
第１３回食育全国大会を活用して！「郷土料理ラッ婆♪」

平成30年度食料産業・６次産業化交付金 地域での食育の推進事業（食育事例）

事業実施主体：大分県

【取組の成果】【取組の内容】

○ 大分県では、地域の食文化を生かした料理ができる力など食育の６つの力を県民一人一人に身につ
けてもらうために、食育活動を推進している。

○ 平成30年度は第13回食育推進全国大会が本県で開催され、イベント形式で広く県民に食育を呼びか
ける機会が得られた。

○ 食育推進全国大会の場を活用して、地域の農林水産業や代々受け継がれてきた食文化への理解を
深めるため、大分県の代表的郷土料理の作り方を歌と踊りで紹介する動画を製作し、上映した。

日本型食生活の普及促進

○ 郷土料理紹介動画「郷土料理ラッ婆」

親子郷土料理講座自由意見（動画に関する内容抜粋）

全国大会において、郷土料理ラッ婆の動画上映等の取組
を行うことで、来県者や県民の食育や食文化、地産地消へ
の関心が高まった。

大分県の郷土料理である「団子
汁」及び「やせうま」の作り方をラ
ップを踊るおばあさん「ラッ婆（ラ
ッバー）」を中心に3世代が音楽
に合わせて紹介する5分26秒の
動画を製作。

○ 動画の上映

日時：平成30年６月23日（土）12：00～13：00
６月24日（日）12：00～13：00

場所：大分駅大型ビジョン

○ 食育文化教室とタイアップ
親子郷土料理講座において、

参加者親子に動画周知。
親子ということで、動画出演者のラッ婆と

孫にも講座へ参加してもらった。

大分県

 ラッ婆に会えてとても嬉しかったです。

 動画は初拝見とてもリズム感も良く、みんなで覚えると

楽しそう。どんどんアップして全国に広めたいですね。

 やせうまはコシがあった、団子汁は柔らかかったです。ラ

ッ婆を初めて知って面白かったです。

ラッ婆を知っていますか？

郷土料理 ラッ婆

大分駅前イベント広場

親子郷土料理文化教室
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岩田様7.28 

		

