保健センター 一般 イベント（食育フェア等） 健康ひろば会場にて、食に関するクイズや試食を行う。 町民約200人
長南町役場健康保険課
0475-46-3392

長生 314 のびっこ 11月15日 長南町 町保健センター 親子 その他
４ヵ月児から１歳６ヵ月児とその保護者が対象の、保護者同士の交流や、
定期的に親子が遊ぶ場において、「こどものおやつ」について講話を行
う。

20人
長南町役場健康保険課
0475-46-3392

長生 315 ほわほわクッキング 11月21日 長南町 町保健センター 親子 料理教室・体験事業等
子育てサークルに所属しているクッキング希望者に対し、親子クッキング
教室を開催する。

30人
長南町役場健康保険課
0475-46-3392

夷隅 316 地域の食材と郷土料理 11月15日 いすみ市 国吉中学校 子ども 食育授業 地域の物産物と郷土料理について調べ地域の理解を深める 49人
国吉中学校
0470-86-2042

夷隅 317 栄養教室 10月2日 いすみ市 国吉中学校 子ども 食育授業 受験期に大切な栄養素を知る 46人
国吉中学校
0470-86-2042

夷隅 318 親子給食 11月21日 いすみ市
いすみ市立太東小学
校

親子 学校給食を活用した食育
小学校1年生の親子を対象に、バランスのよい食事についての食育教室
を行う。

親子47組
いすみ市立太東小学校
0470-87-2824

夷隅 319 おやこの食育教室 11月1日 大多喜町
農村コミュニティセン
ター

親子 料理教室・体験事業等
保育園の年長親子を対象に、大多喜町の郷土料理である太巻き寿司を
作る。

18組
大多喜町役場　健康福祉課保
健予防係
0475-82-2168

夷隅 320 男性の料理教室 11月15日 大多喜町 中央公民館 一般 料理教室・体験事業等 一般成人男性を対象に調理実習と講話を実施する。材料費：500円 15人
大多喜町役場　健康福祉課保
健予防係
0475-82-2168

夷隅 321 おおたきウォーク 11月30日 大多喜町 基幹集落センター 一般 イベント（食育フェア等）
養老渓谷のウォーキングを行った後に、減塩スープの試食を配布する。
予約は不要。

30人
大多喜町役場　健康福祉課保
健予防係
0475-82-2168
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夷隅 322 焼き芋 11月26日 御宿町
おんじゅく認定こども
園

子ども 料理教室・体験事業等
入園児を対象に、サツマイモ堀りで収穫したサツマイモを焼き芋にして食
す。

園児125人
おんじゅく認定こども園
0470-68-2459

安房 323 レンガ造りの窯でパン作りに挑戦！ 11月10日 館山市
千葉県立館山野鳥の
森

一般 料理教室・体験事業等
生地作りから焼きまでを体験する。レンガの窯で焼くアツアツのピザは格
別。

12人
館山野鳥の森管理事務所
0470-28-0166

安房 324 たてやま☆元気サポーター事業 11月13,26,27日 館山市 第一中学校 子ども 食育授業
中学１年生の家庭科で、生活習慣病の理解と、予防するための食生活、
おやつの選び方について授業を実施する。

約90人
館山市健康課
0470-23-3113

安房 325 たてやま☆元気サポーター事業 11月15,20,28日 館山市 第二中学校 子ども 食育授業
中学１年生の家庭科で、生活習慣病の理解と、予防するための食生活、
おやつの選び方について授業を実施する。

約90人
館山市健康課
0470-23-3113

安房 326 千産千消デー 11月29,30日 館山市
市内幼稚園、小学校
及び中学校

子ども 学校給食を活用した食育
千葉県産や館山市産の農林水産物を取り入れた給食の日を実施すると
ともに、給食の時間に千産千消についての食に関する指導を行う。

約3,300人
館山市教育委員会
学校給食センター
0470-22-5050

安房 327
生活習慣病予防のための減塩ス
キルアップ事業

11月22日 館山市 館山総合高校 子ども 食育授業
高校生を対象に、朝食欠食の解消と食事バランスの必要性の講義及び
調理実習

30人
南房総市保健福祉部
健康支援課0470-36-1157

安房 328 食育教室（フリー参観日） 11月8日 鴨川市 鴨川市立東条小学校 親子 食育授業
フリー参観日に１年生を対象に栄養教諭が「好き嫌いなく食べよう」につ
いて授業を行う。

