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―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
★★★　今月のもくじ　★★★
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
▽注目情報
　■「越後・謙信SAKEまつり2016」と連携した 北陸・地域産品魅力発信イベントの
　　開催について
　■「第1回 全国子ども和食王選手権」北陸ブロック地区予選 観覧者募集中！！
　■「こくさんたくさん週間」はじまります！
　■農林水産省広報誌「ａｆｆ（あふ）」10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)の開催について
　■「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」(第3回選定)の選定結果について
　■地理的表示(GI)の登録について　（北陸農政局管内５件目です！）

▽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
　■金沢市で「東原ふれあいフェア2016　～里山を食す～」を開催（10月22日）
　■富山市で「富山八百屋塾」を開催（10月29日）
　■小浜市で「季節の調理体験」を開催(11月15日、19日、21日） 

▽イベント案内

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
▽注目情報
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■「越後・謙信SAKEまつり2016」と連携した 北陸・地域産品魅力発信イベントの
　開催について

　農林水産省では、10月22日(土曜日)～10月23日(日曜日)に北陸4県の野菜、発酵食
品及びGI登録産品をはじめとした北陸地方の国産食材の魅力を紹介し、国産品への
理解増進を図ることを目的に、北陸・地域産品魅力発信イベントを開催します。
是非御参加ください。

　◆北陸地域：越後・謙信SAKEまつり 2016
　　◇日時：10月22日(土曜日)～23日(日曜日)
　　◇場所：新潟県上越市高田本町商店街

　※当日のスケジュールはこちら：「越後・謙信SAKEまつり2016」ホームページ
　　http://www.kenshinsake.com/

　※プレスリリースは、北陸農政局ホームページをご覧ください。
　　http://www.maff.go.jp/hokuriku/news/press/161014.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 観覧者募集中！！

　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

…………………………………………………………………………………………………
■「こくさんたくさん週間」はじまります！

　農林水産省では、国産農林水産物消費拡大に向けた国民運動「フード・アクショ
ン・ニッポン」の一環として、11月1日～15日を国産農林水産物の消費拡大週間「こ
くさんたくさん週間」としています。

　◇実施期間：平成28年11月1日(火曜日)～15日(火曜日)

　※詳細については、FOOD ACTION NIPPON ホームページをご覧ください。
　http://syokuryo.jp/kokusan-week/

…………………………………………………………………………………………………
■農林水産省広報誌「ａｆｆ（あふ）」10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10月号は、ニッポン麺探訪 第6回：水沢うどん(群馬県)、特集1「きのこ」、
特集2「森へ行こう」、今月の農林水産大臣賞 vol.6「百年の森林(もり)構想」から
生まれた六次産業化モデル 森と暮らしをつなぐ材木屋：株式会社西粟倉・森の学校
(岡山県)‥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)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”」をテーマに開催いたします。
　食育に興味のある方も講演を聴くことができますので、ぜひ、ご参加ください。

　◇日時：11月16日（水曜日）13時30分～15時30分
　◇場所：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）
　◇講演テーマ：『食育の祖　石塚左玄に学ぶ』
　　　　　講師：　ＮＰＯ法人フードヘルス石塚左玄塾 理事長　岩佐勢市 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

…………………………………………………………………………………………………
■「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」(第3回選定)の選定結果について

　内閣官房及び農林水産省では、「強い農林水産業」、「美しく活力ある農山漁村」
の実現に向けて、農山漁村の有するポテンシャルを引き出すことにより地域の活性
化、所得向上に取り組んでいる優良事例を選定し全国へ発信することとしています。 
　平成28年10月17日に、首相官邸において、第2回有識者懇談会を開催し、全国では
30地区、北陸農政局管内からは4地区が「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」(第3回
選定)として選定されました。
　今後の予定として、11月下旬頃にグランプリ及び特別賞が決定・発表されます。

　　◇農山漁村活性化の優良事例(北陸農政局管内)
　　　　・大地の芸術祭実行委員会（新潟県十日町市）
　　　　　　「大地の芸術祭の里」  
 



　　　　・シーフードカンパニー能水商店（新潟県糸魚川市）
　　　　　　「高校生水産会社で6次産業化にチャレンジ」 
　　　　・魚津漁業協同組合（富山県魚津市）
　　　　　　「魚津海業物語『おいしいお魚、まちおこし』」  
　　　　・ロハス越前（福井県越前市）
　　　　　　「日本一の伝統の技の宝庫を海外に発信」

