
第１２回 東京都食育フェア実施結果

〇開催趣旨   フェアを通して都民が食について関心を持ち、安全安心な食を正しく選択する知

識を身に付ける契機とする。また、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と「東京都食育推進計画」の着実な推進を目指す。

〇開 催 日   令和元年11月９日（土） 10：00～16：00

        令和元年11月10日（日）10：00～16：00

〇場    所   代々木公園ケヤキ並木通り（渋谷区神南二丁目）

〇主    催   東京都

●来場者数   39,785名

        9日（土） 晴   気温（最高-最低）17.4℃-11.3℃ 16,198名

        10日（日）快晴 気温（最高-最低）18.6℃-9.2℃ 23,587 名

●参加団体   延べ62団体 （ステージプログラム7団体、テントブース出展55団体）

        出展団体テント数80張

●内    容

①ステージプログラム

日時 タイトル 発表団体

９

日

10:00 開会式

10:15 講演「GAP は日本の食育をささえられるか」 食育フェア運営事務局

11：00
～手軽に出来る玄米食？～

玄米酵素と食改善で真の健康を！
健康円【（株）玄米酵素 特約店】

12：00
ヨーロッパのトマトと和のハーモニーで今日もニコ

ニコ
Red Gold From Europe ジャパン

13：00
よしもと食育プロジェクト

よしもとは、こんな食育やってます！
よしもとプロダクツ

14：00 学んで育む和食のチカラ 食育フェア運営事務局

15：00
食育ソングミニライブ＆ゆるキャラヒーローお米

マン

お米マンプロジェクト実行委員会＆くらキ

ッズ



10

日

日時 タイトル 発表団体

10:00 特設ステージ・出展団体紹介

11:00 緊急ノンアレルゲン食の試食で納得！
（NPO 法人）セーフティフード栄養研究所

（100kcal ユニバーサルデザイン）

12:00 学んで育む和食のチカラ 食育フェア運営事務局

13:00 お魚の不思議を知り、親子で楽しむ食卓
（NPO 法人）食空間コーディネート協会

関東甲信越支部「卓育チーム」

14:00
子どもから大人まで！

バランス良く食べられる「お弁当箱法」

（公社）東京都栄養士会 栄養ケア・ステ

ーション

15：00
食育ソングミニライブ＆ゆるキャラヒーローお米

マン

お米マンプロジェクト実行委員会＆くらキ

ッズ

②ケヤキ並木通りテントブース

No. 出展団体名 出展内容

1 東京都
東京都の食育推進施策に関するパネル展

示とパンフレット等の配布

2
東京都（東京都地域特産品認証食品：（株）橘点心庵、

トキハソース（株））
展示、東京都地域特産品認証食品の販売

3 東京食めぐりキャンペーン 東京産食材を使用した豚汁の試食提供

4 東京都総務局総合防災部
日常備蓄のパネル展示、備蓄品を使用した

レシピの紹介など

5 洋菓子のコロンバン 原宿はちみつプロジェクト 養蜂に関するクイズやパネル展示など

6 （株）エム・オー・エー商事 展示、野菜の販売など

7 地産地消ふくしまネット・東京都生協連
食の安全安心の取組紹介、福島産果物の販

売など

8 東京製餡協同組合
小豆の効用とあんこを使用した製品の紹介

および販売

9
（社）全日本司厨士協会 東京地方本部          

城南地区 港支部
野菜カレーの販売、フルーツカービング実演

10 東京都菓子工業組合（中野製菓（株）） 展示、かりんとうの販売

11 ジョイファーム 食育活動に関するパネル展示、野菜販売

12 東京南部生活協同組合 展示、野菜の販売、りんごジュースの試飲

13 東京都養蜂協会 はちみつや養蜂の展示・紹介、試食販売



14 （NPO 法人）元気な 120 才を創る会 AGE 測定、健康相談など

15 農林水産省関東農政局
食育に関するパネル展示、パンフレット等の

配布

16 （公社）集団給食協会 レシピ配布、栄養相談コーナーなど

17 （一社）栄養改善普及会 食育活動の紹介、栄養相談など

18 戸板女子短期大学 食育クイズ、食育活動の紹介など