児童52人とそ
の保護者

鴨川市教育委員会学校教育課
04-7094-0512

安房 329 おやこ食育教室 11月8,22日 鴨川市 市内小学校 親子 料理教室・体験事業等
小学生親子を対象に、調理体験や食育講話を実施し、食に対する興味を
もつ事を目的として開催

各回約30組
鴨川市健康福祉部健康推進課
04-7093-7111

安房 330 もぐもぐ教室 11月13日 鴨川市 ふれあいセンター 親子 その他
概ね1歳までの乳児を対象に、予約制で離乳食についての健康教育や相
談実施。

各回約10組
鴨川市健康福祉部健康推進課
04-7093-7111

安房 331 食育だよりの配布 11月 鴨川市
市内公立保育園及び
認定こども園

親子 広報による普及・啓発
食に関する情報やレシピを記載し、各保育園や認定こども園を通して保
護者へ配布。

250人
鴨川市健康福祉部子ども支援
課
04-7093-7113

安房 332 収穫したさつまいもを使った食育 11月 鴨川市
市内公立保育園及び
認定こども園

子ども その他
10月に各園で収穫したさつまいもを利用した料理づくりや栄養のはなしを
取り入れた食育の実施。

250人
鴨川市健康福祉部子ども支援
課
04-7093-7113

安房 333 食育情報の掲示 11月 鴨川市
鴨川市ふれあいセン
ター

親子 食育に関する展示 11月の食の情報・季節の献立・旬の食材の豆知識等を館内に掲示 -
鴨川市健康福祉部子ども支援
課
04-7093-7113

安房 334 和食給食の実施及びチラシの配布 11月22日 鴨川市
市内公立保育園及び
認定こども園

親子 学校給食を活用した食育 和食給食の日を実施。保護者に対してはチラシを配布して周知する。 250人
鴨川市健康福祉部子ども支援
課
04-7093-7113

安房 335 第9回南房総市産業まつり 11月25日 南房総市 千倉漁村センター周辺 一般 イベント（食育フェア等）
地元で獲れた鮮魚の即売会や地元農水産物、加工品、特産物販売のイ
ベント

-
産業まつり実行委員会
（南房総市朝夷商工会）
0470-44-1331

安房 336 秋の観光まつり
11月23日

※雨天翌日
南房総市 酪農のさと 一般 イベント（食育フェア等）

地域住民との協働イベント
牛乳などのサービス、焼きそばの販売の他、チバザポークの試食を実施

-
酪農のさと
0470-33-4551

安房 337
平成30年度おいしい牛乳をあり
がとう絵手紙コンクール
（第ニ次審査）

11月 南房総市 千葉県酪農のさと 一般 その他

県内小学校に在籍する小学生を対象に、「おいしい牛乳をありがとう」の
気持ちをテーマにした絵手紙作品を募集。牛乳や酪農業に対する理解や
関心を深め、学校給食用牛乳の飲み残しや牛乳の消費拡大及び県内酪
農家が小学生からの絵手紙により元気をもらうことを目的とする。
11月は千葉県酪農のさとに応募作品を展示し来場者による第二次審査
を行う。

県内小学校に
在籍する
小学生

(人数未定)

千葉県農林水産部畜産課
043-223-2777

安房 338 ちくら漁港朝市 11月4,18日 南房総市 千倉漁港魚市場 一般 その他 地元農水産物や加工品、特産物の販売、朝市バーベキュー -
千倉地域づくり協議会『きずな』
0470-44-1113
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安房 339 安房地域食育活動交換会 11月1日 南房総市 丸山公民館 その他 その他
食育ボランティア・サポート企業等を対象に「安房地域の伝統(在来)野菜
の気づき」をテーマに、産地・加工の取組み事例により食材としての利活
用を検討する。

