関東米粉食品メールマガジン
第１２２号

２３．１０．３１ 【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

○ 「第３５回高崎市みんなの消費生活展」に出展しました！

＜群馬県＞

前橋地域センターは、１０月２２日(土)に、高崎市役所１階で開
催された上記消費生活展に出展しました。
当日は、米粉のパネル展示や米粉レシピの配布を行うととも
に、「さわってみよう米粉」コーナーを設置し、群馬製粉㈱（米粉ネ
ットぐんま会員）から提供い
ただいた４種類の米粉（上
新粉、だんごの粉、ＪＭＥＮ
№５、リ・ファリーヌ）と小麦
粉との粒度の違いを体験してもらうイベントを行いました。
来場者からは、「触った感じが全種類違うことに驚きました」、
「こんなに細かい米粉があるとは知りませんでした」、「普段触っ
たことがないので、貴重な体験ができました」などの感想が寄せ
られるなど好評を博していました。

○ 高校生ご当地グルメグランプリ「和っふく」が米フェスタに登場！

＜千葉県＞

千葉消費拡大推進協議会（ちばコメ粉普及会会員）は、１０
月８日（土）～１０日（月）に、そごう千葉店において、「ちばの
米・こめ・KOMEフェスタ」を開催し、「高校生『新』ご当地グルメ
プロデュース」グランプリに輝いた米粉スイーツ「和っふく」の
販売・ＰＲを行いました。
「和っふく」は、山武市の米粉、横芝光町のきな粉、九十九
里海岸の塩をブレンドした生
地に、黒蜜、黒蜜カスタード、
抹茶生クリーム、求肥を挟
み、八街産の落花生をトッピングした創作ワッフルです。
横芝敬愛高校の生徒３名と協同で「和っふく」を開発した、ワッフル
店「SWEETS＆TEA わっふる日和」で１０月から２５０円（税込）で販
売（２０１１年末までの季節限定）されています。
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●SWEETS＆TEA わっふる日和
〒２６６－００３３
千葉市緑区おゆみ野南２－４－１１
電
話：０４３－４９７－４２３７
営 業 時 間：１０：００～２０：００
定 休 日：水曜日
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ： http://www.waffle-biyori.net/

＜「高校生『新』ご当地グルメプロデュース」とは＞
山武郡市の高校生がアイデアを出し、飲食店と協
同で新たなご当地グルメを創作するコンテスト
（東金青年会議所主催、９月２４日に開催）

○ 「第５回東京都食育フェア」に出展！

＜東京都＞

とうきょう米粉ネットワークの１２会員（下記）は、１０月８日（土）
～９日（日）に、代々木公園ケヤキ並木で開催された上記フェア
に出展し、それぞれのブースで米粉や米粉食品の試食・販売を
行うなど、米粉の魅力をＰＲしました。
天候にも恵まれ、会場は３万６千人を超える来場者で賑わい、
会員各ブースにも試食を求める多くのお客様にお越しいただき、
商品の売れ行きも好調で、展示した商品がまたたくまに完売す
るブースも出るなど大盛況のうちに終了しました。
出展会員からは、「多くの消費者に直接ＰＲでき、米粉食品を
知っていただくよい機会となった」などの感想が寄せられました。
出展会員 （とうきょう米粉ネットワーク）

販売商品ｏｒ試食品

群馬製粉（株）

米粉、米粉カステラなど

FoodConceptShop MOMINOKI HOUSE

コロッケ弁当、コロッケバーガーなど

浅間ほわいと倶楽部

浅間ほわいと焼き

野川麺業（株）

米粉の焼きうどんなど

こめ工房MAGOME（（株）マゴメ）

米粉パン、米粉麺、米粉クッキーなど

（有）尾久三河屋製パン

米粉パン、米粉ホットドック

（株）たふぃあ

米粉麺、米粉カレールゥなど

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、玄米香琲、玄米粉パンなど

米粉パン専門店

ベイズ・モア

米粉パン

（株）エス・ティー・ジー

米粉、米粉パン

（株）三栄コーポレーション

米粉モッフルなど

○ 杉並区で米粉料理教室が開催されました！

＜東京都＞

杉並区は、１０月１８日（火）に杉並区阿佐ヶ谷地域区民セン
ターにおいて、「知っていますか？米粉のこと
～米粉の活用法～」を開催しました。
当料理教室は、参加者募集後すぐに定員
に達してしまうほど好評で、米粉の注目度の
高さがうかがえました。
当日は、(有)シンクネクスト（とうきょう米粉
ネットワーク会員）の今別府靖子代表（料理
研究家・栄養士）を講師に、株式会社波里
（同ネットワーク会員）が提供した米粉を使用し、“炊飯器de米粉パン”、“米粉のホ
ワイトシチュー”、“米粉の黒ごまシフォンケーキ”の３品の調理実習を行いました。
参加者２４名からは、「調理後の食器がさらっと洗えて片付けがとても楽」、「また
開催してほしい」という感想が多く寄せられました。
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○ 米粉パイ「ひまわりパイ」を販売 ＜山梨県＞
八ヶ岳高原南麓にある八ヶ岳パイ工房（山梨米粉普及推進
ネットワーク会員）は、北杜市商工会が実施した地域産業活性
化の取組である「米粉ｄｅ商品開発」プロジェクトに参加し、北
杜市明野町産のひまわり油と県産米粉を５０％使用した「ひま
わりパイ」を開発、本年８月から販売を開始しました。
米粉を使用することでより柔らかい食感が得られ、ひまわり
油を使用することでよりヘルシーに仕上がりました。
当店（インターネットでの注文も可）のほか、同市「パノラマ市
場」や温泉施設「パノラマリゾートひまわりの丘ふるさと太陽
館」でも販売（１枚１５０円、６枚入り９００円（全て税込））してい
ますので、お近くにお越しの際はぜひご賞味ください。
なお、新たな米粉パイも開発中ですので、今後の商品ラインナップにご期待ください。
●お問い合わせ先

