
第６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 24 年 10 月 6 日（土）  10:00～16:30 
    平成 24 年 10 月 7 日（日）  10:00～16:00 
○ 場  所   代々木公園 ケヤキ並木通り（渋谷区神南二丁目） 
○ 主  催   東 京 都 
 

● 来場者数   約 47,000 名 
    6 日(土) 晴れ    気温(最高-最低) 27℃-22℃  約 23,000 名 
   7 日(日) 雨のち曇り 気温(最高-最低) 20℃-17℃  約 24,000 名 
● 参加団体  80 団体 
● 内  容 
 
①ステージプログラム 

 日 時 タ イ ト ル 発 表 団 体 

6
日 

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 

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 
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 

7
日 

10:00 
食べるバランスを知ろう 

～野菜の大切さとコラボ開発商品について～ 

女子栄養大学 栄養学博士 石田裕美教

授 

イオン株式会社 

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ワークショップ 日本マクドナルド株式会社 

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 中野区食育推進マスコットキャラクター 

『うさごはん』といっしょに食育体操 

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 
スポーツ際東京２０１３ マスコットキャラクター 

「ゆりーと」登場 
 



 
②ケヤキ並木通りテントブース 

 出 展 団 体 名 出 展 内 容 

1 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、紹介 

2 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 

3 
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 
食事法の紹介、パネル展示 

4 フード・アクション・ニッポン推進本部 活動紹介とＣＤ付絵本「きゅっころりん」の紹介など

5 (株)ヴァンクール・野菜工房 野菜蒸しパンの試食・販売 

6 東京都 パネル展示・パンフレットの配布 

7 東京都料理コンクール レシピコーナー 料理コンクール入賞者レシピ展示 

8 ＮＰＯ法人 地球生物会議 ALIVE 家畜福祉に関するパネル展示 

9 株式会社メルカード東京農大 ドリンクの販売、フェアトレードの説明など 

10 NPO 法人 日本食育協会 パネル・資料展示 

11 （特活）ハンガー・フリー・ワールド パネル展示や資料提供など 

12 
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 

13 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 

14 華学園栄養専門学校 クラブ活動報告や食育媒体展示など 

15 東京都中学校食育研究会 授業で使用した教材等の展示 

16 食の検定協会 食育活動のＰＲ、啓蒙 

17 （一社）防災安全協会 備蓄食の試食・販売など 

18 ベジフルセブン 青果物健康推進協会 食育活動のパネル展示や食生活チェックなど 

19 NPO 法人 元気な 120 才を創る会 食育活動の広報、物販 

20 株式会社群羊社／あかるい食育の会 食育授業の実施、食育教材の販売 

21 生協の宅配 パルシステム オリジナル商品の試食、パネル展示、クイズの実施 

22 米蔵 新米ミルキークィーンの販売、パネル展示 

23 
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」の説明や体験教室、 

パネル展示、食育クイズ 

24 
（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 

食マナーを通じた普及活動、絵皿ペインティング 

 

