
令和元年度「ちばを食べよう！ちばの食育月間」の取組報告

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

1
食育ソムリエまるしぇ～持続
可能な食と農をテーマにＪＡ
きみつが出店～

6月8日、9日
東京都新宿区

神楽坂

AKOMEYA TOKYO in
la kagu（ｱｺﾒﾔ ﾄｳｷｮｳ
ｲﾝ ﾗ ｶｸﾞ）

一般 その他

より良い食を支援する食育の場として、食の街・東京都神楽坂で、ＪＡ
きみつがファーマーズマーケットを出店します。食育ソムリエによる「ち
ばエコ農産物」の販売や、レシピ・リーフレット等の配布を通じて食育の
啓発を行います。

－
（一社）日本協同組合連携機構
（ＪＣＡ）
03-6280-7326

2
ＧＡＰ認証を取得した県産食
材の提供

通年
東京都中央区

銀座
グランイート銀座 一般 その他

県産のネギ、ニンジン、マッシュルーム等を使った料理が並びます。
ＧＡＰ認証を取得した県産食材を使った料理を味わい、食の安全・安心
への関心を高めてください。

－
グランイート銀座
03-6228-7283

3 食育フェア 6月18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ご提案 約1,000人
㈱ワイズマート
経営企画室
047-352-0111

4 ナリタヤ旬彩キッチンＤＡＹ 6月15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
「お酢でさっぱり美味しい中華メニュー」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

5
県民の日ちばワクワクフェス
タ２０１９

6月16日 千葉市 幕張メッセ 一般 その他
イベントの会場で、食品ロス削減を目的とした「フードドライブ」を実施す
る。また、食べきりを減らす取組を行っている「ちば食べきりエコスタイ
ル」のチラシ配布。

千葉県庁　環境生活部
循環型社会推進課
043-223-2760

6 落花生栽培体験・観察運動 5月～6月

千葉市
習志野市
市原市
八千代市

種子の配付を希望す
る小学校（場所未定）

子ども その他
落花生の栽培体験・観察を通じて児童の落花生に関する知識関心を
高め、食育活動の推進や国産落花生の消費拡大に役立てるため、小
学校に落花生の種子とパンフレットを配布する。

千葉農業事務所企画振興課
043-300-1985

7
なごみひろば
（離乳食7～8か月頃）

6月 千葉市 千葉市子育て支援館 親子 その他 ７～8か月頃の離乳食について看護師と共に考える。 10人
千葉市子育て支援館
043-201-6000

8
「食育の日特別メニュー」の
実施

6月12、14、18、
19日

千葉市
市内各小・中・特別支
援学校

子ども 学校給食を活用した食育
市内小・中・特別支援学校の児童生徒を対象に、市内産農産物を取り
入れた「食育の日特別メニュー」を実施。保護者に対しては給食だより
でメニューと市内産農産物について周知する。

71,000人
千葉市教育委員会
保健体育課
043-245-5945

9 蕎麦打ち体験教室 6月2、8、23日 千葉市 宮崎公民館 一般 料理教室・体験事業等
中学生以上を対象に、千葉市でとれたそば粉を利用して蕎麦打ちの体
験教室を開催　　材料費：1,500円

各回12人
千葉市教育委員会
宮崎公民館
043-263-5934

10
子どもクッキング教室
(A～Dコース)

6月23、24日 千葉市 末広公民館 子ども 料理教室・体験事業等 簡単なお菓子作りを通し、料理の楽しさを学ぶ。　　材料費：500円 24人
千葉市教育委員会
末広公民館
043-264-1842

11
子どもラテアート
～ココアにかわいい絵をかこ
う～

6月8日 千葉市 星久喜公民館 子ども 料理教室・体験事業等
小学生を対象に、ミルクココアを泡立てて、そこに絵を描く。自分で絵を
描く楽しみを知るとともに新しいことに挑戦する。　　材料費：500円

小学生20人
千葉市教育委員会
星久喜公民館
043-266-4392

12 子どもお菓子作り教室 6月29日 千葉市 星久喜公民館 子ども 料理教室・体験事業等
子どもの大好きなお菓子作りを通して、料理の楽しさや食事の楽しさを
知るとともに、グループでの協力やエコ料理についても学ぶ。　　材料
費：700円

小学生20人
千葉市教育委員会
星久喜公民館
043-266-4392

13
子どもチャレンジ
「つくって食べ隊Ⅰ」

6月8日 千葉市 こてはし台公民館 子ども 料理教室・体験事業等 第2週土曜日に料理に取り組む　　教材費：1,800円 20人
千葉市教育委員会
こてはし台公民館
043-250-7977

実施場所

別紙様式　
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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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人数
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14 房総の太巻き祭り寿司 6月15日 千葉市 朝日ヶ丘公民館 子ども 料理教室・体験事業等
小学生4年生以上を対象に、千葉県の伝統料理房総の太巻き寿司を
作り食を通した健康づくりについて学ぶ。　　材料費：500円（子ども）、
1,000円（おとな）

12人
千葉市教育委員会
朝日ヶ丘公民館
043-272-4961

15 子どもうどんづくり教室 6月29日 千葉市 花見川公民館 子ども 料理教室・体験事業等
小学3～6年生を対象に、小麦粉からうどんを作る体験教室を開催
材料費：400円

20人
千葉市教育委員会
花見川公民館
043-257-2756

16
カースタンドPONのおいしい
コーヒーの時間

6月4日 千葉市 白井公民館 一般 その他
コーヒーの淹れ方、味わい方などを学ぶ。
材料費：500円

20人
千葉市教育委員会
白井公民館
043-228-0503

17 食事セミナー 6月12、26日 千葉市 若松公民館 一般 料理教室・体験事業等
65歳以上を対象とする。調理実習、筋トレとストレッチ、音楽療法を学
ぶ連続講座。毎回体力測定を行う。　　材料費：300円

16人
千葉市教育委員会
若松公民館
043-231-7991

18
土曜こどもクラブ １　「Ａ」
～自分で作ってみよう～

6月29日 千葉市 桜木公民館 子ども 料理教室・体験事業等
食事の大切さを学び、自分で簡単な料理作りをする
材料費：参考平成30年度400円

16人
千葉市教育委員会
桜木公民館
043-234-1171

19
土曜こどもクラブ １　「Ｂ」
～自分で作ってみよう～

6月29日 千葉市 桜木公民館 子ども 料理教室・体験事業等
食事の大切さを学び、自分で簡単な料理作りをする
材料費：参考平成30年度200円

16人
千葉市教育委員会
桜木公民館
043-234-1171

20 料理教室「そば打ち」体験教室 6月22、30日 千葉市 誉田公民館 一般 料理教室・体験事業等

そば打ち体験を通じて、日本の伝統的な食文化に触れるとともに、余
暇活動の活用方法や新たな趣味・友人をつくる機会とする。また、食材
についての知識を得るとともに調理の楽しさを知ることにより、食への
関心を持ってもらう。　材料費：3,000円

10人
千葉市教育委員会
誉田公民館
043-291-1512

21 郷土食を楽しむ 6月22日 千葉市 椎名公民館 一般 食育授業
食の安全・安心及び食の大切さを学ぶと共に郷土料理（あじのサンガ
焼き、南総里見おやき等）の調理実習。　　材料費：800円

16人
千葉市教育委員会
椎名公民館
043-292-0210

22 パクパクきっちんくらぶ 6月15日 千葉市 幕張西公民館 子ども 料理教室・体験事業等
地域小学校の児童を対象に、料理教室を開催。自分で作るとおいし
い・楽しいと実感してもらい、地元産の食材や安全な調理方法を知り、
健全な食生活を身に付ける。　　材料費：500円

24人
千葉市教育委員会
幕張西公民館
043-272-2733

23 こども料理教室 6月22日 千葉市 磯辺公民館 子ども 料理教室・体験事業等
作る喜びを通して、食生活を見直し、食の楽しさを味わうことを目的とし
て開催。参加費：250円

小学3年生
～6年生
20人

千葉市教育委員会
磯辺公民館
043-278-0033

24
こども食育クラブ
「アイスクリームをつくろう！」

6月8日 千葉市 打瀬公民館 子ども 料理教室・体験事業等
小学3年生～6年生を対象に早寝早起き朝ごはんの大切さを学習し、
簡単なアイスクリーム作りに挑戦する。　　材料費：100円

12人
千葉市教育委員会
打瀬公民館
043-296-5100

25 千葉市食育のつどい 6月22日 千葉市 ラパーク千城台 一般 イベント（食育フェア等）

本会主催「かむ子・のびる子・元気な子」～健康かみかみ弁当～2018
入賞者のレシピの紹介と2019年度の作品募集。ステージでは子供から
大人を対象に「スマイルアップちば体操」と「ちばはっきりことばエクサ
サイズ」を紹介する。

市民約500人
千葉市健康支援課
043-238-9926

26
ときめきサタディ
親子でおいしくておなかが
喜ぶデザートづくり

6月15日 千葉市 南部青少年センター 親子 料理教室・体験事業等
クイズ形式でおなかの中の話、腸内細菌について、排便について講義
をする。その後、ヤクルト商品を使って乳酸菌の入った商品を使ったデ
ザートづくりを行う。

小学生と
保護者
10組

千葉市南部青少年センター
043-264-8995

27

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。～

6月 千葉市

千葉県庁生活協同組
合①スカイレストラン
黎明
②中チカ食堂

職員 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。

-
千葉県庁生活協同組合
043－223－4668

28 キャロット月間 5月、6月 習志野市 習志野市内 一般 広報による普及・啓発

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、食育活動の推進をす
る。
市の広報紙により周知している。

市民
約17万人

習志野市産業振興課
047-453-9217
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29 キャロット月間 5月、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

習志野市産業振興課
047-453-9217

30 キャロット計画 5月、6月 習志野市 市立幼・小・中学校 子ども 学校給食を活用した食育
キャロット計画の実施期間中、学校給食に習志野産の人参を使用し、
地元野菜のおいしさや生産者のにんじん栽培にかける思いを給食だよ
りを配布したり給食時間ににんじんの紹介をするなどで周知する。

幼・小・中
学生約
14,000人

習志野市学校教育課
047-451-1133

31 キャロット計画 5月、6月 習志野市 市内保育所・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を給食に使用し、児童・園児及び保護者を通じ
て市民に習志野市の農業に対する理解を深める。

市内保育所
こども園児
童園児約
1,500人

習志野市こども部こども保育課
047-453-5511

32 食に関する体験活動 5月、6月 習志野市
市内保育所・幼稚園・
こども園

子ども その他
にんじんの掘り取りや味噌作りなど体験活動を実施し、食への興味関
心を高めるとともに生産者や食べ物への感謝の気持ちを育む。

市内保育所
こども園児
童園　5歳児
約360人

習志野市こども部こども保育課
047-453-5511

33 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、及びリーフレットにより食育月間のＰＲを行い、食育につ
いて啓発を行う。

