
主催：東京都

10月６日㈯～7日㈰
10:00～16:30（7日は16:00まで）※少雨決行
場所：代々木公園 ケヤキ並木通り

入場
無料

第６回 東京都食育フェア

楽しみながら
     食を育もう！

「食」について知り、考えよう
「食」の調達能力を身につけよう
「食」の魅力と楽しさを感じよう

詳しくは「第６回 東京都食育フェア」運営事務局へ
TEL.03-5966-5782　E-MAIL.6thsyokuiku@stage.ac

10月６日㈯ 10月7日㈰

※プログラムは予告無く変更される場合があります。

第６回
東京都食育フェア 特設ステージプログラム

10:00 開会式

11:00 フードコーディネーターによる
発酵食品を用いた料理の
デモンストレーション（試食付き）
ジャパン・フードコーディネーター・スクール

12:00 尊厳ある命に感謝
TOKYO Xの食育と調理・試食
TOKYO X-Association

13:00 野菜ソムリエと体験しよう！
東京産野菜×チョコベジ
東京産野菜・チョコベジの紹介＆試食、
野菜クイズ（正解者にはプレゼントあり）
東京都、株式会社明治

14:00
『うさごはん』といっしょに
食育体操

中野区食育推進マスコットキャラクター

うさごはんを愛する会／日本女子大学栄養学研究室／
NPO法人わかみやクラブ

15:00
「ゆりーと」登場
スポーツ祭東京2013 マスコットキャラクター

11:00 みそちゃんおじさんと
微生物たち！
日本一わかりやすい味噌の
サイエンス食育劇
いのちと健康なかのJAPAN

12:00 ドナルドと一緒に楽しく学ぶ
食育ワークショップ
日本マクドナルド株式会社

10:10 お米の大切さを伝えるＣＤ付絵本
『きゅっころりん』をご紹介
フード・アクション・ニッポン推進本部

13:00 野菜ソムリエと体験しよう！
東京産野菜×チョコベジ
東京産野菜・チョコベジの紹介＆試食、
野菜クイズ（正解者にはプレゼントあり）
東京都、株式会社明治

14:00 クッキング戦士クックマン
による料理パフォーマンス
食育フェア事務局

15:00 「大人の食育」
“これって常識？”クイズ
NPO法人 食の未来研究所

10:00 食べるバランスを知ろう

イオン株式会社

女子栄養大学　栄養学博士　石田　裕美教授

～野菜の大切さと
　　コラボ開発商品について～

体験コーナー みんなで楽しく体験できる！
●脱穀、もみすり体験
●鰹節削り体験・クイズ
●家庭菜園ワークショップ
　など

牛の乳しぼり
11:00～ 整理券配付
13:00～ 開始（予定）

子牛とのふれあい
小学生限定4名まで

ほ乳体験もあり
（12:30～ 予定）

ひよこ
ふれあいコーナー



第６回 東京都食育フェア 会場案内図と出展ブースのご紹介

アンケートにご記入いただいた方
各日先着500名様に
折りたたみペットボトルを
プレゼント！

PRESENT

入口アーチ

入口アーチ
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東京都食品産業協議会 / 東京都
東京都地域特産品認証食品の販売。東京産のこだわりの逸品です！

イオン
女子栄養大学とのコラボ商品紹介や野菜販売、クイズ・展示など。

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
女子栄養の食事法、食育等に関する連携・活動状況をご紹介します

