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平成 27年度活動報告 

                                   平成 28 年 5 月 22 日（日） 

 日時  場所  内容  参加者 

 4月12日 なんば英國屋 役員会 四役 

 4月18日 神戸市産業振興センター会議室 第1回兵庫ブロックミィーティング 永西、市川 

生駒 

 5月 2日 なんば英國屋 役員会 四役 

 5月13日 近畿農政局神戸地域センター 表敬訪問 生駒 

 5月16日 こだわりのスーパー 

ガンピー穀物倉庫 

結料理教室 

地域主婦対象（5～10名） 

兵庫ブロック 

足立 

 5月24日 弁天町ORC200生涯学習センター 第10回定期総会 会員多数 

 5月25日 三国ひじり幼稚園 グリンピースの皮むき体験 

豆ごはん給食にて試食 

生駒 

 6月 6日 谷本会長宅 総会欠席者、取引先への総会資料発送作業 谷本、花田、 

藤井 

 6月10日 大阪をかえる100人会議 「100人会議フューチャーセッション」 

食育活動者として交流を図る 

生駒 

 6月11日 あべの辻調理師専門学校 調理技術技能評価、実技試験 

水準調整会議 

谷本 

 6月12日 ｢イナカフエ｣×女子カアップ 

料理教室開催 

兵庫県産の生産物販売マルシエで 

料理教室開催 

生駒 

 6月13日 こだわりのスーパー 

ガンピー穀物倉庫 

結料理教室 足立 

 6月13日 子育て支援センター 

おおくぼ北 

親子クッキング教室 生駒 

 6月14日 なんば英國屋 役員会 四役 

 6月 1日～ 

  6月14日 

ＵＲＢＡＮ ＰＩＣＮＩＣ 本棚オ－ナーイベント参加 

一般市民に料理本の読み方をレクチヤー 

生駒 

 6月24日 キャンパすプラザ京都 近畿農牧局圭催食育セミナー 

 「和食の原点・郷土食の魅力を学ぼう」 

谷本 

 6月28日 東淀川区子ども子育てプラザ 「わくわくクッキング」試作 藤井 

 6月29日 明石勤労福祉会館 このゆびとまれ明石 「食育の初歩」明石市の袖肋金

事業。セミナーと料理教室 

生駒 

 6月29日 豊岡エネルギー実習室 いずみ会料理教室 足立 

 7月 4日 貝塚市中央公民館 専門調理師試験デモンストレーション準備 谷本、花田 

 7月 5日 貝塚市中央公民館 専門調理師試験デモンストレーション 谷本、他 

 7月11日 貝塚市中央公民館 「シングルママのほほえみ夕イム」 

親子クッキング 

谷本、花田、 

藤井、庄司、 

中村 

 7月18日 こだわりのスーパー 

ガンピー穀物倉庫 

結料理教室 足立 
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 7月22日 姫路医療生活協同組合共立病院 医療現場の嘸下食のレクチヤーを受ける 生駒 

