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「和食の担い手と語る会・大田区」  

日時：２０１４年１１月１９日（水） １０：１５～１４：００ 

会場：大田区立清水窪小学校・家庭科室 

対象：わくわくスクールＯＢ会 ３０人               

講師：三崎恵水産・石橋匡光氏、吉田農園・吉田和子さん 
 

○授業はパワーポイントを使って進行 

２０１４年１１月１９日

対象：大田区消費者グループ

会場：大田区立清水窪小学校

主催：ＮＰＯ海のくに・日本
協力：ウーマンズフォーラム魚

           
▲パワーポイントで和食を伝える ▲白石ユリ子理事長  ▲石橋匡光氏    ▲吉田和子さん 

 

○大根の葉がおいしいご飯に。大根は下ゆでしておくと便利・・と智恵が満載。 

     
 ▲大根の葉で「菜飯」！     ▲下ゆでしておくと便利、と紹介 ▲おみそをのせて、ふろふき大根 

 

○魚、野菜、果物が豊富な三浦は江戸から近い食材の宝庫として有名だった 

      

 ▲マグロ漁業の説明は好評  ▲大根料理のレシピ    ▲佐伯栄養士のお話し ▲三浦のみかん  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

＜三浦の和食メニュー＞ 

 １．まぐろの煮付け   

     ・・・・マグロの尾身、しょうゆ、砂糖、酒  

 ２．ふろふき大根    

     ・・・・大根、ゆず、みそ 

３．かぼちゃの甘煮  

・・・・かぼちゃ、しょうゆ、砂糖、塩  

 ４．菜飯（大根の葉+ご飯） 

５．ごった汁・・マグロのアラ、野菜、みそ  
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「和食の担い手と語る会・北区」  

日時：２０１４年１１月２６日（水） １３：１５～１６：３０ 

会場：赤羽文化センター・家庭科室、会議室 

対象：王子狐の里伝承観光舎 ３０人               

講師：東安房漁協 

渡辺徹啓総括参事、鈴木康雄氏、 

石井あさ江さん、鈴木きみ子さん、目時初枝さん 
 

○授業はパワーポイントを使って進行 

２０１４年１１月２６日

赤坂文化センター

主催：ＮＰＯ海のくに・日本
協力：ウーマンズフォーラム魚

   
▲パワーポイントで和食を伝える ▲さばきかた、料理法を実演   ▲大人気！いわしゴマ漬け 
 

○魚が会場にあると、場が一挙にはなやぎます！ 

     
 ▲千倉直送のおいしいアジ   ▲たたいて、こねて、サンガ焼き   ▲発酵の技！塩辛ができました 
 

○季節のものがいっぱい！海の幸は食べものだけではなく、美しいものも・・ 

      
 ▲地元のカニ「いそっぴ」     ▲カニ汁に舌鼓を打つ       ▲食べるだけではない海の文化             

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

＜千倉の和食メニュー＞ 

 １．さんが焼き・・・・・アジ、ねぎ、しょうが、みそ、大葉  

 ２．イワシゴマ漬け 

          ・・・・・イワシ、塩、酢、ごま、鷹の爪  

 ３．菜花おひたし・・・菜花、しょうゆ、かつおぶし  

 ４．ご飯  

 ５・ふのりのみそ汁・・乾燥海草、長ネギ、みそ  

   ＊カニ汁はスペシャルメニュー  
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②「和食のふるさとを訪ねる会」 平成２６年１１月～２７年１月に実施 

  

上記の小学校３校、消費者グループ３組のなかから希望者が産地へ出かけ、 

和食のふるさとを自ら取材する活動 

 

＜２０１４年＞ 

１１月２２日（土）台東区立千束小学校＋谷中小学校  → 三崎恵水産＋吉田農園 

  

   ＜２０１５年＞ 

   １月１４日（水）大田区立松仙小学校    → ＪＡ安房女性部＋館山市立館野小学校

＋井上いちご園＋鈴木農園 

   １月２０日（火）大田区「洗足池小学校ＰＴＡ『わくわくスクール』ＯＢ会」 

 → 三崎恵水産＋吉田農園 

１月２４日（金）港区立赤坂小学校            → 東安房漁協（漁業の浜） 

１月２８日（水）北区「王子狐の里伝承観光舎」  → 東安房漁協（漁業の浜） 

１月３１日（土）中央区「賢い消費者の会」      → ＪＡ安房女性部＋鈴木農園 

  

