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―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
★★★　今月のもくじ　★★★
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
▽注目情報
　■「第1回 全国子ども和食王選手権」の開催及び参加者の募集について　《再掲》
　■「第1回 全国子ども和食王選手権」北陸ブロック地区予選 観覧者募集開始！！
　■「もったいないを見直そう～食品ロス削減シンポジウム～」参加者募集について
　■食育月間における「都道府県の取組」のホームページ掲載について（農林水産省）
　■平成28年度都道府県等栄養施策担当者会議資料について　(厚生労働省)
　■農林水産省広報誌「ａｆｆ（あふ）」9月号のお知らせ

▽事務局からのお知らせ
　■平成28年度「食育ネットほくりく」交流会(富山・福井)の開催について
　■地理的表示(GI)の登録について

▽震災に関する情報について
▽「消費者の部屋」の展示について

▽会員の皆様からのお知らせ
　■名称募集！ いしかわの新しいお米 「石川65号」！（10月31日まで）
　■富山市で「富山八百屋塾」を開催（9月24日）
　■福井市で「第7回食育フェスティバル
　　　　　　　『たべまるちゃんと福井の食を楽しもう！』」を開催（10月2日）
　■坂井市で「坂井市健康食育フェスタ2016」を開催（10月10日）
　■新潟市で「キッズキッチンの味覚の授業」を開催（10月30日）

▽イベント案内

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
▽注目情報
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■「第1回 全国子ども和食王選手権」の開催及び参加者の募集について　《再掲》

　農林水産省は、日本の伝統的な食文化である「和食」やふるさとの「郷土料理」
に対して、子どもたちの強い関心と理解を育むことを目的に「第1回 全国子ども和
食王選手権」を開催し、参加する小学生を募集します。

　◇募集部門及び応募企画：(1)お絵かき部門‥小学校1年生から3年生対象
　　　　　　　　　　　　  (2)和食王部門‥‥小学校4年生から6年生対象
　◇募集締切：(1)10月11日(火曜日)、(2)9月30日(金曜日）当日消印有効
　◇和食王地方予選：10月下旬～11月上旬　※全国8ブロックで開催！！
　◇全国大会：11月20日(日曜日）13時30分～16時（予定）

　※応募方法等詳細については、農林水産省ホームページをご覧下さい。
　　http://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/wasyoku/160801.html

　　◇　◇　◇　◇　◇　◇　◇　◇　◇　◇　◇　◇　◇　◇　◇　◇　◇

■「第1回 全国子ども和食王選手権」北陸ブロック地区予選 観覧者募集開始！！

　全国子ども和食王選手権、北陸予選が開催されます。
　北陸にふさわしい代表をみんなの手で全国大会に送り出そう！
 （第１部発表「私の和食」で審査得点の２割程度が観客投票となります)

　◇日時：11月6日（日曜日）13時30分～16時30分（会場受付：13時00分）
　◇場所：しいのき迎賓館 ガーデンルーム（金沢市広坂2-1-1）



　◇定員：100名（参加費無料：先着順）

　※WEB申込及び詳細については、和食王特設ホームページをご覧下さい。
　　http://www.washoking.com/viewing.html

…………………………………………………………………………………………………
■「もったいないを見直そう～食品ロス削減シンポジウム～」参加者募集について

　農林水産省は、消費者庁、環境省と共同で、10月28日(金曜日)にイイノホール＆
カンファレンスセンターRoom A（東京都千代田区）において「もったいないを見直
そう～食品ロス削減シンポジウム～」を開催します。
「食品ロス」を通して食に関する問題を皆さんとともに考え、行動していくための
シンポジウムとなっています。

　◇日時：10月28日(金曜日)13時30分～16時00分（受付13時～）
　◇場所：イイノホール&カンファレンスセンター Room A（千代田区内幸町2-1-1）
　◇申込締切：10月21日(金曜日）12時00分必着（先着順。定員になり次第締切ます）

　※内容及び申込方法等詳細については、農林水産省ホームページをご覧下さい。
　　http://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/kankyoi/160915.html

…………………………………………………………………………………………………
■食育月間における「都道府県の取組」のホームページ掲載について（農林水産省）

　６月の食育月間に各都道府県で行われた取組について、ホームページに掲載しま
したのでお知らせします。

　※詳細については、農林水産省ホームページをご覧下さい。
　　http://www.maff.go.jp/j/syokuiku/gekkan/torikumi.html

…………………………………………………………………………………………………
■平成28年度都道府県等栄養施策担当者会議資料について　(厚生労働省)

　厚生労働省は、8月5日に「都道府県等栄養施策担当者会議」会議を開催しました。
ホームページに資料が掲載されていますのでお知らせします。
　★「栄養施策の動向について」「日本の小中学生の食事状況調査結果」ほか
 
