
第８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   平成 27年 11月 14日（土）10：00～16：00 

        平成 27年 11月 15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   24,078名 

        14日（土）雨     気温（最高-最低）14.0℃-12.2℃  7,776名 

        15日（日）曇のち晴れ 気温（最高-最低）13.6℃-20.0℃ 16,302名 

●参加団体   72団体（テント 70ブース） 

●内    容 

①ステージプログラム 

 日時 タイトル 発表団体 

 

 

 

 

14

日 

10:00 開会式 

10:10 花とミツバチのクイズで楽しむ！食育フェア NPO法人 渋谷さくら育樹の会 

11:00 美しくいただく、おいしくいただく 

一般社団法人日本プロトコール＆

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～ 

12:00 
みそおじさんと微生物と DNA たち! 食と生命

のサイエンス劇 
食育＆６次産業化推進研究会 

13:00 
尊厳ある命に感謝 TOKYO X の食育と調理・試

食 
TOKYO X-Association 

14:00 ＭＣによる出展団体紹介 出展団体ご紹介コーナー 

14:30 簡単フライパンで作るポップコーン 株式会社 JFCS 

 

 

 

 

15

日 

10:00 

中野区食育推進マスコットキャラクター「う

さごはん」生ライブ！～うさごはんダンスを

一緒に踊ろう～ 

(NPO 法人)わかみやクラブ＆うさ

ごはんを愛する会 

11:00 ハチミツのクイズで楽しむ！食育フェア！ 渋谷みつばちプロジェクト 

12:00 

クックパッド大人気レシピ作者によるたのし

い料理ショーとトークライブ TOKYO FM『アポ

ロン★』パーソナリティ-齊藤美絵が MC を務

めるスペシャルステージ 

運営事務局 

13:00 
われたらぱずる〜おちゃわんわって、「たいせ

つ」と「あんぜん」を考えよう〜 
三信化工株式会社 

 



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 東京都食品産業協議会 
展示、資料配布、くさや・東京牛乳の試食・