 

＜産地ツアーの進め方＞  一日バスツアー。朝集合。バスで現地へ行き、夕方解散。 

 

１．集合・出発～バスのなかで、授業で聞いたことや自分が考えたことをふりかえる。 

           「和食とはなにか」のパワーポイントを紙芝居で再現。 

 

２．産地の紹介～現地に到着～授業に来てくれた講師と再会する。 

授業で聞いたこと、見たことを現場で体験する。 

・館山・・・野菜畑、名産のいちご畑を訪ね、育てる過程の工夫や努力、 

      農作業の大変さを体験させてもらう。松仙小のツアーの際に 

は館山の小学生との交流も実験的に実施。千枚田見学。 

・千倉・・・魚の水揚げ～セリにかけられる様子、冷凍・冷蔵設備、 

      養殖場の見学し、漁業という仕事の幅広さと、獲った魚が 

      消費者の食卓に届くまでを自分たちの足で追う。千倉にある 

料理の神様「高家神社」見学。 

・三浦・・・日本有数のマグロ漁業の拠点港。早朝のセリ（入札）や 

      買われたマグロが解体され、加工される様子や産地ならでは 

の各部位の味わい方について学ぶ。三浦大根や青首大根の 

畑を見学し、大根を抜く体験も。三浦を守ってきた海南神社、 

江戸時代から大漁旗をつくってきた染物屋見学。 
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３．郷土料理の昼食会 

講師の暮らす地域の食材で「旬の和食」をつくっていただき、全員で味わう。 

時間の許す限り、 

  ・泥つきの野菜、とれたての魚を見る、さわる 

  ・一緒に料理する 

  ・一緒に味わう 

  ・素材の作り手である生産者から日々の作業や工夫、おいしい食べ方をうかがうなど 

   の交流・体験を実施する。 

・館山・・・こども編～ 菜花のおひたし、旬の野菜の豚汁、いちご 

      消費者編～菜花のおひたし、切干大根入りの卵焼き、豚汁 

・千倉・・・こども編～ サザエ壺焼き、サンガ、イワシゴマ漬、みかん 

消費者編～サザエ壺焼き、サンガ、イワシゴマ漬、まつり寿司 

・三浦・・・こども編～ マグロの部位いろいろのバーベキュー、 

マグロのアラと地元野菜のごった汁 

        消費者編～マグロの部位いろいろのバーベキュー、 

マグロのアラと地元野菜のごった汁 

 

４．まとめ 

  ・意見交換を行い、体験が知識に変わり、今日からの実践につながるよう整理する。 

 

 

      ▲館山ツアーのこどもたち（大田区立松仙小学校）と館山市立館野小学校の 

こどもたちはすっかり仲良しになりました！ 
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「和食のふるさとを訪ねる会・館山編」  

 

＜小学生編＞ 

日時：２０１５年１月１４日（水） ８：００～１７：００ 

産地：千葉県館山市 

講師：ＪＡ安房女性部 

参加：大田区立松仙小学校５年生、 

    随行の先生方含め１５０名              

＊推進委員（長野泰紀委員） 

◎スケジュール 

８：００ 松仙小学校集合・出発 

１０：３０ 館山着 

◎１班は鈴木農園を見学（野菜農家） 

◎２班は井上いちご園を見学、途中交代 

１２：００ 館野小学校で交流会１    

◎館山のかあさんと話そう 

◎館山の郷土料理の昼食会 

１３：００ 館野小学校で交流会２ 

◎館野小と松仙小それぞれ学校・地域紹介 

◎大山千枚田の紹介（ビデオ） 

１４：３０ 館野小学校を出発 

１７：００ 松仙小学校着・解散 

＜消費者編＞ 

日時：２０１５年１月３１日（土） ８：００～１７：００ 

産地：千葉県館山市 

講師：ＪＡ安房女性部 

参加：中央区の消費者グループ４０名             

＊推進委員（明珍美紀委員） 

 

◎スケジュール 

８：００ 東銀座集合・出発 

１０：００ 「ふらり」で餅まきに参加 

１０：３０ 館山着 

◎鈴木農園を見学（野菜農家） 

１１：００ 館野地区公民館で交流会      

◎館山のかあさんと一緒につくって食べよう

◎館山のかあさんと話そう 

１３：３０ ＪＡ安房直売所で視察 

１４：００ 大山千枚田を見学 

１４：３０ 大山千枚田を出発 

１５：００ 「ふらり」で物産を視察 

１７：００ 東銀座着・解散 

 

