
別紙1

重点地域名 会社（路線） 数量等 広告内容 期間

さいたま市 国際興業バス 9台 ラッピングバス 9/1～2/末

国際興業バス 230枚 額面ポスター 10/1～12/31

世田谷区 東急世田谷線 1編成 ラッピング電車 9/1～2/末

東急世田谷線 40枚 まど上ワイドポスター 9/1～2/末

東急線世田谷区内駅 20駅 駅貼りポスター（Ｂ1） 10/1～10/末

高槻市 高槻市営バス 5台 ラッピングバス 9/1～2/末

高槻市営バス 190枚 額面ポスター 10/1～12/31

福岡市 西鉄大牟田線・大宰府線・甘木線 220枚 ドア横ポスター 10/1～10/31

西鉄大牟田線・大宰府線・甘木線 220枚 ドア横ポスター 1/1～1/31〔予定〕

福岡市営地下鉄 224枚 まど上シングルポスター 10/1～10/31

福岡市営地下鉄 224枚 まど上ワイドポスター 1/1～1/31〔予定〕

西鉄バス 75台 路線バス外側看板 10/1～12/31

※変更になる可能性もあります。

交通広告内容と掲載期間「優香バージョン/アナタのコマは、回ってる？」　　　　　　　　　　　



別紙2

重点地域名 媒体名 区分 掲載時期

さいたま市 Ｌ25 週刊 10/4号,10/11号,10/18号,10/25号<4週連続>

世田谷区 みどり新聞 月刊 10月号・1月号〔予定〕

高槻市 QuiCooking（タブロイド版） 月刊 10月号（9/25発行）・1月号〔12/25発行予定〕

みどり新聞 月刊 10月号・1月号〔予定〕

福岡市 QuiCooking（タブロイド版） 月刊 10月号（9/25発行）・1月号〔12/25発行予定〕

シティ情報ふくおかCLASS 月刊誌 9/25発売号・12/25発売号〔予定〕

※変更になる可能性もあります。

雑誌広告内容と掲載期間　　　　　　　　



別紙3-1

「食事バランスガイド」キャンペーン2007スケジュール①（主要関連イベント）

日時 イベント 主催・実施団体 実施場所 「食事バランスガイド」キャンペーン概要 一般参加 問いあわせ先

さいたま市10/14
10時～15時

さいたま市健康フェア さいたま市健康フェア実行委員
会

さいたまスーパーアリーナ1階
(展示ホール）

「食事バランスガイド」を使った食生活栄養相談（地域活
動栄養士会）/「食事バランスガイド」リーフレットを使った
メタボリックシンドローム啓発 ○

関連URL

11/10～11/11 五峯祭（国際学院埼玉短期大
学）

国際埼玉短期大学 国際埼玉短期大学 みんなでチャレンジ！「食事バランスガイド」体験～健康
栄養学科学生チーム運営～

○

関連URL

11/17～18 さいたま市農業祭 さいたま市農業祭実行委員会 さいたま市市民の森（見沼グ
リーンセンター）

1日の食生活を「食事バランスガイド」体験ソフトでチェッ
ク！

○

さいたま市農政課
TEL　048-829-1378

世田谷区 10/13
11時～19時

健康づくりアクションフォーラム 世田谷区保健所健康企画課 三茶しゃれなーど(世田谷区役
所第三庁舎/三軒茶屋）

「ちょっと調べてみる」コーナーの中で、1日の食生活を
「食事バランスガイド」体験ソフトでチェック！

○

関連ＵＲＬ

11/4 東京農大クッキングサミット表
彰式

東京農業大学・ロイヤル㈱産学
連携事業プロジェクトＡ運営委
員会

東京農業大学
「食と農」の博物館

東京農大に在学する日本人学生、国際留学生が食育の
大切さの視点で考えた理想的な創作料理コンテストの表
彰式で「食事バランスガイド」をアピール ○

関連ＵＲＬ

11/10 昭和女子大学秋桜祭 昭和女子大学 昭和女子大学 学園祭に登場するクッキングカーと連係し、「食事バラン
スガイド」の冊子を活用した普及・啓発