市民
約17万人

習志野市健康支援課
04７-453-9302

34 庁内放送による周知 6月 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

35 育児講座 6月14日 習志野市 市内公民館 一般 その他 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。 16人
習志野市健康支援課
04７-453-9302

36 ママ・パパになるための学級 6月26日 習志野市 保健会館 一般 その他

妊娠中・出産にむけて必要な栄養と家族の食育の大切さについての講
義。
妊娠中の口腔内の健康管理と乳児のむし歯予防の動機づけをする。
（参加費250円）

30人
習志野市健康支援課
04７-453-9302

37 離乳食教室 6月7、11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 その他
乳児の発達に合わせた離乳食の進め方を伝え、安心して離乳が進め
られるように支援する。講義及びデモンストレーション。

各回20人
習志野市健康支援課
04７-453-9302

38 幼児家庭教育学級 6月12日 習志野市 市内公民館 一般 その他 幼児を持つ保護者に向け、食育についての講義と調理実習を実施。 20人
習志野市健康支援課
04７-453-9302

39 ヘルシーライフ料理教室 6月21日 習志野市 市内公民館 一般 その他 市民に向けてバランスのよい献立の調理実習を実施する。 25人
習志野市健康支援課
04７-453-9302

40  学校給食県民の日献立の実施 6月 市原市 市内公立小・中学校 子ども 学校給食を活用した食育
市内公立小・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。

20,000人
市原市教育委員会
学校保健課
0436-23-9847

41 五井臨海祭り 6月9日 市原市
臨海体育館・緑地運
動公園広場

一般 広報による普及・啓発 食品ロス削減リーフレットの配布 約200人
市原市クリーン推進課
0436-23-9053

42 子どもクッキング教室 6月23日 市原市
菊間コミュニティ・
保健福祉センター

子ども 料理教室・体験事業等
小学生を対象に、「タピオカ」をテーマに優しいお菓子や飲み物作りを
開催　参加費：400円

12人
市原市菊間コミュニティ・
保健福祉センター
0436－42－3424

43 食育座談会 6月6日 市原市
姉崎保健福祉セン
ター

親子 講演会・研修会
市内在住の乳幼児親子が食の大切さを学ぶとともに、食に対する情報
の提供をする。

30組
市原市姉崎保健福祉センター
0436-62-8601

44 8020ニコニコ教室 6月 市原市 幼稚園　認定こども園 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
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45 元気な口で噛ミング30講座 6月 市原市 小学校 子ども その他
児童生徒を対象に、むし歯や歯周病をテーマに講話、歯みがき練習、
健口体操を実施

約500人
市原市　子ども未来部
子育てネウボラセンター
0436-23-1215

46 親子のよい歯のコンクール 6月9日 市原市 保健センター 親子 その他 平成30年度三歳児健康診査を受けた児と親のよい歯のコンクール 20組
市原市　子ども未来部
子育てネウボラセンター
0436-23-1215

47 マタニティクック 6月18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

48 あかちゃんからの食育講座
6月25日、26

日、28日
市原市

保健センター、姉崎保
健福祉センター、ちは
ら台コミュニティセン
ター

親子 その他
生後3～4か月児と保護者を対象に、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

49 離乳食教室(カミカミ期） 6月21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、離乳食の不安を軽減し、安心して子
育てできるよう、参加者の交流、離乳食の進め方やメニューの紹介な
どの講話、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

50 そら豆のさやむき 6月 市原市
公立保育施設
（４施設）

子ども 料理教室・体験事業等
3歳児を対象にそら豆の絵本の読み聞かせとそら豆のさやむき体験。
そら豆はおやつで実食。

児童
約45人

市原市保育課
0436-23-9829

51 食育月間の周知 6月 市原市 公立保育施設　他 一般 広報による普及・啓発
6月の公立保育施設給食献立表で食育月間の周知をする。
（公立保育施設給食献立表は市原市ホームページにも掲載）

－
市原市保育課
0436-23-9829

52 食育月間の周知 6月 市原市 中央図書館 一般 食育に関する展示
食育月間の周知、グー・パー食生活、食育に関する図書の展示等食に
関する情報提供

図書館
利用者

市原市保健センター
0436-23-1187

53 食育月間の周知 6月 市原市 保健センター 一般 食育に関する展示 食育月間の周知、旬の食材の掲示
保健セン
ター利用者

市原市保健センター
0436-23-1187

54 食育月間の周知 6月 市原市 保健センター 一般 広報による普及・啓発 食育月間の周知のため、広報いちはらに啓発記事を掲載する
市原市保健センター
0436-23-1187

55 歯っぴいスマイル健康フェスタ 6月27日 市原市 アリオ市原 一般 イベント（食育フェア等）
歯と口の健康づくりに関するイベントにおいて、食育コーナーとして、野
菜の計量（350ｇ）体験、食育推進に関するリーフレットの配布等、周知
啓発を行う。

市原市保健センター
0436-23-1188

56 食育月間の周知 6月 八千代市 一般 広報による普及・啓発 市ホームページに掲載し、食育月間の周知を図る。
八千代市母子保健課
047-486-7250

57 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、家庭での食育の大切さについ
て周知を図る。

63,900部
発行

八千代市母子保健課
047-486-7250

58 プレママ教室 6月13日 八千代市 保健センター その他 その他
妊娠7ヶ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
ントについての講話と、離乳食の実習。講座を通して食育の大切さに
ついて伝える。

10人
八千代市母子保健課
047-486-7250

59 旬の野菜レシピと健康情報 6月 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」・八千
代市保健センター

一般 広報による普及・啓発
旬（四季）の野菜レシピと健康に役立つ情報を一つにまとめたチラシを
配布。また、市ホームページにも同様の内容を掲載。

レシピ配布
720枚

八千代市健康づくり課
047-483-4646
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令和元年度「ちばを食べよう！ちばの食育月間」の取組報告
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60
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

6月18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

61 食育月間の周知 6月 八千代市 一般 広報による普及・啓発
やちよ健康情報メールで食育月間の周知。共食の大切さ等の情報を
配信。

情報メール
登録者4,322
人へ配信

八千代市健康づくり課
047-483-4646

62
イチゴジャムのロールケーキ
講習会

6月9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 イチゴジャムと生クリームをたっぷり使ったケーキ作り。材料費1,500円 20人
やちよ農業交流センター
047-406-4778

63 おうちパン講座 6月11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 トースターでパン作り。材料費1,800円 16人
やちよ農業交流センター
047-406-4778

64 みんなのクッキング 6月12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
肉の部位による特性を解説。肉の焼き方のコツを学びます。材料費
2,000円

16人
やちよ農業交流センター
047-406-4778

65 土鍋ごはん 6月15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 土鍋でご飯作り。材料費1,800円 16人
やちよ農業交流センター
047-406-4778

66 八千代ヘルシーカフェランチ 6月19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
「旬の豆腐キッシュ」・「人参マリネ」・「ブルーベリーの寒天ヨーグルト」
作り。材料費1,200円

20人
やちよ農業交流センター
047-406-4778

67 塩抜き料理教室 6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 塩分ゼロの料理体験。材料費1,800円 16人
やちよ農業交流センター
047-406-4778

68 みんなのクッキング 6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 梨と豚肉を使った「八千代カレー」作り。材料費1,500円 16人
やちよ農業交流センター
047-406-4778

69 完熟トマトケチャップ作り 6月30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 自家製調味料作り。材料費1,800円 16人
やちよ農業交流センター
047-406-4778

70
八千代市学校給食
エコにんじんウィーク

6月 八千代市 市内公立小中学校 子ども 学校給食を活用した食育
市内産エコ人参を給食に使用。給食センター・単独給食校４校で八千
代市産のエコ人参を使ったメニューで給食を実施。献立表・給食だよ
り・給食時の放送等で関心を高めるようにする。

児童生徒
約15,700人

八千代市教育委員会
保健体育課
047-481-0303

71 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。クッキ
ング保育（年齢別）、行事（ごっこ遊び）に合わせた給食提供を行う。

約500人
市川市こども施設運営課
047‐711‐1792

72 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
の配布

約2,000人
市川市こども施設運営課
047‐711‐1792

73 離乳食教室(1回食、2回食）
6月3日、13日、
14日、20日、21

日
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。

402人
市川市保健センター健康支援課
047-377-4511

74
おとなの食育講習会
～ヘルスメイトとクッキング
～

6月 市川市
市内公民館及び保健
センターを使用し8会
場実施

一般 料理教室・体験事業等
「七色野菜のチカラ～知って差がつく抗酸化習慣～」をテーマに、講話
とおすすめメニューの調理実習を開催する。

211人
市川市保健センター健康支援課
047-377-4511

75 パパママ栄養クラス 6月11日 市川市 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。（試食代実費徴収）

36人
市川市保健センター健康支援課
047-377-4511
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76 食育月間の周知 6月 市川市
市内巡回及び本庁
舎・行徳支所

一般 広報による普及・啓発
市の車両公用車（30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、仮本庁舎に懸垂幕掲示し、周知する。

市川市保健センター健康支援課
047-377-4511

77
市川産江戸前高級魚スズキ
の販売

6月7日 市川市 市内鮮魚店 一般 その他
市川市の代表的な水産物の一つであるスズキを市内鮮魚店で販売
し、パンフレットや販売を通じて市水産業理解の促進及び地産地消の
促進。

約250人
市川市地域整備課
047-359-1150

78 いちかわ環境フェアー２０１９ 6月2日 市川市 ニッケコルトンホール 一般 イベント（食育フェア等）
『食事と健康の無料相談会』。食アドバイザー認定講師　古矢勝。「健
康円」と「NPO法人サポート技術士センター」との食育推進パートナー
シップ事業。

40人 健康円　04-7123-3892　古矢

79 森の中での料理作り 6月9日 船橋市 船橋県民の森 一般 料理教室・体験事業等 森林浴をしながら美味しい料理体験 15人
船橋県民の森管理事務所
047-457-4094

80 食育展
6月17日～

28日
船橋市 保健福祉センター 一般 食育に関する展示 船橋市の食育を紹介する展示等

船橋市保健所地域保健課
047-409-3274

81 フードドライブ 6月18日 船橋市 保健福祉センター 一般 その他 食育展会場にてフードドライブ
船橋市保健所地域保健課
047-409-3274

82 おいしい減塩体験 6月19日 船橋市 保健福祉センター 一般 その他 おいしい減塩みそ汁試飲体験により減塩を促す
船橋市保健所地域保健課
047-409-3274

