
2019年 5月 26日（日）

平成 30年 4月‐平成 31年 3月活動報告

日 時 場所及び活動名 詳   細 参 加 者

H30.03～04 第 15 回

ひろしま給食まつり後援

☆全国学校調理師連合会の活動内容を

実行委員会で紹介

☆全国学校調理師連合会の名前入りチラシ

3 万枚・パンフレット 1500枚を配布

河原、河重

加藤、平野

鈴 、豊嶋

高田、金森

H30.03.18 第 15 回

ひろしま給食まつり PR

広島駅地下広場 大型スクリーン

☆給食まつりの紹介

☆給食調理の様子を映像で流し、調理員の仕事に

ついて紹介

☆教員の音楽バンドと調理員の競演

☆食育の歌にあわせてダンス

河原、河重

加藤、平野

豊嶋、鈴、

金森

H30.04.22 第 15 回ひろしま給食まつり

「給食でつながる・広がる・

みんなの輪」

☆試食 500 名分提供

揚げパン・ポークビーンズ

☆ゲーム・くじ引き

☆親子クッキング

バナナバームクーヘン・牛乳ドリンク

☆揚げパン 500 個

きな粉・シナモン・ココア

☆パネルステージ

食育の歌

河原、河重

加藤、平野

豊嶋、鈴

金森

H30.05.27 大阪リバーサイドホテル 平成 30 年度第 13 回定期総会 四役・会員

H30.06.05 あべの辻調理師専門学校 調理技術技能評価試験 地方試験委員研修会 市川、野条

H30.06.28 熊取町役場 熊取農業祭会議 谷本・他会員

H30.07.01 貝塚市中央公民館 調理師技能試験実技講習会 谷本

H30.07.15 京都 研究部打ち合わせ 夏期研修会打ち合わせ 香川、花田、

小椋、加藤、

長谷川、生駒

H30.07.19 広島ブロック会議 議題

①広島ブロックの活動報告及び情報共有

②専門調理師の立場で実現可能な取組みに

ついて意見交換

豊嶋・河重・

高田

金森

H30.07.20 明石市 鳥羽 子ども食堂 香川

H30.07.29 あべの辻調理師専門学校 平成 30 年度調理技術技能評価試験 試験委員

笹井、雑賀、藤井、市川、野条

※詳細欄に

記載



H30.07.29 ニチエイ調理師専門学校 平成 30 年度調理技術技能評価試験 試験委員 伊藤・花田

H30.07.29 平田調理師専門学校 平成 30 年度調理技術技能評価試験 試験委員 羽賀田

H30.07.30 あべの辻調理師専門学校 平成 30 年度調理技術技能評価試験 試験委員 谷本

H30.07.31 広島市立荒神町小学校

職員研修

「給食室の衛生管理について」

給食室調理体験

岩石揚げ

フレンチサラダ

そうめん

研修内容

給食の衛生管理について

河重

H30.04～07 広島市立基町小学校

職員研修

1～5 回

「大人の食育…

働く私達の健康について」

研修内容

①生活実態・疲れの把握

②なぜ老化するのか

③介護にかかる費用

④給食で学ぶ、効果的な栄養摂取

⑤超高齢化社会への対応

金森

H30.08.03～

04

国立オリンピック記念

   青少年総合センター

平成 30 年 食の安全に関する調理委員講習会 市川、羽賀田

H30.08.07 尼崎市立水堂小学校 親子で給食人気メニューを作ろう

・茶碗蒸し・みそ汁

・切り干し大根の炒め煮

参加：8/7 7 組 15 名  8/8 12 組 26 名

市川

H30.08.08 尼崎市立武庫東小学校

H30.08.19 大阪市立生涯学習センター 夏期研修会 会員

H30.08.20 尼崎市南部保健福祉センター 食育サポーターの会「らくっきんぐ」

・野菜のスープカレー 参加：15 組 35 名

市川

H30.08.27～

28

エル大阪 平成 30 年度熟練者講習会 谷本

H30.08.28 兵庫楽農生活センター

調理実習

調理実習講師

主催：兵庫県青年農業士会、兵庫県青年クラブ農業

連絡協議会、ひょうごアグリプリンセスの会、兵庫

県農協壮青年部協議会

共催：（公財）兵庫みどり公社

対象：甲子園大学栄養士学科生徒及び教授

参加数：55名

詳細：収穫仕立てモロヘイヤとピーマンを使った

調理実習「夏野菜のドライカレー」

生駒

H30.09.07 （公社）兵庫県栄養士会 ひょうご健康都市推進協議会イベント打ち合わせ

兵庫県栄養士会 榊会長

兵庫県栄養士会・全国学校調理師連合会共同企画

「黒豆きな粉を使った一汁三菜調理実習」

生駒

H30.09.21 明石市 鳥羽 子ども食堂 香川

H30.09.26 熊取町役場 熊取農業祭会議 山中・谷本



H30.10.07 神戸市垂水区舞子 研究部打ち合わせの事前打ち合わせ 生駒、香川

H30.10.13 名古屋工業大学 平成 30 年度調理師試験監督 伊藤、長谷川