フード・アクション・ニッポン推進本部
日本の食料自給率を向上させる様々な取組を行っています。

㈱ヴァンクール・野菜工房
“野菜を気軽に美味しく”をテーマに新しい食のスタイルを提案します。

東京都
食育をテーマにしたパネルの展示とパンフレットの配布をします。

東京都料理コンクール  レシピコーナー
第３回都内産農林水産物を使用した料理コンクールで入賞したレシピ及び写真を展示します。

NPO 法人 地球生物会議 ALIVE
現代工場畜産の問題点と家畜福祉についてのパネル展示を実施中！

株式会社メルカード東京農大
農大ＯＢが開発した商品を取り扱っている学生ベンチャー企業です。

NPO 法人 日本食育協会
日本食育協会の食育活動をパネルで展示しています。

（特活）ハンガー・フリー・ワールド
世界の食料事情と私たちの食とのつながりをご紹介します。

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調べ　～ゼロって本当にゼロなの？～

NPO 法人 みんなの森の会
新潟の棚田で作ったお米を生産者が直売と、食育と環境教育の展示

華学園栄養専門学校
栄養士の卵たちが作った食について学ぶ教材の展示を行います。

東京都中学校食育研究会
家庭科や総合的な学習の時間等で使用した教材の展示です。

食の検定協会
日本の食と農を正しく学ぶ食育応援プログラム。11 月 11日検定試験

（一社）防災安全協会
長期保存でき、いざという時役立つ美味しい備蓄食の展示と販売。

ベジフルセブン 青果物健康推進協会
食生活の改善と農業支援のためにベジフルセブンを提唱しています。

NPO 法人 元気な 120 才を創る会
～食育は食卓から～　みんなでわいわい食卓を囲みましょう！！

株式会社群羊社 / あかるい食育の会
そのまんま料理カードを使った食育クイズを開催！お土産付き！

生協の宅配 パルシステム
オリジナル商品の試食や食育に関するパネルの展示を行います。

米蔵（産地そのままの新米ミルキークィーンの普及に努めています）
私達が種籾手配～栽培まで手がけた 24 年産新米ミルキークィーンです。

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」の紹介や、お箸の使い方の体験教室など。

㈳ 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
「わたしが食べたいおうちのごはん」を皿にペインティング＆皿の展示

日本女子大学栄養学研究室 / NPO 法人 わかみやクラブ
野菜のクイズをやってるよ !!　ぜひ立ち寄って楽しんでくださいね !!

NPO 法人 みんなの食育
伝えたい！食の楽しさ、大切さ　食を育む活動を応援します。

一般社団法人 日本農業機械工業会
トラクタ等の展示（記念写真撮影）／足踏み脱穀体験（粗品進呈）

牛の乳しぼり、子牛のほ乳体験コーナー
牛とのふれあいを通じて、いのちのぬくもりを感じてみませんか？

ひよこふれあいコーナー
産まれて間もないかわいいひよこをさわってみよう！

公益財団法人 東京都農林水産振興財団
育てます豊かな食とみどりの東京

東京都健康づくり応援団《㈳ 集団給食協会、㈳ 東京都栄養士会》
食生活相談受付中！メタボに効くメニューカードも配布中！

一般社団法人 ＭＯＡ自然農法文化事業団
オーガニックのキッチンガーデンや食育を紹介しています。

戸板女子短期大学
屋上菜園で育てた野菜やハーブを使った商品の販売と食育活動展示

大妻女子大学 食育ボランティアグループ「ぴーち」
五感でチャレンジ！食育クイズ・パネル展示・「お魚便利帳」の配布

東京ヤクルト販売株式会社
栄養士による栄養相談を実施しています

東京食育推進ネットワーク事務局
クイズラリーのゴール地点だよ！

農林水産省関東農政局 東京地域センター
モミすり体験で、お米を変身させよう！

学生団体 Essens
大学生向けの食育をテーマに、フリーペーパーを展示しています。

NPO 法人 消費者と企業と行政のコミュニティー情報局
東京の牛乳を飲もう！企業のＨＰで『食育』情報をＧＥＴしよう！

㈳ 農山漁村文化協会
食育や食・農に関する雑誌や書籍を販売しております。

一般社団法人 日本精米工業会
信頼の証し『Ｆマーク』

学生 NPO 農楽塾
農業の観点から食について考える機会を提供いたします。

中野区フリー活動栄養士会
地域の健康・栄養の向上を目的に３４年食育活動を続けています。

高知県（環境保全型農業のトップランナー）
天敵やミツバチの力を借りた人や環境に優しい高知の農業を紹介。

㈱ティー・ピー・カンパニー
「ごちそうさま」はビンゴの合図！食育ビンゴでいただきます！

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
災害時の保存食をテーマに展示、世界の子供達の学校給食支援