　※詳細については、北陸農政局ホームページをご覧ください。
　http://www.maff.go.jp/hokuriku/news/press/161017.html

…………………………………………………………………………………………………
■地理的表示(GI)の登録について　（北陸農政局管内５件目です！）

　農林水産省は、平成28年10月12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20号　能登志賀ころ柿
 　　　生産地　　　石川県羽咋郡志賀町のうち昭和45年から平成17年までの旧志
　　　　　　　　   賀町区域
　 　　生産者団体　志賀農業協同組合

　　▽ほか、三島馬鈴薯(18号)、下関ふく(19号)、十勝川西長いも(21号)

　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。

■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。
■11月のテーマ展示（金沢広坂合同庁舎1Ｆ：金沢市広坂2-2-60）

　☆11月1日～11月30日
　　『ご存知ですか？北陸産の麦・大豆』
　　　　北陸における麦・大豆の生産動向、地場産の麦、大豆製品や機能性につい
      てパネル等で紹介します。

　※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
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■金沢市で「東原ふれあいフェア2016　～里山を食す～」を開催（10月22日）

　秋の里山を金沢市東原町で楽しみませんか？
「食」・「体験」・「響き」・「結ぶ」をテーマに「東原ふれあいフェア2016」を
開催します。　売り切れゴメン！収穫したての新鮮野菜も朝市で販売します。
 ぜひご家族で秋の東原に遊びにきてください。

　◇日時：10月22日（土曜日）10時00分～15時00分（雨天決行！）
　◇場所：金沢市東原町内一円

　※詳細については、NPO法人くくのち ホームページをご覧ください。
　http://kukunochi.or.jp/event/detail.php?id=86

　お問合せは、東原町会（Eメール：info@kukunochi.or.jp）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
…………………………………………………………………………………………………
■富山市で「富山八百屋塾」を開催（10月29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：10月29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：磯野 弘治 氏、野尻 幸二 氏、高橋 義典 氏
　　　　　　　　『富山県産野菜について』
　　　　　　　　　　大根、白菜、里芋、ネギ、かぶ、小松菜、水菜
　　　　　◆果物：高道 保彦 氏
　　　　　　　　『リンゴについて』
　　　　　　　　　　長野県産　シナノスウィート、青森県産　早生ふじ
　　　　　◆試飲：グリーンスムージーオフィシャルインストラクター
　　　　　　　　　　ベジフルビューティーアドバイザー　Megumi　さん
　　　　　　　　『季節のグリーンスムージーを味わう～秋編～』

　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）

…………………………………………………………………………………………………
■小浜市で「季節の調理体験」を開催(11月15日、19日、21日） 

　旬の食材を使った調理・試食を行う体験プログラムです。
　月ごとに設定したメニューを月3回開催しています。
　11月のテーマは「根菜＆きのこ」です。

　◇日時：(1)11月15日(火曜日)、(2)11月19日(土曜日)、(3)11月21日(月曜日)
          各日10時～ ※ 3回とも同じ内容です。ご都合の良い日をお選びください。
　◇場所：小浜市食文化館　キッチンスタジオ(小浜市川崎3丁目4番)
　◇定員：小学生以上(小学生は保護者同伴)各回30名（先着順）
　◇参加費：700円
　◇申込み：電話にて開催日の3日前までにお申し込みください

　お申込み・お問合せは、御食国若狭おばま食文化館（電話：0770-53-1000)



―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
▽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＞
　気がつけば、季節はすっかり秋。毎年この時期になると、北陸は秋の味覚がてん
こ盛り♪　皆さんはどんな秋の味覚が好きですか？
　当メルマガを長年ご愛読している方は、「また今年もこの話題か！」とお思いで
しょうが、私のこの時期一番のお楽しみは、11月６日のかに漁解禁(@_@)!! 昨年は
北陸新幹線効果で観光客にカニが大人気だったので、若干、お高くなっていました。
さて、今年はどんな感じなんでしょう？　北陸ではズワイガニのメスを「香箱がに」
と呼び、石川の冬の「味覚の女王」とされています。‥あれ？冬？　秋の味覚の話
じゃなかったっけ？　とにかく、この時期は新米やきのこ、農産物など、たくさん
の美味しいものがたくさんあります。イベント情報を参考にして、皆さんもおいし
い秋を見つけてみてくださいね(^o^)☆　私は香箱がにのために、早速ちょいデカ鍋
を仕入れてきました！　今年こそは、たくさん茹でるぞ～！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《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　　　　　　　　　　　｜
○―――――――――――――――――――――――――――――――――――○


