
平成25年活動報告
平成26年5月25日（日）

日付 行　　　事 参加者 備考

4/8 大阪調理師会総会 山中 大阪

4/19 料理講習（葛城福祉ボランティア対象）　 山中 大阪

4/20 役員会 山中・生駒・北野・谷本・花田・藤井・西田大阪

4/27 ふれあい交流会　準備 山中 大阪

4/28 ふれあい交流会　191名参加　　 山中・他会員２１名 大阪

5/9 近畿農政局　大阪地域センター表敬訪問　 山中・生駒

5/11 第８回定期総会 大阪

親睦会（賛助会員）・・・築野食品（中井）・関紀産業（川上社長） 山中・生駒・花田・藤井・谷本・栗山

　　　　　　　　　　　　　　あべの辻調（小谷先生）・熊取町（田中部長）

5/16 大阪観光大学　調理実習　　　　　　　　　　 山中・浜岡 大阪

5/22 総会資料発送準備　　総会の資料・記念品郵送　　　山中宅　　　　　　　　　山中・谷本・花田 大阪

5/23 大阪観光大学　打ち合わせ　　 山中・浜岡・谷本・庄司 大阪

5/25 小池農園こめハウス田植えイベント（神戸米ブランド生産者）生駒 兵庫

5/27 熊取町食生活改善推進協議会　料理教室（ふき料理）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山中・浜岡 大阪