83 ふなっしー弁当を作ろう 6月21日 船橋市 保健福祉センター 一般 その他
ふなっしー公認の「ふなっしー太巻き」を中心としたお弁当作り（調理実
習）
食文化の伝承と調理を通した食育

20人
船橋市保健所地域保健課
047-409-3274

84 シェフズクッキング 6月22日 船橋市 保健福祉センター 一般 食育授業
市内飲食店のシェフを講師とした若い世代（20～30歳代）向け調理講
習会

20人
船橋市保健所地域保健課
047-409-3274

85 食育月間の周知 6月 船橋市 一般 広報による普及・啓発 市の広報誌およびホームページにより、食育月間の周知をする
船橋市保健所地域保健課
047-409-3274

86 食育講座
6月3日、17日、

26日、27日
船橋市

東部保健センター
北部保健センター
中央保健センター
西部保健センター

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

140人
船橋市保健所地域保健課
047-409-3274

87
食育ミニ講座
（1歳6か月健康診査時）

6月14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 40人
船橋市保健所地域保健課
047-409-3274

88
食育ミニ講座
（2歳6か月健康診査時）

6月3、13、24日
6月4日

6月11、12日
6月21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 400人
船橋市保健所地域保健課
047-409-3274

89 船橋産食材を食べて知る日 6月 船橋市
各小・中・特別支援学
校（83校）

子ども 学校給食を活用した食育
船橋産食材を使った給食を毎月提供している。6月はにんじん、スズキ
を給食に提供し、ＰＲする。

83校
船橋市教育委員会
保健体育課
047-436-2870

90 県民の日給食 6月15日前後 船橋市
各小・中・特別支援学
校（83校）

子ども 学校給食を活用した食育
千葉県産食材をふんだんに使用した給食を提供し、千葉県の恵みをＰ
Ｒする。

83校
船橋市教育委員会
保健体育課
047-436-2870
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91
ふなばしハッピーサタデー
飯ごう炊さんにチャレンジ

6月16日（予定） 船橋市 高根公民館 子ども 料理教室・体験事業等 小学生を対象に、飯盒炊爨に挑戦し、カレーを作る。  材料費：200円 30人
高根公民館
047-438-4112

92 シルバー料理教室 6月28日 船橋市 海神公民館 その他 料理教室・体験事業等 シニア世代（主に男性）のための簡単、ヘルシー料理　材料費：500円 30人
船橋市海神公民館
047-420-1001

93 シルバー男性料理教室 6月21日 船橋市 飯山満公民館 その他 料理教室・体験事業等
高齢者の男性を対象に手軽にできる家庭料理を学ぶ調理実習　6回講
座のうちの1回　材料費：500円（1回分）

24人

船橋市二宮・飯山満地区社会福
祉協議会　047-424-0317
船橋市飯山満公民館
047-424-4311

94
ふなばしハッピーサタデー事
業
「子ども料理教室」

6月8日 船橋市 高根台公民館 子ども 料理教室・体験事業等
小学生1～6年生を対象とした料理教室（おにぎり等）を開催
材料費：350円

20人
船橋市高根台公民館
047-461-7061

95 男性料理教室 6月28日 船橋市 北部公民館 一般 その他
今まで料理に携わることの少なかった男性に料理の楽しさを知ってもら
い、併せて参加者の交流や仲間づくりの場とする。

男性20人
船橋市
豊富地区社会福祉協議会
047-457-1552

96 地域交流　育児講座 6月12日 船橋市 若松保育園 親子 その他
栄養士による離乳食の話　月齢に応じた離乳食の進め方　試食　個別
相談

15組
船橋市若松保育園
047-433-4041

97 地域交流　育児講座 6月20日 船橋市 西船保育園 親子 その他 栄養士による離乳食の話　乳幼児の食事の話　試食　個別相談 15組
船橋市西船保育園
047-338-8187

98 地域交流　育児講座 6月13日 船橋市 高根保育園 親子 その他
栄養士による離乳食の話　離乳食の展示　献立紹介　離乳食試食　個
別相談

10組
船橋市高根保育園
047-463-1418

99 地域交流　育児講座 6月5日 船橋市 二和保育園 親子 その他
栄養士による「食」の大切さについての話　人気献立の紹介　試食　個
別相談

15組
船橋市二和保育園
047-447-0801

100 地域交流　育児講座 6月20日 船橋市 高根台保育園 親子 その他 栄養士による離乳食の話　試食　個別相談 -
船橋市高根台保育園
047-466-2611

101 地域交流　育児講座 6月26日 船橋市 芝山第一保育園 親子 その他
栄養士による離乳食の進め方の話　梅雨時期における衛生的な調理
法について　個別相談

-
船橋市芝山第一保育園
047-462-7575

102 地域交流　育児講座 6月13日 船橋市 小室保育園 親子 その他 栄養士による離乳食の話　試食　個別相談 15組
船橋市小室保育園
047-457-1717

103 板おばさんの楽しい食育 6月28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使った食に関する楽しいお話とミニ食
育講座

親子30組
船橋市前原児童ホーム
047-475-5454

104 板おばさんの楽しい食育 6月4日 船橋市 飯山満児童ホーム 親子 食育授業
子どもの成長に必要かつ大切な食事について、エプロンシアターやパ
ネルシアターにて楽しくわかりやすく説明する。

親子30組
船橋市飯山満児童ホーム
047-468-0411

105 離乳食講座（5～6ヶ月） 6月12日 船橋市
南本町子育て支援セ
ンター

親子 その他
5～6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5～
6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

106 離乳食講座（9～11ヶ月） 6月14日 船橋市
南本町子育て支援セ
ンター

親子 その他
9～11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9～
11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
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107 親子クッキング 6月7日 船橋市
高根台子育て支援セ
ンター

親子 料理教室・体験事業等 身近な食材を使った調理実習 8組
船橋市高根台子育て支援セン
ター
047-466-5666

108 離乳食講座（5～6ヶ月） 6月7日 船橋市
高根台子育て支援セ
ンター

親子 その他
食に関する全般的な質疑応答をすることで、離乳食に対して負担と思
う心情などの軽減を図ることを目的とする。

-
船橋市高根台子育て支援セン
ター
047-466-5666

109 談話室 6月13日 船橋市
高根台子育て支援セ
ンター

親子 その他 季節のテーマに沿った栄養士による食育指導 25組
船橋市高根台子育て支援セン
ター
047-466-5666

110 離乳食講座（7～8ヶ月） 6月14日 船橋市
高根台子育て支援セ
ンター

親子 その他
食に関する全般的な質疑応答をすることで、離乳食に対して負担と思
う心情などの軽減を図ることを目的とする。

-
船橋市高根台子育て支援セン
ター
047-466-5666

111 パパの日親子クッキング 6月22日 船橋市
高根台子育て支援セ
ンター

親子 料理教室・体験事業等 身近な食材を使った調理実習 8組
船橋市高根台子育て支援セン
ター
047-466-5666

112 離乳食講座（12～18ヶ月） 6月28日 船橋市
高根台子育て支援セ
ンター

その他 その他
悩みが多く大変な時期であることを共有しながら、発達を踏まえて講話
をする。試食を出すことによりわかりやすく伝える

18人
船橋市高根台子育て支援セン
ター
047-466-5666

113 子育てミニ講座＆個別相談 6月28日 船橋市 本中山児童ホーム 親子 その他 0歳親子を対象に離乳食のお話と個別相談 15組
船橋市本中山児童ホーム
047-333-7701

114 食育月間の周知 6月1日 松戸市 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。

115
市役所庁舎内でのパネル展
示等

6月3～7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、レシピ配布等を実施す
る。

松戸市健康福祉政策課
047-704-0055

116 懸垂幕の掲示 6月3～28日 松戸市 松戸市役所 一般 食育に関する展示 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

117 松戸食育まつり 6月8日 松戸市 松戸市民会館 親子 イベント（食育フェア等）
食の大切さを見直し、のぞましい食習慣を身につけることを目的に、鰹
節削り体験や野菜クイズコーナー等、食育に関する体験型のイベント
を実施する。

約500人
松戸市健康福祉政策課
047-704-0055

118 千葉県民の日の給食の実施 6月15日 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・松戸産の農林水産物を
取り入れた千葉県民の日の給食を実施。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。

松戸市教育委員会
保健体育課
047-366-7459

119
そば打ち
（打ち方＋ゆで方コース）

6月16日 野田市
千葉県立関宿城博物
館

一般 料理教室・体験事業等
一般を対象に、そば打ちとそばのゆで方を体験し、試食まで行う。　参
加費1,300円

18人
千葉県立関宿城博物館
04-7196-1400

120 小麦まんじゅうづくり 6月22日、23日 野田市
千葉県立関宿城博物
館

一般 料理教室・体験事業等
一般を対象に、小麦まんじゅう作りを体験し、試食まで行う。　参加費
150円

午前・午後
共各回15人

千葉県立関宿城博物館
04-7196-1400

121 栄養相談会 6月3、18日 野田市 保健センター 一般 その他
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

4人
野田市保健センター
04-7125-1188

122 栄養相談会 6月11日 野田市 関宿保健センター 一般 その他
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

4人
野田市保健センター
04-7125-1188
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123 食育講座 6月19日 野田市 保健センター 一般 その他 地産地消をテーマに講話・調理実習を実施（市民対象） 24人
野田市保健センター
04-7125-1188

124 離乳食講習会 6月17日 野田市 関宿保健センター 親子 その他
おおむね6か月児と保護者を対象として、離乳食に関する講話・調理デ
モンストレーション等の実施（市民対象）

12組
野田市保健センター
04-7125-1188

125 健康づくり料理講習会 6月 野田市
保健センター
関宿保健センター
市内各公民館

一般 その他
野田市食生活改善推進員が中心となり、〝朝ごはん”をテーマとした
料理講習会を実施。

各回20人
野田市保健センター
04-7125-1188

126 食と遊びの講習会 6月21日 野田市 野田市保健センター 親子 料理教室・体験事業等
幼児食に関心がある市民（親子）を対象に、子育て支援の一環として、
幼児食の調理実習や親子遊び、育児相談等を実施。　参加費200円
保育有。

親子10組
野田市保育課
04-7125-1111

127 食育月間の周知 6月19日 野田市
市内小中学校関係公
立幼稚園

子ども 学校給食を活用した食育
6月19日に学校給食において市内一斉に、野田市の特産物である枝
豆、ナスと野田市のブランド米である黒酢米から作られた発芽玄米を
使用したメニューを実施し、食育月間の周知をする。

児童生徒
13,000人

野田市教育委員会
学校教育課
04-7123-1328

128 わいわい子ども塾 第二回 6月8、9日 柏市
千葉県立手賀の丘
少年自然の家

子ども 料理教室・体験事業等
年間を通して子ども達で助け合いながら自然体験や宿泊体験をしま
す。第二回では潮干狩りで子ども達が収穫したアサリを次の日にみん
なで調理をします。

