
第５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 23 年 10 月 8 日（土）  10:00～16:30 
    平成 23 年 10 月 9 日（日）  10:00～16:00 
○ 場  所   代々木公園 ケヤキ並木通り（渋谷区神南２丁目） 
○ 主  催   東 京 都 
 

● 来場者数  36,454 名 
   ・8 日(土) 晴れ 気温(最高-最低) 23℃-16℃  14,874 名 
   ・9 日(日) 晴れ 気温(最高-最低) 22℃-17℃  21,580 名 
● 参加団体  98 団体 
● 内  容 
 

①ステージプログラム 
 日 時 タ イ ト ル 発 表 団 体 

9

日 

10:20 クイズで学ぼう！食事バランスガイド 
東京食育推進ネットワーク（食育向上委員会） 

/農林水産省関東農政局東京地域センター 

11:00 家庭菜園を楽しく学ぶ 【東京都企画】 

12:00 食育の観点からアグリフードチェーンを紹介 TOKYO X-Association 

13:00 おなか元気教室＆おなかたいそう ヤクルト 

14:00 時短料理デモンストレーション＆試食 ㈱日本食糧新聞社 

15:00 
エコ・クッキングの紹介とガスコンロを使用 

してのデモンストレーション 
東京ガス㈱ 

9

日 

10:00 
堀越高等学校書道部による 

書道パフォーマンス 
堀越高等学校【東京都企画】 

11:00 紙芝居劇 

「み子ちゃんおみその中で大冒険！」 
宮坂醸造㈱ 

12:00 時短料理デモンストレーション＆試食 ㈱日本食糧新聞社 

13:00 中野区食育推進マスコットキャラクターによる

“うさごはん”の食育体操 

NPO 法人 わかみやクラブ 

/日本女子大学 栄養学研究室 

14:00 クイズで学ぼう！食事バランスガイド 
東京食育推進ネットワーク（食育向上委員会） 

/農林水産省関東農政局東京地域センター 

15:00 
節電クッキング/フードコーディネーターによ

るクイズと料理デモンストレーション 
ジャパン・フードコーディネーター・スクール 

 



 