　※詳細については、厚生労働省ホームページをご覧下さい。
　　http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000132933.html

…………………………………………………………………………………………………
■農林水産省広報誌「ａｆｆ（あふ）」9月号のお知らせ

　「ａｆｆ(あふ)」は、agriculture(農業)＋forestry(林業)＋fisheries(漁業・水
産業)の頭文字をとったタイトルの月刊誌です。食育、森林づくり、魚食事情など、
身近なテーマで農林水産行政をわかりやすく解説しています。

　平成28年9月号は、「ニッポン麺探訪」第5回：へぎそば［新潟県］、特集1「非常
食」、特集2「工場見学」、今月の農林水産大臣賞 vol.5　東日本大震災からの復興
へ新たな希望 石臼で練り上げるかまぼこ：株式会社直江商店（宮城県）、「MAFF 
TOPICS」あふラボ：介護食の世界を変えた凍結含浸法(とうけつがんしんほう)‥など
を取りあげています。

　※詳細については、農林水産省ホームページをご覧ください。
　　http://www.maff.go.jp/j/pr/aff/index.html

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
▽事務局からのお知らせ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■平成28年度「食育ネットほくりく」交流会(富山・福井)の開催について

　北陸農政局では、「食育ネットほくりく」会員への情報提供や交流の場として、
管内各県の会員等を対象とした交流会を実施しています。
　今回は、地域の食育を推進していくことを目的として、「つなぐ・ひろげる・食
育の“わ”」を共通テーマに富山・福井県において開催いたします。



　両県の会員様には、近日中に案内を送付いたしますので、ぜひ、ご参加ください。

　◇開催日時・場所・講演テーマ及び講演者

　【富山】平成28年11月16日（水曜日）13時30分～15時30分
　　　　　北陸農政局富山県拠点 4階会議室(富山市牛島新町11-7 富山地方合同庁舎）
　　　　　★『食育の祖　石塚左玄に学ぶ』
　　　　　　　　ＮＰＯ法人フードヘルス石塚左玄塾 理事長　岩佐勢市 氏

　【福井】平成28年10月18日（火曜日）13時30分～15時30分
　　　　　北陸農政局福井県拠点 2階会議室(福井市日之出3-14-15 福井地方合同庁舎)
　　　　　★『北陸の食文化・次世代に伝えたいもの』
　　　　　　　　金沢学院短期大学食物栄養学科教授・
　　　　　　　　　富山県栄養士会 会長　　原田澄子 氏

≪お問い合わせ先≫
　北陸農政局 経営・事業支援部 地域食品課
　　担当：課長補佐（食育推進）石川、食育推進係　岩田
　　ダイヤルイン：076-232-4890　FAX：076-232-4178

…………………………………………………………………………………………………
■地理的表示(GI)の登録について

　農林水産省は、平成28年9月7日に特定農林水産物等の名称の保護に関する法律
(地理的表示法)に基づき次の地理的表示を登録したので、お知らせします。

　◇登録された産品

　　▽登録番号　  第15号　谷田部ねぎ
 　　　生産地　　　福井県小浜市谷田部 
　 　　生産者団体　谷田部ねぎ生産組合

　　▽登録番号　  第16号　山内かぶら
 　　　生産地　　　福井県三方上中郡若狭町山内
　 　　生産者団体　山内かぶらちゃんの会

　　▽登録番号　  第17号　加賀丸いも
 　　　生産地　　　石川県能美市及び石川県小松市(高堂町、野田町、一針町)
　 　　生産者団体　南加賀地区丸いも生産協議会

　なお、本情報は地理的表示保護制度のホームページに公示された内容について、
その概略をお伝えするものです。ホームページに掲載された内容が正式な公示内容
となりますので、必ずホームページを確認いただきますようお願いいたします。

　※地理的表示(GI)保護制度 ～登録産品一覧～（農林水産省ホームページ）
　　http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/register/index.html

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
▽震災に関する情報について
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
  農林水産省における震災に関する情報を随時更新しています。

■東日本大震災に関する情報
　　http://www.maff.go.jp/j/kanbo/joho/saigai/index.html

■「平成28年(2016年)熊本地震」に関する情報
　　http://www.maff.go.jp/j/saigai/zisin/160414/kumamoto/index.html

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
▽「消費者の部屋」の展示について
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
　北陸農政局では、消費者の皆さんとのコミュニケーションを深めるため「消費者
の部屋」を設け、農林水産行政や食生活などに関する情報の提供や展示、消費者相
談などを行っています。お気軽にお立ち寄りください。



