
第４回東京都食育フェア実施結果 

 
○ 開催趣旨   都民と食育活動団体との交流や連携を促進し、東京 

    の食育活動の充実を図る 

○ 開 催 日   平成 22 年 10 月 10 日（日）  10:00～16:30 
    平成 22 年 10 月 11 日（月・祝）10:00～16:00 
○ 場  所   代々木公園 ケヤキ並木通り（渋谷区代々木神南２丁目） 
    オリンピックプラザ（渋谷区代々木神南２丁目） 
○ 主  催   東 京 都 
 

● 来場者数  46,000 名 
   ・10 日(日) 曇り 気温(最高-最低) 23℃-16℃  16,000 名 
   ・11 日(祝) 晴れ 気温(最高-最低) 28℃-17℃  30,000 名 
● 参加団体  120 団体 
● 内  容 
 

①ステージプログラム 
 日 時 タ イ ト ル 発 表 団 体 

10:15 食事バランスガイドを使ってみよう 
東京食育推進ネットワーク（食育向上委員会） 

/東京農政事務所 

11:00 TOKYO X  アニマルウェルフェアと食育 TOKYO X-Association 

12:00 小早川陽青シェフによるトーク＆ 

クッキングショー 
小早川陽青（シャンテクレール）【東京都企画】

13:00 中野区食育キャラクター“うさごはん”による食

育＆野菜クイズ 

NPO 法人わかみやクラブ/日本女子大学食物

学科栄養学研究室/ロコフィット 

14:00 食育紙芝居劇 明治乳業㈱ 

10
日 

15:00 
試食もできる！ 旬の野菜をまるごといただい

ちゃおう＆オリジナルグッズをゲット！ 

味覚クイズにチャレンジ 

東京ガス㈱ 

10:00 BMX トーク＆パフォーマンス 
田中光太郎（プロライダー） ・MC NOB 

【東京都企画】 

11:00 フードコーディネーターと一緒に食育ゲーム ジャパン・フードコーディネーター・スクール 

12:00 そば打ち実演＆かけそば試食 芝青色申告会＋戸板女子短期大学 

13:00 収穫した稲株を使ったお米クイズと田んぼの

生きものたち 
NPO 法人 メダカのがっこう おむすび茶屋 

14:00 食事バランスガイドを使ってみよう 
東京食育推進ネットワーク（食育向上委員会） 

/東京農政事務所 

11
日 

15:00 BMX トーク＆パフォーマンス 
田中光太郎（プロライダー） ・MC NOB 

【東京都企画】 



②けやき並木通りテントブース（95 テント） 
 出 展 団 体 名 出 展 内 容 
1 農林水産省 関東農政局 東京農政事務所 クイズラリー・もみすり体験 

2 東京聖栄大学 活動や小松菜についてのパネル展示 

3 食育向上委員会 食育かるたの体験と販売・スパイスブレンド 

4 NACS 食生活研究会 食健康クイズ・大豆運びゲーム 

5 食育暮楽部 かつお節削り体験・クイズ・活動紹介 

6 日本園芸農業協同組合連合会 柿の試食・販売 

7 ジャパン・フードコーディネーター・スクール トッピング体験 

8 国際食学協会 パンフレット・レシピ配布・野菜販売 

9 食輝塾 食事マナー指導・ラー油の販売 

10 東京都生活協同組合連合会 パネル展示・パンフレット配布・ゲーム 

11 愛米家本舗 株式会社 煎餅や揚げ餅の販売・ポン煎餅の実演 

12 東都生活協同組合 取扱商品の販売・試食やクイズ 

13 FOOD CONCEPT SHOP MOMINOKI HOUSE 玄米粉製品の調理販売 

14 浅間ほわいと倶楽部 浅間ほわいと焼きの実演販売 

15 包丁切りそば みとう庵 米粉入りうどんの焼きうどん販売 

16 群馬製粉 株式会社 米粉麺の試食・米粉の販売 

17 米粉パン・米粉スイーツ専門店 WARA 米粉パンの試食・販売 

18 サラパン教室 米粉パン・米粉製品の販売 

19 株式会社 シガリオ 試食・リーフレット・サンプルの配布 

20 米マイフーズ 株式会社（株式会社 エス・テ
ィ・ジー） 米粉食品の販売・試食・実演販売 

21 株式会社 三栄コーポレーション モッフルの試食・モッフルメーカーの販売 

22 東京都養蜂協会 はちみつ・プロポリスの展示販売 

23 生協 パルシステム オリジナル商品の試食・クイズ・パネル展示 

24 らでぃっしゅぼーや パネル展示・サンプリング・農産物販売 

25 ファームドゥ(株)  野菜類・果物・加工品の販売 

26 有限会社 あしたば加工工場 明日葉の加工食品の販売・サンプリング 

27 NPO 法人医療貢献支援プロジェクト/食育国民活動放送(株) 食育活動 PR・パネル展示・試食販売 

28 東京都菓子工業協同組合（中野製菓(株)） かりんとうなどの菓子の試食・販売 

29 NPO 法人 健康フォーラムけやき 21 世田谷産りんごの試食とジャムの販売 

30 野菜工房 野菜入り蒸しパンの販売 

31 東京都食品産業協議会 テンペ・テンペチョコ・生ソース・日本酒の販売

32 三多摩製麺協同組合 焼きそばの販売 



33 ㈱マルタ 東京都生産情報提供食品の試食・販売 

34 NPO 法人 大豆 100 粒運動を支える会 大豆・大豆製品の試食販売・活動内容の展示 

35 東京都蒲鉾水産加工業協同組合 東京おでんの販売・揚げ竹輪の実演販売 

