
2021 年 4 月‐2022 年 3 月活動報告

日 時 場所及び活動名 詳細 参加者
2021 年度 貝塚市・遊味 JA 大阪泉州広報誌（第 4 回）「Bay Green」

地産地消推進のための献立提供
春・夏・秋・冬 年 4 回

山中

2021 年度
月 1 回・第 3 日曜日

貝塚市・遊味 地産地消 健康料理教室 講師 山中・小谷・浜岡

2021.04.19 議案書第一稿入稿 役員
2021.04.25 広島県安芸高田市吉田

町
都市部で暮らす方々に農業と食育と環境
を学んでいただく場を提供する「あぐり
ん」に参加し、参加者の昼食提供を行う
タケノコ堀り 里芋の植え付け ワラビ・
こごみ・椎茸の収穫 草取り

金森

2021.04.30 会計監査 花田
2021.05.13 議案書第二稿入稿 役員
2021.05.16 議案書最終稿入稿 役員
2021.05.17 （有）共栄印刷所 2021 年度議案書受け取り・支払い 谷本
2021.05.23 総会資料発送準備 谷本・花田

2021.05.27 総会資料発送 花田
2021.06.06 広島県安芸高田市吉田

町
「あぐりん」への参加
梅もぎ フキ・スナップえんどう・玉葱
山椒の実・ねぎ収穫 梅シロップ作成

金森

2021.06.26 広島県安芸高田市吉田
町

「あぐりん」への参加
ジャガイモ・唐辛子・トマト・きゅうり
収穫。草取り

金森

2021.06.29 熊取町
熊取ブランド創造会議

第 1 回熊取ブランド会議 委員として出
席

山中

2021.07.10 役員会
谷本会長宅

2021 年 7 月役員会・LINE 会議 谷本・花田・中村
金森・長谷川
羽賀田・藤井

2021.07.24 広島県安芸高田市吉田
町

「あぐりん」への参加
ミョウガ・シソ・ナス・ゴーヤ収穫。草取り

金森

2021.07.30 各関係団体へ暑中見舞いの発送 藤井
2021.08.03
            

辻調理師専門学校 令和 3 年度調理技術技能評価試試験   
試験委員

笹井・村上

2021.08.03 ニチエイ調理専門学校       ″ 長谷川
2021.08.04 ニチエイ調理専門学校 令和 3 年度調理技術技能評価試験  試

験委員
細野

2021.08.21 東邦ガス（株）
業務用厨房ショールーム

「プロ厨房 オイシス」

小学校給食とスチコンの理解を深めても
らうための試食会

伊藤・長谷川
他 5 名
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2021.08.24 会員送付資料準備 花田
2021.08.27 会員献立お手紙送付 花田
2021.08.27 熊取町

食生活改善推進協議会
料理教室「保存食の作り方」講師 山中

2021.09.08 大阪合同庁舎府民センター

令和 3 年度農林水産省

国産農産物消費拡大事業

「和食」と地域食文化継承推進事業 地
域の食文化の保護・継承事業   地域
検討委員長として出席

山中

2021.09.17     ″        ″ 山中
2021.10.08     ″        ″ 山中

2021.10.09
役員会
谷本会長宅

2021 年 10 月役員会・LINE 会議 谷本・金森・花田
中村・羽賀田
藤井・長谷川

2021.10.13 エルトピア奈良 調理師のためのハラール研修 細野
2021.10.29 熊取町

熊取ブランド創造会議
熊取ブランド会議 委員として出席 山中

2021.10.31 広島県安芸高田市吉田
町

「あぐりん」への参加
さつま芋掘り 里芋掘り
大根・ピーマンの収穫

金森

2021.11.14 貝塚市・遊味 ふれあい交流会・みかん狩り
かやくご飯作る・現地へ運ぶ

山中・浜岡

  
   ″

貝塚市・南川農園 ふれあい交流会・みかん狩り    豚
汁を現地で炊き出し

山中・浜岡・谷本
花田・雑賀
庄司・伐栗

2021.11.19 大阪合同庁舎府民センター

令和 3 年度農林水産省

国産農産物消費拡大事業

「和食」と地域食文化継承推進事業 地
域の食文化の保護・継承事業   地域
検討委員長として出席

山中

2021.11.20
役員会
大阪市立青少年センタ
ー

2021 年度 2 月役員会・LINE 会議

冬期研修会会場下見

谷本・花田
中村・長谷川・藤井
金森・羽賀田

2021.11.27 熊取町
食生活改善推進協議会

料理教室「保存食の作り方」講師 山中

2021.12.05 役員会 2021 年 12 月役員会・zoom 会議 谷本・伊藤・金森

中村・羽賀田・長谷川

2021.12.16 ウインクあいち 調理師のための嚥下調整食研修 細野
2021.12.17 大阪合同庁舎府民センター

令和 3 年度農林水産省

国産農産物消費拡大事業

「和食」と地域食文化継承推進事業 地
域の食文化の保護・継承事業   地域
検討委員長として出席

山中

2021.12.18 各関係団体へ年賀状の発送 藤井
2021.12.18 広島県安芸高田市吉田

町
「あぐりん」への参加
餅つき 大根・椎茸・ゆず収穫

金森

2021. 12.19 ケアハウス三輪の里 老人ホーム利用者に手打ち蕎麦の実演、
提供。手作りそば羊羹の提供

中村
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2021.12.20 冬期研修会案内発送準備 花田
2021.12.21 冬期研修会案内発送 花田
2022.01.09 広島市職員労働組合

調理員協議会
「おしゃべり学習会」オンライン会議
講師：平野あゆみ
内容：広島市の将来的な給食の提供体制
やこれからの調理員の働き方などを学習
し、どうすれば安全安心な給食を守り続
けられるかを考える

平野・河原・加藤
豊嶋・金森

2022.01.28 2021 年度ひろしまの
子どもを守る実行委員
会

第 5 回実行委員会 オンライン開催
「食について考えよう―今の学校給食の
動きを通して」
講師：平野あゆみ
内容：学校給食の内容や、調理現場の現
状、働いていく上での不安などを広島市
民の皆様にニュース番組形式に仕立てて
発表

平野・河原・加藤
豊嶋・金森

2022.02.11 役員会
谷本会長宅

2021 年度 2 月役員会・LINE 会議 谷本・花田・藤井
金森・伊藤・羽賀田・
長谷川・中村

2022.02.23 岸和田 ガスト 打合せ[俺の公民館]～魚のさばきかた～ 谷本・伐栗
2022.02.28 熊取町

食生活改善推進協議会
料理教室「保存食の作り方」講師 山中

2022.03.05 広島県安芸高田市吉田
町

「あぐりん」への参加
味噌づくり
ねぎ・わけぎ・大根・ホウレンソウ収穫

金森

2022.03.16 広島市
小学校

卒業式を迎える 6 年生へ「計量スプーン・
カップの重量めやす表」を作成して贈る
広島市の卒業お祝い献立「赤飯・お楽し
みフライ（ヒレカツ・牡蠣フライ）かき
たま汁・よろこぶキャベツ イチゴ」を
ランチ用の食器で提供

河重

2022.03.18 貝塚市中央公民館
調理室

俺の公民館「魚のさばきかた」
魚をさばいて調理をする
講師：伐栗
参加者：11 名

伐栗・山中
谷本・花田

2022.03.31 熊取町
熊取ブランド創造会議

熊取ブランド会議 委員として出席 山中
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