○

にっぽん食育推進委
託事業事務局へ

11/16～11/18 東京都食育フェア 東京都 東京農業大学
「食と農」の博物館

食に関する活動に取り組んでいる団体がネットワークを
形成し、よりよい食の環境づくりを目指す。

○

にっぽん食育推進委
託事業事務局へ

高槻市 10/21
10時～16時

高槻市食育フェア 高槻市 高槻市立桃園小学校 長州小力を中心に西口プロレスによる｢食事バランスガ
イド」プロレス
親子で遊ぼう～「食事バランスガイド」じゃんぼかるた登
場～

○

関連ＵＲＬ

11/11 高槻市農林業祭 高槻市農林業菜実行委員会 高槻市城跡公園 「食事バランスガイド」リーフレット配布による普及・啓発

○
高槻市農林振興室
072-674-7402

福岡市 10/1～10/5
7時～10時

福岡・朝カフェ2007 福岡・朝の魅力向上実行委員
会事務局

天神周辺 朝・カフェで朝ごはんの大切さをパソコンを使った「食事
バランスガイド」体験を通じて理解してもらう。～福岡女
子大学食育支援プロジェクト～ ○

関連ＵＲＬ

10/6
13時～15時30分

福岡市健康づくりセンター市民
公開講座

財団法人福岡健康づくり財団、
福岡市、読売新聞西部本社

あいれふホール１０階 「食事バランスガイドで食育推進！」等をテーマに「食と
健康」を考える講演会とパネルディスカッション 応募多数

につき締切
り

福岡市健康づくりセン
ター
TEL　092-751-7778



日時 イベント 主催・実施団体 実施場所 「食事バランスガイド」キャンペーン概要 一般参加 問いあわせ先

10/17～19 福岡市商工会健康診断 福岡市商工会 福岡市商工会議所周辺 「食事バランスガイド」を使った食生活栄養診断～福岡
市食生活改善推進員協議会～ 一般参加

不可

にっぽん食育推進委
託事業事務局へ

10/26～10/28 福岡市健康・食育キャンペーン 福岡市・福岡市健康づくり財
団・健康21福岡市計画推進会
議

天神地下街北側 「食事バランスガイド」の活用や栄養相談、スタンプラリー
などのコーナー

○

http：//www.f-
kenko21.com

10/28 親子料理教室・「顔の見える関
係づくり」意見交換会

九州農政局　福岡農政事務所 市婦人会館（あいれふ） 「どう伝える？子どもたちへの食育」をテーマに、小学生
とその保護者を対象にした料理教室と食育に携わる団
体・関係機関などの代表者によるパネルディスカッション ○

福岡農政事務所　消
費生活課
TEL092-281-8261

11/1～4 並木フェスタ （福岡市都市整備局都市開発
部）

千早駅前並木広場 「食事バランスガイド」リーフレット配布とキッチンカーによ
る食育イベント（11/4）

○

福岡市都市開発部
開発事業課
TEL　092-711-4426

11/3 福岡工業大学学園祭 福岡工業大学学園祭実行委員
会

福岡工業大学 ＦＥＥＬ（福岡県栄養士会福岡支部の活動グループ）と学
生の連携による「食事バランスガイド」の普及・啓発

○

にっぽん食育推進委
託事業事務局へ

11/4 健康と食生活を考えるフォーラ
ム

福岡県ごはん食推進委員会 朝日生命ホール 「親子で実践、正しい食生活」をテーマに、朝ごはんの大
切さを未就学児、小中学生の親子に発信。

○

関連URL

11/17～18 福岡県農林水産まつり 福岡県農林水産まつり運営委
員会

天神中央公園 食事バランスガイド」体験（西部ガス・キッチンカー登場）
～福岡女子大学食育支援プロジェクト～

○
福岡県農政部生産流
通課
TEL　092-643-3486

11/17 九州地域食育推進フォーラム 九州農政局 福岡市婦人会館（あいれふ） 「あなたの食事大丈夫！」をテーマにした講演会（早渕仁
美教授）、関連パネルディスカッション