40人
千葉県安房農業事務所
0470-22-7131

安房 340 ちくら漁港朝市 11月4,18日 南房総市 千倉漁港 一般 その他

鮮魚・加工品、地元産の新鮮野菜、お饅頭やメンチなどの総菜、お弁当
や移動コーヒーなど、美味しいが揃う。
買ったものをその場で焼いて食べる事の出来る、港海鮮焼き（炭火バー
ベキュー）コーナー（受付は11時30分迄）も人気。

各日400人
千倉地域づくり協議会『きずな』
0470-44-1113

安房 341 新穀感謝祭・庖丁式奉納 11月23日 南房総市 高家神社 一般 その他

右手に式包丁、左手に真魚箸（まなばし）を持ち、古式に則った無駄のな
い、所作と熟練の技をあわせながら、一切手を触れることなく食材がさば
かれる。
日本の食文化、日本料理の伝統と精神を今に伝える行事。

約250人
高家神社社務所
0470-44-5625

安房 342 南房総市産業まつり 11月25日 南房総市 千倉漁村センター周辺 一般 その他
市内の商工業者による農産物や海産物の展示即売や、友好都市の特産
品の販売などを行う。

約30,000人
産業まつり実行委員会
南房総市朝夷商工会
0470-44-1331

安房 343 おはしの教室 11月6日 南房総市 丸山保育所 親子 食育授業
園児を対象に、おはしの持ち方や使い方、食べ物のはたらきについて学
ぶ。

128人
南房総市保健福祉部
健康支援課0470-36-1152

安房 344 ヘルスサポーター事業 11月9日 南房総市 富山中学校 子ども 食育授業
中学生を対象に食事のバランスについての講話及び地元産の農水産物
を使用した調理実習

40人
南房総市保健福祉部
健康支援課0470-36-1153

安房 345 ヘルスサポーター事業 11月13日 南房総市 嶺南中学校 子ども 食育授業
中学生を対象に食事のバランスについての講話及び地元産の農水産物
を使用した調理実習

60人
南房総市保健福祉部
健康支援課0470-36-1154

安房 346 おはしの教室 11月14日 南房総市 富山幼稚園 子ども 食育授業
園児と保護者を対象に、おはしの持ち方や使い方、食べ物のはたらきに
ついて学びます。

43人
南房総市保健福祉部
健康支援課0470-36-1155

安房 347 おはしの教室 11月21日 南房総市 和田保育所 親子 食育授業
園児と保護者を対象に、おはしの持ち方や使い方、食べ物のはたらきに
ついて学びます。

52人
南房総市保健福祉部
健康支援課0470-36-1156

安房 348 クッキング 11月 南房総市 和田保育所 子ども 食育授業 スイートポテトづくりを行います。 26人
和田保育所
0470-47-2773

安房 349 収穫した芋を使って調理をしよう 11月20,22日 南房総市
和田小学校
南三原小学校
南小学校

子ども 食育授業
高等学校と連携した食育活動として、小学１・２年生と安房拓心高校の生
徒が、自分たちで収穫したサツマイモを使って調理をする。

80人
南房総市教育委員会子ども教
育課
0470-46-2966

安房 350 給食試食会 11月22日 南房総市 南三原小学校 親子 学校給食を活用した食育
６年生とその保護者を対象に栄養教諭より食に関する事、学校給食に関
する講義を行い、親子で給食を食べ、学校給食への理解を深める。

44人
南三原小学校
0470-47-2100

安房 351 味噌汁づくり 11月下旬 南房総市 三芳小学校 子ども 食育授業 自分たちで育てた野菜（大根）を使用して、味噌汁をつくります。 51人
三芳小学校
0470-36-2013

安房 352 富山学園料理コンテスト 11月 南房総市
富山小学校
富山中学校

子ども 食育に関する展示
富山地域づくり協議会「ふらっと」との共催事業で、南房総の食材を使っ
たお弁当づくりコンテストを実施。表彰式は10月26日。

130人
富山中学校
0470-57-2062

安房 353 給食レストラン 11月17日 南房総市 嶺南中学校 一般 学校給食を活用した食育
市内の学校で提供している完全米飯給食を一般の方にも味わっていただ
く給食レストランを嶺南中学校で開催する。安房拓心高校の生徒が考え
た給食メニュー130食を提供する。（有料）