■9月のテーマ展示（金沢広坂合同庁舎1Ｆ：金沢市広坂2-2-60）

　☆9月1日～9月30日
　　『牛や米、食品のトレーサビリティについて』
　　　　牛や米、食品のトレーサビリティの制度・仕組みについて紹介します。

■10月のテーマ展示（金沢広坂合同庁舎1Ｆ：金沢市広坂2-2-60）

　☆10月3日～10月31日
　　『統計でみる北陸の農林水産業』
　　　　10月18日の「統計の日」にあわせ、「統計でみる北陸の農林水産業」につ
　　　いて紹介します。

　※開室時間：月曜日～金曜日：9時～17時（祝祭日及び年末年始は除く）
　※詳しい内容については、北陸農政局ホームページをご覧ください。
　　http://www.maff.go.jp/hokuriku/safe/consumer/snnai_f.html

≪お問い合わせ先≫
　北陸農政局 消費・安全部 消費生活課
　　担当：消費者行政専門官
　　代表：076-263-2161（内線3716）
　　ダイヤルイン：076-232-4227　FAX：076-261-9523

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
▽会員の皆様からのお知らせ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■名称募集！ いしかわの新しいお米 「石川65号」！（10月31日まで）

　石川県農林総合研究センターで育成したお米の新品種が、平成29年の秋にデビュー
します！ みなさんに愛され、親しまれるようなステキな名称を募集します。

　☆以下の会場で新品種「石川65号」の試食ができますので、ぜひお立ち寄り下さい。
　　・9月24日（土曜日）～9月25日（日曜日）  おかわり！ごはんフェスタ2016
　　　場所：産業展示館2号館　時間：10時00分～16時00分（予定）
　　・10月2日（日曜日）  おにぎりの日
　　　場所：金沢駅もてなしドーム地下広場　時間：10時00分～14時00分
　　・10月15日（土曜日）～10月16日（日曜日）  石川の農林漁業まつり
　　　場所：産業展示館　時間：15日9時30分～16時00分、16日9時00分～16時00分

　◇応募資格：個人・団体を問わずどなたでも応募できます
　◇募集期間：9月1日（木曜日）～10月31日（月曜日）
　◇応募方法：インターネット応募フォーム、メール、はがき

　※応募方法等詳細については、石川県ホームページをご覧下さい。
　http://www.pref.ishikawa.lg.jp/nousan/65go/

　お問合せは、石川県 農林水産部 生産流通課（電話：076-225-1621）

…………………………………………………………………………………………………
■富山市で「富山八百屋塾」を開催（9月24日）
 
　野菜と果物についての講演会です。市場関係者、一般消費者、どなたでも自由に
参加できます。富山市公設地方卸売市場正門にて『八百屋塾に参加』で入場できます。
参加費無料ですので、ぜひお越しください♪

　◇日時：9月24日（土曜日）7時～8時  
　◇場所：富山中央青果(株)１階ジャンボせり台（富山市掛尾町500）
　◇内容：◆野菜：ホクト株式会社　協賛
　　　　　　　　『霜降りひらたけ・ぶなしめじ・エリンギについて』
　　　　　◆果物：本田 幸弘 氏
　　　　　　　　『巨峰・甲斐路・シャインマスカットについて』
　　　　　◆プチ情報：島林 寛　八百屋塾塾長
　　　　　　　　『野菜、果物の抗酸化力』

　お問合せは、富山八百屋塾（富山青果物商業協同組合　電話：076-495-2488）



■福井市で「第7回食育フェスティバル『たべまるちゃんと福井の食を楽しもう！』」
　を開催（10月2日）

　今年6月に、福井市の『食育の輪』を市民のみなさんと広めていくための、食育
マスコットキャラクター「ふくい たべまるちゃん」が決定しました。
　そこで、第7回食育フェスティバルは『たべまるちゃんと福井の食を楽しもう！』
をテーマに、ご家族で、またご友人と一緒に、福井の食を知って、学んで、食べて、
楽しむ食のイベントを開催します。皆様のご来場をお待ちしています♪

　◇日時：10月2日（日曜日）10時00分～16時00分
　◇場所：アップルロード（福井市中央１丁目　まちフェス会場内）

　※詳細については、福井市農政企画室ホームページをご覧ください。
　　http://www.city.fukui.lg.jp/sigoto/nourin/syokuiku/7shyokufes.html

　お問合せは、ふくい食育市民ネットワーク事務局（電話：0776-20-5420）

…………………………………………………………………………………………………
■坂井市で「坂井市健康食育フェスタ2016」を開催（10月10日）

　食と健康についての楽しくてためになるイベントです。今年は市民スポーツ祭を
同時開催ですので、運動にも親しみ、健康づくりを体験できる1日を過ごしてみませ
んか。イベント内容は、食育関連ブースでの食育体験、地元食材の試食販売、パネ
ル展示、食育フォーラム(参加者募集中：要申込)、図画ポスターコンクール作品展
示、無料健康チェックコーナー、健康診査・がん検診　など。