○畑作業やいちご栽培の見学。館山のこどもと交流し、すっかり館山が身近に 

   
 

○切干大根入りオムレツに千枚田。都会育ちの消費者には驚きと感動の一日 
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「和食のふるさとを訪ねる会・千倉編」  

 

＜小学生編＞ 

日時：２０１５年１月２４日（土） ７：００～１７：００ 

産地：千葉県南房総市千倉 

講師：東安房漁協 

参加：港区立赤坂小学校５年生、保護者 

    随行の先生方含め４０名              

＊推進委員（長岡顕座長） 

◎スケジュール 

７：００ 赤坂小学校集合・出発 

９：３０ 千倉漁港着。セリを見学。 

冷蔵庫、アワビ養殖場見学 

房総名物ツチクジラ干しも！ 

◎千倉のとうさんと話そう 

１１：００ お花畑見学 

１１：３０ 高家神社見学 

１２：００ 野宮みかん園 

◎千倉のかあさんと話そう 

◎千倉の郷土料理の昼食会 

◎みかん狩り体験 

１４：３０ 千倉発 

１７：００ 赤坂小学校着・解散 

＜消費者編＞ 

日時：２０１５年１月２８日（水） ８：００～１８：００ 

産地：千葉県南房総市千倉 

講師：東安房漁協 

参加：北区の消費者グループ４０名             

＊推進委員 

（長野泰紀委員、長谷川委員、内野美恵委員） 

◎スケジュール 

８：００ 王子駅前公園集合・出発 

１０：３０ 千倉漁港着。漁港施設見学 

◎千倉のとうさんと話そう 

１１：３０ お花畑見学 

１２：００ 漁村センター 

◎千倉のかあさんと話そう 

◎千倉の郷土料理の昼食会 

１３：３０ 潮風王国で物産を視察 

１４：３０ 高家神社見学 

１５：００ 野宮みかん園 

◎みかん狩り体験 

１６：００ 千倉発 

１８：００ 王子駅前着・解散 

 

○こどもたちは朝のセリ見学からスタート、潮風をたっぷり浴びる一日に感謝！ 

   
  

○消費者グループは伊勢えび、まつり寿司や料理の神様（高家神社）に感激！ 

   
 



22 

 

「和食のふるさとを訪ねる会・三浦編」  

＜小学生編＞ 

日時：２０１４年１１月２２日（土） ６：４５～１８：００ 

産地：神奈川県三浦市 

講師：三崎恵水産、吉田農園 

参加：台東区立千束小学校・谷中小学校の 

こども、保護含め５０名              

＊推進委員（長岡顕座長） 

◎スケジュール 

６：４５ 千束小→谷中小出発 

８：５０ 三崎魚市場でマグロ入札見学 

９：３０ 魚センター見学 

１０：００ 三崎恵水産でマグロ加工見学 

１１：００ 魚センター近くでマグロ調理 

◎郷土料理の昼食会（バーべキュー、汁） 

◎三崎の石橋さん、吉田さんと話そう 

１２：３０ 三崎の町歩き～街並み見学、 

海南神社、三富染物店 

１４：３０ 吉田農園で大根畑見学 

      大根抜き体験も！ 

１５：３０ 三崎出発 

１８：００ 谷中小着→千束小着・解散 

＜消費者編＞ 

日時：２０１５年１月２０日（火） ８：３０～１７：００ 

産地：神奈川県三浦市 

講師：三崎恵水産、吉田農園 

参加：大田区の消費者グループ４０名             

 

 

◎スケジュール 

８：３０ 石川町集合・出発 

１０：００ 三崎恵水産でマグロ加工見学 

１１：００ 魚センター近くでマグロ調理 

◎郷土料理の昼食会（バーベキュー、汁） 

◎三崎の石橋さん、吉田さんと話そう 

１２：３０ 魚センターで物産視察 

１３：００ 三崎の町歩き～街並み見学、 

海南神社、三富染物店 

１４：００ 吉田農園で大根畑見学 

      大根抜き体験も！ 

１５：００ 三崎出発 

１７：００ 石川町着・解散 

 
 

○台東区のこどもたちは「マグロは全部が食べられる」ということに大感激！ 

   
 

○大漁旗の染めつけ、海南神社のお話し、大根抜きも親子で一緒に体験！ 
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