19 日本食品保健指導士会 健康食品についての解説・相談など

20 （公財）日本健康・栄養食品協会 健康食品についての展示・説明など

21 いのちと健康なかの JAPAN 災害時の非常食、健康確保に関する紹介

22 （NPO 法人）食育推進協会 食事と健康についての展示、栄養相談

23 「ひとえの会」食グループ ペットボトル飲料の糖度調べ、展示

24 食育暮楽部 食育クイズ、食育企画の展示など

25 （株）ティー・ピー・カンパニー
魚に関するクイズ、食事バランスガイド立体

こま工作

26 （株）島のタカラ 特産物の紹介、野菜の販売など

27 東京うこっけい生産組合 組合員 田中農場 展示、うこっけい卵の販売

28 （一社）いのち塾・（株）タンポポ倶楽部
食と骨、カルシウムに関する展示、健康相談

会

29 よしもとプロダクツ 唐からしを使用したワークショップなど

30 （NPO 法人）江戸東京野菜コンシェルジュ協会 江戸東京野菜に関するパネル展示など

31 JA 東京中央会
食農教育活動の紹介、都市農業の役割 PR

など

32 （公財）東京都農林水産振興財団 食育クイズ、東京の畜産の紹介

33 （一社）大日本水産会 魚食普及推進センター 魚食に関する展示、ワークショップ

34
協同組合全国製麩工業会

全国小麦粉分離加工協会
小麦粉やお麩の展示、試食など

35
厚生労働省医政局歯科保健課               

歯科口腔保健推進室
咀嚼ガムを用いた咀嚼能力評価

36 高尾養蜂場 はちみつの試食、販売

37 放牧薩摩黒豚の三清屋
安心・安全な自然飼育のパネル展示、加工

品の販売

38 健康円 【(株)玄米酵素 特約店】 活動内容の展示、玄米発酵食の紹介など

39 タマゴ科学研究会
タマゴメニューや栄養素についての展示、ク

イズなど

40 （株）メルカード東京農大 展示、カムカムドリンクの紹介・販売など

41

日本女子大学食育ボランティアグループ         

＠公衆栄養学研究室                    

（（一社）全国栄養士養成施設協会 助成）

がん予防に関する展示、レモネードの提供

42 立川 DICE 展示、立川ダイスドッグの販売

43 （株）ミート・コンパニオン TOKYO-X の紹介、試食

44 （株）B.G Companio 展示、福生ドッグの販売



アーチをくぐる来場者

    

賑わうケヤキ並木通り

    

45
Red Gold From Europe ジャパン               

/ ANICAV(イタリア野菜保存食品産業協会）
トマトを使用したワークショップなど

46
（NPO 法人）セーフティフード栄養研究所     

（100kcal ユニバーサルデザイン）
栄養相談、体組成測定

47
（NPO 法人）食空間コーディネート協会          

関東甲信越支部「卓育チーム」
魚の食べ方を学ぶワークショップなど

48
米蔵（良質なお米、３１年度 新米ミルキークィーンを栽

培しました。）
米作りに関する展示、お米の販売

49 （NPO 法人）日本食育協会 食育ゲーム、パネル展示

50

（一社）日本プロトコール＆マナーズ協会        

自分力・日本力向上委員会                 

未来をひらく女性のプロジェクト

テーブルマナーに関するワークショップ

51 （一社）アジア食育推進協会 お弁当作りの紹介、実演

52
（公社）東京都栄養士会 栄養ケア・ステーション／    

東京都栄養士会災害支援チーム JDA－DAT/TOKYO

食事栄養相談、災害時の食に関する展示な

ど

53 帝京平成大学健康メディカル学部健康栄養学科 2 年生 野菜や食物繊維についての展示など

54 （一社）MOA 自然農法文化事業団 関東支所 野菜トランプを使ったゲームなど

55 （一社）日本農業機械工業会 農業機械の展示、乗車体験等



特設ステージの様子

    

    

賑わいをみせるテントブース

    

   



賑わいをみせるテントブース

   

   

体験・実演コーナーの様子

（食育ワークショップ、トラクター乗車、マナー講習会など）

   

   