 7月28日 武庫川女子犬学栄養環境学科 医療、介護現場の嚥下食レクシャー受ける 生駒 

 7月29日 ホテルコンソルト 西目本産直協議会展示会 谷本 

 7月30日 明石勤労福祉会館 このゆびとまれ明石 

親子料理教室・兵庫県産野菜を使った 

キーマカレー 

生駒 

 8月 3日～ 

   8月 5日 

あべの辻調理師専門学校 調理技術技能評価試験 谷本、藤井 

 8月 4日 兵庫県農政環境部農政企画局 第 5回ひょうご「農」素材発掘セミナー。産学官連携

プロジェクト会員参加 

生駒 

 8月 6日 近畿農政局大阪地域センター 平成 27年度近畿農政局食育仕事人意見交換会 生駒 

 8月 8日 子育て支援センターおおくぼ北 親子クッキング教室 生駒 

 8月 9日 六甲道勤労市民センター 夏季研修会 家庭薬膳家「槇玲先生」 会員多数 

 8月 9日 六甲道勤労市民センター 役員会 四役 

 8月22日 こだわりのスーパー 

ガンピー穀物倉庫 

結料理教室 足立 

 8月25日 エル大阪 熟練者講習会手伝い 谷本 

 9月 5日 東淀川区子ども子育てプラザ 小学生対象「わくわくクッキング～スィーツ～」準備 藤井 

 9月 6日 東淀川区子ども子育てプラザ 小学生対象「わくわくクッキング～スィーツ～」 

「ハリネズミのスィートポテト」「人参ヨーグルトドリンク」 

藤井 

 9月13日 神戸酪農センター 親子 30名と大根の種まき、 

なす、ピーマンの収穫祭 

香川 

 9月26日～ 

   9月27日 

尾張名古屋の職人展 ＮＨＫ名古屋放送センタービル 伊藤、沓名、 

長谷川、中西 

 9月26日 なんば英國屋 役員会 四役 

 10月10日 南丹市 

胡麻地域基幹センター 

留学生対象の交流会及び料理教室 

「きのこの炊き込みご飯／鰹節と昆布を使った出汁」

「黒豆黒米ごはん／澄まし汁／酢漬け玉葱「鯖のマリ

ネ味噌松風焼き／りんごとさつま芋の重ね煮／豆乳

抹茶プリン」 

松田他 

 11月22日 貝塚市南川農園 地元産物みかん狩り ふれあい交流会 

「炊き込みご飯」「豚汁」 

会員多数 

 11月23日 大阪大学中之島センター 第 2回筋ジスロトフィー医療研究会 

グルメアワードコンテスト出場（兵庫ブロック会員 4名） 

グランプリ 1名、準グランプリ 1名、入賞 2名 

生駒、三村 

菊池、牧野 

 11月26日 神戸市農業公園 兵庫県青年クラブ連絡協議会食育セミナー講演 

兵庫県内生産者 100 名参加 

生駒 

 11月28日 南丹市美山町 

 下吉田公民館 

男の料理教室 

「ぶりカツ」「野菜の多い鍋風粕汁」 

「変わり柿なます」「生姜ごはん」 

松田他 

 11月28日 東淀川区子ども子育てプラザ 小学生対象「わくわくクッキング～ランチ～」試作 藤井 
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 11月29日 あかし男女共同参画センター 腎臓病対応調理実習 香川 

 12月 3日 南丹市日吉町 

 日吉興風交流センター 

認知予防効果も考えられる調理の交流会 

「玉葱の酢漬け」「芋ぼた」「豆乳チャイ」 

松田他 

 12月 6日 熊取町立中央小学校グランド 熊取ふれあい農業祭 出展「雑煮」を来場に振舞う 会員多数 

 12月19日 なんば英國屋 役員会 四役 

 12月20日 神戸市産業振興センター会議室 第 2回兵庫ブロックミーティング 

議題：兵庫ブロック連絡網の構築 

    兵庫ブロックでイベント参加を協議 

永西、香川、 

足立、市川 

生駒 

  1月16日 なんが英國屋 役員会 四役 

  1月17日 神戸酪農センター 味噌づくり体験 香川 

  1月21日 兵庫県「農」イノベーション参加 兵庫県内農産学連携事業プロジェクト 生駒 

  1月29日 兵庫県立農業高校 1年生、2年生 80名対象食育講座講師 生駒 

  1月31日 岸和田産業会館 映画「100年ごはん」鑑賞 谷本 

  2月14日 なんば英國屋 役員会 四役 

  2月16日 近畿農政局兵庫支局 民間アドバイザーの依頼受託に関する詳細確認 生駒 

  2月17日 近畿農政局京都本局 表敬訪問 生駒 

  2月17日 同志社大学高橋ゼミ 「海外からの研修員による模擬商談会」参加 生駒 

  2月19日 兵庫たべる通信 飲食店オーナーによる兵庫県産食材普及団体 

オブザーバーとして参加 

生駒 

  2月20日 東淀川区子ども子育てプラザ 小学生対象「わくわくクッキング～ランチ～」準備 藤井 

  2月21日 東淀川区子ども子育てプラザ 小学生対象「わくわくクッキング～ランチ～」 

「ギョウザ」「ナムル」「豆腐としめじのスープ」 

藤井 

  2月25日 熊取町役場 農業祭反省会議 谷本 

  2月28日 大阪ハグミュージアム 冬季研修会「ぷりぷりエビニラ餃子」 

「もちもち水餃子の 2種ソース」「春雨スープ」 

会員多数 

  2月28日 JA紀の里 食育イベント「めっ家 DE よい食フェスタ」 

地元食材でライブクッキング実施 

生駒、牧野他 

  3月 1日 「ひょうごイナカフェ」 

Ikoma クッキングスタジオ 

神戸元町商店街兵庫県産専門マルシエの 

カフエ部門総合プロデュース委託運営開始 

生駒、牧野、 

菊池他 

  3月12日 子育て支援センターおおくぼ北 親子料理教室 生駒 

  3月16日 たつの市教育委員会 平成 27年度地産給食報告会打合せ 生駒 

  3月18日 近畿農政局兵庫支局 平成 28年度兵庫支局広報誌コラム掲載依頼に関す

る打合せ 

生駒 

  3月20日 なんば英國屋 役員会 四役 

  3月23日 たつのし教育委員会 平成 27年度地産給食結果報告会 生駒 

  3月26日 こーたりーな阪南店 くまとりコロッケ販売 山中、谷本、 

浜岡、川西 

  3月27日 こーたりーな阪南店 くまとりころっけ販売 山中、谷本 

花田 

 


