
2020 年 4 月 1 日（水） 

2019 年 4 月‐2020 年 3 月活動報告 

日 時 場所及び活動名 詳   細 参 加 者 

2019.02.09 災害時に備えて 

「パッククッキング」を学ぼう 

義方小学校 PTA教育活動部より依頼 

「コーンのごはん」「チーズオムレツ」 

「チキンのトマト煮」「しめじのスープ」 

（詳細は活動報告にて） 

池口 

2019.03.26 第 3回小学生のクッキング教室 

「エンゼルちゃんのランチ」 

 

 

 

 

 

 

保育園のクッキングスタジオにて 

（詳細は活動報告にて） 

池口 

2019.04.21 第 16回 

ひろしま給食まつり 

 

 

 

 

 

 

 

 

広島県広島市中区鷹野橋商店街 

＜活動内容＞ 

・試食：広島カレー、岩石揚げ 

・パネルステージ 

 「広島カレーのできるまで」 

 「子どもの皮むき体験」 

・ゲーム 

 「釜混ぜ体験」など 

・親子クッキング 

 「ミルクを使ったデザート」 

谷本・花田・

鈴・河重・ 

河原・加藤・ 

豊嶋・平野・ 

金森 

2019.06.29 イタリアンレストラン LA.LUNA 

自拓塾カルチャースクール 

（大阪市 堺筋本町） 

お箸の教室 

 個人レッスン 親子 1組 

生駒 

2019.07.06 貝塚市立中央公民館 技能調理師試験デモ準備 谷本・花田 

2019.07.07 貝塚市立中央公民館 技能調理師試験デモ 谷本・花田・

中村・庄司・ 

盛原・伐栗・ 

土井 

2019.07.11 広島ブロック会議 

ココス広島白島店 

 

 

 

 

 

『議題』 

① 全国学校調理師連合会への要望 

② 専門調理師の地位向上のためにできること 

生駒・金森・ 

河原・豊島・ 

加藤・河重・

平野 

2019.07.14 料理教室（大阪府貝塚市） 親子魚料理体験会 貝塚市子供会育成連合会 

「カツオのさばき方とカツオ料理」 

 講師：伐栗 参加者：大人 9名 子供 5名 

山中・花田・

伐栗・生駒 

 

 



2019.07.17 熊取町役場 熊取ふれあい農業祭会議 山中・谷本 

2019.07.22 兵庫楽農生活センター 収穫体験及び調理実習打合せ 

主催：たべるをはじめる実行委員会 

   兵庫県青年農業士会 

   ひょうごアグリプリンセスの会 

   兵庫県農業青年クラブ連絡協議会 

   兵庫県農協青壮年部協議会 

後援：公益社団法人兵庫みどり公社 

   甲子園大学、兵庫県 

生駒 

2019.08.10 兵庫県栄養調理製菓専門学校 令和元年度調理技術技能評価試験 試験委員 谷本 

2019.08.10 平田調理師専門学校 令和元年度調理技術技能評価試験 試験委員 花田 

2019.08.10 ニチエイ調理師専門学校 令和元年度調理技術技能評価試験 試験委員 伊藤 

2019.08.17 イタリアンレストラン LA.LUNA 

自拓塾カルチャースクール 

（大阪市 堺筋本町） 

お箸の教室 

 親子 4組 10名（うち海外からの親子 3組 8名） 

 中国語通訳を介してレクチャー開催 

生駒 

2019.08.18 月桂冠大倉記念館 

（京都市伏見区） 

2019年夏期研修会 

 伏見の名水で作られる「伏見の女酒」の 

 由来や酒の出来るまでを知る大人の社会見学 

 参加者：14名 

山中・谷本・

生駒・伊藤・

藤井・市川・

羽賀田・今村 

盛原・土井・ 

細野・松田・ 

花田・長谷川 

2019.08.19 

～08.21 

エル大阪 令和元年度熟練者講習 講師 山中 

2019.08.19 エル大阪 令和元年度熟練者講習 受付 

 

谷本 

2019.08.19 兵庫県栄養調理製菓専門学校 令和元年度調理技術技能評価試験 試験委員 

 

笹井 

2019.08.20 兵庫県栄養調理製菓専門学校 令和元年度調理技術技能評価試験 試験委員 

 