130人
南房総市教育委員会子ども教
育課
0470-46-2966

安房 354 給食センター調理員との交流給食 11月中 南房総市 白浜中学校 子ども 学校給食を活用した食育
給食の時間に、給食センター栄養士や調理員から話を聞いたり、一緒に
給食を食べることにより、給食センターと学校との交流を深める。

70人
白浜中学校
0470-38-2079

安房 355
安房・大地の恵み発見伝
（安房地域地産地消見本市）

11月15日 鋸南町 道の駅「保田小学校」 その他 広報による普及・啓発 食育PRコーナーの設置。 500人
千葉県安房農業事務所
0470-22-7131
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安房 356 ボランティアのつどい 11月18日 鋸南町 中央公民館 一般 食育に関する展示
子ども及び成人を対象に、「野菜もう一皿食べよう！」の啓発の展示を行
う。野菜当てクイズや1日に必要な野菜の量についてのチラシを配布。

町民約150人
鋸南町保健福祉課
0470-50-1171

君津 357 君津地域食育活動交換会 11月20日 木更津市 君津健康福祉センター その他 その他
市町村を核として、ちば食育ボランティア、ちば食育サポート企業等との
連携を促し、地域の特色を生かした食育活動を促進することを目的に講
演・視察等を行う。

約40人
千葉県君津農業事務所
企画振興課
0438-25-0107

君津 358 食育月間の周知 11月 木更津市 - 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
市民

約50,000人
木更津市健康推進課
0438-23-8379

君津 359 GLOCAL HAPPINESS 11月3日 木更津市 潮浜公園 一般 その他
千葉県を中心に添加物や白砂糖を使用しない飲食店が集結し、素材の
美味しさを堪能できる。また、味噌作り体験の実施など親子そろってお楽
しみいただけるイベントを開催する。

約10,000人
木更津市経済部農林水産課
0438-23-8445

君津 360
木更津市オーガニックシティ
フェスティバル2018

11月25日 木更津市
スパークルシティ木更
津　4階･6階・7階

一般 その他
「木更津を生かそう」をテーマに、オーガニックなまちづくりを見て・聞い
て・味わって・楽しみながら学べるイベントを開催する。

約3,000人
木更津市企画部企画課
0438-23-8049

君津 361 きみかめ山のフェスティバル 11月3日 君津市
千葉県立君津亀山少
年自然の家

一般 料理教室・体験事業等
地域のおいしいものや音楽のステージ、プラネタリウム、手づくりの体験
ブースなどが出店。大人も子どもも一日楽しめるきみかめ最大のイベン
ト。施設からは杵と臼を使用したお餅つきと料理ブースを出店する。

600人～800人
千葉県立君津亀山少年自然の
家　　　　0439-39-2628

君津 362
集団教室
「初めての歯みがき＆
離乳食の始め方」

11月15日 君津市 保健福祉センター 親子 その他
離乳食開始前の4～6か月児の保護者を対象に「始めての歯みがきのポ
イントとむし歯予防の話、離乳食の開始と進め方のポイント」について集
団教室を実施。

約15人
君津市健康づくり課
0439-57-2233

君津 363 むし歯予防教室 11月27日 君津市 保健福祉センター 親子 その他
1歳6か月～2歳児の親子を対象に管理栄養士と歯科衛生士による、むし
歯予防のお話と歯垢の染め出しなど、歯みがき練習の集団教室を実施。

約10組
君津市健康づくり課
0439-57-2233

君津 364 マタニティクラス 11月12日 君津市 保健福祉センター その他 その他
妊娠中の方を対象に「妊娠中の栄養、妊婦さんと赤ちゃんの歯の衛生」
について集団教室を実施。

約15人
君津市健康づくり課
0439-57-2233

君津 365 健康だより発行 11月 君津市 - 一般 広報による普及・啓発
「乳和食と減塩」をテーマとした健康だより（食生活改善推進員作成）を、
自治会回覧、窓口・各教室等で配布し、望ましい食生活についての普及
啓発を行う。

3,000部
君津市健康づくり課
0439-57-2233

君津 366 食育月間の周知 11月 君津市 保健福祉センター 親子 その他 11月に行う各教室において、チラシを使い食育月間の周知をする 約160人
君津市健康づくり課
0439-57-2233

