
- 1 - 

平成 26年度活動報告 

                                   平成 27 年 5 月 24 日（日） 

 日時  場所  内容  参加者 

 4月15日 東淀川区 

子ども子育てプラザ 

小学生対象のクッキングについて打合せ 藤井 

 4月20日 山中家・竹藪 地元ふれあい交流会 山野草 129名（会員18名） 

 4月20日 広島市中区 

鷹野橋商店街 

ひろしま給食祭り 

（市民約3000人参加） 

揚げパン調理・販売 

金森・鈴 

 4月29日 山中宅 総会資料作り 四役 

 5月25日 大阪リバーサイドホテル 全国学校調理師連合会 第 9定期総会  

 6月14日 なんば英國屋 役員会 四役 

 6月14日 神戸元町カフェtria tria 女子力アップ料理教室 生駒・大石 

 6月20日 （公社）兵庫みどり公社 食育アドバイザーとして参加 生駒 

 6月21日 観光大学 「熊取交流イベント」～大人の社会見学～ 

昼食作り（犬鳴豚ハンバーグ・ビシソワーズ・ 

野菜ソテーとプチトマト・がっちょから揚げ・野

菜サラダ・甘夏ドレッシング・甘夏ゼリー・ 

ケーキ） 

谷本・山中・浜岡・ 

花田 

 6月23日 辻調理師専門学校 調整会議 谷本・香川・吉木・ 

浦崎 

 6月28日 貝塚市・浜手地区公民館 実技試験・デモのデモ・実技講習 山中・谷本・花田・ 

生駒・市川 

 6月29日 神戸市垂水区舞子 兵庫ブロック活動打ち合わせ 永西・香川・生駒 

 7月 2日 東京 挨拶回り 

調理技術技能センター・日本調理師会 

学校給食改善協会・全日本司厨士協会 

山中・谷本 

 7月 6日 貝塚市・中央公民館 実技講習・デモと実技講習 谷本他 

 7月12日 神戸元町カフェtria tria 女子力アップ料理教室 

・奄美島産ブランド豚を使った料理 

生駒・大石・増田 

 7月13日 貝塚市中央公民館 「シングルマザーのほほえみタイム」 

親子でお弁当を作ろう「旬の食材でお弁当」 

（鶏肉のパン粉焼き・人参の型ぬき・南瓜の

茶巾・キュウリと茄子の中華炒め・ラップで 

おにぎり） 

谷本・浜岡・花田・ 

藤井・中村 

 7月17日 MBS毎日放送ラジオ 当会食育活動紹介の為、営業活動 生駒 

 7月18日 FM moov 「come back KOBE love street.」収録 生駒 

 7月19日 園部公民館 『チームおば給』夏バテ対策！ 

 簡単薬膳料理 

＜献立＞ 

・黒ゴマ冷麺 

・東岸と豚肉のスープ 

・白身魚とニガウリの炒め物 

・抹茶豆乳プリン 

松田・波部・野中 

木村 
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 7月19日 兵庫勤労市民センター 兵庫ブロック第１回ミーティング 

兵庫ブロック活動及び食育活動に対しての

情報交換及び意見交換 

永西・香川・北野・市

川・土井・三村・谷崎・

増田・足立・大石・ 

生駒 

 7月20日 谷本宅 会長挨拶状発送 谷本・花田 

 7月21日 京都 新都ホテル 役員会 四役 

 7月24日 近畿農政局神戸地域C 表敬訪問 生駒 

 7月28日 農政局 大阪、京都 会長交代の挨拶 山中、谷本 

 7月30日～8日1日 あべの辻調 技能検定試験、試験委員 谷本・香川・吉木 

浦崎・浜岡・藤井 

 8月15日 南丹市美山町吉田公民館 下田の夏祭り参加 

串カツを揚げ、販売する（100食分） 

ボリュームもあり美味しいと大変好評でした 

京都ブロック会員 

 8月19日 大阪 夏季研修会打合せ 生駒・香川・花田 

谷本 

 8月19日 近畿農政局神戸地域C 流通科学大学高橋准教授同行 

食育を絡めたフーズルーリズム情報収集 

生駒 

 8月19日～21日 エル大阪 熟練者講習会 山中、谷本 

 8月22日 FM moov 「come back KOBE love street.」収録 生駒・大石 

 8月22日 神戸元町カフェtria tria 女子力アップ料理教室 

テーマ「出汁の取り方」ｓｓｓｓ 

生駒 

 8月23日 広島市土砂災害 

梅林小学校 

炊き出しボランティア参加 

（ボランティア 22 名） 

豚汁を調理して提供 

（850 食） 

 

金森・鈴 

 8月24日 広島市土砂災害 

佐東公民館 

炊き出しボランティア参加 

（ボランティア 19 名） 

カレーライスを調理して提供 

（850 食） 

 