○
九州農政局　消費生
活課
096-353-3561

常設 「食事バランスガイド」常設体験
施設

財団法人福岡市健康づくり財
団

福岡市健康づくりセンター2Ｆ
「ウエルネスレストラン」（あいれ
ふ）

07年9月より、フードモデルを使って自分でメニューを組
み立てる「ウエルネスレストラン」を「食事バランスガイド」
体験拠点としてリニュアール。各種イベント、料理教室等
も開催。

○
福岡市健康づくりセン
ター
TEL　092-751-7778

※注　スケジュールは追加・変更等する場合があります。 ※にっぽん食育推進委託事業事務局(03-3585-1144)　連絡先　　Eメール：info-shoku@mail.ruralnet.or.jp
（（社）農山漁村文化協会）



別紙3-2

「食事バランスガイド」キャンペーン2007スケジュール②（主要関連講習会等）

重点地域名 日時 教室･講座 実施主体 実施場所 「食事バランスガイド」キャンペーン概要 参加対象者 問い合わせ先

さいたま市 10/14
10時30分～14時

女性農業者が教える地元農産
物を使った料理教室と｢食事バ
ランスガイド｣体験

さいたま市農政課 プラザイースト

10/17

〃

さいたま市農政課 与野本町コミニティセン
ター

10/21

〃

さいたま市農政課 見沼グリーンセンター

11/22

〃

さいたま市農政課 片柳コミニティセンター

11/29

〃

さいたま市農政課 見沼グリーンセンター

12/4

〃

さいたま市農政課 岩槻区南部公民館

12/12

〃

さいたま市農政課 プラザイースト

10/2 農業体験施設主宰者が教える
料理教室と｢食事バランスガイ
ド」体験

ファームインさぎ山 岩槻区南部公民館

10/9

〃

ファームインさぎ山 緑区大里公民館

10/13

〃

ファームインさぎ山 ファームインさぎ山

11/7

〃

ファームインさぎ山 さいたま市青少年野外
活動センター

11/10

〃

ファームインさぎ山 ファームインさぎ山

12/8

〃

ファームインさぎ山 ファームインさぎ山

12/18

〃

ファームインさぎ山 未定

12/24

〃

ファームインさぎ山 未定

一般募集なし

さいたま市農政課
048-829-1376

農業体験で収穫した農産物を使った料理実習を中心
に、季節ならではの農産物を使った加工品（みそ作りな
ど）作り体験も企画。「食事バランスガイド」を作った料理
と絡めて学習する。

さいたま市の女性農業者が、さいたま市産の農産物を
使った料理を教えた後、実習した料理と「食事バランスガ
イド」を絡め、実際にコマをぬる「食事バランスガイド」体
験会。加えて「海のないさいたま」に首都圏近隣の女性
漁業者がゲストで登場し、｢お魚さばき方教室」も同時に
実施する。

さいたま市民対象

にっぽん食育推進委
託事業事務局へ



重点地域名 日時 教室･講座 実施主体 実施場所 「食事バランスガイド」キャンペーン概要 参加対象者 問い合わせ先

世田谷区 10/21 『せたがやそだち』の農産物を
使って料理研究家が教える家庭
料理と「食事バランスガイド」

世田谷区 世田谷区鎌田区民セ
ンター

世田谷在住の料理研究家が「せたがやどだち」の野菜を
使った料理実習と絡めて「食事バランスガイド」を学習す
る。料理実習後に、使った農産物の畑に行き生産者のお
話を聞く

