関東米粉食品メールマガジン
第１１２号

２３．６．１ 【毎月２回発行】

関東米粉食品メールマガジンは、会員の皆様から寄せられた様々な情報を基
に、米粉の利用拡大のために情報発信しています。
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＜ １ ＞ 取 組 事 例

○ 利根町産米粉及び米粉商品を販売中！！＜茨城県＞
利根町地場産業推進協議会（いばらき米粉食品普及しよう会会員）では、利根町産米「とねのめぐ
み」を使用した米粉（税込３００円／３５０ｇ）を同協議会会員であるＪＡ竜ケ崎市直売所（利根農産物直
売所、下根農産物直売所）のほか、ポケットファームどきどきつくば牛久店で販売しています。
また、以下の同協議会会員店舗において、同米粉を使用した商品を販売しています。
お近くにお越しの際は、是非ご賞味下さい。
【ＪＡ竜ケ崎市利根農産物直売所】
取扱商品：
・昔ながらの味 米粉入り「とねまんじゅう」
（税込２６０円／１パック２個入り）
住
所：利根町中田切１４６
電
話：０２９７－６０－８８００
定 休 日：水曜日
営業時間：１０時～１８時
【手づくり和菓子 船橋屋】

取扱商品：
米粉１００％「利根カステラ」
（税込６６０円／半斤（約３００ｇ））
住
所：利根町布川４５４－２８７
電
話：０２９７－６８－２３２１
定 休 日：月曜日
営業時間：９時～１８時３０分
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【利根飯店】
取扱商品：
米粉入り中華まん「利根包子（トネポーズ）」
（税込２００円／１個）
住
所：利根町布川２１１５－９０
電
話：０２９７－６８－７１３０
定 休 日：火曜日
営業時間：１１時～２３時
【 COFFEE HOUSE とむとむ利根店】
取扱商品：
米粉入り「シフォンケーキ」
（税込４２０円／１個）
※米粉クッキー、各種ケーキも扱っています。
住
所：利根町横須賀８０４－１
電
話：０２９７－６８－８１５４
定 休 日：無休
営業時間：９時～２０時３０分
●お問い合わせ先： 利根町地場産業推進協議会（利根町役場経済課内）
電 話 番 号： ０２９７－６８－２２１１
ホ ー ム ペ ー ジ： http://www.town.tone.ibaraki.jp/dir.php?code=648

○ 「米っ粉レディース」（旭市米粉料理普及ボランティア）を表彰＜千葉県＞
千葉県米消費拡大推進協議会（ちばコメ粉普及会会員）
は、５月１１日に千葉県農業会館（千葉市）において総会並
びに消費拡大功労者表彰式を開催し、米消費拡大に尽力
された個人・団体の表彰を行いました。
米粉関係では、旭市営「農産物処理加工センター」内に
設営された米粉製粉機を活用していること、米粉製品の開
発や料理教室の指導を行っていること及び千葉国体等の
各種イベントにおいて米粉製品（米粉ケーキ・米粉シチュー
等）をＰＲしてきた功績が評価され、旭市の「米っ粉レディー
ス」（旭市米粉料理普及ボランティア）が「消費団体及び栄
養生活改善関係者部門」において表彰されました。
●お問い合わせ先
千葉県米消費拡大推進協議会（〒 260-8667 千葉市中央区市場町 1-1 （千葉県庁内））
農林水産部生産販売振興課農産振興室農産班
電
話： 043-223-2887
フ ァ ク ス： 043-222-5713
ホームページ： http://www.pref.chiba.lg.jp/seisan/jouhoukoukai/shingikai/komeshouhi.html
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○ 米粉ＦＯＯＤコンテスト作品集ができました＜静岡県＞
米粉FOODコンテスト実行委員会（会長米屋武文静岡文化芸術大学教授
（静岡県米粉食品普及推進協議会会員））は、米粉の利用拡大を図るため、
過去３年間に開催された「米粉ＦＯＯＤコンテスト」の入賞作品を集めた「米粉
FOODコンテスト入賞作品集２００８－２０１０」を作成しました。
作品集はＡ５版フルカラーで１冊税込８００円となっております。購入方法
等詳しくは以下の静岡県庁茶業農産課（静岡県米粉食品普及推進協議会会
員）ホームページをご覧ください。
なお、同ホームページからＰＤＦデータのダウンロードが可能となっており
ます。
●お問い合わせ先