				「夏休み親子オーガニック食育クッキング」（2018.7.26 ) アンケート

				開催日時　：　2018.７.2６  10:00～1４:00

				開催場所　：　ホルトホール大分キッチンスタジオ

				参 加 者 　：  26名　（保護者13名、お子様13名） ホゴシャコサマメイ

				Ｑ１　：今回ご参加いただいたきっかけを教えてください。（複数回答）

				項　　目		人数

				お子様からの希望		5

				保護者の希望		14

				講座の内容		4

				知人からのお誘い		2

				その他		1		　＊大分県食育関係１

				合計		26

				Ｑ２　：今回の講座を何でお知りになりましたか？

				項　　目		人数

				新聞広告		21

				チラシ		1

				知人から聞いて		2

				その他		2		＊フェイスブック１、保護者１

				合計		26

				Ｑ３　：岩田史絵さんのお話を聞いて参考になりましたか？

				項　　目		人数

				参考になった		26

				参考にならなかった		0

				どちらでもない		0

				その他		0

				合計		26

				Ｑ４　：今後大分の伝統料理を作ってみたいと思いますか？

				項　　目		人数

				作ってみたい		26

				作らない		0

				どちらでもない		0

				合計		26

				Ｑ５　：地元でとれた食材を購入するように意識していますか？

				項　　目		人数

				意識している		23

				意識していない		1

				どちらでもない		2

				合計		26

				Ｑ６　：「郷土ラッ婆」を知っていましたか？

				項　　目		人数

				知っていた		9

				知らなかった		17

				合計		26

				Ｑ７　：「郷土ラッ婆」を知っていた方にお聞きします。						（複数回答）

				　　　　何でお知りになりましたか？

				項　　目		人数

				大分県ホームページ		2

				ユーチューブ		5

				イベント		2

				その他		3		＊ＮＨＫ２、本人１

				合計		12

				Ｑ8　：他にどのような食育に関する動画があるとよいですか？

										（複数回答）

				項　　目		人数

				食事マナー		6

				郷土料理（だんご汁・やせうま以外）		12

				新鮮な野菜や果物の選び方		9

				その他		0

				合計		27

				Ｑ９　：その他、今日の感想やお気づきの点がありましたらお書きください

				・子供たちと一緒に参加するこのような料理教室は初めてでしたとても楽しかったです　

				　これからもいろいろ参加できたらと思います岩田さんの色に対する優しさが伝わる教室でした。

				・子供たちと一緒に参加するこのような料理教室は初めてでしたとても楽しかったです　

				・味噌汁を作って味見してみるとおいしかったから家でも作ってみたいと思いました

				・やせうまと団子汁ときらすま飯は知らなかったです。お母さんと作るのが楽しかったです。

				・親子で楽しく参加できてよかったです夏休みにいちど自宅で作りたいと思います

				・きらすま飯は今回初めて聞き知りました(福岡県出身)動画も初拝見とてもリズム感も良く、

				　みんなで覚えると楽しそうどんどんアップして全国に広めたいですね。子供を中心に楽しく

				　料理することができました(家ではなかなか余裕がなく)親子で一緒に素敵な時間となりました。

				・作るのが楽しかった食べたらおいしかった。

				・日常生活の中で親子での料理を作ろうと意識はしているものの思うようにできず今回一緒に、

				　参加をしてみて笑いあり新しい発見ありと楽しく過ごすことができました所々の大切なポイントも

				　教えていただき参考になりました。

				・今日はお料理を作れたので楽しかったです自分で作ったお料理を食べたらおいしかったです。

				　やせうまはコシがあった、団子汁は柔らかかったです。ラッ婆を初めて知って面白かったです

				・今日は親子で食育のことを学びながら楽しく料理する機会をいただきありがとうございました。

				　家でも作ってみたいと思います!楽しかったです

				・団子汁に出汁が足りないと思いましたがとてもおいしくできて驚きました普段は食べない子供も

				　美味しくたくさん食べてうれしかったです大分のものはおいしいと再認識しました

				・和気あいあいで楽しく料理できました蒸し煮やきなこや小麦粉が特においしかったです

				・やせうまが特に美味しかったです

				・岩田さんに料理のコツなどを教えていただけて早速役立てたいと思いました。

				・やせうまをこねるのが楽しかったです。きらすま飯を家で作りたいです。

				・素材にこだわったものばかりでとても美味しく勉強になりました。

				　岩田さんラッ婆に会えてとても嬉しかったです。

				・すごくおいしかったです共同料理は食べたことがなかったので食べられて良かったです

				　親子で協力できたのでとても楽しかったです。家でも作りたいです

				・私の好きな団子汁とやせうまがあって嬉しかった。きらすま晩飯も食べたことがなかった

				　けど何とか食べれて嬉しかったです来て良かったと思いました!美味しかったです。

				・やせうまで顎が疲れたけど全部おいしかった

				・やせうま切らす間飯おいしかったです

				・オーガニックの食材は味が濃くて美味しい。子供に食育として郷土料理を教えていきたいです。





河野様９.28

		