　◇日時：10月10日（月曜日・祝日）10時00分～16時00分
　◇場所：ハートピア春江（坂井市春江町西太郎丸15-22）、
　　　　　春江体育館（坂井市春江町西太郎丸12-14）
　◇フォーラム申込：下記ホームページ内の申込書にてお申込みください

　※坂井市健康食育フェスタ2016チラシ及びフォーラム申込書については、
　　坂井市ホームページをご覧ください。
　　https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/kenko-chojyu/kenko/kenko/kenko-toshi/kenkousyoku
ikufesuta.html

　お問合せは、坂井市健康長寿課(健康増進)（電話：0776-50-3067）

…………………………………………………………………………………………………
■新潟市で「キッズキッチンの味覚の授業」を開催(10月30日）

　子供だけで調理してみよう♪　(※保護者は要見学です)
　内容及びメニューは、味覚体験（五味）、鶏の照り焼き、野菜の甘酢漬け、お吸い物、新
米ご飯 です。講師は田中稔子さんです。

　◇日時：10月30日（日曜日）10時00分～12時30分
　◇場所：新潟市食育・花育センター(新潟市中央区清五郎401番地)
　◇定員：小学校1～4年生20名（多数時抽選。当選者に9月29日までに案内文を送付）
　◇参加費：1,000円
　◇申込期間：9月21日（水曜日）まで
　◇申込方法：締切日までに、新潟市役所コールセンター（電話：025-243-4894）
　　　　　　　またはインターネットのいずれかでお申し込みください

　※そのほかにも多数の教室があります。各教室の詳細については、新潟市ホーム
　　ページをご覧ください。
　　http://www.city.niigata.lg.jp/business/shoku_hana/ffcenter/event/koza.html

　お申込み・お問合せは、新潟市役所コールセンター（電話：025-243-4894）

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
▽イベント案内
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
　北陸各県で行われる、食育イベントを紹介しています。
　イベントの詳細については、農政局ＨＰ（下記ＵＲＬ）をご覧下さい。



  
 　http://www.maff.go.jp/hokuriku/safe/shokuiku/event.html

 （食育イベントは毎月10日頃と25日頃に更新しています。）

△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△
＜編集後記＞
　先日、食品ロスを減らすためには「ドギーバッグ」の普及を進めるといいのでは
ないか？‥という趣旨の記事を読みました。確かに、外食をした際に残ってしまっ
た料理は廃棄されてしまうので、持って帰ることができたらどんなにいいかと思い、
以前、いくつかのお店に聞いてみたことがあります。大抵は「食品ロスを減らすた
めにも、持って帰ることは良いことだと思う。だけど、このご時勢、持って帰った
食品で食中毒にでもなったら、お店の死活問題になってしまうのでお断りしていま
す」との答えが返ってきます(たまに「自己責任で！」と、折りをくれるお店も‥)。
そんな理由もあって、お持ち帰りが叶わないので、気合を入れて食べ尽くすワタシ。
日本の食品ロス(年間約632万トン)は、世界全体の食料援助量の約２倍にもなるとい
います。食品ロスを一気に減らすことは難しいですが、一人ひとりが「もったいな
い」を意識することで、少しずつ変わっていくのでしょうね。まずは、自分ができ
ることから始めてみようかな。おかずをきちんと食べきる！買い物は冷蔵庫をチェ
ックしてから！‥とか(^o^)☆
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《しょくママ》　
○―――――――――――――――――――――――――――――――――――○
｜   皆様が取り組まれている「食」に関する活動や今後のイベント予定等を　 ｜
｜  ご紹介いたします。また、皆様からのご意見・ご質問等も受け付けていま　｜
｜　すので、食育ネットほくりく事務局あてお寄せ願います。　　　　　　　　｜
｜　　　　                                                              ｜
｜    イベント等の情報をお寄せいただく場合は、様式は問いませんが、　  　｜
｜　「イベント名」「主催者」「開催日時」「開催場所」等を明記願います。　｜
｜                                                                      ｜
｜  食育ネットほくりく事務局【北陸農政局 経営・事業支援部 地域食品課】　｜
｜　　　〒920-8566 石川県金沢市広坂2-2-60（金沢広坂合同庁舎）  　　　　 ｜
｜　　  電話：076-232-4890   FAX:076-232-4178                           ｜
｜                                                                      ｜
｜   北陸農政局ホームページ                                             ｜
｜　　 http://www.maff.go.jp/hokuriku/　　　　　　　　　　　　　　　　　｜
｜　【配信先変更および配信中止の手続きについてはこちらをご覧ください】　｜
｜　 　http://www.maff.go.jp/j/pr/e-mag/index.html　　　　　　　　　　　｜
○―――――――――――――――――――――――――――――――――――○