24人
柏市手賀の丘少年自然の家
04-7191-1923

129 自然体験活動指導者研修会 6月22日 柏市
千葉県立手賀の丘
少年自然の家

職員 講演会・研修会 近隣の学校の先生向けに野外炊飯の基礎知識や実習をします。
教職員
35人

柏市手賀の丘少年自然の家
04-7191-1923

130 給食施設従事者研修会 6月5日 柏市 ウェルネス柏 その他 その他 給食施設への栄養管理指導 70人
柏市健康増進課
04-7167-1256

131 クッキング保育 6 月 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５歳児クラス
を対象にクッキングを実施する。

約80人
柏市保育運営課
04-7167-1137

132 育児講座 6 月 柏市 市内公立保育園 親子 その他
通園児の保護者や地域の子育て家庭を対象に離乳食の進め方や幼
児食について知らせ、保育園給食の紹介や食事に関する相談等を行
う。

約10組
柏市保育運営課
04-7167-1137

133 ２歳の歯☆ピカランド
6月13、14、26、

27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。

　各回
親子30組

柏市地域保健課
04-7167-1257

134
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

6月3、5、6、7、
10、11、24日

柏市
市内幼稚園及び
保育園8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。

570人
柏市地域保健課
04-7167-1257

135 小学校1年生歯みがき指導
6月10、12、17、
18、21、25、28

日
柏市 市内小学校7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。 360人

柏市地域保健課
04-7167-1257

136
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

6月10、17、21、
25、28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。 460人
柏市地域保健課
04-7167-1257

137 母と子のつどい
6月4、11、21、

26日
柏市

市内近隣センター4会
場

親子 その他
講話
栄養士：離乳食について
歯科衛生士：歯みがきの準備について

　各回親子
40組

柏市地域保健課
04-7167-1257

138 柏市離乳食教室 6月10、24日 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、離乳食の形態の確
認、個別相談

　各回親子
40組

柏市地域保健課
04-7167-1257
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139 1歳6か月児健診
6月6、7、11、21

日
柏市 ウェルネス柏 その他 その他 幼児期の食事に関する個別相談 80人

柏市地域保健課
04-7167-1257

140 3歳児健診
6月12、19、20、

25日
柏市 ウェルネス柏 その他 その他 幼児期の食事に関する個別相談 80人

柏市地域保健課
04-7167-1257

141 出前授業 6月 柏市 市内小学校 親子 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仕組みについての
説明を行うもの。

600人
柏市廃棄物政策課
04-7167-1140

142 ぱくすく料理教室 6月29日 柏市 高田近隣センター 親子 料理教室・体験事業等
社団法人、柏市青少年健全育成協議会、料理研究家大瀬由生子様と
の取り組み。近隣小学生を対象に、体験型の料理教室を実施予定。
メニューは、タコライス・コーンスープ・ムースデザート

20名程度
株式会社ファーマインド
03-5822-0038

143 食と健康セミナー　in　柏 6月15日 柏市

池松ビル８階貸会議
室カルチャーホール
柏市柏1-1-7池松ビ
ル

一般 講演会・研修会
受付13：00。13：30～15：30。参加費無料。「心と体をキレイにする腸健
幸セミナー」～食事を変えたら未来が変わる！～　講師：岩田芳之

30人
株式会社玄米酵素　東京支社
　03-5625-2345

144 梅ジャム作り講習会 6月17日 流山市 北部公民館 一般 料理教室・体験事業等
18歳以上の市民を対象に、地元産の梅を使用したジャム作りを開催
梅の料理方法や栄養について周知する。　材料費1000円

16人
流山市農業振興課
04-7150-6086

145
市内の保育所等の歯磨き教
室（むし歯予防の取り組み）

6月 流山市
市内保育所・幼稚園
子育て支援センター
小学校

子ども 料理教室・体験事業等
市内保育所・幼稚園・子育て支援センター・小学校の幼児および児童
を対象におやつとむし歯の話をする

1,900人
流山市健康増進課
04-7154-0331

146 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 学校給食の献立表及び給食だより等を使い、食育月間の周知をする
児童生徒
15,743人

流山市教育委員会
学校教育課
04－7150－6104

147 食育だよりの発行 6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。

配布
13,000枚

我孫子市健康づくり支援課
04-7185-1126

148 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

149 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。 配信5,000人
我孫子市健康づくり支援課
04-7185-1126

150
しあわせママパパ学級
（妊娠中の栄養）

6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 10組
我孫子市健康づくり支援課
04-7185-1126

151
しあわせママパパ学級
（妊娠中の歯科衛生）

6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 10組
我孫子市健康づくり支援課
04-7185-1126

152 離乳食教室 6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

30組
我孫子市健康づくり支援課
04-7185-1126

153 後期離乳食教室 6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）

20組
我孫子市健康づくり支援課
04-7185-1126

154 ４か月児相談 6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 70組
我孫子市健康づくり支援課
04-7185-1126
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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

別紙様式　

155
子育てＱ＆Ａ（広報あびこ
内）の配布（乳幼児の口腔衛
生）

6月 我孫子市 一般 広報による普及・啓発 市民を対象に乳幼児の口腔衛生に関して周知。
配布92,000

部
我孫子市健康づくり支援課
04-7185-1126

156
あびこ農産物直売所あびこ
ん創業祭

6月1日、2日 我孫子市
手賀沼親水広場（水
の館１階　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）
知って得する野菜ソムリエによる野菜紹介や大根おろし競争、豚汁
サービスなど農産物に関するサービス満載のイベント。

1,000人
あびこ農産物直売所あびこん
04-7168-0821

157 地産地消給食の実施 6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
千葉県民の日にちなみ、千葉県産の食材を多く取り入れた献立の実
施

市内全
小中学校

我孫子市教育委員会
学校教育課
04-7185-1267

158 ブルーベリーつみとり
6上旬～8月下

旬
鎌ケ谷市 ファームこがねや 一般 イベント（食育フェア等） つみたてのブルーベりーを30分間食べほうだいで楽しめる。

鎌ケ谷市観光農業組合
047-445-1141(内)545

159 始めよう、離乳食クラス 6月3日 浦安市 健康センター 親子 講演会・研修会
離乳食の始め方の講話。離乳食のサンプルを見せながらグループへ
説明。

60人
浦安市母子保健課
047-381-9058

160 離乳食ステップアップクラス 6月6日 浦安市 健康センター 親子 講演会・研修会
生後７～８か月児の親子を対象に離乳食の進め方について講話を行
う。質疑応答、個別相談を行う。

40人
浦安市母子保健課
047-381-9058

161 ウエルカムベイビークラス 6月11日 浦安市 健康センター 一般 講演会・研修会
妊娠中の栄養について集団講話。妊娠中は食生活を見直す機会に。
バランスの良い食事や、生活リズムの大切さについて説明。

30人
浦安市母子保健課
047-381-9058

162 3歳児健診 6月18日、21日 浦安市 健康センター 親子 食育授業
3歳児健診受診者に、朝食の大切さや生活リズムについての紙芝居
や、野菜の切り口クイズを実施。

100人
浦安市母子保健課
047-381-9058

163 むし歯予防ビーバー教室 6月26日 浦安市 健康センター 親子 講演会・研修会
離乳食から幼児食に切り替わる１歳過ぎの食事のポイントについて講
話する。希望者には個別相談を行う。

40人
浦安市母子保健課
047-381-9058

164
幼稚園
ぴかぴかキッズ歯のすこや
か教室

6月3、4、6、13、
14、17、19、20、

27、28日
浦安市 各幼稚園 親子 その他

むし歯予防教室において、歯みがき指導、おやつ指導。（年長クラスは
親子、年中クラスは子どもに指導）

1,000人
浦安市母子保健課
047-381-9058

165
「県民の日印旛地域行事」楽
しく集めよう！ご当地キャラ
♪スタンプラリー印旛2019

6月15日～
9月1日

印旛地域

印旛管内のスタンプ
設置施設（県立房総
のむら、県立北総花
の丘公園など）

一般 イベント（食育フェア等）
専用応募ハガキに押したスタンプの数に応じ、抽選に当たれば印旛地
域の農産物や加工食品をプレゼント

県民の日印旛地域実行委員会
（千葉県印旛地域振興事務所）
043-483-1111

166 パクパク教室 (調理実習) 6月18日 成田市
こども発育支援セン
ター

親子 その他
発達支援センター利用の親子に対して、栄養に関する講話や
調理実習を実施

20人
成田市こども発達支援センター
0476-26-9918

167 摂食指導 6月20日 成田市
こども発育支援セン
ター

親子 その他
発達支援センター利用で、指導対象のお子さんに対して、歯科
医師による摂食嚥下に関する指導

10人
成田市こども発達支援センター
0476-26-9918

168 ピカピカ教室 (歯科検診) 6月25、28日 成田市
こども発育支援セン
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
予防のための助言

50人
成田市こども発達支援センター
0476-26-9918

169
幼稚園歯科健康教室
(歯みがき教室)

6月3日 成田市 はくと幼稚園 子ども 講演会・研修会
園児の好ましい食習慣、生活習慣の確立に向け、歯と口腔の
健康づくりに関する知識の普及啓発を行う。

110人
成田市健康増進課
0476-27-1111

170
なかよし広場
歯科健康教室

6月5日 成田市 三里塚コミュニティー 親子 講演会・研修会
乳幼児期の好ましい食習慣、生活習慣の確立に向け、歯と口腔の
健康づくりに関する知識の普及啓発を行う

20人
成田市健康増進課
0476-27-1111
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令和元年度「ちばを食べよう！ちばの食育月間」の取組報告
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参加予定
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問合せ先実施場所
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171
幼稚園歯科健康教室
(歯みがき教室)

6月15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・園等とともに、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

70人
成田市健康増進課
0476-27-1111

172
成田市あじさい工房
調理実習

6月14日 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 15人
成田市健康増進課
0476-27-1111

173 食育月間の周知 6月 成田市 市内全域 その他 広報による普及・啓発 広報誌により、市民への周知を図る。 約50,000部
成田市農政課
0476-20-1541

174 食育授業の実施 6月 成田市 各小中学校 子ども 食育授業 児童生徒を対象に食育授業を行う。 約1,540人
成田市教育委員会教育部
教育指導課
0476-20-1582

175 配食サービス 通年 成田市 市内全域 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300人
成田市高齢者福祉課
0476-20-1537

176 成田市場わくわく感謝デー 6月22日 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2,400人
成田市場振興協議会
0476-24-1224