				「食と健康クッキング」（2018.9.28 ) アンケート

				～出汁を身近に感じて、新たな発見と感動～

				開催日時　：　2018.９.29  10:00～13:00

				開催場所　：　ホルトホール大分キッチンスタジオ

				参 加 者 　：  １８名　（男性１名（６０代）　女性１７名（３０代２名、４０代３名、５０代２名　６０代１０名）

				Ｑ１　：今回ご参加いただいたきっかけを教えてください。（複数回答）

				項　　目		人数

				講座の内容		5

				知人からのお誘い		2

				料理のレベルＵＰ		10

				仕事上必要だった		0

				その他		1		＊体のことを思って

				合計		18

				Ｑ２　：今回の講座を何でお知りになりましたか？

				項　　目		人数

				新聞広告		12

				チラシ		2

				河野さんＳＮＳ		1

				知人から聞いて		2

				その他		0		＊ホルトホール

				合計		15

				Ｑ３　：河野叔子さんのお話を聞いて参考になりましたか？

				項　　目		人数

				参考になった		18

				参考にならなかった		0

				どちらでもない		0

				その他		0

				合計		18

				Ｑ４　：今後大分の伝統料理を作ってみたいと思いますか？

				項　　目		人数

				作ってみたい		18

				作らない		0

				どちらでもない		0

				合計		18

				Ｑ５　：地元でとれた食材を購入するように意識していますか？

				項　　目		人数

				意識している		15

				意識していない		0

				どちらでもない		3

				合計		18

				Ｑ６　：その他、今日の感想やお気づきの点がありましたらお書きください

				・今までの意識を変えて80℃を考え夫婦仲良く味噌汁を食べたいと思いました。

				・気さくでとても良い勉強になりました毎日の食育参考にしていきたいと思います

				・アンチエイジングに役立つと感じました。

				・おせちや雑煮など季節を感じられるお料理を教えていただきたいです。

				・明るい性格の持ち主でお話も楽しく聞かせていただきました。今後こんな機会がありましたら参加したいです。

				　先生のお話が楽しくて主婦の目線ですごくわかりやすく料理ができました。料理するのが嫌いなんですが、

				　好きになれそうです。

				・家では粉末ダシやアゴ出汁をそのまま使っていましたが今日習った出汁で味噌汁や煮物を作ってみたい

				　と思いましたとても勉強になりました。

				・家族の健康をと思い和食お出汁のことを新聞で見て参加させていただきました。

				　先生の笑顔とお出汁の食事で毎日の食事を頑張りたいと思います。

				・減塩に気をつけていますが出汁を作り使用することでその効果も様々あると気づきました。

				　やはり丁寧な食生活は健康につながると学ばせていただきました早速今日から実行したいと思います。

				　先生の日ごろの生活に培った知恵を教えていただき、また身近な話として聞くことができました。

				・日々の生活の中に意識して体に良い食材を取り入れ面倒がらず続けていきたいと思います。

				　知識を惜しみなく伝授していただきうれしく思いました。

				・今までの料理の出汁の意識が変わりました。今日から早速作りたいと思います。

				・昆布鰹節の出汁の取り方と家庭で簡単に出来るように教えていただきました。

				　最近知人から頂いた粉だしばかり使っていましたがまた原点に戻って出汁取りをしていきたいと思いました。

				　温度が大切なことも勉強になりました。

				・だし汁のおいしさが分かりました。早速家でもしたいと思います。

				・今夜早速味噌汁を作ってみたいと思います出汁を1番2番と作って冷蔵庫にストックしたいです。

				　とても楽しい講座をありがとうございました。





佐藤様3.7

		