市川 

2019.08.20 第 4回小学生クッキング教室 

「エンゼルちゃんのランチ」 

保育園のクッキングスタジオにて 

（詳細は活動報告にて） 

池口 

2019.08.28 兵庫楽農生活センター 収穫体験及び調理実習 

「茄子と豚バラ肉中華風うま煮」 

「トマトのごま二杯酢」 

「おくらごはん」 

参加者：甲子園大学一回生及び教授 67名 

    近畿農政局職員       2名 

    主催者（生産者）      6名 

    後援者（兵庫県職員）    5名 

               計 80名 

生駒 

2019.09.01 岸和田市立中央公民館 炊き出し付き防災講座 

 「豚汁」「さつまいもごはん」 

山中 



2019.09.15 英國屋なんば本店 2019年 9月役員会 谷本・生駒・

伊藤・藤井・

花田・香川 

2019.09.20 こども食堂（兵庫県明石市）  香川 

2019.09.25 熊取町役場 熊取ふれあい農業祭会議 山中・谷本 

2019.10.04 羽衣国際大学 季節野菜を使った料理講習・熊取コロッケ試作 山中・花田 

2019.10.19 

～20 

第 36回尾張名古屋の職人展 

NHK名古屋放送センター 

かつお節削り体験 

だしパック作り体験 

伊藤・長谷川 

中西・細野 

2019.10.26 児童養護施設みらい園 

（大阪府吹田市） 

食育講演講師「お箸の講習」 

 対象：女子小学生 1～6年生 15名 

 詳細：お箸の持ち方をゲームを通して実践 

生駒 

2019.11.15 こども食堂（兵庫県明石市）  香川 

2019.11.17 英國屋なんば本店 2019年 11月役員会 谷本・生駒・

伊藤・藤井・

市川・花田・

香川・羽賀田 

2019.11.19 熊取町役場 熊取ふれあい農業祭会議 山中・谷本 

2019.11.24 ふれあい収穫体験 貝塚市南川農園 

 みかん狩り・炊き出し手伝い 

 「かやくごはん」「豚汁」 200食 

山中・谷本・

伊藤・藤井・

浜岡・盛原 

2019.11.30 貝塚市山手地区公民館 熊取ふれあい農業祭準備 谷本・花田・

庄司・伐栗 

2019.12.01 熊取町立中央小学校グラウンド 熊取ふれあい農業祭 

 くまとり雑煮 1,000食 

谷本・藤井・

花田・中村・

浦崎・吉木 

伐栗 

2019.12.08 大阪天満宮 第 4回すい都大阪伝統食まつり 佐々木十美さん 

 カレーうどん 300食 

伊藤 

2019.12.08 北但クリーンセンター（兵庫県） 蕎麦打ち教室 足立 

2019.12.13 豊岡市社会福祉協議会 介護者教室で料理講習講師 

 「簡単おせち料理」「お家でできる焼き菓子」 

足立 

2019.12.15 鳥取大学医学部 

 小児在宅支援センター依頼 

「子どもと一緒に食事をしよう」 

食を通じて子どもの支援を考えよう 

（詳細は活動報告にて） 

池口 

2019.12.15 英國屋なんば本店 2019年 12月役員会 谷本・生駒・

藤井・市川・

花田・羽賀田 

2019.12.18 兵庫栄養調理製菓専門学校 調理師のためのハラール研修 生駒・足立 

2019.12.20 こども食堂（兵庫県明石市）  香川 

2019.12.22 名古屋工業大学 2019年度調理師免許試験 監督官 伊藤 

2019.12.26 第 5階小学生クッキング教室 

「エンゼルちゃんのランチ」 

保育園のクッキングスタジオにて 

（詳細は活動報告にて） 

 

池口 



2020.01.05 英國屋なんば本店 2020年 1月役員会 山中・谷本・

生駒・伊藤・

藤井・市川・

花田・香川・

羽賀田 

2020.01.11 調理員意見交流会 

広島市中区ゆいポート 

＜内容＞ 

「和田美沙子先生によるアンガーマネジメント 

 研修会」 

「水引細工講習会」 

河原・加藤・

豊嶋・平野・

金森 

2020.02.13 お仕事知ろう会 

広島市役所 

＜内容＞ 

「次世代を担う調理員の夢と悩み」 

 専門調理師による、若手調理員へのインタビュ

ー 

 等 

平野・河原・

加藤・豊嶋 

2020.02.13 兵庫県教職員組合 対象：兵庫県但馬地区 退職教員 

蕎麦打ち教室 

足立 

2020.02.16 こうべ市民福祉交流センター 2020年冬期研修会 

 午前：ルゥの作り方 基本及びデモと実習 

 午後：オイル（油脂）について講義 

    講師：笹井昭彦先生（当会 技術顧問） 

会員 15名 

2020.02.17 エル大阪 調理技術指導員講習会 山中 

2020.02.19 こども食堂（兵庫県明石市）  香川 

2020.03.25 第 6回小学生クッキング教室 

「エンゼルちゃんのランチ」 

コロナウィルスの影響により中止となる 池口 

 