金森・鈴 

 8月24日 兵庫県勤労福祉センター 夏季研修会 参加者42名 

 8月25日 熊取町役場 熊取農業祭会議 山中、谷本 

 9月19日 神戸元町カフェtria tria 女子力アップ料理教室 

テーマ「中華料理を体験しよう」 

生駒・大石 

 9月20日 ハートイン西梅田 役員会 谷本・花田・生駒 

香川 

 9月21日 近畿農政局 表敬訪問 生駒 

 9月25日 兵庫みどり公社 「たべるをはじめるプロジェクト」 

甲子園大学コラボ企画 

生駒 

 9月25日 熊取町役場 熊取農業祭会議 山中、谷本 

 9月27日 

 

ＮＨＫ名古屋 

放送センター 

「尾張名古屋の職人展」へ出展、 

試食提供 

伊藤、沓名、大村 

長谷川、中西 
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 9月27日 美山保健福祉センター 『チームおば給』「秋に備えて」 

 簡単薬膳料理 

＜献立＞ 

・秋の薬膳混ぜご飯 

・サンマのかば焼き 

・クコの実入りさつま芋サラダ 

・里芋と大根の味噌 

・豆乳羮りんご添え 

松田・波部・野中 

木村 

 9月30日 FM ｍｏｏｖ 「come back Kobe love street」収録 生駒 

 10月18日 明石市大久保北コミセン 明石を食べよう親子クッキング教室 

子育てＮＰＯ法人主催 

生駒 

 

 10月18日 

 

大阪市社会福祉協議会 

子ども子育てプラザ 

小学生対象クッキングに向けての試作 藤井 

 10月20日 

 

調理技術技能センター 表敬訪問 生駒 

 10月20日    農林水産省官房政策課 

天野室長 

表敬訪問 2015年ミラノ博和食ブース設置に

ついての情報収集 

生駒 

 

 10月20日 グランドプリンス高輪 全日本司厨士協会宇都宮会長 

「旭日小綬章」受賞記念祝賀会出席 

生駒 

 10月23日 近畿農政局神戸地域C 表敬訪問 生駒 

 10月25日 FM ｍｏｏｖ 「come back Kobe love street」収録 生駒 

 10月26日 

 

貝塚市中央公民館 

 

「シングルママのほほえみタイム」 

子ども達とのおやつ作り体験 

谷本・浜岡・花田  

藤井・中村 

 10月30日 

 

大阪中央卸市場内 

築野食品 

レシピコンテスト 

最終審査 

＜献立＞ 

～秋（旬）の味わい～かき揚げの香味山椒

おろし添え 

優秀賞受賞 

藤井 

 

 11月 1日 神戸ハーバーランド Ｍｉｎｔ合同会社開設（食育関連会社） 生駒 

 11月 1日～2日 四国方面 

大阪ブロック他 

合同研修旅行 

 

 大阪ブロック主催研修旅行 

伯方の塩 工場見学 

中野うどん学校 

（うどん打ち体験） 

山中・小谷・谷本他 

 11月 7日 

 

神戸須磨海岸 

国民宿舎シーパル須磨 

神戸食育プロジェクト 

 須磨地引き網食育イベント 

生駒、足立 

 

 11月 8日 遊YOUひよし 『チームおば給』「冬に備える」 

簡単薬膳料理 

＜献立＞ 

・黒豆黒米紅米ご飯 

・鯖の黒酢風味照り焼き 

・肉団子スープ 

・豆乳チャイ 

 

松田・波部・野中 

村上・木村 

 11月 8日 

 

大阪市社会福祉協議会 

子ども子育てプラザ 

小学生対象クッキング前日準備 藤井 
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 11月 9日 

 

東淀川区 

子ども子育てプラザ 

「わくわくクッキング」 

～ランチ～」 

募集人数：小学生 12 名 

参加人数：小学生 12 名 

＜献立＞ 

・タンドリーチキン 

・コンソメスープ 

・牛乳かん 

藤井 

 

 11月24日 貝塚市 南川農園 みかん狩り見学 

ふれあい交流会会場の下見 

谷本ほか８名 

 11月25日 近畿農政局京都 表敬訪問 生駒 

 11月27日 熊取町役場  熊取農業祭会議 山中、谷本 

 11月29日 南丹市美山町吉田公民館 お父さんの料理教室 

場所：南丹市見山町 

   吉田公民館 

※この料理教室は今回で 3度目になりました 

＜献立＞ 

・だまっこ鍋 

・大根もち 

・簡単白菜サラダ 

・芋ぼた（里芋ごはんの牡丹餅 

松田・波部・野中 

木村 

 11月29日 なんば英國屋 役員会 四役 

 11月30日 （公社）兵庫みどり公社 「たべるをはじめるプロジェクト」 

・兵庫県三田市蓬莱農園＆ 

 パスカル三田調理実習室 

 甲子園大学栄養学部学生 40名向け 

 料理教室講師 

 「豚肉と白菜の簡単煮」 

 「大根の味噌汁」 

生駒 

 12月 3日 Kiss FM出演 レポーターに料理を指導する番組 生駒 

 12月 6日 貝塚市・中央公民館 熊取町農業祭準備 谷本・浜岡・花田・ 

吉木・浦崎・庄司 

 12月 7日 貝塚市立中央小学校・ 

グランド 

熊取農業祭 山中・谷本・他 

 12月 8日 FM moov 「ラジネットひょうご」収録 

・ラジオ関西＆ 

 兵庫県下コミュニティーFM10社 

 共同企画。 

 食育コンサルタントとして出演 

・平成26年12月26日一斉放送 

生駒 

 12月11日 近畿農政局京都 食育講座参加（食育仕事人として） 生駒 

 12月13日 Mint合同会社事務所 兵庫ブロックミーティング 

兵庫ブロックの会員専用の Facebook を開設 

永西と市川さんにサポートをして頂いていま

す。兵庫ブロックの会員数 100 名を目指して

います。 

永西・市川・生駒 
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 12月21日 西友 京都・滋賀交流会 