静岡県庁茶業農産課（米粉担当）
〒４２０－８６０１
静岡県静岡市葵区追手町９番６号
T

E

L： 054-221-3249 （土日祝除く）

ホームページ： http://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-340/komeko.html

**********************************************************************************
＜ ２ ＞ 農林水産省「消費者の部屋」特別展示レポート

５月２３日（月）から２７日（金）まで農林水産省「消費者の部屋」において
特別展示「米粉～しっとりもちもちヘルシーライフ～」が開催されました。
出展企業の皆様方（総数５９社、うち関東米粉食品普及推進協議会会
員様１２社）におかれましては多大なるご協力をいただきまして誠にありが
とうございました。
なお、開催期間中の入場者数等につきましては、農林水産省ホームページに掲載予定ですので、
掲載後は改めてメールマガジン上でお知らせします。

○「米粉関連製品等の紹介」
米粉関連商品については、米粉、パン、ロールケーキ等の菓子
類、麺、カレー粉、ドリンク、こんにゃく等がラインナップされており、
来場者からは米粉商品の種類が豊富であることに驚きの声があが
っていました。
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○「米粉をさわってみよう」
「米粉を触ってみよう」コーナーでは、卓上に乗る大きさの製粉機
「超小型製粉機（槇野産業株式会社（東京都）提供）」で製粉され
た米粉（粒度７０ミクロン、小麦粉程度）と市販の上新粉との比較
を行っており、来場者からは、「こんな小さな機械で微細粉ができ
るなんて」と驚きの声が上がっていました。

○試

食

会
試食会については、以下の関東米粉食品普及推進協議会
会員の皆様にもご出展いただき、連日順番待ちの列ができる
ほど大盛況でした。
なお、試食会提供商品等については以下のとおりです。

○試食会日程（関東米粉食品普及推進協議会会員）
日 程

会社・団体名

都道府県 試食内容

5月23日 ㈱田町梅月

静岡県 バームクーヘン

5月24日 ㈱夢みるぱさり

埼玉県

5月25日 ㈱木村屋總本店

東京都

5月27日

彩の国マイシュッキー
米粉シフォンケーキ
米粉パン(黒カレー、たっぷり黒豆)
ふんわりむしケーキ プレーン
埼玉県ふるさと認証食品の米粉１００％ロールケーキ（４種類）

㈲中井農産センター

埼玉県

㈱高柳製茶

静岡県 お茶つみダックワーズ

米粉チップス

******************************************************************
＜ ３ ＞ “米粉”イベント情報＆案内

◇ 「米粉食品指導員認定スクール」等講座開催のご案内 （東京都）
主催：財団法人日本穀物検定協会、協力：ＮＰＯ法人 国内産米粉促進ネットワーク
夜間（月）と土曜日コースを新設しました！！！
「こっけん料理研究所」（東京都）で随時開催されている「米
粉食品指導員認定スクール」に、平日昼間では参加すること
が困難という声に応え、夜間（月）と土曜日に受講できるコー
スを新設しました。
このスクールは、各地域での米粉食品の普及推進を図る、
普及指導員の育成を目的としているもので、「米粉ケーキ・調
理コース」と「米粉パンコース」があり、幅広い米粉食品調理
技術、知識を習得できます。
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全コースを終了し、技術習得された方には、（財）日本穀物検定協会（関東支部：ちばコメ粉食品普
及会会員）の認定証書が交付されます。
この機会に、米粉普及指導員の資格取得を目指して
みませんか？
なお、「米粉食品指導員認定スクール」及び「米粉パ
ン専門コース」も引続き募集しています。

