関東米粉食品メールマガジン
第１２０号

２３．９．３０ 【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

○ 入間市で米粉料理教室を開催！ ＜埼玉県＞
（財）入間市勤労者福祉サービスセンターは、９月１１日（日）に
入間市東町公民館において米粉料理教室を開催しました。
北村 悦子氏（埼玉県米粉利用食品推進連絡会会員）を講師
に、米粉を使用したマフィンとじゃがいものニョッキの調理実習を
行い、「米粉は人に必要なアミノ酸バランスが優れている」等、米
粉の特性についての説明がありました。
米粉料理教室は、参加者募集後すぐに定員に達してしまうほ
ど好評で、参加者１６名からは、「もちもちした食感でよりおいし
かった。」、「参加してよかった。」等の感想が寄せられました。

○ 「米粉パン作り体験教室」を開催 ＜山梨県＞
甲府市社会福祉協議会は、９月２２日（木）に甲府市健康
の杜センター「アネシス」において、米粉パン作り体験教室を
開催しました。
体験教室では、関東農政局甲府地域センター職員を講師
に、グルテン入り米粉を使用したピザとパンの調理実習を行
うとともに、最近の米粉事情や米粉の特性について説明を行
いました。
料理教室の参加者１６名
からは、「米粉を使うとより
もちもちして美味しい。」、
「今後も米粉パンを作ってみたい。」等の感想が寄せられました。
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○ 静岡県の学校給食に米粉パンを導入予定！ ＜静岡県＞
静岡県経済産業部農林業局茶業農産課（静岡県米粉
食品普及推進協議会会員）は、県内の学校給食に米粉
パンを導入するため、(財)静岡県学校給食会（静岡県米
粉食品普及推進協議会会員）に米粉パンの研究・開発
を委託しました。
同給食会は、研究・開発の結果、既存の学校給食用
小麦粉に１０％の米粉を添加することとし、県下同品質
の米粉パン提供のため、本年７月から８月にかけて、学
校給食用パン納入業者である静岡県学校給食パン協同
組合員（２８事業者）を対象に、米粉パン製造実技研修
会を実施しました。
更に、同学校給食パン協同組合員は、研修後の９月９日（金）に、パン工業組合ビル会議室におい
て、それぞれが製造した米粉パンを持ち寄り、試食会を実施しました。
手作りとライン製造での出来上がりの比較や、重さ、膨らみ具合といった整形の仕方、焼き色等、作
り方のポイントについて意見交換を行い、米粉パンを提供できる体制を整えました。
今後は、県内の学校３カ所（東部、中部、西部それぞれ１校）を選定し、平成２４年１月に米粉パン
導入を予定しています。
もちもちとした食感のおいしい米粉パンが、小、中学校の給食に並ぶ日が今から楽しみです。

○ 静岡県立引佐高校で米粉についての授業を開催！＜静岡県＞
静岡県立引佐高校（静岡県米粉食品普及推進連絡会会員）
は、県教育委員会が実施する農業体験推進事業の一環として、
９月１２日（月）に米粉についての授業を開催しました。
授業は２部構成で、１部では、静岡文化芸術
大学米屋武文教授（静岡県米粉食品普及推進
連絡会会員）が、世界と日本の食料事情、休耕
田の活用、米粉食品の開発等に関する講義を
行いました。
２部では、同高校の先生手作りの米粉パン
や市販の米粉めん・米粉ロールケーキといった米粉を使用した食品の試食を行いま
した。
日本の食料自給率が低いことに関して、休耕田を活用し、収穫した米を使用した
米粉食品を普及すれば自給率を確実に上げることができるといった説明に、生徒は
熱心に耳を傾けていました。

-2-

******************************************************************
＜ ２ ＞ “米粉”イベント情報＆案内

◇ 「第５回

東京都食育フェア」に出展！

（東京都） NEW!

とうきょう米粉ネットワークの１２会員が東京都食育フェアに出展し、米粉や米粉食品の試食・販売
を行います。また、東京地域センターの出展ブースでは、米粉と食育に関するクイズラリーや、もみす
り体験なども楽しめます。
日 時： １０月８日（土）～９日（日） ※小雨決行
１０：００～１６：３０（９日は１６：００まで）
会 場： 代々木公園 ケヤキ並木通り（渋谷区代々木神南二丁目）
入場料： 無料
Ｈ
Ｐ： http://www.metro.tokyo.jp/INET/EVENT/2011/09/21l9l200.htm
チ ラ シ： http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/norin/tokyo-nou-rin-sui/event/5-fair.pdf
【 出展会員事業者及び試食・販売品】 （内容は変更になることがあります）
群馬製粉(株)
米粉、米粉クッキー、米粉カステラなど
FoodConceptShop MOMINOKI HOUSE
コロッケ弁当、コロッケパン
浅間ほわいと倶楽部
浅間ほわいと焼き
野川麺業株式会社
米粉の焼きうどん、米粉団子のおしるこ
こめ工房MAGOME（(株)マゴメ）
米粉パン、米粉めん、米粉せんべいなど
(有)尾久三河屋製パン
米粉パン、米粉ロールケーキなど
(株)たふぃあ
米粉めん、米粉カレールゥ
サラの会（(株)サラ秋田白神）
米粉パン、米粉シフォンケーキなど
(株)シガリオ
米粉、玄米粉飲料、玄米粉パン
ベイズ・モア
米粉パン
株式会社エス・ティー・ジー
米粉、米粉パン、米粉ケーキ
(株)三栄コーポレーション
米粉・餅のモッフル
●問い合わせ先 東京地域センター ＴＥＬ： 03-3214-7312 担当：杉田、山田