一般募集なし にっぽん食育推進
委託事業事務局

高槻市 10/8 孫世代と一緒にクッキング３世
代「食育」講座

高槻市健康部保健所

10/14

〃

高槻市健康部保健所 五領公民館

10/28

〃

高槻市健康部保健所 玉川牧田コミニティセン
ター

11/4

〃

高槻市健康部保健所 堤コミニティセンター

11/11

〃

高槻市健康部保健所 冠コミニティセンター

11/18

〃

高槻市健康部保健所 三箇牧コミニティセン
ター

11/23

〃

高槻市健康部保健所 春日ふれあい文化セン
ター

11/25

〃

高槻市健康部保健所 寿栄コミニティセンター

12/2

〃

高槻市健康部保健所 今城塚公民館

12/9

〃

高槻市健康部保健所 南大冠公民館

12/16

〃

高槻市健康部保健所 阿武野コミニティセン
ター

12/23

〃

高槻市健康部保健所 清水コミニティセンター

12/24

〃

高槻市健康部保健所 柳川コミニティセンター

10/14

〃

高槻市健康部保健所

10/11 地域で交流　食育講座！～今
夜のおかずから明日のお弁当
まで～

高槻市健康部保健所 堤コミュニティセンター

高槻市保健センター
072-661-9100高槻市民対象

祖父母世代と孫世代で一緒に参加し、おばあちゃんの知
恵を教えてもらう料理教室。料理を食べた後に、子ども
達はシールを使い「食事バランスガイド」体験をする。



重点地域名 日時 教室･講座 実施主体 実施場所 「食事バランスガイド」キャンペーン概要 参加対象者 問い合わせ先

10/22

〃

高槻市健康部保健所 磐手公民館

11/12

〃

高槻市健康部保健所 女瀬川コミュニティセン
ター

11/13

〃

高槻市健康部保健所 女瀬川コミュニティセン
ター

11/20

〃

高槻市健康部保健所 桂本小学校

福岡市 10/6  福岡とれたて野菜クッキング教
室（第１回）

福岡市農畜産物消費
拡大推進協議会

ＪＡ福岡市「博多じょう
もんさん・旬菜キッチ
ン」

11/2 福岡とれたて野菜クッキング教
室（第２回）

福岡市農畜産物消費
拡大推進協議会

ＪＡ福岡市「博多じょう
もんさん・旬菜キッチ
ン」

12/12 福岡とれたて野菜クッキング教
室（第3回）

福岡市農畜産物消費
拡大推進協議会

ＪＡ福岡市「博多じょう
もんさん・旬菜キッチ
ン」

1/25 福岡とれたて野菜クッキング教
室（第4回）

福岡市農畜産物消費
拡大推進協議会

ＪＡ福岡東部管内

12/15 お魚料理教室 福岡市漁業協同組合 あいれふ調理室 市漁業協同組合、県漁協女性部協議会、県健康づくりセ
ンターによる　｢お魚料理教室」後、ウエルネスレストラン
でメニューを組み立てる「食事バランスガイド」体験。

福岡市内居住また
は市内に通勤する
人

福岡市漁業協同組合
TEL　092-734-0527

※注　スケジュールは追加・変更等する場合があります。
◆その他①　さいたま市、高槻市、福岡市で食生活改善推進員による料理教室が複数回開催予定です。

◆その他②　4地区の学校で「食事バランスガイド」関連授業、PTA学習会等多数実施予定です。

福岡市農林部農業振
興課
092-711-4852

※にっぽん食育推進委託事業事務局(03-3585-1144)　連絡先　　Eメール：info-shoku@mail.ruralnet.or.jp
（（社）農山漁村文化協会）

高槻市民対象
高槻市保健センタ-
072-661-9100

福岡市内居住または
市内に通勤する人

幼稚園児の親と、その親世代（＝おばあちゃん）の2世代
で参加する料理教室。料理を試食した後で、実際にコマ
をぬりつぶす、「食事バランスガイド」体験

産地見学、福岡市産のとれたての新鮮な野菜を使った
料理教室を絡めて「食事バランスガイド」を身近に学ぶ。