●連絡・問い合わせ先 財団法人 日本穀物検定協会 料理研究所
（東京都中央区日本橋兜町 15-6 製粉会館 2 階）
ＴＥＬ ０３－６６６１－９３８１、E-mail ryori@kokken.or.jp
URL http://www.kokken-ryori.jp
E-mail ryori@kokken.or.jp
※ 講座の日程・時間、講座内容等の詳細は以下アドレスの案内チラシをご覧下さい。
・「米粉食品指導員認定スクール」
米粉ケーキ・調理コース
５月２６日スタート！
米粉パンコース
６月１３日スタート！
http://www.kokken-ryori.jp/file/nintei-pan4,cake5.pdf
・「米粉パン専門コース」
５月２３日スタート！
http://www.kokken-ryori.jp/file/senmon2011.05.pdf
・「夜間（月）と土曜日講座」
米粉ケーキ・調理コース
６月２０日スタート！
米粉パンコース
６月１３日スタート！
http://www.kokken-ryori.jp/file/yakan.pdf

◇ 米粉スイーツが、おいしいお茶とコラボレーション （静岡県） NEW!
「ふじのくに山のお茶１００選 ふじのくに山のお茶まつり」会場
で、米粉ＦＯＯＤコンテスト入賞のスイーツが味わえます。
日本の伝統的な食品であるお茶と、お米の新しい楽しみ方である
米粉スイーツの絶妙な取り合わせをお楽しみ下さい。
●「ふじのくにお茶まつり」
日時：６月１日（水）から７日（火）まで
場所：静岡伊勢丹ギャラリー２「ミライエ」
（静岡市葵区呉服町 1-6-5 ）
※入場無料
●お問い合わせ先
静岡県中山間１００銘茶協議会
〒４２０－８６０１ 静岡県静岡市葵区追手町９番６号
TEL： 054-221-2674 （土日祝除く）

-5-

◇ お父さん、いつもありがとう

（神奈川県） NEW!

米粉焼き菓子のお店ＨｕｐｉＨｕｐｉ（神奈川県米粉食品推進協議会会
員）では、父の日早割サービスとして米粉ケーキ「焼酎」（８切れセット）
を５月１０日（火）から６月１０日（金）までにご予約いただくと、１，６００
円のところ１，３００円（いずれも税込）で販売いたします。
「焼酎」は、本格米焼酎をたっぷり使用した米粉ケーキで、焼き上が
り後にも焼酎を丁寧に塗り上げしっとりした食感に仕上がっています。
お酒好き、また、甘いものが苦手というお父さんへのプレゼントにお
すすめです。
☆「父の日ギフト」として注文いただきますと、かわいい短冊「お父さんありがとう」が付きます。
●購入・お問い合わせ先

米粉焼き菓子のお店ＨｕｐｉＨｕｐｉ
横浜市磯子区岡村１－７－１－２０
電話０８０－３００３－３５７３
ホームページ： http://www.hupihupi.com/

◇ 食育月間「移動消費者の部屋」で米粉食品の試食・販売を行います （東京都） NEW!
食べて応援しよう！～被災地を応援～
東京農政事務所では、６月の食育月間の取組として移動消費者の部
屋を実施します。今回は、（株）たふぃあ（とうきょう米粉ネットワーク会員）
が、福島県産のお米を使っためんなどの試食・販売を行います。
また、食育に関する展示や栄養相談等も行います。
主催
日時
場所

東京農政事務所
６月２０日（月） １１：００～１３：３０
農業・農村ギャラリー（ＪＡビル４Ｆ）
（千代田区大手町１－３－１）

（株）たふぃあの通信販売店舗「笑顔の食卓 笑いーと」はコチラ→http://www.wara-eat.jp/
●お問い合わせ先 東京農政事務所消費流通課 ＴＥＬ： 03-3214-7312 担当：杉田、山田

