
平成 28年度活動報告 

平成 29年 5月 28日（日） 

日付 場所 内容 参加者 

4月 24日 英國屋なんば本店 役員会 谷本・生駒・伊藤 

花田・藤井 

4月 26日 兵庫県活性化センター 兵庫県中小企業家同友会 

食育及びビジネス基調講演 

生駒 

5月 17日 木口福祉財団 食育料理教室打合せ 生駒 

5月 20日 公益社団法人 

調理技術技能センター 

平成 28年度前期 調理技術技能 

評価試験中央試験委員会 

 

山中 

5月 22日 大阪リバーサイドホテル 全国学校調理師連合会総会 

創立 10周年記念式典 

来賓参加者 20名 

会員 43名 

5月 25日 木口福祉財団 食育料理教室 

食育講座「缶詰の優位性と賞味期

限の見方」参加者 6名 

生駒 

6月 4日 榎本福祉会館 榎本ふれあい祭  

高齢者活動支援チーム 

「男の台所」模擬店ちぢみ 

藤井 

6月 19日 兵庫楽農生活センター おやこ食育アカデミー 

黒大豆でみそを作ろう  

食育講義 保田茂先生 

香川 

6月 21日 神戸大学 ひょうご健康都市推進協議会設立

総会参加 

生駒 

6月 23日 木口福祉財団 食育料理教室 

食育講座「加工飲料の問題点と 

賢い利用方法」参加者 5名 

生駒 

6月 28日 神戸クラウンパレスホテル 兵庫県「農」のイノベーション総

会及び交流会 

生駒 

7月 3日 貝塚市中央公民館 調理師技能試験実技講習会 谷本、花田（幸）、 

藤井、本田、 

小椋、岸根、岸

本、横田、花田

（和）、野条、成合 

7月 9日 東淀川区子ども子育てプラザ 小学生対象クッキング 

かぼちゃ白玉 

かぼちゃとバナナのひんやり汁粉 

藤井、野条 

7月 10日 貝塚市中央公民館 シングルマザーの 

     ほほえみタイム 

就学前全児童～中学生対象 

フルーツ白玉、べっこうあめ 

谷本、花田（幸）、 

庄司、中村、小

濱、藤井 



7月 16日 英國屋なんば本店 新役員会 谷本、生駒、 

伊藤、藤井、花田

（幸）、沓名、 

市川、香川、 

羽賀田 

7月 17日 ラジオきしわだ 全国学校調理師連合会 PR 谷本、花田（幸） 

7月 25日 近畿農政局 「未来につなぐ食育倶楽部」 

食育仕事人食育実践者交流会参加 

生駒 

7月 27日 熊取町役場 熊取町農業祭会議 山中、谷本 

7月 29日 尼崎市立明城小学校 小学校の先生対象 

子供の為の食育推進講座 

「らっクッキング」時短調理 

市川 

7月 31日 あべの辻調理師専門学校 平成 28年度調理技術技能評価試験 谷本、笹井、 

浦崎、吉木 

7月 31日 木口福祉財団 食育料理教室、講座 

「なすのキーマカレー」 

「孤食の現状について」 

中高年齢者 6名参加 

生駒 

8月 1日 ニチエイ調理師専門学校 平成 28年度調理技術技能評価試験 花田（和） 

8月 1日 あべの辻調理師学校 平成 28年度調理技術技能評価試験 香川 

8月 1日 

 ～2日 

尼崎市立七松小学校 

尼崎市立園田東小学校 

親子で学校給食の 

人気メニューを作ってみよう        

「カレーライス、セルフサンド」 

市川 

8月 2日 あべの辻調理師専門学校 平成 28年度調理技術技能評価試験 谷本、藤井 

8月 5日 百合学院中学校・高校 みんなのサマーセミナー 

「ピーマンカレー」「小松菜のジュ

ース」 

市川 

8月 8日 JA兵庫南 食育セミナー・講演 

「野菜の切り方で味が変わる不思

議」農業生産者、JA兵庫南職員

40名参加 

生駒 