177 和菓子の日菓子教室 6月15日 成田市
なごみの米屋總本店
2階

一般 広報による普及・啓発
和菓子の日（16日）にさきがけ、厄除けと招福を願いつつ、黒糖饅頭と
季節の上生菓子を作り和菓子文化を身近に感じてもらう。

30人
成田羊羹資料館（米屋株式会社）
0476‐22‐2266

178 朝食啓発コーナーの設置 6月 佐倉市 佐倉市役所 ロビー 一般 食育に関する展示
市役所ロビーに「食育」「朝食」に関する啓発コーナーを設置し、パネル
の展示やリーフレットの配架による周知啓発を実施する。

佐倉市健康増進課
南部保健センター
043-483-2812

179  やとみ直売所夏の感謝祭
6月

（日付未定）
佐倉市 やとみ直売所 一般 イベント（食育フェア等） 旬の農産物の販売のほか、加工品の販売を行う。 －

佐倉市やとみ直売所
043-498-1316

180 八街市健康プランの周知 6月 八街市 一般 広報による普及・啓発
市の広報紙を使い、八街市健康プラン栄養と食生活分野の周知をす
る。

市民約
22,000世帯

八街市健康増進課
043-443-1631

181 食育授業 6月 八街市 市内小学校 子ども 食育授業 カルシウム（牛乳）の働き、朝ごはんを食べよう、よくかんで食べよう。 児童315人
八街市教育委員会
学校給食センター
043-444-1181

182 栄養士講座 6月11日 八街市
実住保育園内子育て
支援センター

親子 その他 市内在住の幼児親子を対象に、幼児食についてミニ講座を開催
八街市立実住保育園
子育て支援センター
043-443-8900

183 栄養士講座 6月19日 八街市
実住保育園内子育て
支援センター

親子 その他 市内在住の乳児親子を対象に、乳児食についてミニ講座を開催
八街市立実住保育園
子育て支援センター
043-443-8900

184
JA千葉みらいグリーンすい
か祭り・夏野菜共進会

6月22日 八街市
千葉みらい農業協同
組合    八街支店

一般 イベント（食育フェア等）
審査員によるスイカの食味審査・夏野菜（スイカ・春人参・トウモロコシ・
ジャガイモ・葉生姜など）の展示即売会

市民約1,500
人

八街市農政課  043-443-1402
千葉みらい農業協同組合
八街営農センター
043-444-5861

185 ミルクフェスティバル2019 6月1日、2日 印西市
千葉県立北総花の丘
公園

一般 イベント（食育フェア等）
牛乳に関連した様々なイベントを実施
（牛乳を使った料理の実演と試食、バターづくり体験等）

県民約
12,000人

印西市
千葉県牛乳普及協会
043-228-7570

186 親子農業収穫体験
4月～11月

(7回）
四街道市 農家のほ場 親子 料理教室・体験事業等

市内で生産される農産物（イチゴ、トウモロコシ、カラーピーマン、梨、
サツマイモ、ニンジン、牧草）の育て方を学ぶとともに、収穫体験を行
う。

市民親子
16組

四街道市産業振興課
043‐421‐6133
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187
食育レシピの発行と食育月
間の周知

6月 四街道市 一般 広報による普及・啓発
市の広報誌と食育レシピを使い、食育月間の周知と季節の野菜を使っ
たレシピを紹介する。

市民約1,000
人

四街道市健康増進課
043‐421‐6100

188 3歳6ヶ月児健診での食育活動 6月10、17日 四街道市 保健センター 親子 その他
3歳6か月児健診時に好き嫌いなく食べることや、歯みがきについての
オリジナルの食育劇を行う。

80人
四街道市健康増進課
043‐421‐6100

189
休日パパのための親子エク
ササイズ＆パパっとクッキン
グ

6月6、16、23日 四街道市 保健センター 親子 料理教室・体験事業等
年長～小学校3年生のお子さんと運動習慣のないお父さんを対象に、
親子で一緒にできる運動と包丁を使わずにできるクッキングの教室を
開催。

12組
四街道市健康増進課
043‐421‐6100

190 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 園だよりを使い、食育月間の周知をする
保護者、
子、職員
約370人

四街道市保育課
043-421-2238

191 歯磨き教室 6月 四街道市
中央保育所・中央保
育所分園

子ども 食育授業 虫歯予防指導
3～5歳児
98人

四街道市保育課
043-421-2238

192 とうもろこしの皮むき 6月 四街道市
中央保育所・中央保
育所分園

子ども 料理教室・体験事業等 おやつのとうもろこしの皮むき
3歳児
31人

四街道市保育課
043-421-2238

193 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 園だよりや掲示を作成し、食育月間を周知する
保護者、
子、職員
約260人

四街道市保育課
043-421-2238

194 歯磨き教室 6月12日 四街道市 千代田保育所 子ども 食育授業 虫歯や歯周病の予防、よく噛むことの大切さを伝える
3～5歳児
72人

四街道市保育課
043-421-2238

195 グリンピースのさやむき 6月 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
22人

四街道市保育課
043-421-2238

196
やさいたっぷりおすすめレシ
ピの周知

6月 白井市 一般 広報による普及・啓発 市の広報、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6,300

人
白井市役所健康課
047－497－3494

197 乳児期の離乳食支援 6月3日 白井市 公民センター 親子 食育授業
2か月から6か月児を対象とした離乳食についての講話、個別相
談

約5組
白井市役所健康課
047－497－3494

198 保育園、幼稚園での食育支援
6月3、4、6、17、
20、21、24、25

日
白井市 市内保育園、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670人

白井市役所健康課
047－497－3494

199
乳幼児育児相談
健康診査事業での食事支援

6月4、7、11、
14、18、19、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100組
白井市役所健康課
047－497－3494

200 かみかみ教室 6月12日 白井市 保健福祉センター 親子 料理教室・体験事業等
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（試食費：100円）

約25組
白井市役所健康課
047－497－3494

201 男性料理教室 6月18日 白井市 保健福祉センター 一般 料理教室・体験事業等
料理経験の少ない男性を対象に、健康的な食事についての講話や基
本的な食事作りの習得ができるよう調理実習を実施(試食費：400円）

約15人
白井市役所健康課
047－497－3494

202 生活習慣病予防教室 6月19日 白井市 西白井複合センター 一般 料理教室・体験事業等
生活習慣病予防・改善のための1コース3回シリーズの教室。2回目で
食生活の講話、試食の会食を実施（試食費：200円）

約25人
白井市役所健康課
047－497－3494

13



令和元年度「ちばを食べよう！ちばの食育月間」の取組報告

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

別紙様式　

203 栄養士による食育指導 6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。 約600人

白井市教育委員会
教育支援課　047－401－9471
白井市学校給食センター
047－492－1081

204 すいかまつり 6月16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） スイカをはじめ地元農産物即売やイベント等
富里市農政課
0476-93-4943

205 食育月間の周知 6月1日 富里市 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
20,000人

富里市市民経済環境部農政課
0476-93-4943

206 すいかまつり 6月16日 富里市 富里中央公民館前 一般 イベント（食育フェア等） すいかの即売会や試食など、すいかに関する各種イベントを開催
市民約
15,000人

富里市市民経済環境部農政課
0476-93-4943

207 食育の授業 6月 富里市
富里市立富里小学校
外6校

子ども 食育授業 バランスのよい食事や、塩分の適度な摂取量を中心とした食育の授業
児童生徒
約3,380人

富里市教育委員会学校教育課
0476-93-7659

208 大人の食育教室 6月5日 酒々井町 中央公民館調理室 一般 料理教室・体験事業等
成人を対象に健康づくりのための食育講話および太巻き祭りずしと減
塩澄まし汁の調理実習。参加費500円

20人
酒々井町保健センター
043-496-0090

209 食育月間の周知 6月 酒々井町 町内 一般 広報による普及・啓発 広報に食育月間について掲載し周知する。
町民約9,000

人
酒々井町保健センター
 043-496-0090

210 ばらっぱ饅頭作り 6月23日 栄町 千葉県立房総のむら 一般 料理教室・体験事業等
千葉県の郷土料理である「ばらっぱ饅頭」を作る体験　体験費：400円
事前に予約が必要　体験時間9：45～11：45、13：15～15：15の２回

各回5人
栄町
千葉県立房総のむら
0476-95-3333

211 らっきょう漬け 6月15日 栄町 千葉県立房総のむら 一般 食育に関する展示
らっきょうを焼酎瓶に入れて行う、昔ながらの「ころがし漬け」の実演
実演時間10：00～12：00

－
栄町
千葉県立房総のむら
0476-95-3333

212 端午の節供祝い膳作り 6月7、8日 栄町 千葉県立房総のむら 一般 食育に関する展示 安房地方における、初節供を祝う「祝い膳作り」の実演及び展示 －
栄町
千葉県立房総のむら
0476-95-3333

213 梅干し作り 6月16日 栄町 千葉県立房総のむら 一般 食育に関する展示
梅干し作りの「塩漬け」・「しそ漬け」工程の実演　実演時間13：00～14：
00

－
栄町
千葉県立房総のむら
0476-95-3333

214 変わりそば（抹茶） 6月29、30日 栄町 千葉県立房総のむら 一般 料理教室・体験事業等
抹茶をそば粉に混ぜて茶そばを作る体験　体験費：1グループ１５００
円
事前に予約が必要。体験時間10：30～12：00、13：30～15：00の2回

各2グループ
（1グループ
5人まで）

栄町
千葉県立房総のむら
0476-95-3333

215 楽しい太巻き寿司（びわ） 6月21、22日 栄町 千葉県立房総のむら 一般 料理教室・体験事業等
千葉県において冠婚葬祭などの際に作られた「太巻き寿司」を作る体
験　体験費：800円　事前に予約が必要　体験時間13：15～14：45

10人
栄町
千葉県立房総のむら
0476-95-3333

216 水羊羹 6月15、16日 栄町 千葉県立房総のむら 一般 料理教室・体験事業等
職人の指導による本格的な水羊羹作りの体験　体験費：750円
事前に予約が必要　体験時間10：00～12：00、13：30～15：30の２回

各回10人
栄町
千葉県立房総のむら
0476-95-3333

217 本格煎茶作り 6月8、9日 栄町 千葉県立房総のむら 一般 料理教室・体験事業等
手揉み茶の工程のうち、葉振るいから始める本格的な煎茶作りの体験
体験費：1,500円　事前に予約が必要　体験時間10：00～15：00

8人
栄町
千葉県立房総のむら
0476-95-3333

218 果実酒・健康酒造り〈梅酒〉 6月1、2日 栄町 千葉県立房総のむら 一般 料理教室・体験事業等
管理栄養士の指導のもと、江戸時代の文献に残る灰を使った下処理を
用いて、梅酒を作る体験　体験費：1,600円　事前に予約が必要　体験
時間：13：00～15：00

