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ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

１．ひがしこうち香酸柑橘類研究会  

  「わが国におけるカンキツの起源と無核性ブンタンの育成」講演会の開催 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

高知県安芸市において、ひがしこうち香酸柑橘類研究会主催の講演会が開催されます。 

ご関心のある方は、是非ご参加されてください。 

 

日 時：令和５年１月 22 日（日） 14：00～16：00 

会 場：高知県安芸市 安芸市民会館大ホール 

入場料：無料（要事前申込） 

内 容(予定) 

・ひがしこうち香酸柑橘類研究会 香酸柑橘等の紹介 

副会長 千光士農園 千光士 尚史 氏 

・講演「わが国におけるカンキツの起源と無核性ブンタンの育成」 

京都大学名誉教授 京都先端科学大学特任教授 北島 宣氏 

 

〇ひがしこうち香酸柑橘類研究会 HP 

    https://ekochi-sumikan.opalh.jp/ 

〇講演会の詳細について 

   https://ekochi-sumikan.opalh.jp/?p=274 

 

 

 

https://ekochi-sumikan.opalh.jp/
https://ekochi-sumikan.opalh.jp/?p=274
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ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

２．農林水産省中国四国農政局 

  「食育推進セミナー～持続可能な食と環境を支える食育活動の実践に向けて～」の開催 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

第 4 次食育推進基本計画において、重点事項の一つに持続可能な食を支える食育の推進が掲げられ、健

全な食生活の基盤として持続可能な環境が不可欠であり、食育においても食を支える環境の持続に資する取

組を推進することとしています。 

 

当セミナーでは消費者が持続可能な食について自ら考え、判断し、消費行動やライフスタイルに結びつけるこ

とができるような食育活動のあり方について、事例発表とパネルディスカッションを実施し、セミナー参加者が考え、

共有することにより、各地域における食育活動の展開に役立てることを目的としています。 

 

日 時：令和 5 年 1 月 27 日（金）14 時 00 分～16 時 00 分 

会 場：NPD 貸会議室 岡山高島屋フロア A（岡山市北区錦町 1-5 タイムズ岡山タカシマヤ１階） 

       ※オンライン開催も併用（Zoom を使用） 

開催内容：（ 事例発表・パネルディスカッション ） 

         発表・パネリスト 

        （1）JA 東とくしま「食農交流拠点としての産直」 

               生活事業本部   産直推進局長   小川  貴士   氏 

（2）株式会社マルイ「マルイが目指す SDGs～実践事例を踏まえて～」 

                  常務取締役兼営業本部長   松田  和也   氏 

       （3）香川短期大学「地域の食育活動を通じた栄養士の養成」 

                  生活文化学科   教授   次田  一代   氏 

コーディネーター 

                株式会社バイトマーク   代表取締役   江草  聡美   氏 

参加費：無料（要事前申込） 

定 員：オンライン 先着 200 名、会場 先着 30 名 

  参加を希望される方は、以下の HP から申し込みをお願いします。  

  https://www.maff.go.jp/chushi/press/seikatsu/221215_6.html 

 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

３．農林水産省 【募集：基調講演】日本在住の食文化のエキスパートと和食文化の魅力を探る 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

 今年は、「和食」がユネスコ無形文化遺産に登録されて 10 周年を迎えます。 

この機会に、日本在住の食文化のエキスパートの方々との交流を通じて、一緒に和食文化の魅力を探り、継

承活動の未来や今後の展望について考えてみませんか。 

 

日時：令和５年１月 28 日（土）13：00～＠オンライン 

https://www.maff.go.jp/chushi/press/seikatsu/221215_6.html
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参加費：無料 

出演者：（パネリスト：エバレット・ケネディ・ブラウン/ナンシー・シングルトン・八須/ビヨン・ハイバーグ、サポー

ター：東四柳祥子、パネリスト兼ファシリテーター：大安喜一） 

※イベントの詳細、申込につきましては、以下からご確認ください。 

なお、和食文化継承活動の事例発表会を、基調講演後に併せて行います。 

https://www.pasonagroup.co.jp/news/index112.html?itemid=4557&dispmid=798 

 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

４．和食会議 シンポジウム 和食と健康 2023 初春 「お米」の魅力再発見など 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