君津 367 給食だより発行 11月 君津市 公立保育所11園 親子 その他 給食だよりをとおして、食育について啓発・周知する。 約1.000人
君津市子育て支援課
0439-56-1184

君津 368 出前授業（早寝・早起き・朝ごはん） 11月 君津市 外箕輪小学校 子ども 食育授業 小学校2年生向け　早寝・早起き・朝ごはん 14人+保護者
コープみらい千葉県本部
参加とネットワーク推進部
043-301-6686

君津 369 JAきみつ富津地区農業まつり 11月11日 富津市 富津公民館 一般 イベント（食育フェア等） 農産物の直売、加工品の販売等 -
君津市農業協同組合　総務部
組織対策課
0439-70-1331

君津 370 食育月間の周知 11月 富津市 市立保育所７所 親子 広報による普及・啓発 保育所の給食だよりを使い、食育月間の周知を予定 約230人
富津市子育て支援課
0439-80-1312

君津 371 たべもの教室 11月 富津市 市立保育所７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

園児約80人
富津市子育て支援課
0439-80-1312

君津 372 地産地消の和食給食の実施 11月 富津市 市立保育所７所 子ども 学校給食を活用した食育
市立保育所の園児を対象に、地元産の農林水産物を取り入れた和食給
食メニューを実施。保護者に対しては食育だよりでメニュー等について周
知する。

約230人
富津市子育て支援課
0439-80-1312
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君津 373 魚のさばき方講習会 11月27日 富津市
千葉県立天羽高等学
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。

29人
富津市農林水産課
0439-80-1282

君津 374
「ゆりの里」
秋の感謝祭

11月24日 袖ケ浦市
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） 生産者等によるＰＲ販売、杵つき餅販売、野菜の詰め放題等 -
袖ケ浦市農畜産物直売所「ゆ
りの里」0438-60-2550

君津 375 さつまいも収穫体験
9月上旬

～11月上旬
袖ケ浦市

六万坪収穫体験型農
園イクア

一般 料理教室・体験事業等 さつまいもの収穫体験 - 0438-75-2441

君津 376 さつまいも収穫体験
9月上旬

～11月上旬
袖ケ浦市 草けいばの丘収穫園 一般 料理教室・体験事業等 さつまいもの収穫体験 - 0438-75-3026

君津 377 さつまいも収穫体験
9月上旬

～11月上旬
袖ケ浦市

ダチョウ王国袖ケ浦
ファーム

一般 料理教室・体験事業等 さつまいもの収穫体験 - 0438-60-4100

君津 378 地産地消の給食の実施 11月 袖ケ浦市 市内各小中学校 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に、千葉県産の農林水産物を取り入れ
た給食の日を実施。保護者に対しては配布予定献立表でメニューについ
て周知する。

約5,400人
袖ケ浦市教育委員会
学校給食センター
0438-62-5822

君津 379 4か月教室 11月6日 袖ケ浦市 袖ケ浦市保健センター 親子 その他
市内在住の4～6か月の乳児を持つ保護者を対象に、離乳食の進め方の
講話を実施

40人
袖ケ浦市健康推進課
0438-62-3162

君津 380 離乳食と歯の相談会 11月9日 袖ケ浦市 袖ケ浦市保健センター 親子 その他
市内在住の6～7か月の乳児を持つ保護者を対象に、離乳食の進め方の
グループワークを実施

15人
袖ケ浦市健康推進課
0438-62-3162

君津 381 1歳6か月児健康診査 11月27日 袖ケ浦市 袖ケ浦市保健センター 親子 その他
市内在住の1歳6か月の親子を対象に、母子保健・食生活改善推進員が
おやつの試食と、飲料に含まれる糖分の媒体を展示

50人
袖ケ浦市健康推進課
0438-62-3162

君津 382 3歳児健康診査 11月28日 袖ケ浦市 袖ケ浦市保健センター 親子 その他
市内在住の3歳6か月の親子を対象に、食生活についての集団講話と
ジュースやおやつの糖分の媒体を展示

50人
袖ケ浦市健康推進課
0438-62-3162

君津 383 食育月間の周知 11月1日 袖ケ浦市 - 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
市民

約25,000人
袖ケ浦市健康推進課
0438-62-3162
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