関東米粉食品メールマガジン
第１１５号

２３．７．１５ 【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

○ 米粉で地域ブランド化・活性化を「市原米粉フェスタ開催」

＜千葉県＞

７月１０日（日）、千葉県市原市役所に
おいて、市原商工会議所と市内飲食業者
の組織いちはらうまいもの会は、市原産米
で作った商品を市の特産品にするため「市
原米粉フェスタ」を開催しました。
会場では、株式会社こなや本舗（ちばコメ粉食品普及会会員）
製造の市原産米粉を使い、市内飲食業者２４店舗が開発した洋
菓子、パン、麺類等の試食及び米粉製品の販売が行われまし
た。
各店舗が工夫をこらした米粉製品につ
いては、多くの来場者に買い求められ、その様子は地元コミュニティ放送局「い
ちはらＦＭ」の生放送で広く紹介されました。
市原商工会議所といちはらうまいもの会は、これまでも米粉を使用したそば
や和菓子など様々な食品を開発し、「地域ブランド」として付加価値をつけ食堂
で提供したり道の駅で販売する等の取組を行ってきました。
米粉は、地産地消にもっともふさわしい食材であり、今後、ますます地域の
活性化に貢献していくことを期待しています。
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○ 米粉麺と米粉の創作料理のお店がオープン

＜東京都＞

港区芝大門のCasual Diningぶらん（とうきょう米粉ネットワーク会
員）は、「米粉麺」、「米粉創作料理」及び「お米のお酒」を気軽に楽し
めるお店として、５月１９日（木）にオープンしました。
ぶらんが提供する米粉麺は、「しら麺」と名付けられ、同店の中心
メニューとなっています。
ランチは、しら麺２種類（しら麺（温）orつけしら麺（冷））の中からひ
とつ選んだものに、ビュッフェサービス（サラダ・季節の惣菜・五穀ご
はんがどれでも取り放題）が付いて９５０円（税込）と、その値ごろ感
に大好評をいただいております。
ディナータイムは、しら麺が５種類に増え、天ぷらやムニエル、生
春巻きなどの米粉を使った創作料理も楽しめます。
お店は東京タワーや浜松町駅からも近く、観光や仕事の合間に
も立ち寄れる場所にあり、店内は女性客を意識したお洒落で落ち
着いた雰囲気となっています。
もちもち食感、つるっとした喉ごしが特徴の「しら麺」を、ぜひご賞
味ください！！
なお、つけしら麺（冷）はこれからの季節にもぴったりです。
夜の“しら麺”メニュー
しら麺（つけ）
￥８００／ミニ￥４００
辛味噌しら麺（つけ） ￥９００／ミニ￥４５０
味噌しら麺（汁なし） ￥７００
しら麺（温）
￥８００／ミニ￥４００
辛味噌しら麺（温）
￥９００／ミニ￥４５０
～米粉を使った創作料理～
（ディナータイムのみ）
米粉で揚げ出し豆腐 ￥４８０
野菜天ぷら米粉ＭＩＸ ￥４８０
北海サーモンの米粉ムニエル ￥７８０
プリプリ海老とアボカドの米粉生春巻き ￥５８０
※メニューの一部です
※価格は全て税込価格です。

Casual Dining ぶらん
〒１０５－００１２
港区芝大門２－６－１０ ポートビル１F）
電
話：０３－３４３７－１３３４
営 業 時 間：ランチ １１：００～１５：００
ディナー １７：００～２３：００
定 休 日：日曜 ・ 祝日
交通アクセス：ＪＲ浜松町駅 金杉橋口 徒歩２分
都営浅草線・都営大江戸線 大門Ａ３出口
徒歩２分
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○ 米粉抹茶シフォンケーキを販売しています。

＜神奈川県＞

インターネットショップ「横浜シフォン（神奈川県米粉食品推進
協議会員）」は、米粉を使用した抹茶シフォン（税込３，９００円）
を以下のホームページからのオンラインにて販売しています。
しっとりしながらふわふわな食感に仕上げ、お米で作ったスイ
ーツなので、日本茶にもマッチする一品となっています。
県産小麦粉で製造しているシフォンケーキ（メープル、バニ
ラ、チョコレート、バナナ、ミルクティ、ハーブ）についても、ホール
単位での注文であれば米粉で製造いたします。
オンラインショッピングのほか、二俣川マルシェ（毎週金曜日）、川崎のラチッタデッラマルシェ（毎週
日曜日）、アンテナショップかながわ屋及び神奈川県庁地下（月に１、２回）にも出店しており、カット販
売（抹茶シフォン、税込３５０円）もしております。
詳しい出店日については、以下のホームページをご覧ください。
●購入・問い合わせは
横浜シフォン（〒 225-0013 横浜市青葉区荏田町 1150-40 白亜館 203 ）
電
話： 045-509-1942
Ｆ Ａ Ｘ： 045-509-1943
メ ー ル：info@yokohamachiffon.com
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://yokohamachiffon.com
※出店日については、ＨＰ中央「更新情報」横の「イベント情報」からご確認いただけます。