京都と滋賀の会員の親睦を深めるため今津

の“西友”で食事会を行い意見交換 

前田・森 

松田・波部・岡田 

浅田・木村 

 12月24日 流通科学大学商学部 テーマ「アニメ的食育論」講義 生駒 

 1月15日 兵庫県立大学経済学部 テーマ「アニメ的コンサルティング論」講義 生駒 

 1月17日 子育て支援センター 

大久保北 

親子料理教室 

 「バレンタインパンケーキキャラ弁」 

生駒 

 1月18日 Mint合同会社事務所 役員会 四役 

 1月28日 熊取町役場 熊取町農業祭反省会 山中・谷本 

 1月31日 東淀川区子ども子育てプラ

ザ 

小学生対象クッキング試作と打合せ 藤井 

 2月 7日 八木保健福祉センター 『チームおば給』「春を迎える」 

簡単薬膳料理 

＜献立＞ 

・レモンと海苔の薬膳炊 

き込みご飯 

・薬膳化レシピ：鮭のチャンチャン焼き 

・菜の花とシーフードのサラダ 

・しじみと菜の花の春色スープ 

・餅入りクルミ汁粉 

松田・波部・野中 

羽賀田・前田・木村 

 2月12日 元町カフェtria tria 「素敵女子料理教室」 

関西地域女子大生食育団体「なほらひ」主

催の料理教室。「バレンタインに食べて貰い

たい料理」 

生駒 

 2月14日 子育て支援センター 

大久保北 

親子料理教室 

 「豆腐ドーナッツ」 

生駒 

 2月17日 FM moov 「come back Kobe love street」収録 生駒 

 2月18日 東京・全日本司厨士協会 全国調理関係団体連盟・会議出席 谷本 

 2月22日 京都テルサ 冬季研修会 参加者40名 

 2月18日 兵庫県青年農業士会主催 

勉強会出席 

グローバルギャップ勉強会及び交流会 

兵庫みどり公社「たべるをはじめるプロジェク

ト」食育アドバイザーとして、会員と交流 

生駒 

 2月20日 兵庫県農政環境部 農政企画局（兵庫県内食育事業統括部署） 

 羽渕室長、菅村副課長表敬訪問 

生駒 

 2月28日 KKR 大阪ホテル 近畿農政局食育事例発表 

「未来につなぐ食育倶楽部」食育仕事人交

流会でスピーカーとして事例発表 

生駒・花田 

 3月 吉島公民館 

 

ひな祭り料理講習会ボランティア参加 

（12名参加） 

菅野さん（食農コーディネーター）の 

アシスタント 

＜献立＞ 

手まり寿司・つみれ汁・新玉葱の瀬戸内マリ

ネ・春色の大福餅 3 種 

鈴 
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 3月 2日 （公社）兵庫みどり公社 「たべるをはじめる」プロジェクト会議参加 

兵庫県青年農業士会、 

兵庫県農業青年クラブ連絡協議会、 

ひょうごアグリプリンセスの会、兵庫県農協 

青壮年部協議会 4 団体幹部合同会議 

食育アドバイザー及びオブザーバーとして

参加 

生駒 

 3月 7日 子育て支援センター 

大久保北 

親子料理教室 

 「簡単チャーハン」・「白葱やきめし」 

 チャーハンとやきめしの違い講義 

生駒 

 3月 8日 なんば英國屋 役員会 四役 

 3月14日 東淀川区子ども子育てプラ

ザ 

前日準備 藤井 

 3月14日 KKR ホテル大阪 近畿農政局主催・～学校給食による和食の

継承～ 

実践報告交流会 

山中・谷本・生駒 

羽賀田・雑賀 

 3月15日 東淀川区子ども子育てプラ

ザ 

「わくわくクッキング 

   ～スイーツ～」 

募集人数：小学生 12 名 

参加人数：小学生 12 名 

＜献立＞ 

・マーマレードケーキ 

・オレンジババロア 

藤井 

 3月26日 岸和田市立女性センター 新日本婦人の会主催・親子クッキング 

講師（4 名の１人） 

「手作りルーでカレーとハヤシライス」 

谷本 

 3月27日 谷本宅 はぐくみ 19 号発送 谷本・花田・羽賀田 

 

メモ 

 京都ブロック ： 大人の料理講座薬膳料理教室は 4 回行いました。 

          身近に採れる旬の食材や日常使う食材で気軽に薬膳を作り、元気で健康に暮らしたい！ 

          体にやさしい料理を家族に食べさせたい！などをコンセプトとして開催しました。 