H30.10.20 児童養護施設みらい園 食育講演講師

「お箸で焼き魚を食べてみよう」

対象：中高生男子 15名

詳細：お箸で焼き魚を食べる動画鑑賞後、

全員で昼食の焼き秋刀魚を食して歓談

生駒

H30.10.20～

21

NHK 名古屋放送センタービル 尾張名古屋の職人展

・すまし汁試食、ムロアジけずり体験

伊藤、長谷川

中西

H30.10.28 京都 研究部打ち合わせ 冬期研修会打ち合わせ 香川、長屋

花田、加藤、

長谷川、生駒

H30.11.01 南丹市日吉興風交流センター

地域交流健康教室

市販の半調理食材を使用してシルバー世代に利用し

やすい献立紹介と試食

松田・村上

H30.11.04 神戸新聞まつり

神戸ハーバーランド

スペースシアター

兵庫五国グルメスィーツフェアー 生駒、香川

市川、野条

H30.11.11 南丹市日吉興風交流センター

こども料理教室

ポテトサラダでクリスマスツリーを作ってみましょ

う

松田・村上

H30.11.11 英國屋 なんば本店 11 月度役員会 谷本、生駒

伊藤、花田

香川、藤井

市川

H30.11.15 ひょうご健康都市推進協議会 平成 31 年 1月 20 日（日）

兵庫県栄養士会・全国学校調理師連合会

合同料理教室打ち合わせ

事務局：寺前氏

生駒

H30.11.18 谷本会長宅 はぐくみ 26号 発送作業 谷本、花田

羽賀田

H30.11.19 はぐくみ 26号 発送 花田

H30.11.20 熊取町役場 熊取農業祭会議 谷本

H30.11.29 熊取農業祭 買い出し・搬入 花田

H30.12.01 貝塚市山手地区公民館 熊取農業祭 準備 谷本、花田

藤井、庄司

浦崎

H30.12.02 熊取町立

中央小学校グラウンド

熊取農業祭

来場者 1700名

くまとり雑炊 1100食

谷本、花田

浦崎、吉木

伊藤、浜岡

中村

H30.12.09 大阪天王寺区クレオ大阪中央 「みんな仲間だ！フェスティバル・キッズはサバイ

バルクッキング」

参加者：子ども 7 名・大人 9名

メニュー：蒸しパン・きなこだんご

中村



H30.12.16 兵庫 楽農センター かまどでご飯炊き体験 香川

H30.12.22 大阪市西成区ひらき住宅 「クリスマスパーティーin にしなり☆こども食堂」

参加者：60名

メニュー：骨付き手羽元唐揚げ甘辛ソース

     マカロニチーズグラタン

     スパゲティミートソース

     グリーンサラダ・中華風コーンスープ

中村

H30.12.22 大阪府摂津市正雀 JOCA 大阪

「青年海外協力隊大阪府 OB・OG

会 育児部忘年会」

参加者：子ども 20 名、大人 12 名

メニュー：フルーツカット

中村

H31.01.09 熊取町役場 熊取農業祭 報告会議 谷本

H31.01.09 兵庫県栄養士会 1 月 20 日合同料理教室レシピ打ち合わせ

栄養士会：榊会長・河内理事・野田理事

生駒

H31.01.18 西明石 コープ 子ども食堂 香川

H31.01.20 六甲道勤労市民センター 兵庫県栄養士会合同料理教室

「黒豆きな粉 de クッキング」4 品

・黒豆きな粉入り重ね焼き

・黒煎り豆クッキー・黒豆きな粉団子汁

・コロッケと野菜の黒豆きな粉

谷本、伊藤

花田、藤井

生駒、野条

中村、土井

羽賀田

H31.02.08 大阪市社会福祉協議会

西区子ども子育てプラザ

「エコクッキング」

前日準備

大根の収穫、買い物、食器等の洗浄・消毒

野条、藤井

H31.02.09 社会福祉法人

大阪市西区社会福祉協議会西

区子ども子育てプラザと大阪

市環境事業局西部環境事業セ

ンター共催「エコクッキング」

「エコクッキング」小・中学生対象 12名

募集人数：12 名 参加人数：12 名

・大根菜めし・里芋サラダ・だし巻たまご

・たっぷり野菜のスープ煮

野条、藤井

中村

H31.02.10 英國屋 なんば本店 2 月度役員会 谷本、生駒

藤井、市川

香川、羽賀田

H31.02.23 ひょうご健康都市推進協議会

フジッコ株式会社本社会議室

平成 30 年度ひょうご健康都市推進協議会

年度末総会参加

生駒

H31.02.23 食と健康フォーラム

フジッコ株式会社本社ホール

基調講演講師

テーマ

「黒豆の健康効果を活かす簡単レシピの紹介」

生駒

H31.02.24 大阪市生涯学習センター 平成 30 年度冬期研修会 会員

H31.03.03 藤井宅 各ブロック長へ活動報告提出の依頼書発送 藤井

H31.03.17 英國屋 なんば本店 3 月度役員会 生駒、伊藤

藤井、市川

香川、