生協の宅配 コープデリ
アンケートをご記入いただきますと、無料抽選会に参加できます。

NPO 法人 地球環境と食育
地球環境を考え、食育の大切さを皆様にお伝えするために活動しています。

森永乳業株式会社
牛乳・乳製品を楽しくクイズで学びませんか？ 飲み物のお土産も！

社団法人 栄養改善普及会
栄養三色（赤・黄・緑）をみなおそう！

中央区消費者友の会
～健康食品のウソ・ほんと～　アンチエイジングは食事で！

食育暮楽部
渋谷区を中心に活動中。子ども～大人まで暮らしを楽しく食育推進

公益社団法人 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
食生活に役立つミニゲームとクイズです。参加賞があります！！

お箸知育教室の㈱兵左衛門
食育は箸育から !! マイ箸づくりと使い易いいろいろなお箸の即売

JA 東京中央会・JA 東京みなみ
消費者の皆様にうるおいのある東京農業を紹介します。

食育＆６次産業化推進研究会
国産大豆応援！東京地大豆使用江戸・東京きなこ＆特製味噌餡登場

㈱ JFCS ジャパン・フードコーディネーター・スクール
食材に触れて、その食材が何かを当てるゲームを行います。

東京家政大学 Hulip
食のオリンピック開催！五感を使って楽しむ競技だよ。

NPO 法人 食育推進協会
食にまつわるミニ競技を実施します。お友達を誘って遊びに来てね。

ナッパーズ㈱
元祖江戸野菜のおいしい小松菜を限定販売！

タマノイ酢㈱
調味料、飲料の販売及び食育イベントベジスタの紹介を行います。

国産株式会社「東京 & 復興応援物産館」
学生発掘！次世代につながる東京土産と復興応援商品はこれだ！

東京医療保健大学 医療栄養学科 学生の食育ボランティアグループ
みんなで一緒に食について楽しくまなぼう！

東京南部生協
食育パネルを展示し、試食品もご用意しております。

東都生活協同組合
個人宅配のご案内をしています。

愛米家本舗株式会社
田んぼの草取虫「カブトエビ」に会えるかも。楽しいお米屋です。

らでぃっしゅぼーや㈱
らでぃっしゅぼーやのブースで野菜の本当のおいしさを確かめよう♪

東京聖栄大学
本学は東北応援を続けます。食品学科から新食品の提案をします。

大地を守る会
オーガニック食材をご自宅までお届け！ジュースの試飲出来ます♪

東京うこっけい生産組合
栄養満点うこっけい卵と、東京の特産品東京うこっけいハムの販売

東京都養蜂協会
東京の養蜂家によるハチミツ展示販売。自慢の美味しい蜂蜜です。

東京都菓子工業組合（中野製菓㈱）
おいしさは鮮度！工場から揚げたてのかりん糖を持ってきました。

ファームドゥ株式会社 地産マルシェ
5000 人の生産者と共に安心安全の食をお届けします。

NPO 法人 食の未来研究所
「大人の食育」をテーマに健康的な食生活を送るための提案をします。

㈳ みなとむすぶ地域活性コミュニティ協会
和製スローフード。野菜を肉や魚に見立てた精進料理屋台開催。

特定非営利活動法人 日本スローライフ協会
亜熱帯区八丈島からの直送品！健やかな人生の食や小物類ご紹介！

東京都蒲鉾水産加工業協同組合
江戸前蒲鉾の伝統を守り美味しい蒲鉾、おでん種を提供しています。

NPO 法人 大豆１００粒運動を支える会
国産大豆を育て活用しよう！現在の自給率は約５％しかありません。

東京都・㈱明治
東京産野菜とチョコべジについてご紹介しております。

東京都・㈱明治
東京産野菜とチョコべジについてご紹介しております。

※緑部分は「東京食育推進ネットワーク」加盟団体