 

開催日時：令和５年２月 20 日（月） 13:00～15:35（開場 12:30） 

会   場：千代田区神田練塀町３ 富士ソフト アキバプラザ６階 セミナールーム 1（定員 60 名） 

Zoom ウェビナー同時配信（定員 500 名） 

参加費  ： 無料 

締切日  ：令和５年２月 15 日（月）※但し定員で締め切り 

プログラム ： 

・研究発表Ⅰ 13:10～14:00 

「日本人の食生活と米～米を巡る最近の社会・研究動向～」 

講師：大坪 研一（新潟薬科大学 応用生命科学部特任教授） 

概要：米を巡る最近の社会情勢と技術開発例を紹介し、主食である米が、日本の食文 

化形成に貢献し、様々な米加工品が食生活に役立っていることを、研究例も含めて解説 

します。 

 

・研究発表Ⅱ 14:00～14:50 

「お米の新しい機能 ～タンパク質に潜む健康機能性～」 

講師：門脇 基二（新潟工科大学 副学長） 

概要：世界的に植物性タンパク質への大きな注目が集まる中、白米タンパク質や米糠タ 

ンパク質の中に健康機能性、脂質代謝・糖尿病・腎疾患・骨代謝などへの改善機能が潜 

んでいることを紹介します。 

 

・発表者によるパネルディスカッション 15:00～15:30 

コーディネータ：的場 輝佳  

一般社団法人和食文化国民会議代表理調査・研究部会 副部会長（奈良女子大学名 

誉教授） 

 

https://washokujapan.jp/symposium/ 

 

https://www.pasonagroup.co.jp/news/index112.html?itemid=4557&dispmid=798
https://washokujapan.jp/symposium/


- 4 - 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

５．中央味噌研究所 第 63 回全国味噌鑑評会の農林水産大臣賞受賞者の決定 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

 

一般社団法人中央味噌研究所では、毎年その年の“日本一の味噌”（農林水産大臣賞）を決定する「鑑

評会」を行っており、今年の審査会を実施いたしました。   

この「鑑評会」は、味噌の品質と技術の向上を目指すことを目的に始めたもので、今年で 63 回目となり、今回

も個性あふれる全国の力作味噌が出品されました。 

審査会では、全国の味噌の官能に優れた技術者や研究者で構成する審査員が、色、香り、味、組成のそれ

ぞれについて総合的に採点し、農林水産大臣賞、農林水産省大臣官房長賞、他各賞を決定いたしました。   

中国四国管内の受賞者を掲載しております。 

 

・農林水産大臣賞 6 点 

・農林水産省大臣官房長賞 15 点 

・全国味噌工業協同組合連合会会長賞 20 点 

   くらしき塩屋の甘口みそ  岡山県 株式会社 くらしき塩屋 

    麦味噌               岡山県 笹埜商店 笹埜典正 

・一般社団法人中央味噌研究所理事長賞 20 点 

    母さんの味 白みそ      広島県 株式会社 ますやみそ 

   岡山甘口みそ         岡山県 株式会社 吉田本店 

・全国味噌鑑評会審査長賞 20 点 

   味噌屋清治郎      岡山県 有限会社 河野酢味噌製造工場 

   甘熟みそ             徳島県 かねこみそ 株式会社 

・伝統的地域特産味噌の褒賞 １点 

   もち麦みそ         岡山県 髙見味噌店 高見裕士 

 

https://www.miso.jp/chumiken_kanpyokai.html 
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窓  口：中国四国農政局 経営・事業支援部 地域食品・連携課 

住  所：岡山県岡山市北区下石井 1-4-1 

電  話：(086)224-4511 【内線 2160／2173】 FAX：(086)224-7736 

 

農林水産省では、このほかにもメールマガジンを発行しております。 

配信をご希望される方は、ご登録をお願いします。 

https://www.maff.go.jp/j/pr/e-mag/index.html 

https://www.miso.jp/chumiken_kanpyokai.html
https://www.maff.go.jp/j/pr/e-mag/index.html