◇ 「消費生活展ねりま２０１１」で米粉・米粉パンの販売を行います （東京都） NEW!
東京農政事務所は、同イベントに出展し、米粉利用拡大に関する情報提供
を行います。あわせて、(株)エス・ティー・ジー（とうきょう米粉ネットワーク会員）
が、米粉パンの試食・販売及び米粉の販売を行います。
※試食・販売はいつも大盛況です。なくなり次第終了します。
主催
日時
場所

練馬区消費生活展実行委員会・練馬区（消費生活センター）
６月２５日（土）～２６日（日） １０：００～１６：００
石神井公園区民交流センター
（西武池袋線石神井公園駅北口 徒歩１分）
●お問い合わせ先 東京農政事務所消費流通課 ＴＥＬ： 03-3214-7312 担当：杉田、山田
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◇ 学生たちの思いのつまった米粉クッキーの販売を開始 （神奈川県） NEW!
お菓子工房 Ｓａｌａ（神奈川県米粉食品推進協議会
会員）は、“手にした人を幸せにできるような、新しい厚
木の名物になるような商品を作りたい！”という学生の
願いから、神奈川工科大学、湘北短期大学と共同開発
した米粉クッキー「ちょこめ（税込２１０円／６枚入り）」の
販売を開始しました。
米粉クッキーは、米粉特有のサックリと軽い歯ごたえ
が特徴のヘルシーなクッキーです。
先端を３種類のチョコでコーティング（味はチョコ、スト
ロベリー、プレーンの３種）した商品をラインナップしてい
ます。

また、６月２９日（水）～７月５日（火）に、本厚木ミロード地下１Ｆ催事ス
ペース （小田急・本厚木駅）に出店し「ちょこめ」を販売いたしますのでお
近くにお出かけの際はぜひお立ち寄りください。
●購入・お問い合わせ先
お菓子工房 Ｓａｌａ
〒 243-0035 神奈川県厚木市愛甲 464-3
電話番号：０１２０－１５０５１５（フリーダイアル）
０９０－６７１６－６２０５（予約専用ダイアル）
ホームページ： http://www.cake-sala.jp/

◇ フードシステムソリューション２０１１「米粉ビジネスフェア」開催

（東京都）

会 期：８月３１日（水）～９月２日（金）
会 場：東京ビッグサイト東ホール
主 催：財団法人日本穀物検定協会

●開催のご案内について
ご関心のある方は以下のホームページをご覧ください。
●フードシステムソリューション事務局
TEL:03-3503-7319
FAX:03-3503-7620
ホームページ http://www.f-sys.info/powrex/index.html

●来場される方へ
５月１０日から事前来場登録が開始され、以下の登録フォームからご登録いただきますと、当
展示会に無料（通常１，０００円）で入場できます。
登録フォーム

https://www.f-sys.info/registration/

***********************************************************************************
＜ ４ ＞ 事務局からお知らせ
●米粉食品に関する情報は・・・
http://www.maff.go.jp/kanto/syokuryou/komekojouhou/index.html
-7-

●関東米粉食品普及推進協議会員を募集！「各都県協議会事務局まで」
http://www.maff.go.jp/kanto/syokuryou/syouhi/sin-komeko/kyougikai/index.html
●ＦＯＯＤ ＡＣＴＩＯＮ ＮＩＰＰＯＮ「米粉倶楽部」公式サイト
http://www.syokuryo.jp/komeko/index.html
●皆様のご意見・ご質問、ご要望をお待ちしています！！
ＦＡＸ ０４８－６０１－０５４９
「関東米粉食品普及推進協議会事務局」

関東米粉食品普及推進協議会事務局 （関東農政局食糧部消費流通課内 TEL： 048-740-0109 ）
＊メルマガバックナンバー ⇒ http://www.maff.go.jp/kanto/syokuryou/syouhi/sin-komeko/merumaga/index.html
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