5人
栄町
千葉県立房総のむら
0476-95-3333
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219
食育基本計画策定及び食育
月間の周知

6月 栄町 一般 広報による普及・啓発 町の広報誌を使用し、食育基本計画及び食育月間の周知をする
栄町健康介護課
健康推進班
0476－33－7708

220 落花生栽培体験・観察運動 6月～11月 香取地域 管内　小学校 子ども
料理教室・体験事業等

広報、栽培による普及・啓発
小学校での栽培体験を通して、落花生についての知識や関心を高め、
食育活動の推進と消費拡大を図る。

香取農業事務所　企画振興課内
香取地域農林業振興協議会
0478-52-9192

221 じゃがいも収穫体験 6月10日～ 香取市
道の駅くりもと
直営農園

一般 料理教室・体験事業等
親子中心に、ジャガイモ1株200円で収穫体験を実施します。収穫体験
用のジャガイモが無くなるまで実施します。

香取市
道の駅くりもと紅小町の郷
0478-70-5151

222 ブルーベリー収穫体験 6月末～ 香取市
道の駅くりもと
直営ブルーベリー園

一般 料理教室・体験事業等
道の駅くりもと　直営ブルーベリー園で収穫体験を実施を開催します。
料金は大人食べ放題500円、お土産1パック500円、お子様は別料金。
詳しくはホームページ参照下さい。

香取市
道の駅くりもと紅小町の郷
0478-70-5151

223 地産地消の和食給食の実施 6月 神崎町 町内各小中学校 子ども 学校給食を活用した食育
町内小中学校の児童・生徒を対象に、地元産の農産物を取り入れた
和食給食の日を実施。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。

神崎町給食センター
0478-72-2041

224 料理教室 6月5日 多古町 保健福祉センター 一般 料理教室・体験事業等
高齢者(老人クラブ）を対象に季節の野菜等を使った減塩レシピの調理
実習

30人
多古町保健福祉課
0479-76-3185

225 健康サロン 6月21日 多古町 北中集会所 一般 講演会・研修会 地区の高齢者を対象とした熱中症・食中毒予防の講習会 15人
多古町保健福祉課
0479-76-3185

226 県民の日給食 6月14日 多古町
町内小・中学校
こども園

子ども 学校給食を活用した食育
県内産の食材を使用すると共に、郷土料理を取り入れたメニューの給
食を提供する

1,170人
多古町学校給食センター
0479-76-3253

227 ふるさと多古町あじさい祭り 6月9日 多古町 あじさい公園 一般 その他 多古町産農産物、加工品のPRや生産者との交流促進 30,000人
ふるさと多古町あじさい祭り
実行委員会
0479-76-5404

228 初夏の多古でじゃがいも掘り
6月22日
　(予定）

多古町 島地先の畑 一般 料理教室・体験事業等 じゃがいもの掘り取り体験とじゃがいもを使った料理の試食 150人
多古町
都市と農村交流協会
0479-76-2223

229 ジャガイモの収穫体験 6月16日 東庄町 東庄県民の森 一般 その他 園内の畑でジャガイモを収穫しよう 15人
東庄県民の森管理事務所
0478-87-0393

230 マグロ解体ショー 6月16日 銚子市 ウォッセ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
銚子市
ウォッセ２１
0479-25-4500

231 落花生栽培講習会 6月
銚子市
旭市

匝瑳市

海匝管内小学校・幼
稚園・保育園

子ども 食育授業 ちば食育ボランティアが講師となり、落花生栽培や食育の講義を行う。
10校程度
計200人程度
の見込み

海匝農業事務所 企画振興課
0479-62-0156

232 離乳食教室(ごっくんクラス) 6月29日 銚子市
銚子市保健福祉セン
ター

一般 食育授業
離乳食の開始で離乳食が円滑に開始し進行することができるよう４か
月～５か月の児を持つ保護者を対象に、離乳食についての講話と大人
の食事を作りながら離乳食づくりを実施

15組
銚子市健康づくり課
0470-24-8070

233 レッツベジレシピ(ライン投稿） 6月 銚子市 一般 その他
子育て世代に向けた「子育てライン」にて、子どもの野菜嫌いの改善を
促すために、野菜を使ったメニューの投稿を実施。

銚子市健康づくり課
0470-24-8070

234 巡回歯みがき教室 6月 銚子市
市内の保育園、幼稚
園に入所中の児と保
護者

親子 その他
保育所や幼稚園を巡回して、ブラッシング指導と虫歯予防のための食
べ方についての講話を実施

銚子市健康づくり課
0470-24-8070
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235 よい歯のコンクール 6月20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
よい歯のコーンクール参加者対象に虫歯予防のための食生活のポイ
ントを啓発する教育や展示

約50人
銚子市健康づくり課
0470-24-8070

236 「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1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。当日は献立表や
給食時放送で周知。

市内小・中
学校児童生
徒約5400人

旭市第一学校給食センター
0479-62-0366

237 食育月間の周知 6月 旭市
旭市内各小・中学校
（20校）

親子 広報による普及・啓発 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5400人

と
その保護者

旭市第一学校給食センター
0479-62-0366

238 離乳食教室 6月25日 旭市 飯岡保健センター 一般 料理教室・体験事業等
生後4～5ヶ月児の保護者を対象に、離乳食の進め方について講話と
調理実習を行う。

15人
旭市健康管理課　支援班
0479-57-3113

239 食育月間の周知 6月15日 旭市 一般 広報による普及・啓発 市の広報誌にて、食育月間の周知を行う。
19,110部
配付

旭市健康管理課　予防班
0479-63-8766

240

公開講座「親子で楽しむスイ
カとメロン」(仮）
※さんさんフェスタ2019と連
携

6月8日 匝瑳市
匝瑳市民ふれあいセ
ンター２階会議室

親子 講演会・研修会

農林総合研究センターが日頃の研究活動で得られた成果を一般県民
にわかりやすく解説することにより、農業や農産物への理解や当セン
ターの研究活動への理解の促進を図っている。今回は県民の日に開
催しているさんさんフェスタと連携し、家族連れを対象に、スイカとメロ
ンに関する知識とおいしい食べ方等の講演、試食会とする。

午前、午後
各100人

千葉県農林総合研究センター
043-291-0151

241 親子料理教室 6～9月 匝瑳市

八日市場公民館
ふれあいセンター
野栄生涯学習セン
ター

親子 料理教室・体験事業等
家庭教育学級生を対象とした、親子の料理教室を開催
参加費：親子1組200円

１回あたり
50人

匝瑳市健康管理課
0479‐73‐1200

242
保育所、幼稚園
歯磨き巡回指導

6月 匝瑳市
市内保育所
市内幼稚園

親子 講演会・研修会
保育所、幼稚園に通う幼児と保護者を対象に講和、ブラッシング指導
を実施

300人
匝瑳市健康管理課
0479‐73‐1200

243 親子ふれあいピザ作り 6月9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年生～6年生とその保護者を対象とした野外料理体験として
ピザ作りとピザ焼きを行う。併せてピザの由来、ピザの材料として使う
チーズ、オリーブ油の栄養について理解させる。材料費等: 1,000円

親子12組
県立東金青年の家
045-54-1301

244 すくすく育児相談 6月12日 東金市 ふれあいセンター 親子 その他 乳児から就学前の幼児への栄養相談を実施（希望者） 10組
東金市健康増進課健康づくり係
0475-50-1174

245 4か月児相談での健康教育 6月26日 東金市 ふれあいセンター 親子 その他
来所した4か月児の保護者を対象に、離乳食を始めるポイントや進め
方についてリーフレット配布を実施

15組
東金市健康増進課健康づくり係
0475-50-1174

246
1歳6か月児健診での健康教
育

6月12日 東金市 ふれあいセンター 親子 その他
健診受診者を対象に、1歳から2歳児の食生活についてのリーフレット
配布および講話を実施

30組
東金市健康増進課健康づくり係
0475-50-1174

247
2歳児歯科健診での健康教
育

6月13日 東金市 ふれあいセンター 親子 その他
健診受診者を対象に、2歳児の食生活やかむことの大切さについて講
話を実施

30組
東金市健康増進課健康づくり係
0475-50-1174

248 3歳児健診での健康教育 6月25日 東金市 ふれあいセンター 親子 その他
健診受診者を対象に、3歳からの幼児の食生活についてのリーフレット
配布および講話を実施

30組
東金市健康増進課健康づくり係
0475-50-1174

249
福祉バザーにおける「食育
の日」のPR

6月16日 東金市 ふれあいセンター 一般 その他
東金市福祉バザーにおける、ボランティアへの千産千消食材を使った
昼食の提供と来場者へのチラシ配布による「食育の日」のPR

300人
東金市健康増進課健康づくり係
0475-50-1174
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250 男性料理同好会「二金会」 6月14日 東金市 ふれあいセンター 一般 料理教室・体験事業等
上記の男性料理教室経験者を中心に、毎月1回第2金曜日に料理教室
を開催。健康によく作りやすいメニュー３～４品の実習。
食生活改善推進員が調理補助としてサポート。

30人
東金市健康増進課健康づくり係
0475-50-1174

251 とうもろこしの皮むき 6月 東金市 市内各公立保育所 子ども 料理教室・体験事業等
年長児がとうもろこしの皮むきに挑戦。皮むきしたとうもろこしは、給食
室で茹でて、おやつで提供。

118人
東金市こども課保育係
0475-50-1203

252 胃・大腸がん検診時の健康教育 6月 山武市 市内保健センター等 その他 その他
検診受診者を対象に、メタボリックシンドローム改善に向けた食生活の
注意点について講話を実施。

約1,000人
山武市健康支援課成人保健係
0475-80-1171

253 食育教室 6月6日 山武市 日向保育園 子ども 食育授業 4歳児、5歳児に対し食事バランス・マナーについて食育教室を実施。 38人
山武市健康支援課母子保健係
0475-80-1172

254 ベビーサロン 6月24日 山武市
成東保健福祉セン
ター

親子 その他
２～８か月児の保護者に対し、離乳食の進め方、おやつの与え方など
の乳児期からの食生活についてワンポイントアドバイスを実施。

親子20組
山武市健康支援課母子保健係
0475-80-1172

255 いい歯モグモグクラス 6月25日 山武市
成東保健福祉セン
ター

親子 その他
１歳１か月～１歳３か月児の保護者に対し、離乳食完了期やおやつに
ついてのワンポイントアドバイスを実施。歯科については歯みがき（染
め出し、ブラッシング）の実習。