②ケヤキ並木通りテントブース（88 団体 100 テント） 

 出 展 団 体 名 出 展 内 容 

1 （公財）東京都農林水産振興財団 ひよこふれあいコーナー・標本・写真展示 

2 東京都 東京都における食育活動のパネル展示 

3 東京都（料理コンクール） 料理コンクール入賞者レシピ展示 

4 堀越高校 特設ステージでの作品展示 

5 NPO 法人 みんなの森の会 お米の販売・活動内容のパネル展示 

6 NPO 法人 みんなの食育 食育活動の展示・パンフレット配布 

7 おむすび茶屋メダカのがっこう 自然耕米を使用したおむすび、新米等の販売 

8 （株）大地を守る会 商品の試食・試飲 

9 戸板女子短期大学 食物栄養科 自家製ジャム等の販売・食育ゼミのパネル展示

10 東京都菓子工業組合 菓子の試食・販売 

11 NPO 法人 元気な 120 才を創る会 活動報告と PR・地元食材を活かした商品販売

12 （株）メルカード 東京農大 ドリンクの試飲・ジャムの販売 

13 NPO 法人 藍工房 焼き菓子・藍染め製品の販売 

14 宮坂醸造（株） 紙芝居実演 

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

16 東京都養蜂協会 はちみつの販売 

17 パルシステム生活協同組合連合会 食育に関するパネル展示・クイズ、商品の試食

18 ファームドゥ（株） 農産物の販売 

19 東京都生活協同組合連合会 食育取組の紹介・ゲーム・クイズ 

20 （株）明治 食育クイズ・食育活動の紹介 

21 東京家政大学 ヒューリップ 食リンピック、食育おもちゃの販売 

22 NPO 法人 食育推進協会 食リンピック、書籍等の販売 

23 NPO 法人 地球環境と食育 食育カルタとり、茶碗・箸等の持ち方レッスン

24 （株）ティー・ピー・カンパニー 食事バランスガイドゲーム 

25 生活協同組合コープとうきょう 事業に関するアンケート等 

26 
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 
栄養相談、栄養三色の展示 

27 
（社）日本消費生活アドバイザー・コンサルタント

協会 東日本支部 食生活研究会 
「食」に関連したゲーム、パネル展示 

28 JA 東京中央会・JA 東京みなみ 東京農業紹介コーナー 

29 日本箸文化協会 お箸の正しい持ち方・使い方等 

30 （株）兵左衛門 折れたバットから My 箸づくり 



31 農林水産省関東農政局東京地域センター もみすり体験・食に関するアンケート 

32 東京食育推進ネットワーク事務局 食育パネル展示・クイズラリー受付等 

33 （社）栄養改善普及会 栄養三色を基にした栄養相談 

34 ナッパーズ（株） 野菜販売 

35 （社）農山漁村文化協会 食育パネルの展示、書籍等の販売 

36 中央区消費者友の会 健康食品関係のパネル展示・物販 

37 食育向上委員会 スパイスブレンド体験、食育カルタ体験 

38 
高知県農業振興部産地流通支援課兼東京事務

所園芸分室 

高知県の環境保全型農業の取組紹介、野菜ふれ

あいコーナー 

39 （社）日本精米工業会 精米加工技術・精米の品質に関する情報提供 

40 東都生活協同組合 
産直野菜販売、ヨーグルト等の試食を通じた食

育の訴求 

41 東京聖栄大学 
食育等の図解ポスター展示、新しい加工品の資

料配布等 

42 愛米家本舗（株） ポンせんべい等の販売、カブトエビの展示等 

43 森永乳業（株） 食育取組の紹介、牛乳等についてのクイズ 

44 食育暮楽部 鰹節削り体験、食育活動案内等 

45 ジャパン・フードコーディネーター・スクール デコスイーツ体験 

46 生活クラブ生活協同組合 食育取組の紹介 

47 国産（株） 
東日本大震災からの食産業復興応援食育企画

の紹介 

48 日本食糧新聞社 ふれあいビジネス事業局 
時短料理デモンストレーション、様々な保存食

での提案等 

49 群馬製粉（株） 
米粉カステラ、クッキーの販売、米粉使用レシ

ピの配布 

50 Food Concept Shop MOMINOKI HOUSE 米粉パン等の販売 

51 浅間ほわいと倶楽部 米粉の入った浅間ほわいと焼きの販売 

52 野川製麺（株） 米粉入り焼きうどん等の販売 

53 こめ工房 MAGOME（（株）マゴメ） 米粉を使用したパン、麺等の試食販売 

54 （有）尾久三河屋製パン 米粉を使った製品の販売 

55 （株）たふぃあ 米粉めん等の試食・販売 

56 サラの会（（株）サラ秋田白神主催） 米粉パン、あきたこまち米粉製品等の販売 

57 （株）シガリオ 黒大豆珈琲、玄米粉パン等の試食・販売 

58 ベイズ・モア 米粉パンの販売 

59 （株）エス・ティー・ジー 米粉、米粉パンの販売 



60 （株）三栄コーポレーション モッフル（餅・米粉）の試食・販売 

61 （株）マルタ 果物・野菜の販売 

62 （社）MOA 自然農法文化事業団 
地産地消・食育活動パネル展示、有機・自然農

法産農産物等の販売 

63 （財）防災安全協会 非常食・水などの試飲食や PR 

64 
世田谷区消費生活課区民講師「ひとえの会」食

グループ 

オリジナルドリンク作りや出前講座・食育活動

の紹介 

65 NPO 法人 食の未来研究所 食育活動パネル展示 

66 野菜工房（株）ヴァンクール 野菜蒸しパンの販売 

67 八丈島（有）あしたば加工工場 
八丈島での地産地消の紹介、明日葉加工品の販

売 

68 東京都食品産業協議会 東京都地域特産品認証食品の販売・紹介 

69 （公財）東京都農林水産振興財団 
パネル展示、リーフレット・チラシ等配布、東

京都産加工食品の紹介 

70 東京うこっけい生産組合 うこっけい生卵・ゆで卵、加工品の販売 

71 東京都蒲鉾水産加工業協同組合 おでん、鉄板焼き（はんぺん等）の販売 

72 日本捕鯨協会 鯨料理の試食、鯨食文化等に関する資料配布等

73 ヒュージェ・インターナショナル（株） スリランカカレーの販売 

74 （株）大嶋農場 焼餅・おにぎり・米の販売 

75 東京ガス（株） 食育の取組、エコクッキングのパネル展示等 

76 米蔵 米の販売 

77 東京都中学校食育研究会 食育事業で使用する教材等の展示 

78 女子栄養大学 パネル展示 

79 （社）食の検定協会 クイズで学ぶ日本の食と農 

80 東京都健康づくり応援団 レシピ配布、栄養・食生活相談、ポスター掲示

81 NPO 法人 地球生物会議 ALIVE 農畜動物に関するパネル展示とチラシ配布 

82 
NPO 法人 わかみやクラブ 

日本女子大学 栄養学研究室 

障がいのある子ども達への食育推進活動の紹

介、野菜クイズ 

83 
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栄養教育学研究室 

「3･1･2 弁当箱法」のレクチャーや体験教室、

パネル展示、食育クイズ 

84 NR 協会 健康食品に関するクイズやパネル展示等 

85 NPO 法人 ハンガー・フリー・ワールド パネル展示や資料提供等 

86 華学園栄養専門学校 食育活動紹介、食育ゲーム 

87 フード・アクション・ニッポン推進本部 地産地消の普及（東京都産農産物の販売等） 

88 （社）日本農業機械工業会 脱穀作業体験、トラクタ展示等 



 

  

 
【特設ステージ】 

  

 

  

 

家庭菜園を学ぶ 

ケヤキ並木通り 

クイズで学ぼう!食事バランスガイド 

原宿側入口 

食育の観点からアグリフードチェーンを紹介 



  

 
 

【テントブース】 

   

 

   

 

 

 

東京都コーナー 

書道パフォーマンス（堀越高校） 

料理コンクール 

ひよこふれあいコーナー 



   

各出展ブース 