8月 8日 谷本会長宅 はぐくみ 22号発送 谷本、羽賀田 

8月 13日 農業高校レストラン 「平成 29年新年食育おせち料理」

打合せ 

生駒 

8月 18日 このゆびとまれ明石 親子料理教室 

「茄子と豚肉の中華風うま煮」 

「夏野菜の中華スープ」 

大人 10名・子供 22名参加 

生駒 

8月 21日 夏期研修会 

日東醸造㈱ 

日本料理「一灯」 

日東醸造工場見学                           

「一灯」にて真空、低温調理実演 

会員 22名 



8月 25日 熊取町役場 熊取町農業祭会議 山中、谷本 

8月 29日 エル大阪 平成 28年度熟練者講習会講師応援 山中、谷本 

8月 30日 

 ～31日 

エル大阪 平成 28年度熟練者講習 山中 

9月 1日 木口福祉財団 食育料理教室・講座 

「アーモンドキャラメルラスク」

「チョコステックパイ」 

「子どもの食マナーの乱れについ

て」中高年齢者 5名参加 

生駒雅司 

9月 4日 東淀川区子ども子育てプラザ 「わくわくクッキングスィーツ」 

小学生対象かぼちゃを使ったおや

つ作り「かぼちゃ白玉」「かぼちゃ

とバナナのひんやり汁粉」 

藤井 

9月 8日 （公社）兵庫みどり公社        

兵庫楽農生活センター 

「たべるをはじめる」調理実習 

「採れたて夏野菜カレー」 

甲子園大学栄養学科学生 

35名対象 

生駒 

9月 11日 いこらもーる泉佐野 

臨時駐車場 

「KITフェスティバル」 

熊取コロッケ 

谷本、花田、細川 

9月 17日 灘中央自治会館 高齢者向け食育セミナー 

参加者 40名 

生駒 

9月 17日 

 ～18日 

名古屋 NHK放送センター 

ビル 

鰹節削り体験                           

「揚げ豆腐」「すまし汁」 

「じゃこ」試食 

伊藤、中西        

長谷川、沓名 

9月 22日 木口福祉財団 食育料理教室、講座 

「中華丼」「中華卵スープ」 

「地産野菜の美味しさの秘密」 

大人 7名、子供 2名参加 

生駒 

9月 24日 英國屋なんば本店 役員会 谷本、生駒、 

伊藤、藤井、 

花田、沓名、 

市川、香川 

9月 26日 シーパル須磨 

兵庫県環境農政部主菜 

兵庫認証食品商談会にて基調講演 

「兵庫認証食品等の販売戦略」 

生駒 

10月 2日 こうべ市民福祉交流センター 栄養士＆調理師共同企画 

機能性食品を学ぼう「黒大豆のト

マト煮」「黒大豆のバナナオーレ」 

生駒、伊藤、藤井    

香川、市川、 

野条、足立 

10月 8日 子育て支援センター大久保北 親子料理教室 

「クッキングシート作る中華ちま

き」「羽根つき餃子」 

大人 8名、未就学児 10名参加 

生駒 



10月 22日 木口福祉財団 親子料理教室 

「玉葱としらすの焦がしバター醤

油おむすび」「鶏肉団子の吸い物」 

大人 3名、未就学児 3名参加 

生駒 

10月 31日 このゆびとまれ明石 おとなの食育講座 

「日本字としての基本！和食の原

点とは」中高年齢者 10名参加 

生駒 

11月 7日 名古屋市立清水小学校 5年生を対象に出汁とは？ 

「煮干し、むろあじ節を使ってだ

しの取り方、うまみについて」 

沓名 

11月 13日 岸和田市立山直北小学校 山直地域ふれあいまつり手伝い 谷本 

11月 19日 貝塚市山手地区公民館 みかん狩り炊き出し準備 会員 7名 

11月 20日 南川農園、 

貝塚市山手地区公民館 

みかん狩り炊き出し 