親子20組
山武市健康支援課母子保健係
0475-80-1173

256 太巻寿司講習会 6月15日 山武市 蓮沼交流センター 一般 料理教室・体験事業等
市民を対象に、地域の伝統料理である太巻寿司をテーマに料理教室
を実施。

市民20人
山武市農林水産課農水係
0475-80-1211

257 はみがき教室
6月3、4、6、7、
11、12、13日

大網白里市 市内幼稚園 親子 その他
「歯の形と食べ物」をテーマにバランスよく食事を摂ること、よく噛むた
めにムシ歯をつくらないことなどのお話と歯みがき（染めだし、ブラッシ
ング）の実習。

各回親子20
組

大網白里市健康増進課
0475-72-8321

258 九十九里町通学合宿 6月19～22日 九十九里町 中央公民館 親子 料理教室・体験事業等 通学合宿の最終日に親子料理教室を開催している。 親子30組
九十九里町教育委員会事務局
社会教育係
0475-70-3192

259 地産地消の給食の実施 通年 九十九里町 町内各小中学校 子ども 学校給食を活用した食育 町内小中学校の児童生徒を対象に地元産物を取り入れた給食を実施
九十九里町教育委員会事務局
学校給食係
0475-76-2274

260 らくらくママクッキング 6月6日 芝山町 福祉センター 一般 料理教室・体験事業等 子育て中の母親を対象とした料理教室を開催 15人
芝山町保健センター
0479-77-1891

261 適塩みそ汁の試飲 6月26、27日 横芝光町
健康づくりセンター「プ
ラム」

一般 その他 住民健診の会場で適塩みそ汁の試飲を実施（午後）。 70人
横芝光町健康こども課
0479-82-3400

262 歯と口の健康習慣の給食の実施 6月4日～10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
町内小中学校の児童・生徒を対象に、歯と口の健康のためによく噛ん
で食べる献立を実施。給食指導でも噛むことの大切さについて周知す
る。保護者に対しては給食だよりで虫歯予防について周知する。

横芝光町学校給食センター
0479-84-3907

263 地産地消の和食給食の実施 6月14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
町内各小中学校の児童・生徒を対象に、地元産の農林水産物を取り
入れた和食給食の日を実施。保護者に対しては献立表でメニューと地
元産について周知する。

横芝光町学校給食センター
0479-84-3907

264 食育月間の周知 6月 茂原市 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
34,000人

茂原市保健センター
0475-25-1725

265 ままのわ 6月6日 茂原市 茂原市保健センター 親子 その他
市内在住の生後9～11か月児とその保護者を対象に離乳食のすすめ
方などの講話。

親子7組
茂原市保健センター
0475-25-1725
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266 塩ジョイ食生活と運動 6月12日 茂原市 茂原市保健センター 一般 その他
市民を対象に、食べることは生きること～バランス食と味覚の変化につ
いて～というテーマで講話および旬の食材を使ったバランスよい献立
の調理実習を行う教室を開催　　材料費：500円

20人
茂原市保健センター
0475-25-1725

267 6か月乳児相談 6月27日 茂原市 茂原市保健センター 親子 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

268 親子歯科指導 6月4、7、14日 茂原市
市内幼稚園、保育所
（園）

親子 その他
市内の園児と保護者に対し、おやつの摂り方、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）の指導。

各回約32組
茂原市保健センター
0475-25-1725

269 小中学校巡回歯科指導
6月4、11、13、

28日
茂原市 市内各小中学校 子ども その他

小学校３・５年の児童、中学校１年の生徒に対し、おやつの摂り方、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）の指導。

各回約50人
茂原市保健センター
0475-25-1725

270 小中学校巡回歯科指導 6月25、26日 茂原市 市内各小学校 親子 その他
小学校１年生の親子に対し、おやつの摂り方、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）の指導。

各回約70組
茂原市保健センター
0475-25-1725

271 ちびっこクッキング
6月18日、20

日、28日
長生村 保健センター 子ども その他 保育所年長児を対象にクッキー作りを実施。 84人

長生村健康推進課
0475-32-6800

272 離乳食教室 6月21日 長生村 保健センター 親子 その他
生後3～6か月のお子さんを持つ保護者を対象に離乳食のお話と離乳
食の試食を実施。

10人
長生村健康推進課
0475-32-6800

273 地域介護予防教室 6月26日 長生村 村内地区自治会館 一般 その他
自治会館で行われている地域介護予防教室において、高齢者の栄
養・食生活についてのお話と低栄養・フレイル予防のための食事の試
食を実施。

25人
長生村健康推進課
0475-32-6800

274 保育所手洗い教室 6月 白子町 町内保育所 子ども 食育授業
町内保育所の年長児を対象に、うがい・手洗いの大切さを紙芝居を使
用して伝え、手洗いチェッカーを用いた手の洗い方の指導を行う。

白子町役場
健康福祉課　健康づくりセンター
0475-33-2179

275 はつらつ栄養教室 6月20日 白子町
南白亀ふれあいセン
ター

一般 料理教室・体験事業等 介護予防を目的とした、栄養バランスの整った弁当作りを行う。 25人
白子町役場
健康福祉課　健康づくりセンター
0475-33-2179

276 食生活改善協議会中央研修会 6月25日 白子町 健康づくりセンター その他 講演会・研修会
町内食生活改善推進員を対象に在宅介護についての講話や、はつら
つ栄養教室の弁当の試作などを行う。

20人
白子町役場
健康福祉課　健康づくりセンター
0475-33-2179

277 栄養教室 6月25日 白子町 健康づくりセンター 一般 講演会・研修会
町内の一般市民に対して、新規の食生活改善推進員になってもらうこ
とを目的として、在宅介護についての講話や、調理実習を行う。

白子町役場
健康福祉課　健康づくりセンター
0475-33-2179

278
外あそびチャレンジキャンプ
火を使おう「ワイルドクッキン
グ」

6月22、23日
1泊2日

長南町
ヤックス自然学校（株
式会社千葉薬品）

子ども 料理教室・体験事業等
大自然の中で自ら火を起こして、薪で調理するワイルドなクッキング。
対象：幼児（年中、年長）、小学生　参加費用　10,000円（会員）、13,000
円（一般）

40人
ヤックス自然学校
043-307-1211

279 減塩の普及 6月 いすみ市 一般 広報による普及・啓発
お店独自の減塩サービスを実施している減塩登録店の紹介や、減塩
教室の開催について作成したチラシを全戸配布にて周知する。

市民
約14,000戸

いすみ市健康高齢者支援課
0470-62-1162

280 減塩啓発 6月3、4、5日 いすみ市
岬ふれあい会館
保健センター

一般 その他
特定健康診査受診者に対し、糖尿病重症化予防として、いすみ市食生
活改善推進員さん手作りの減塩メニューの紹介・リーフレット配布およ
び試食を実施する。

市民
約600人

いすみ市健康高齢者支援課
0470-62-1162

281 ひよこ（離乳食）教室 6月3日 いすみ市 大原保健センター 親子 その他
生後８～９か月児の保護者に対し、離乳食の進め方の講話や試食等
を実施する。

親子
24組

いすみ市健康高齢者支援課
0470-62-1162
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282 乳児健康診査 6月19日 いすみ市 大原保健センター 親子 その他
生後４～５か月児の保護者に対し、離乳食の進め方やデモンストレー
ションを実施する。

親子
26組

いすみ市健康高齢者支援課
0470-62-1162

283 １歳６か月児健康診査 6月28日 いすみ市
岬ふれあい会館
保健センター

親子 その他
幼児期の食生活についてのリーフレット配布および個別相談を実施す
る。

親子
25組

いすみ市健康高齢者支援課
0470-62-1162

284 ３歳児健康診査 6月28日 いすみ市
岬ふれあい会館
保健センター

親子 その他
幼児期の食生活についてのリーフレット配布および個別相談を実施す
る。

親子
10組

いすみ市健康高齢者支援課
0470-62-1162

285 いすみ教育ファーム 6月24日 いすみ市 夷隅小学校 子ども 食育授業
夷隅小学校の児童を対象に有機栽培の野菜づくり、学校給食の話や
有機メークインの収穫体験を実施する。

児童
35人

いすみ市農林課
0470-62-1515

286 梅収穫体験 6月2日 大多喜町 大多喜県民の森 一般 その他 大多喜県民の森の梅収穫 10人
大多喜県民の森管理事務所
0470-82-3110

287 キャンプ教室(野外調理) 6月23日 大多喜町 大多喜県民の森 一般 料理教室・体験事業等 キャンプ料理を体験します 20人
大多喜県民の森管理事務所
0470-82-3110

288 乳幼児相談 6月5日 大多喜町 保健センター 親子 その他
生後4か月・7か月・12か月の子とその保護者を対象に、身体計測・歯
科指導・栄養指導等を実施します。

15組
大多喜町　健康福祉課
保健予防係
0470-82-2168

289 幼児健診 6月6日 大多喜町 保健センター 親子 その他
1.6歳と3歳の子とその保護者を対象に、内科健診・歯科健診・身体計
測・歯科指導・栄養指導等を実施します・

20組
大多喜町　健康福祉課
保健予防係
0470-82-2168

290 離乳食教室 6月27日 大多喜町 保健センター 親子 その他
生後9か月・10か月の子とその保護者を対象に、離乳食について講話
と試食を実施します。

5組
大多喜町　健康福祉課
保健予防係
0470-82-2168

291 地産地消献立の実施 6月 御宿町 町内小中学校 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、千葉県産の農林水産物を取り
入れた給食を実施。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。

御宿町学校給食共同調理場
0470-68-2009（御宿小学校内）

292 わいわい教室 6月7日 御宿町 御宿町公民館 子ども 料理教室・体験事業等
公民館主催の放課後子ども教室（わいわい教室）のメニューの一つと
して、食生活改善推進員の指導による料理教室を開催。

約20人
御宿町教育委員会
教育課社会教育班
0470-68-2947

293 北条海岸BEACHマーケット 6月2日 館山市 北条海岸芝生広場 一般 イベント（食育フェア等） 地元農水産物、加工品、雑貨などの販売
館山市観光みなと課
0470-22-3346

294
レンガ造りの窯でパン作りに
挑戦！

6月22日 館山市 館山野鳥の森 一般 料理教室・体験事業等
パン作りに挑戦してみましょう。生地作りから始め、こねた生地をレンガ
の窯で焼きます。自作の焼きたてパンの味は最高です。スープと共に
召し上がれ！

12人
館山野鳥の森管理事務所
0470-28-0166

295 県民の日給食 6月13、14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県民の日給食を実施
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。

館山市教育委員会
学校給食センター
0470-22-5050

296 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、食育月間の周知をする。
鴨川市健康福祉部健康推進課
04－7093－7111

297 食育だよりの発行 6月1日 鴨川市
公立保育所及び公立
認定こども園

親子 広報による普及・啓発
市内公立保育園及び公立認定こども園をとおし、保護者に食育に関す
る情報及び食育の日の周知を図る

300人
鴨川市健康福祉部子ども支援課
04-7093-7113
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298 食育月間の周知 6月 鴨川市
公立保育所及び公立
認定こども園