販売 

2 
内閣府認定 公益社団法人 全日本司厨士協

会 東京地方本部 城南地区本部 
フルーツカービング実演展示、カレー販売 

3 東京うこっけい生産組合 展示、卵の販売 

4 海苔で健康推進委員会 海苔巻きごはん試食、展示 

5 株式会社 JFCS 教材、教室写真展示、コースター作成 

6 日本食品保健指導士会 パネル展示 

7 株式会社 渡辺製麺 パネル展示、試食・販売（蕎麦、カップ麺） 

8 東京家政大学ヒューリップ ゲーム・クイズ、展示、チラシ配布 

9 森永乳業株式会社 飲料サンプリング、展示、クイズ 

10 戸板女子短期大学 展示、クイズ・ゲーム、レシピ配布 

11 東京聖栄大学 展示 

12 
帝京平成大学 健康メディカル学部 健康栄

養学科 
展示、クイズ 

13 公益社団法人集団給食協会 展示、レシピ配布 

14 
米蔵（良質なお米・27年産新米ミルキークィー

ンを栽培しました） 
展示、米の販売 

15 
NPO 法人 食空間コーディネート協会 関東甲

信越支部 
展示、ワークショップ 

16 織田栄養専門学校 ゲーム、展示、紙芝居実演 

17 ＮＰＯ法人日本食育協会 展示 

18 株式会社兵左衛門 指導、展示、ワークショップ、はし販売 

19  地産マルシェ （ファームドゥ株式会社） 展示、野菜・果物・加工食品の販売 

20 株式会社 ダイエタリーケア 展示、ゲーム 

21 
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 
展示、手芸品の販売 

22 大妻女子大学「お茶大学」 茶の試飲 

23 一般社団法人日本農業機械工業会 
トラクタなどの展示・乗車体験、精米体験、

展示 

24 （公財）東京都農林水産振興財団 ひよこふれあい、展示 

25 食育暮楽部 書籍展示、クイズ、相談ブース 

26 
世田谷区消費生活課区民講師 「ひとえの会」

食グループ 
展示、飲料の糖度調べ 

27 （株）エム・オー・エー商事 チラシ配布、農産物販売 

28 ＪＡ東京中央会 展示、野菜プレゼント 



29 
一般社団法人みなとむすぶ地域活性コミュニ

ティ協会 

展示、新米つかみ取り、野菜・藁納豆キッ

ト販売 

30 ㈱ティー・ピー・カンパニー 紙工作、イラスト募集、プレゼント配布 

31 
特定非営利活動法人元気な 120 才を創る会・

（株）タンポポ倶楽部 
展示、相談ブース 

32 農文協 展示、書籍・ＤＶＤ販売 

33 東京製餡協同組合 展示、販売 

34 いのちと健康なかの JAPAN 展示、アンケート 

35 愛米家本舗株式会社 カブトエビ展示・販売、米・ポン菓子販売 

36 一般社団法人栄養改善普及会 相談ブース、アンケート 

37 NPO法人みんなの食育 展示、パン・お菓子の販売 

38 NPO法人 日本綜合医学会 展示、お知らせ、相談ブース 

39 健康ライブ！ 展示、著作物配布、アンケート 

40 
みそおじさんの国産大豆応援ショップ（食育＆

6次産業化推進研究会） 
展示、食品販売 

41 

一般社団法人日本プロトコール＆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～ 

クイズ 

42 華学園栄養専門学校 展示 

43 
東京医療保健大学 医療保健学部 医療栄養

学科 
展示、レモネード販売 

44 株式会社コロンバン チョコクッキー試食・販売 

45 
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 
展示 

46 特定非営利法人ハンガー・フリー・ワールド 展示、資料配布 

47 萌愛調理師専門学校 飾り切り 

48 中野区フリー活動栄養士会 展示、塩分摂取量チェック 

49 NPO法人大豆 100粒運動を支える会 展示、試食 

50 （株）ヴァンクール 蒸しパン試食、展示 

51 東京都養蜂協会 展示、試食 

52 東京南部生協 展示、販売 

53 ジョイファーム 
写真・レシピ展示、おやつの試食・販売、

野菜販売 

54 東京都菓子工業組合 
展示、かりんとう・揚げせんべいの試食・

販売 

55 
日本女子大学栄養学研究室 NPO 法人わかみや

クラブ 
クイズ、展示 

56 株式会社メルカード東京農大 展示 

57 株式会社群洋社 教材展示、ワークショップ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58 東京都生活協同組合連合会 
ＤＶＤ放映、小冊子配布、削り節体験、展

示、放射能測定器展示、米・ジュース配布 

59 渋谷みつばちプロジェクト 
はちみつ試食、菓子販売、ワークショップ、

展示 

60 一般社団法人全国削節工業協会 展示、アンケート 

61 一般社団法人 日本鰹節協会 ＤＶＤ放映、小冊子配布、削り節体験 

62 産直の東都生協 ジュース、プリンの試飲・試食 

63 一般財団法人 製粉振興会 展示、資料配布 

64 一社）日本即席食品工業協会 展示、クイズ、袋めんプレゼント 

65 筑波大学附属学校食育推進部会 展示、クイズ、ワークショップ 

66 三信化工株式会社 展示、ワークショップ 

67 築地魚がし倶楽部 展示、資料配布、たこやき販売 

68 公益社団法人 東京都栄養士会 展示、相談ブース 

69 公益財団法人東京都農林水産振興財団 
クイズ、景品（レトルトカレー、焼き菓子、

ドレッシング等） 

70 東京都 食育に関するパネル等の展示 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主催者あいさつ 原宿側の入口 

特設ステージのプログラムを観る方々 特設ステージのプログラムを観る方々 

特設ステージでの TOKYO Xの調理・試食 試食で提供された TOKYO Xの豚汁 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会場の様子 会場の様子 

出展者ブースの様子 東京都ブースの様子 

ひよことの触れ合いコーナー トラクタの体験乗車 



 

 