◇ 「米粉パン製造講習会」を開催します！ （東京都） NEW!
とうきょう米粉ネットワークと東京地域センターは、製パン業関係者の皆様を対象に、米粉パン製造
講習会を開催します。
当日は、キリン協和フーズ株式会社の製パン技術顧問 手塚氏を講師に迎え、講演及び製造実習
を行います。また、米粉の利用拡大に関する情報提供や、米粉パンの試食（株式会社木村屋總本店
提供）も予定しています。
日
時：１０月２１日（金） １３：３０～１７：３０
会
場：株式会社ADEKA 本社３F リステクノプラザ
（荒川区東尾久７－２－３５）
募 集 人 数：製パン業関係者 ５０名（先着順） ※１０月１４日（金）〆切
詳細・申込はこちら http://www.maff.go.jp/kanto/press/tokyo/110920.html
●問い合わせ先 東京地域センター ＴＥＬ： 03-3214-7312 担当：杉田、山田

-3-

◇ 各地の消費生活展で米粉食品の販売を行います！ （東京都） NEW!
東京地域センターは、以下のイベントに出展し、「東京米粉マップ」の配布など、米粉利用拡大に関
する情報提供を行います。
あわせて、とうきょう米粉ネットワーク会員が、米粉パンの試食・販売等を行います。
※試食・販売はいつも大盛況です。なくなり次第終了します。
第３６回台東区消費生活展
日時：１０月１４日(金)～１５日(土) １０：００～１６：００（１５日は１５：３０まで）
会場：台東区役所（台東区東上野４－５－６） ＪＲ上野駅徒歩８分
※(有)尾久三河屋製パンが米粉パンの試食・販売を行います。
（米粉パンの販売は、１２：００頃から開始予定です）
詳細はコチラhttp://www.city.taito.lg.jp/index/event/kanko/36shohiseikatsuten.html
第３９回大田区生活展
日時：１０月１５日(土)～１６日(日) １０：００～１５：３０
会場：大田区立消費者生活センター（大田区蒲田５－１３－２６－１０１）
ＪＲ蒲田駅東口から徒歩５分
※(株)シガリオが玄米粉飲料・玄米粉パン等の試食及び販売を行います。
●問い合わせ先 東京地域センター ＴＥＬ： 03-3214-7312 担当：杉田、山田

◇ ☆★☆

第２回米粉パン教室の開催 ☆★☆

（神奈川県） NEW!

しらいし椿米粉パン教室では、米粉パンの試食会を定期
的に行っております。ぜひ焼き立ての米粉パンの美味しさを
体感してください ! !
第２回のテーマは・・・
「米粉★バイン・ミー(※)
～ベトナム風サンドイッチの会」です。
(※)バイン・ミーとは、ベトナムの屋台で売られている、ベトナム野菜や総菜を
ふんだんに挟んだフランスパンのサンドイッチのこと。

焼くと、もちもち・パリパリとするのは米粉の特性です。
米粉を多く配合したフランスパンは、まさにその特性が最大
限に生かされています。
バターやオイルをいっさい使わず焼きあげたヘルシーな
米粉フランスパンに、有機野菜と自家製ハーブ等をたくさん
挟んだサンドイッチです。
ぜひ、ご試食にお越しください ♪♪
当日は、パンのレッスンはございませんが、米粉フランスパンの作り方のコツや美味しい召し上がり
方についてお伝えいたします。
◎開 催 日 時：１０月１５日(土) １１：００～１４：００
◎開 催 場 所：しらいし椿米粉パン教室（東急田園都市線 梶ヶ谷駅下車）
◎参 加 費：１，０００円（レシピ・ランチ・おみやげ付き）
◎参加申し込み：１０月６日(木)までにお願いいたします。
◎問 合 せ 先：しらいし椿 tsubakiroll@gmail.com
ＨＰアドレス http://ameblo.jp/kacomint/
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◇ 「第６２回外食産業フェア２０１１」開催

（東京都）

会 期：１０月１３日（木） １０：００～１７：００
会 場：サンシャインシティ文化会館３階（東京都豊島区東池袋３－１－４）
主 催：社団法人日本外食品卸協会
同フェアの”米粉コーナー”に、関東米粉食品普及推進協議会会員事業者が出展し、米粉や米
粉製品等の紹介及び試食提供を行います。
なお、無料入場券は、以下の主催者（（社）日本外食品卸協会）ホームページから入手できま
す。
主催者ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ： http://www.gaishokukyo.or.jp/fair/tokyo.html
【

出

展

者

会

員

事

業

東京フード㈱
みたけ食品工業㈱
井上スパイス工業㈱
（社）食農健
㈱夢みるぱさり
㈱シガリオ
富士市商工会

者

及

び

試

食

品

】

カレールゥ
アレンジパンケーキ
米粉カレー
米粉ドーナッツ、米粉ラスク、米粉ワッフル
彩の国米シュッキー
ブラックジンガー、リブレフラワー入りパン
富士山ひらら

㈱波里、㈱ふるさと、㈱龍勢の町よしだ、
米マイフーズ㈱、山正食品㈱、日本製粉㈱、
共立食品㈱、㈱三栄コーポレーション、
㈱グレイン・エス・ピー、日本ニーダー㈱、
横浜シフォン

左記の事業者については、米粉・米粉製品等
の展示のみになります。

◇ 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：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
●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/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/
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＜ ３ ＞ 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 ０４８－６０１－０５３３
「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 （関東農政局生産部生産振興課内 TEL： 048-740-0428 ）
＊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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