親子 食育に関する展示
市内公立保育園・公立認定こども園及び担当課窓口に食育の日に関
する掲示物を設置

500人
鴨川市健康福祉部子ども支援課
04-7093-7113

299 虫歯予防カミカミメニュー 6月4日 鴨川市
公立保育所及び公立
認定こども園

子ども 学校給食を活用した食育
市内公立保育園及び公立認定こども園の園児を対象にカミカミメ
ニューを取り入れた給食の日を実施。保護者に対しては行事食だより
でメニューについて周知する。

300人
鴨川市健康福祉部子ども支援課
04-7093-7113

300 赤ちゃんデー 6月7日 鴨川市
鴨川市ふれあいセン
ター

親子 食育に関する展示 乳幼児の保護者に対し、食事相談や食育情報の提供を実施 30人
鴨川市健康福祉部子ども支援課
04-7093-7113

301 ちくら漁港朝市 6月2日、16日 南房総市 千倉漁港魚市場 一般 料理教室・体験事業等
地元特産品、水産物、農産物、加工品などの販売。港海鮮バーベ
キューあり。

約650人
千倉地域づくり協議会『きずな』
0470-44-1113

302 びわ狩り 6月 南房総市 富浦地区びわ農園 一般 料理教室・体験事業等
園内30分の食べ放題。
6月5日まで2,600円、6日～15日2,200円、16日～23日2,000円

個人客
約2,000人

道の駅とみうら枇杷倶楽部
0470-33-4611

303 びわ狩り 6月 南房総市 富山地区びわ農園 一般 料理教室・体験事業等
露地びわ：園内30分の食べ放題。
一人2,200円（4歳未満無料）

約650人
道の駅富楽里とみやま
0470-57-2601

304 地引網と海鮮バーベキュー 6月9、23日 南房総市
岩井海岸中央ステー
ジ

一般 料理教室・体験事業等

今も受け継がれている漁師達の地引き網体験と海鮮バーベキュー。
宿泊プラン（要予約）　大人9,200円、子供6,200円、
当日プラン（要予約）　大人3,000円、子供1,500円
岩井民宿組合に申し込みした方のみ参加可能
子供・・・3歳以上、小学生以下

約200人
岩井民宿組合
0470-57-2088

305 生産者向け「給食レストラン」 6月7日 南房総市 千倉中 一般 学校給食を活用した食育
地域の食材を活かした献立を学校給食で提供するために、量の多少
を問わず野菜・果物を直接朝夷学校給食センター納入に興味のある農
業生産者を募集して「給食レストラン」を開催。

農業生産者
（5月に募
集）

南房総市子ども教育課
0470-46-2966

306 生産者向け「給食レストラン」 6月28日 南房総市 富山学園 一般 学校給食を活用した食育
地域の食材を活かした献立を学校給食で提供するために、量の多少
を問わず野菜・果物を直接内房学校給食センター納入に興味のある農
業生産者を募集して「給食レストラン」を開催。

農業生産者
（5月に募
集）

南房総市子ども教育課
0470-46-2966

307 もぐもぐ教室 6月18日 南房総市 子育て支援センター 親子 食育授業 乳児を持つ保護者を対象に、離乳食の講話と調理実習。 8組
南房総市健康支援課
0470-36-1152

308 おはしの教室 6月22日 南房総市 白鳩保育園 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。

80人
南房総市健康支援課
0470-36-1152

309 楽ラク筋トレ教室 6月28日 南房総市 千倉保健センター 一般 食育授業 楽ラク筋トレ教室参加者を対象に、食事に関する講話。 15人
南房総市健康支援課
0470-36-1152

310 ソトごはん倶楽部 6月2日 南房総市

南房総市大房岬自然
の家
（指定管理：NPO法人
千葉自然学校）

子ども 料理教室・体験事業等

ダッチオーブンを使ってアウトドアクッキング（年6回シリーズ）。
今回は、カオマンガイ（タイ風鶏飯）＆アジアンスープをみんなで作って
食べる喜びを味わう体験です。
時間：10時～13時半、料金：小学生1,700円
ソトごはん倶楽部が終了したら、プラネタリウム「天の川の遊覧船」を鑑
賞しては如何ですか？14時～15時、料金200円（ソトごはん倶楽部参
加者は鑑賞料100円引き）

40人
南房総市大房岬自然の家
0470-33-4561

311
かやぶき屋根の古民家に泊
まろう！ホームステイ長雨編

6月8日～9日
1泊2日

南房総市
ヤックス自然学校（株
式会社千葉薬品）

子ども 料理教室・体験事業等
日本の里100選である里山で、四季折々の体験を実施。地域に伝わる
郷土料理や伝承遊び、文化を取り入れた活動。対象：小学生　参加費
14,000円（会員）、17,000円（一般）

21人
ヤックス自然学校
043-307-1211

312 虫歯予防劇 6月4日 鋸南町 鋸南幼稚園 子ども その他 保健推進員による虫歯予防に関する人形劇を開催 50人
鋸南町保健福祉課
0470-50-1172
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313 ぱくぱくアドバイス 6月6日 鋸南町
中央公民館（子育て
広場内）

親子 その他 食に関するミニ講話、ゲームなどを実施 20人
鋸南町保健福祉課
0470-50-1172

314 虫歯予防劇 6月14日 南房総市 三芳保健センター その他 その他
安房郡市よい歯のコンクールにて、保健推進員による虫歯予防に関す
る人形劇を開催

70人
鋸南町保健福祉課
0470-50-1172

315 虫歯予防劇 6月19日 鋸南町 鋸南保育所 子ども その他 保健推進員による虫歯予防に関する人形劇を開催 50人
鋸南町保健福祉課
0470-50-1172

316 虫歯予防劇 6月21日 鋸南町
中央公民館（子育て
広場内）

親子 その他 保健推進員による虫歯予防に関する人形劇を開催 20人
鋸南町保健福祉課
0470-50-1172

317 地区伝達講習会 未定 鋸南町
地区コミュニティセン
ター等

一般 その他
減塩をテーマとした管理栄養士による講話と食生活改善推進員による
調理実習及び試食　　参加費300円

100人
鋸南町保健福祉課
0470-50-1172

318 食育月間の周知 6月 鋸南町 一般 広報による普及・啓発 町の広報で食育月間の周知をする 約3,200世帯
鋸南町保健福祉課
0470-50-1172

319 食育月間の周知 6月 木更津市 木更津市内小中学校 子ども 学校給食を活用した食育
県内産食材を使用した献立の実施や試食会、給食だより、校内放送、
掲示物等を利用して食育月間について周知する。

約10,600人
木更津市教育委員会
学校給食課
0438-23-8709

320 食育月間の周知 6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

321
アルミ缶で簡単♪
カラフルわたあめづくり

6月2日 君津市
君津亀山少年自然の
家

親子 その他
お祭りや縁日でよく目にするわたあめ。身近にあるもので簡単に作れ
ます。色とりどりのわたあめで見た目も味も親子で楽しめます。
参加費：500円/人　※3歳未満は無料

午前15組
午後15組

君津亀山少年自然の家
0439-39-2628

322 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、食育月間を周知する。
市民約1,000

人
君津市健康づくり課
0439-57-2233

323
集団教室
「初めての歯みがき＆
離乳食の始め方」

6月13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「初めての歯みがきの
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

15人
君津市健康づくり課
0439-57-2233

324

集団教室
「お口の状態にあった歯のお
手入れ＆幼児食への進め
方」

6月14日 君津市 保健福祉センター 親子 その他
13～18か月児の保護者を対象に、「歯の生え方や手入れの仕方、幼
児食への移行の仕方と移行期のポイント」について集団教室を実施

15人
君津市健康づくり課
0439-57-2233

325 むし歯予防教室 6月25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そめ出しなど、歯みがき練習の集団教室を実
施

10組
君津市健康づくり課
0439-57-2233

326 マタニティクラス 6月10日 君津市 保健福祉センター 一般 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

15人
君津市健康づくり課
0439-57-2233

327 食育月間の周知 6月 君津市 保健福祉センター 親子 その他 6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 50人
君津市健康づくり課
0439-57-2233

328 食育月間の周知 6月 君津市 公立保育園１１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 960人
君津市子育て支援課
0439-56-1184
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329 栄養士による食育指導 6月 君津市 公立保育園１１園 子ども 食育授業 年中児・年長児を対象として紙芝居を用いて食育を行う 300人
君津市子育て支援課
0439-56-1184

330 富津海岸　潮干狩り
3月9日～
9月4日

富津市
富津海岸（潮干狩り
場）

一般 イベント（食育フェア等）

東京湾で一番早くオープンする富津海岸、春の風物詩といえば潮干狩
り。
　ビック駐車場無料！砂ぬき用海水、無料更衣室、多目的トイレなども
完備！
　潮干狩用品は売店にて販売しておりますので、お気軽にご来場いた
だけます。

【平日】
富津漁業協同組合
 0439-87-2121・5561
【土・日・祝日】
富津潮干狩場　直営海の家
0439-87-2233

331 食育月間の周知 6月 富津市 公立保育所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220人
富津市子育て支援課
0439-80-1312

332
環南みんなの楽校
じゃが芋の収穫＆川遊び

6月16日 富津市
環南みんなの楽校
（協力：NPO法人千葉
自然学校）

親子 料理教室・体験事業等

学校の畑で育てたじゃが芋でポテトチップスづくりに挑戦します。
川で生きもの博士と一緒に生きものさがしも楽しみます。
会場：富津市立旧環南小学校、時間：10時～15時半、参加費：中学生
以上2,000円、小学生1,500円

30人
NPO法人千葉自然学校
043-227-7103

333 菖蒲まつり 6月15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

334 地産地消献立の実施 6月14日 袖ケ浦市 市内小中学校 親子 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、袖ケ浦産や千葉県産の食材を積
極的に取り入れた給食を実施。給食時間の指導を行い、献立表や給
食だよりを通じて保護者にも周知する。

約5,500人
袖ケ浦市教育委員会
学校給食センター
0438-62-5822

335 じゃが芋掘り体験 6月7日、13日 袖ケ浦市 市立５保育所 子ども 料理教室・体験事業等 市内の農村公園にて、じゃが芋堀りの実施
保育所入所
中の年長児
135人

袖ケ浦市保育課
0438-62-3276

336 4か月教室 6月4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

337 離乳食と歯の相談会 6月7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

338 1歳6か月児健康診査 6月26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

339 3歳児健康診査 6月25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

340 食育月間の周知 6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
21,500人

袖ケ浦市健康推進課
0438-62-3162
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