6/4 料理講習会　寿大学　　　　　　　　　　　　　　　 竹内・山中 大阪

6/6 大阪観光大学　　試食会　　　　　　　 山中・谷本・庄司 大阪

6/8 高市早苗さんを激励する会　　　　　　　　　　　　　　 山中 大阪

6/12 大阪観光大学　打ち合わせ　　　　　　　　　 山中・花田 大阪

6/14 大阪観光大学「五感で楽しむ熊取旬の旅」　110食【午前】 山中・浜岡・谷本・花田・藤井・柳原・奥山大阪

6/14 アンパンマン　　飾り巻きずし　　　　準備　【午後】 山中・浜岡・谷本・花田・藤井・栗山・吉木・

　　　　 浦崎

6/14 試験委員評議委員会　　　大阪にて 北野 兵庫

6/16
「こうべイクメンの日　ｉｎ楠寺　瑠璃公苑」イベント参加
イクメン向け、簡単料理披露

生駒 兵庫

6/17 全日本司厨士協会総会　親睦会　日本調理師会表敬訪問 山中 東京

6/20 国家試験実技調整会議　　　　　　　　 山中・小谷 大阪

6/22 役員会 山中・生駒・北野・花田・藤井・掘・西田 大阪

6/28 料理講習会"料理を楽しもう" 山中・花田 大阪

6/30 料理講習「アンパンマン」飾り巻きずし 山中・浜岡・花田・藤井・谷本・吉木・栗山大阪

7/4 熊取町農業祭会議　　　　　　　　　　 山中 大阪

7/4 近畿農政局神戸地域センター表敬訪問 生駒 兵庫

7/6 近畿農政局「未来につなぐ食育倶楽部」交流会　　　　　 山中・生駒 大阪ガス本社

7/7 実技講習　　（対象７名） 大阪

7/7 こどもほんまもん料理教室　（チームおば給）園部公民館 松田・波部・木村・野中・浅田 京都

7/19 大阪観光大学デザート　水なすコンポート　 山中・浜岡 大阪

7/20 大阪観光大学デザート　水なすコンポート　　　 山中 大阪

7/25 めざせ!三ツ星シェフ～ちりめんモンスターを探せ～ 山中・花田・小浜 大阪

7/27 旬をいただく　～夏バテしらずの元気レシピ～　参加者25名 高橋・助手3名 岐阜

大阪

5/12

6/1
ユニセフ兵庫イベント参加
わるタンプロジェクト「１万人スマイルプロジェクト」実施

生駒 兵庫

7/6
兵庫県青年農業士会・兵庫県農業青年クラブ連絡協議会
第６回合同打ち合わせ会参加「たべるをはじめる」プロジェクト

生駒 兵庫



7/28 会報誌「はぐくみ」第14号 谷本 広報部

7/30 近畿農政局姫路地域センター表敬訪問 生駒 兵庫

7/30

7/31

8/1 熊取町農業祭会議　　　　　　　　　　 山中 大阪

8/2 こどもほんまもん料理教室　（チームおば給）園部公民館 松田・波部・木村・野中・浅田 京都

8/4 Ｔｒｉａ　ｔｒｉａ主催　「第一回婚活料理教室」講師 生駒 兵庫

8/18 夏季研修会 プレラ西宮

8/20 地ー１グルメグランプリ　ｉｎ貝塚　　出展作　試作　 山中 大阪

8/22
社団法人兵庫みどり公社主催　「食育の初歩」講演
対象：兵庫県青年農業士会会員

生駒 兵庫

8/22 「たべるをはじめる」プロジェクト打ち合わせ 生駒 兵庫

8/22 めざせ!三ツ星シェフ～買い物をして弁当を作る～ 山中・花田・浜岡・谷本 大阪

8/26 山中・竹内

～8/28

9/1 役員会 山中・生駒・北野・谷本・花田・藤井・西田大阪

9/5 敬老会プレゼント作り　参加者21名 堀池 長崎

9/7 地－１グランプリ出展　　　グランプリ獲得 山中 大阪

9/8 こどもほんまもん料理教室　（チームおば給）園部公民館 松田・波部・木村・野中・浅田・西田 京都

9/14 めざせ三ツ星シェフ～さつま芋掘り・さつま芋料理 山中 大阪

9/14 パナホーム兵庫｢イクメン料理教室｣実施　　参加３６名 生駒 兵庫

9/21

～9/23

9/28 第二回女子力アップ料理教室　実施 生駒 兵庫

9/30 ほっこりの里養護学校の子どもと菓子作り実施 山中 大阪

10/5 日本調理師会大阪打ち合わせ 山中

10/8 リンク・フェスティバルの反省会 山中

10/10 日本調理師会大阪役員会 山中

10/15 一人暮らしの老人さんの弁当作り　参加者9名 堀池 長崎

10/19 めざせ三ツ星シェフ～行楽シーズン・お弁当・サンドイッチ 山中・花田 大阪

10/19 第三回女子力アップ料理教室　実施 生駒 兵庫

10/20 こどもほんまもん料理教室　（チームおば給）園部公民館 松田・波部・木村・野中・浅田・西田 京都

10/22 レシピコンテスト参加 山中 大阪

10/24 熊取農業祭会議 山中 大阪

10/26 岐阜市立東長良中学校食育講師及び料理指導　対象中学生立花 岐阜

10/26 役員会 山中・生駒・北野・花田・掘・西田 大阪

10/27 母子家庭向け子ども料理教室 山中 大阪

11/1 家庭教育学級（たんぽぽ） 山中 大阪

リンク・フェスティバルの手伝い
犬鳴ポーク川上さんより会に手伝い要請

谷本・浜岡・花田・藤井 大阪

調理技術技能評価試験　　　　　　　試験委員７名
あべの辻調
理師学校

熟練者講習　　　　　　　　　　　　　　　　　 大阪

8/9
社団法人兵庫みどり公社　農村活性化部
「食育の初歩」講演打ち合わせ

生駒 兵庫

ＮＰＯ法人フルーツバスケット