○ 山梨県産の米粉を活用した学校給食調理技術研修会開催！

＜山梨県＞

７月５日（火）、山梨県学校給食会（山梨米粉普及推進ネットワ
ーク会員）は、ぴゅあ総合（甲府市）において、地場農産物を豊富
に採り入れた学校給食を実現するため、県産米粉・県産食材を活
用した「学校給食調理技術研修会」を
開催しました。
東日本料理学校協会理事斉藤洋
子氏を講師に、県内の学校栄養教諭
及び学校栄養職員１０７名に対して、
米粉を使用した２品（米粉のグラタ
ン、米粉のシチュー）を含む５品の調理実習が行われました。
今後の学校給食において米粉利用のより一層の拡大が期待されま
す。
なお、当日調理した献立は、７月２９日（金）に笛吹市スコレーセンター
において開催される学校給食展示会で、学校関係者等に対し試食提供
される予定です。
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○ 長野県米粉普及推進協議会第７回総会開催

＜長野県＞

６月２９日（水）、長野第二合同庁舎１階共用会議室におい
て、標記の総会が開催され、平成２３年度の活動方針に対する
活発な意見交換や、会員提供の
米粉食品の試食等を通じて会員
相互の情報共有を行い、一層の
米粉の利用拡大を推進すること
を確認しました。

新作の米粉パンや米粉洋菓子（４業者８品目）を試食

********************************************************************************
＜ ２ ＞ 農林水産省「消費者の部屋」米粉特別展示報告
５月２３日（月）～２７日（金）に開催された農林水産省「消費者の部屋」米粉特別展示（展示名：～米
粉～しっとりもちもちヘルシーライフ～）報告書が以下の農林水産省ホームページに掲載されましたの
でお知らせいたします。
ホームページ： http://www.maff.go.jp/j/soushoku/keikaku/komeko/syouhisyanoheya/index.html
なお、入場者数等の概要及び展示内容については以下のとおりとなっております。
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******************************************************************
＜ ３ ＞ “米粉”イベント情報＆案内

◇ 「親子米粉パン教室」の参加者募集！

（栃木県） NEW!

栃木県米粉食品普及推進協議会では、今年で８年目となる「親子米粉パン教室」の参加者を募集し
ています。
夏休みの思い出作りに、米粉を使ったパン作りに挑戦してみませんか？
なお、日時・場所・募集定員は、以下の各会場ごとで異なりますので、ご確認の上、お申込みくださ
い。（定員数に達ししだい締切とさせていただきますので予めご了承願います。）
主
講

催：栃木県米粉食品普及推進協議会
師：株式会社波里
栃木県パン協同組合青年部
会場受付：日の本穀粉株式会社
【会場】
◎宇都宮会場
日 時：７月２６日（火）
１３時００分～

◎大田原会場
日 時：７月２８日（木）
１３時００分～

場 所：（財）栃木県学校給食会 場
（宇都宮市砂田町６６９）

所：大田原東地区公民館
（大田原市若草１丁目１
２８７－１）

定 員： 小学生の親子３０組

◎佐野会場
日 時：８月３日（水）
１３時００分～
場 所：田沼中央公民館（佐野
市戸奈良町１－１）
定 員：小学生の親子１２組

定

員：小学生の親子１２組

【お申し込み方法】
参加をご希望の方は、参加申込書をＦＡＸしていただくか、電話でお申し込み下さい。
なお、参加申込書については、以下のホームページに掲載してあります。
○申込先 〒３２０－０８０６ 栃木県宇都宮市中央２－１－１６
栃木農政事務所「親子米粉パン教室」係
電
話：０２８－６３３－３４２８
Ｆ Ａ Ｘ：０２８－６３３－３４１０
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ： http://www.maff.go.jp/kanto/syokuryou/syouhi/sin-komeko/kyougikai/totigi/
pdf/komekopankyoshitu_tochigi.pdf
【参加費】
各会場とも１組あたり５００円（材料代として）ご負担いただきます。
●問い合せ先 栃木農政事務所消費流通課 ＴＥＬ０２８－６３３－３４２８ 担当：渋江、横山
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◇ フードシステムソリューション２０１１「米粉ビジネスフェア」出展者募集中！

（東京都）

会 期：１０月２６日（水）～１０月２８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
現在出展者を募集しております。関心のある方は以下のホームページをご覧ください。
なお、出展される場合は、直接お申込み願います。（申込期限７月２２日（金））
●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/information.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
●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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