				食と健康クッキング味覚講座　

				「出汁と調味料の使い方について」（2019.3.7 ) アンケート

				開催日時　：　2019.3.7  10:00～13:00

				開催場所　：　九州電力キッチンスタジオ

				参 加 者 　：   ２１名　（男性１名（６０代）　女性２０名（２０代１名、４０代１名、５０代２名　６０代１６名）

				Ｑ１　：今回ご参加いただいたきっかけを教えてください。（複数回答）

				項　　目		人数

				講座の内容		10

				知人からのお誘い		3

				料理のレベルＵＰ		9

				仕事上必要だった

				その他		1		*プロの味を知りたいと思った

				合計		23

				Ｑ２　：今回の講座を何でお知りになりましたか？

				項　　目		人数

				新聞広告		20

				チラシ

				九電様会員サイト

				知人から聞いて		2

				その他		1		＊ホルトホール

				合計		23

				Ｑ３　：佐藤さんのお話を聞いて参考になりましたか？ サトウ

				項　　目		人数

				参考になった		20

				参考にならなかった

				どちらでもない

				その他

				合計		20

				Ｑ４　：今後大分の伝統料理を作ってみたいと思いますか？

				項　　目		人数

				作ってみたい		21

				作らない

				どちらでもない

				合計		21

				Ｑ５　：地元でとれた食材を購入するように意識していますか？

				項　　目		人数

				意識している		19

				意識していない		1

				どちらでもない		1

				合計		21

				Ｑ６　：その他、今日の感想やお気づきの点がありましたらお書きください

				・野菜や材料を無駄にしないように大事にしたいと思います。

				・シンプルなのにとても美味しくて感動しました。先生スタッフの皆様の優しく丁寧なサポートありがとうございました。

				・切り干し大根の豚肉がとてもおいしかったです。

				・夫婦2人となって色に手を抜き始めていましたが改めて毎日の食事を見直そうと思いました。

				　みりんの話がとても参考になりましたこれから意識して使いたいと思います。

				　茶碗蒸しはプロの味が味わえました大根と豆腐トマトご飯に分けて食べましたがとてもおいしかったです。

				・だしの旨味など大切だと改めて感じました体に良い調味料を使いたいと思いました。

				・いろいろな調理器具が並べていて高価ですが良い品を展示しているので買うときの参考になりました。

				　大変美味しくいただきました。私の使い方が参考になりました。

				・ダシの取り方下ごしらえで味が違うことがとても勉強になりました。

				・塩分の考え方は、本物の調味料を使うと結局減塩になり健康になると言う大切さを学びました実行します。

				・佐藤先生の指導で楽しくフライパンで作る茶碗蒸しとてもおいしかったです。

				　とてもわかりやすくて色にこだわるプロの味が体験できとても良かったです。

				・だしの取り方など大変意識が変わりましたとてもおいしかったです。

				・食材は体に良いものをとグリーンコープで購入しています。料理を楽しむことがなかったので、

				　今回の料理教室を機に家族のために腕を上げておいしい料理を作っていこうと思いました。

				・和気あいあいと楽しく調理しながらIH器具の使い方まで勉強できて感謝しています。

				・出汁を使うことで素材を美味しく食べることがよくわかりました。

				・最後にいただいた出汁をとてもおいしかったです。今までは醤油を主に塩をほんの少しで作っていま

				　した。出汁を使わないホタテ汁を使った茶碗蒸しが上品で美味しかったです。





石動様3.29

		

				春休み　親子食と健康クッキング講座

				「一汁三菜ってなあに？」（2019.3.29 ) アンケート

				開催日時　：　2019.3.29  10:00～14:00

				開催場所　：　九州電力キッチンスタジオ

				参 加 者 　： 親子15名（有効回答数７） オヤコメイユウコウカイトウスウ

				Ｑ１　：今回ご参加いただいたきっかけを教えてください。（複数回答）

				項　　目		人数

				講座の内容		3

				知人からのお誘い		2

				料理のレベルＵＰ

				仕事上必要だった

				その他

				合計		5

				Ｑ２　：今回の講座を何でお知りになりましたか？

				項　　目		人数

				新聞広告		4

				チラシ

				九電様会員サイト

				知人から聞いて		1

				その他

				合計		5

				Ｑ３　：石動さんのお話を聞いて参考になりましたか？ イシドウ

				項　　目		人数

				参考になった		5

				参考にならなかった

				どちらでもない

				その他

				合計		5

				Ｑ４　：今後大分の伝統料理を作ってみたいと思いますか？

				項　　目		人数

				作ってみたい		5

				作らない

				どちらでもない

				合計		5

				Ｑ５　：地元でとれた食材を購入するように意識していますか？

				項　　目		人数

				意識している		4

				意識していない

				どちらでもない

				合計		4

				Ｑ６　：その他、今日の感想やお気づきの点がありましたらお書きください

				・たのしかった

				・色々な料理をわかりやすく教えてくれてありがとうございます。

				・今日は楽しかったです

				・一汁三菜のことわり和食、洋食のことを改めて知れて良かった。また、体に良い食材を意識しようと思った

				・子どもにも分かりやすく美味しいお料理を作ることができ、楽しい時間でした。料理に興味をもってもらえたらと

				　思います。

				・家だと下の子どもがいて、母の私も安心してお手伝いさせられないので、安心して料理させてあげることが

				　できて良かったです。がめ煮の大きめのしいたけは苦手なはずなのに、食べられていたので、やっぱり自分

				　で作ったからかなと思います。

				・子どもが口にするものなので、食材は国産のものを使用したり、どこ産のかは見て購入するようにしています。

				　くろめは普段食卓に上がることがなかったので、今日はスープを美味しくいただきました。他の使い方も教えて

				　いただき勉強になりました。子どもすると料理をついつい「危ないとは」私の方がしたら早くできるとか思って

				　しまうけど、ちぎったり混ぜたり包丁も時間がかかってもさせることが大事だな！！と改めて感じました。

				　ありがとうございました。子どもたちと楽しい時間が過ごせました。





集計

		

				1回目 カイメ		2回目 カイメ		3回目 カイメ		4回目 カイメ		合計 ゴウケイ		割合 ワリアイ

		有効回答数 ユウコウカイトウスウ		26		18		21		7		72

		Ｑ４　：今後大分の伝統料理を作ってみたいと思いますか？（つくってみたい）		26		18		21		5		70		97%

		Ｑ５　：地元でとれた食材を購入するように意識していますか？（意識している） イシキ		23		15		19		4		61		85%
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