イクメン料理教室打ち合わせ（パナホーム協催）

8/10 生駒 兵庫



11/1 毎日放送ラジオ表敬訪問　　　ラジオ番組出演依頼 生駒 兵庫

11/6 熊取農業祭打ち合わせ（ふきについて） 山中 大阪

11/7 熊取農業祭打ち合わせ（南京玉すだれ他） 山中 大阪

11/8 ふき料理打ち合わせ（ふき味噌の指導） 山中 大阪

11/8 食育推進認定講座（京都開催にあたり）打ち合わせ 松田・波部・木村・野中・浅田 京都

11/10 会報誌「はぐくみ」第15号発行 谷本 広報部

11/11 熊取農業祭打ち合わせ(食育腹話術） 山中 大阪

11/13 食育クッキング　　（職場の児童・保護者対象） 北野 兵庫

11/16 大阪山の日イベント（熊取雑煮作り） 山中・藤井 大阪

11/21 熊取農業祭実行委員会との打ち合わせ 山中 大阪

11/21 学校（職場）で取れた渋柿を使ったジャム作り　親子・職員対象 北野 兵庫

11/23 役員会 山中・生駒・北野・谷本・藤井・西田 大阪

11/23 第四回女子力アップ料理教室　実施 生駒 兵庫

11/24 こどもほんまもん料理教室　（チームおば給）園部公民館 松田・波部・木村・野中・佐藤・井内 京都

11/29 近畿農政局（北川さん）打ち合わせ　　山中宅 山中 大阪

11/29 ｢料理を楽しもう｣料理教室　　　貝塚市浜手地区公民館 山中 大阪

11/30 熊取農業祭前日準備　　　貝塚市中央公民館 山中・浜岡・他５名 大阪

12/1 熊取ふれあい農業祭　　熊取町立中央小学校 会員１３名 大阪

12/3 流通科学大学高橋ゼミ「神戸ブランド料理コンテスト」出場準備生駒 兵庫

12/7 泉佐野農業祭（コ―タリーナ農業祭）泉州ふき普及活動 会員７名 大阪

12/7 お父さんの料理教室　（チームおば給）美山町下吉田公民館松田・波部・木村・野中・西田 京都

12/8 こどもほんまもん料理教室　（チームおば給）園部公民館 松田・波部・木村・野中・浅田 京都

12/8 地産地消ＢＢＱ　（全学調として参加）100名参加 生駒 兵庫

12/11 近畿農政局打ち合わせ会議 山中・松田

12/12 老人会でのクリスマスプレゼント作り　参加者17名 堀池 長崎

12/12 食育推進認定講座　　　　 京都

12/14 第五回女子力アップ料理教室　実施　　　参加者７名 生駒 兵庫

12/14 めざせ三ツ星シェフ 山中・浜岡・谷本・花田・藤井・栗山 大阪

12/23 料理講習　三ケ山ふれあいセンター 山中・他１２名 大阪

1/7 ＭＢＳ毎日放送ラジオ「ノムラでノムラだ♪ＥＸトラ」出演 生駒 兵庫

1/15 日調兵庫支部　打ち合わせ 山中

1/17 セミナー講師(食育講師）打ち合わせ 山中 大阪

1/18 第六回女子力アップ料理教室　実施　　　参加者１０名 生駒 兵庫

生駒 兵庫

11/8
流通科学大学高橋ゼミ打ち合わせ
12/4「神戸ブランド料理コンテスト」メニュー打ち合わせ
高橋ゼミ「にさんがろくプロジェクト」フードアドバイザー就任

生駒 兵庫

11/8
近畿農政局神戸地域センター表敬訪問
全国学校調理師連合会兵庫ブロック活動強化について協力要請

生駒 兵庫

12/5
女性向け食育講座講師（ダイハツ販売店女性オーナー及び
従業員対象３０名）兵庫ダイハツ販売㈱主催

生駒 兵庫

1/12
兵庫県「ＮＰＯ法人ママの働き方応援隊」開催イベント料理
講師要請・イベント打ち合わせ・㈱パナホーム兵庫食育アド
バイザー年間契約打診について打ち合わせ



1/19 こどもほんまもん料理教室　（チームおば給）園部公民館 松田・波部・木村・野中・浅田 京都

1/22 日調関西ブロック会議 山中

1/25 役員会 山中・生駒・北野・谷本・藤井・西田 大阪

2/2 冬季研修会 大阪

2/15 第七回女子力アップ料理教室　実施 生駒 兵庫

2/16 こどもほんまもん料理教室　（チームおば給）園部公民館 松田・波部・木村・野中 京都

2/21 パナホーム兵庫「働くママ応援料理教室」料理教室講師 生駒 兵庫

2/22
～23

兵庫県明石公園冬の味覚市（明石市主催）
営農法人ささ営農マルシェプロデュース及び応援

生駒 兵庫

2/26
公益社団法人日本調理師会認定
日本食育指導員養成講師資格講習会参加

山中・生駒

2/26
社団法人調理技術技能センター表敬訪問
公益財団法人　学校給食研究改善協会表敬訪問

山中・生駒

3/7
神戸コミュニティーFMムーブ　レギュラー番組開始
「女子力UPメイククッキング」
（コンセプト：料理を通して食の大切さを訴える）

生駒 兵庫

3/15 第八回女子力アップ料理教室　実施 生駒 兵庫

3/28 会報誌「はぐくみ」第16号発行 谷本 広報部

3/29
兵庫県青年農業士会・兵庫県農業青年クラブ連絡協議
「たべるをはじめる」プロジェクト食育アドバイザー委嘱継続
決定

生駒 兵庫

3/29
明石市譜久山病院主催　病院給食と地域農家の取り組み
プロジェクト会議にて、地元産野菜を使ったメニューのデモ
実施

生駒 兵庫

1/19
キャルファーム神戸開催イベント表敬訪問
「畑ＤＥイベント」ミニトマト取り放題・もちつき大会　参加者６０名

生駒 兵庫