25 
日本女子大学栄養学研究室／NPO 法人わかみ

やクラブ 

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 

26 NPO 法人みんなの食育 食育活動の展示、パン・菓子の販売 

27 一般社団法人 日本農業機械工業会 脱穀作業体験、トラクタ展示など 

28 （公財）東京都農林水産振興財団 牛の乳搾り、子牛のほ乳体験 

29 （公財）東京都農林水産振興財団 ひよことのふれあい、標本、写真展示 

30 （公財）東京都農林水産振興財団 野菜クイズ、箸づくりキットの販売 



31 
東京都健康づくり応援団≪（社）集団給食協会、

（社）東京都栄養士会≫ 
レシピ配布、栄養・食生活相談 

32 一般社団法人 MOA 自然農法文化事業団 
キッチンガーデンセミナー、野菜のレシピ紹介、オー

ガニック野菜の販売 

33 戸板女子短期大学 「食育ゼミナール」での活動報告展示、食品販売 

34 
大妻女子大学 食育ボランティアグループ「ぴ
ーち」 食育クイズ、活動紹介のパネル展示 

35 東京ヤクルト販売株式会社 栄養相談など 

36 東京食育推進ネットワーク事務局 食育パネル展示・クイズラリー受付など 

37 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 

38 学生団体 Essens 活動紹介、フリーペーパーの展示 

39 
NPO 法人 消費者と企業と行政のコミュニテ

ィ情報局 
企業の食育の取組紹介、再利用品の販売 

40 （社）農山漁村文化協会 食育パネルの展示、書籍等の販売 

41 一般社団法人 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 

42 学生 NPO 農楽塾 
パネル展示、農業に関するクイズ、田んぼのミニチュ

アの展示など 

43 中野区フリー活動栄養士会 栄養・食生活相談、野菜の展示、資料配布など 

44 高知県 
高知県の環境保全型農業の取組紹介、高知野菜出前授

業の紹介など 

45 （株）ティー・ピー・カンパニー 食事ビンゴ大会など 

46 
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 

47 生協の宅配 コープデリ 事業に関するアンケートなど 

48 NPO 法人 地球環境と食育 食育カルタの実施、パネル展示など 

49 森永乳業株式会社 牛乳等についてのクイズ 

50 社団法人 栄養改善普及会 栄養三色を基にした栄養相談 

51 中央区消費者友の会 パネル展示・物販 

52 食育暮楽部 鰹節削り体験、健康指導サービスなど 

53 
（公社）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、クイズ 

54 お箸知育教室の(株)兵左衛門 折れたバットから My 箸づくりなど 

55 JA 東京中央会・JA 東京みなみ 東京農業の PR、パネル展示など 

56 食育＆６次産業化推進研究会 東京地大豆を使用した商品の展示・販売 

57 
(株)JFCS ジャパン・フードコーディネータ

ー・スクール 
食育活動のパネル展示 

58 東京家政大学 Hulip 食に関するクイズ、ゲーム、パネル展示など 

59 NPO 法人 食育推進協会 食に関するクイズ、ゲーム、パネル展示など 

60 ナッパーズ(株) 食育活動の展示、野菜の販売 



61 タマノイ酢(株) 食育イベントの展示、物販 

62 国産株式会社「東京＆復興応援物産館」 パネル・クイズ展示、東京都産野菜の試食販売など 

63 
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 
学生主体の食育活動の紹介 

64 東京南部生協 パネル展示、物販 

65 東都生活協同組合 産直商品の販売など 

66 愛米家本舗株式会社 カブトエビの展示、お米で作ったお菓子の販売 

67 らっでぃしゅぼーや(株) 野菜クイズ、食育活動の展示、物販など 

68 東京聖栄大学 ポスター展示、新しい加工品の紹介など 

69 大地を守る会 オーガニック商品の展示、試食など 

70 東京うこっけい生産組合 東京うこっけいに関するポスター掲示、食品販売など

71 東京都養蜂協会 活動内容の写真展示、蜂蜜の試食 

72 東京都菓子工業組合（中野製菓(株)） パネル展示、菓子の試食・販売 

73 ファームドゥ株式会社 地産マルシェ 野菜の紹介、販売 

74 NPO 法人 食の未来研究所 パネル展示、ゲーム、アンケート調査など 

75 （社）みなとむすぶ地域活性コミュニティ協会 発酵食の作り方講座、スローフードの調理販売 

76 特定非営利活動法人 日本スローライフ協会 展示と物販 

77 東京都蒲鉾水産加工業協同組合 蒲鉾の PR 活動、物販など 

78 NPO 法人 大豆 100 粒運動を支える会 大豆加工食品の紹介、試食、販売など 

79 東京都・(株)明治 ｢チョコベジ｣の試食、東京産野菜の PR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        渋谷側入口                  会場の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      特設ステージの様子              牛の乳搾り体験も好評でした！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

かわいいヒヨコとのふれあいコーナー           東京都の展示コーナー 

 

 

 

 

 

 

 



【各テントブースの様子】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     最終日には、ゆりーとも登場♪ 