八ヶ岳パイ工房

（北杜市大泉町谷戸５６３２ー１）
電
話：０５５１－３８－０２９０
営 業 時 間：９：３０～１７：３０ （木曜定休日）
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ： http://www.dcn.ne.jp/~skana/paikoubo.htm

●パノラマ市場 （北杜市大泉町西井出８２４０）
電
話：０５５１－３８－１７０５
営 業 時 間：９：３０～１７：００ （火曜定休日）
●パノラマリゾートひまわりの丘ふるさと太陽館 （北杜市明野町浅尾５２５９ー９５０）
電
話：０５５１－２５－２６０１
営 業 時 間：１０：００～２１：００（１１月～３月は２０：００まで、火曜定休、祝日の場合は翌日）

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

◇ 「利根町地場産業フェスティバル」で米粉食品をＰＲ！！

（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）は、地元の農業・商業・工業を
多くの皆様に知っていただくために標記フェスティバルを開催し、併せて利根町産米「とねのめぐみ」
の米粉を使用した食品のＰＲを行います。お近くにお越しの際は、是非ご来場下さい。
なお、開催日時等及びＰＲ内容につきましては以下のとおりです。
日 時：１１月３日（木）祝日 ９：３０～１５：００
場 所：利根町保健福祉センター駐車場（利根町下曽根２２１－１）
主 催：利根町地場産業推進協議会
≪ＰＲ内容≫
★同協議会会員店舗による特産品の販売★
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←≪船橋屋の米粉カステラ≫

≪利根飯店の米粉肉まん≫→

★米粉料理の試食★
メニュー：地元野菜をたっぷり使った米粉ホワイトシチュー
★米粉・新米の無料配布！！（先着順：２００名）★
配布時間：米粉（３５０ｇ）
新米（１ 合）

１１：００～
１４：００～

※数に限りがございますので、お早めのお出かけをおすすめします。
●お問い合わせ先：
利根町地場産業推進協議会事務局（利根町役場経済課農業振興係）
電 話：０２９７－６８－２２１１（内線３２４）
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ： http://www.town.tone.ibaraki.jp/news.php?code=47

◇ 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１３回「くらしの広場」（千代田区）
日時：１１月４日（金）１１：００～１５：００
会場：千代田区役所１階区民ホール（千代田区九段南１－２－１）
東京メトロ東西線・半蔵門線・都営新宿線九段下駅から徒歩５分
※(株)エス・ティー・ジーが米粉、米粉パンの試食・販売を行います。
詳細はこちら http://www.city.chiyoda.lg.jp/service/00113/d0011312.html
第４０回目黒区消費生活展
日時：１１月５日（土）～６日（日）１０：００～１６：００（６日は１５：３０まで）
会場：目黒区民センター（目黒区目黒２－４－３６）
ＪＲ山手線・東急目黒線目黒駅から徒歩１０分
※米粉パン専門店Ｂｅｉ’ｓＭｏｒｅ（ベイズ・モア）が米粉パンの試食・販売を行います。
詳細はこちら http://meguroshouhiseikatsuten.org/
第４０回くらしフェスタくるめ（東久留米市）
日時：１１月２６日（土）～３日（土）
会場：市民プラザ・市民ひろば（東久留米市本町３－３－１）
西武池袋線東久留米駅西口から徒歩５分
※(株)エス・ティー・ジーが米粉、米粉パンの試食・販売を行います。
-4-

第１３回多摩市消費生活フォーラム
日時：１２月２日（金）～３日（土）１０：００～１７：００
会場：多摩市永山公民館「ベルブ永山」（多摩市永山１－５）
京王永山、小田急永山駅から徒歩３分
※あしたや共働企画が、米マイフーズの米粉を販売します。
●問い合わせ先 東京地域センター ＴＥＬ： 03-3214-7312 担当：杉田、山田

◇ 「ぐんま食育フェスタ in 高崎」に出展！ （群馬県） NEW!
前橋地域センターは、ぐんま食育フェスタ in 高崎に出展し、米粉の利用拡大に関する情報提供を
行います。
当日は、「米粉パンの製造実演と試食会」と米粉の展示（群馬製粉㈱（米粉ネットぐんま会員）提供）
を行い、米粉普及のＰＲに向けたイベントを開催します。
また、米粉のパネル展示・米粉レシピの配布と体験型クイズ（おにぎりＢＯＸクイズ）等を行います。
日 時：１１月１９日（土） １０：００～１５：００
会 場：高崎市総合保健センター（高崎市高松町５番地２８）
入場料：無料
詳細はこちら http://www.city.takasaki.gunma.jp/hokenjo/kenkou/documents/tirasi.pdf
●問い合わせ先 前橋地域センター ＴＥＬ：０２７－２２１－１１８５ 担当：渡辺
***********************************************************************************
＜ 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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