36 NPO 法人 MOA 自然農法文化事業団 自然農法・特別栽培農作物の販売と試食 

37 服部栄養専門学校 グッズ販売・食育ゲーム 

38 東京うこっけい生産組合 東京うこっけい卵、東京しゃもカレーの販売 

39 芝青色申告会青年部＋戸板女子短期大学 蕎麦・トマトジャムなどの販売 

40 大地を守る会 菓子・スナック菓子の試食・サンプリング 

41 世田谷区消費生活課区民講師「ひとえの会」食グループ ペットボトル飲料の糖度と表示について 

42 (株)メルカード東京農大 ジュース・はちみつ・酢・ジャムなどの販売 

43 ヤクルト サンプリング・活動紹介・パネル展示 

44 NPO 法人 地球生物会議 ALIVE パネル展示、リーフレットの配布 

45 マルハニチログループ 世界に一つだけの缶詰制作・鮭の一生について

46 特定非営利活動法人 国連 WFP 協会 WFP 活動の紹介・資料配布 

47 東京ガス(株)  コンロ、パネル展示・食クイズ 

48 食の検定協会 大人向け・子ども向けクイズ・パネル展示 

49 NPO 法人 みんなの食育 食品販売・食育活動内容展示・資料配布 

50 キッズキッチン協会 子ども調理器具、食材を使用した食育クイズ 

51 NPO 法人 日本スローライフ協会 スローライフに関する展示・サンプリング 

52 特定非営利活動法人 日本有機農業研究会 書籍販売・有機農産物販売 

53 料理コンクールレシピ展示 

54 

55 

東京都 東京都の食育の取組に関するパネル展示・パン

フレット配布 

56 東京都健康づくり応援団 栄養相談・レシピ、リーフレット配布 

57 社団法人 東京都歯科医師会 かむかむチェック・歯科相談・パネル展示 

58 明治乳業 株式会社 食育クイズ・取組紹介・パンフレットの配布 

59 NR 協会 活動 PR、健康食品等に関する相談 

60 社団法人 日本農業機械工業会 コンバインの展示・脱穀体験・パネル展示 

61 mulajin（ムらじん）編集室 フリーマガジンの配布 

62 華学園栄養専門学校 活動紹介・食育ゲーム・魚帽子作り 

63 NPO 法人  藍工房 藍粉末を使用した焼き菓子、藍染製品の販売 

64 
NPO 法人わかみやクラブ／ 

日本女子大学食物学科栄養学研究室 

野菜クイズ・子どもたちの食育活動写真展示・

「うさごはん」記念撮影 

65 特定非営利活動法人 ハンガー・フリー・ワールド 世界の飢餓や食糧問題と日本の食生活の関係 



66 
女子栄養大学 女子栄養大学短期大学部／ 

香川調理製菓専門学校 
パネル展示・資料配布・焼き菓子販売 

67 米蔵 お米の販売 

68 東京都中学校食育研究会 食育指導のパネル展示・資料冊子の配布 

69 
NPO 法人 食生態学実践フォーラム／ 

相模女子大学 栄養科学部 

「3・1・2 弁当箱法」のレクチャー・食育クイ

ズ・パネル展示 

70 ナルク 新宿・CGC グループ 食育活動展示・食育ゲームとクイズ 

71 社団法人 農山漁村文化協会 食育・教育ファーム関連書籍の展示販売 

72 中央区消費者友の会 パネルの展示・魚缶やオリーブオイルの販売 

73 株式会社 アタゴ 糖度計、塩分計の実演 

74 ㈱ティー・ピー・カンパニー バランスガイドこま工作・食育ビンゴなど 

75 森永乳業 株式会社 食育活動のパネル展示・パンフレット配布 

76 東京家政大学 Hulip 「食リンピック」（ゲーム・クイズ）の開催 

77 NPO 法人 食育推進協会 「食リンピック」の開催・書籍、CD の販売 

78 生活協同組合コープとうきょう 活動や事業の紹介・パネル展示 

79 
クッキングサークル sorte／ 

山脇学園短期大学食物科卒業生の会 

食事バランスガイドの説明・栄養相談・オリジ

ナルレシピの配布・図書の販売 

80 社団法人 日本精米工業会 精米の無料配布・Ｆマーク関連グッズ配布 

81 社団法人 栄養改善普及会 栄養相談・リーフレット配布 

82 子どもの本の 金の星社 食育関連図書の展示販売 

83 NPO 法人 地球環境と食育 旬あてクイズ・食育カルタ・食育講座の紹介 

84 JA 東京中央会・JA 東京みなみ 東京農業の PR・パネル展示・粗品の提供 

85 お箸の兵左衛門 マイ箸づくり・正しい箸使い実技指導 

86 TOKYO X-Association しゃぶしゃぶなどの無料配布・命の大切さの展示など 

87 東京電力 株式会社 クッキングカーによる調理デモと体験 

88 日本捕鯨協会 鯨料理の試食・レシピ配布・パネル展示 

89 NPO 法人 メダカのがっこう おむすび茶屋 自然耕米のおむすび販売 

90 国産 株式会社／おいしい∞しあわせ研究所 朝食育活動紹介・朝食育に関するクイズ 

91 ヒュージェ インターナショナル(株) スリランカカレー・紅茶販売 

92 株式会社 大嶋農場 ポップコーン、おにぎり、やきもちの販売 

93 清話会ロハス倶楽部 利きだし体験・かつお節削り体験 

94 公益財団法人 東京都農林水産振興財団 パネル展示・リーフレット配布・ウッドチップつかみ取り 

95 NPO 法人 みんなの森の会 新潟産こしひかり販売・活動内容の展示 

 