一般大人 26名、子ども 5名参加 

会員 12名 

11月 22日 神戸市主催 『KOBE“にさんがろ”PROJECT』

アイデア提案会審査員参加 

生駒 

11月 23日 木口福祉財団 親子料理教室 

「いなりずし」 

「食事の大切さと地産地消につい

て」大人 8名、子ども 12名参加 

生駒 

11月 24日 熊取町役場 熊取町農業祭会議 山中、谷本 

11月 25日 兵庫県土建会館 兵庫県農政環境部地方機関長会議

にて基調講演、懇親会 

農政環境部及び県民局課長以上、

県内各地区支援センター所長以上 

計 80名参加 

生駒 

11月 30日 名古屋市立光城小学校 5年生を対象に「給食で使われてい

る出汁について、出汁の出し方 

ムロアジの魚あてクイズ」 

伊藤 

12月 3日 貝塚市山手地区公民館 熊取町農業祭準備 谷本、花田（幸）

他 7名 

12月 4日 熊取町中央小学校グランド 熊取町農業祭 

くまとり雑煮提供 

会員 12名 

子ども 2名 

12月 11日 ひょうご楽農センター おやこ食育アカデミー主催 

野菜収穫祭 

香川 

12月 17日 英國屋なんば本店 役員会 谷本、藤井、花

田、沓名、市川、

香川 

12月 18日 貝塚市立中央公民館 シングルマザー親子クッキング 

クリスマスメニュー 

谷本、花田（幸）、

他 3名 

12月 21日 熊取町役場 熊取町農業祭反省会議 山中、谷本 



12月 25日 西宮中央公民館 親子料理教室 

「クリスマス料理」 

香川 

1月 14日 愛知岡﨑げんき館 名古屋風手巻きとスペシャルお話

の会 

谷本、伊藤 

沓名、長谷川 

1月 15日 兵庫楽農センター おやこ食育アカデミー 

災害時の食事についての講習会 

黒豆を使った味噌作りサポート 

香川 

1月 21日 貝塚市「遊味」 大阪支部研究部会議 谷本、花田（幸）

他 7名 

1月 21日 兵庫県立大学 

姫路環境人間キャンパス 

食育講演参加者 100名 

一般市民・兵庫県立大学学生 

生駒 

1月 30日 明石勤労市民会館 「おとなの食育講座」講師 

参加者一般市民 15名 

生駒 

2月 5日 香芝中央公民館 冬期研修会 会員 

2月 18日 東淀川区子ども子育プラザ 小学生対象クッキング 

「わくわくランチ」準備 

藤井、野条 

2月 19日 東淀川区子ども子育プラザ 小学生対象クッキング「わくわく

ランチ」 

「野菜とチーズのエッグカップ」

「ウインナーロール」 

「コンソメスープ」参加者 12名 

藤井、野条 

2月 19日 谷本会長宅 はぐくみ 23号発送 谷本、花田（幸） 

2月 23日 エル大阪 調理技術指導員講習会 山中、谷本、 

香川、竹内 

2月 27日 弁天町 ORC200 

生涯学習センター 

定期総会予約確認 藤井 

2月 27日 大阪市立阿部野防災センター 平成 29年度夏期講習会予約確認 藤井 

3月 5日 大阪市立阿倍野防災センター 平成 29年度夏期講習下見 谷本、花田、藤

井、吉木、浦崎 

3月 6日 藤井事務局長宅 各ブロック長へ活動報告提出の 

依頼書を発送 

藤井 

3月 7日 大阪市立こども文化センター 食育推進員認定講座 

大阪会場参加 

生駒、金森、吉

岡、土井、横田、

松本 

3月 19日 谷本会長宅 総会案内発送作業 谷本、花田、藤井 

3月 26日 フジッコ㈱本社 ひょうご健康都市推進協議会 

事業報告会 

生駒 

3月 26日 フジッコ㈱本社ホール 食と健康フォーラム 

「機能性食品（黒大豆）の健康 

効果」 

谷本、香川、生駒 

 


