関東米粉食品メールマガジン
第１２７号

２４．１．１６ 【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

○ 米粉をＰＲ！「ＫＭＫ４４（ｹｲ･ｴﾑ･ｹｲ･ﾌｫｰﾃｨｰ･ﾌｫｰ）」が活躍中 ＜茨城県＞
茨城県は、県産米の消費拡大に向けて米粉の利用促進を図るため、
「いばらき米粉大作戦」と称し、イベント等の総合企画会社(株)イトピック
（水戸市）と連携して昨年１０月に女性４人組ユニット「米粉宣隊ＫＭＫ４
４」を結成しました。
米粉宣隊ＫＭＫ４４は、「ＫｏＭｅＫｏ（米粉）」の頭文字である「ＫＭＫ」と
茨城県内の市町村数「４４」から命名され、米粉や米粉食品のＰＲ活動と
して、ホームページを利用した情報の受発信や、県内小中学校での出
張米粉講座の開催、県内外で開催されるイベント等での試食品配布等
を行っています。更には、１１月に完成した「ＫＭＫ４４」のテーマソング
「コメ粉の気持ち～純情編～」（作詞・作曲：県職員）を、今後参加するイ
ベントにおいて随時披露していく予定です。
米粉宣隊ＫＭＫ４４のメンバーは、「もっと知識を深め、まだ米粉を知ら
ない人々に身近に感じてもらえるよう広めていきたい」と話しており、今
後さらなる米粉利用促進が期待されます。
米粉宣隊ＫＭＫ４４参加イベント
●『新春企画ライブ 星野由美子ジャズコンサート』 ※コンサート前のＰＲタイムに参加
日 時：１月２１日（土）１３：００～
場 所：小美玉市生涯学習センターコスモス ロビー（小美玉市高崎２９１－３）
内 容：米粉ＰＲ、米粉マフィンプレゼント（ファミリー向け、先着１００名限り）
●『「食育」でみ～んな繋がろう！輪になろう！食育実践講座』
日 時：１月２６日（木）１３：００～
場 所：常陸大宮市おおみやコミュニティセンター（常陸大宮市北町４００－２）
内 容：米粉ＰＲなど
●「いばらき米粉大作戦」に関するお問い合わせ先

茨城県農林水産部 販売流通課

●「ＫＭＫ４４」に関するお問い合わせ先

株式会社

イトピック

電
話：０２９－３０１－３９６６
電
話：０２９－２５３－４３８７
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ： http://www.ibaraki-shokusai.net/season/season_komeko.cfm
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○ 米粉の特別キャンペーン実施中！！ ＜茨城県＞
農家レストランどんぐりてい（いばらき米粉食品普及しよう会
会員）は、かねてから販売している自家製粉の米粉を使用した
「米粉しふぉん」が、平成２３年度茨城県農産加工品コンクール
（茨城県農産加工指導センター主催）で優良賞を受賞したことを
記念して、米粉及び製粉賃を特別価格にて提供するキャンペー
ンを１月１５日（日）～３月３１日（土）まで実施しております。
ぜひ、この機会にお手持ちの米を米粉
にして、様々な料理に使用してみてはいか
がでしょうか。
キャンペーンの詳細については、以下のホームページにアクセス願います。
なお、上記コンクールでの受賞にあたっては、審査員から自家製粉機で製造し
た米粉の質の良さを高く評価していただきました。
●問い合わせ先

農家レストランどんぐりてい （〒３０６－０６０７ 茨城県坂東市弓田２８９－２）
電話（ＦＡＸ）：０２９７－３５－２２４０ （お気軽にお問い合わせ下さい）
メ ー ル： info@donguritei.jp
営 業 時 間：１１：００～１５：００／１７：００～２１：００
定 休 日：月、火、水
（定休日に、米粉の講習会、農業体験等のイベント、グループ貸切の予約を承ります）
ﾎ ｰﾑﾍ ﾟ ｰｼﾞ： http://www.donguritei.jp/komekofukyu.html

○ 米粉と野菜を取り入れたスイーツを提供しています ＜埼玉県＞
さいたま市大宮区のつけパスタのお店「アンテージュ・ガ
ーデンカフェ」では、米粉と野菜を取り入れたスイーツを提
供しています。
生地に米粉を使用し、生クリームの代わりに豆乳ホイッ
プクリームを使用していますので、よりヘルシーに仕上がっ
ています。
「プチショート・トマト」（写真）、「白いんげんのティラミス
風」、「さつまいものチーズケーキ」、「レンコンのガトーショ
コラ」の４種類（全て税込１３０円）をご用意しています。（商
品については季節により変更
となる場合があります。また、米粉以外のケーキも提供しています。）
ランチタイムに売り切れてしまうこともあるほど好評を博しています。
お近くにお越しの際は是非お試しください。
●お問い合わせ先

アンテージュ・ガーデンカフェ
〒３３０－０８５２ 埼玉県さいたま市大宮区大成町１－２２
電
話：０４８ー６６２ー７１７１
営業時間：ラ ン チ １１：３０～１４：３０
（ラストオーダー １４：００）
ティータイム １５：００～１７：３０
（ラストオーダー １７：００）
定 休 日：不定休（予約状況により変動いたしますので、お
問い合わせください。）
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://www.wis-net.co.jp/oomiya/cafe.html
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○ 米粉パン好評販売中！ ＜東京都＞
（株）木村屋總本店（とうきょう米粉ネットワーク会員）は、新しい
「日本のパン」の提案として商品展開している「木村屋の米粉パン」
シリーズの販売を平成２１年１２月から開始し、新潟県産米粉を使用
した菓子パン・総菜パン・食事パン・和洋菓子など、バラエティ豊かな
品揃えで、現在は１４アイテムを販売しています。
最近では、もっちりとした食感が特徴のパンケーキや、木村屋独
自の米粉の生地に、明太マヨソースを絞り、シュレッドチーズをトッピ
ングした、食べやすいドック型の総菜パンなど、朝ごはんにもぴった
りな３品が、新製品として、“めざましごはん”デザインパッケージで
仲間入りしました。
また、木村屋独自の米粉の生地に、
「ハウスバーモントカレー」を包んで焼き
上げた、「まろやか焼きかれーぱん」な
ど、ハウス食品(株)とのコラボレーション
商品も、人気です。
大手スーパーを中心に、取扱店を順
次拡大中です。是非ご賞味下さい。

～ 現在販売中の商品をご紹介 ～
イングリッシュマフィン ２入
ハニーロール ６個入
しっとりあんぱん
なめらかくりーむぱん
ふんわりむしケーキ
プレーン４個入
もっちりどーなつ ３個入
もっちりどーなつシナモン
３個入
もっちりどらやき

１３０円
２００円
１２０円
１２０円
２８０円
１４０円
１４０円
１００円

【ハウス食品(株)のカレー、シチューを使用】
まろやか焼きかれーぱん
１２０円
バターチキン焼きかれーぱん １２０円
北海道まろやかシチューぱん １２０円

【“めざましごはん”デザインパッケージ】
もっちりパンケーキ
メープル＆マーガリン ２個入
１１０円
ツナチーズドッグ
１３０円
明太マヨチーズドッグ
１３０円
※価格は、税別希望小売価格

●問い合わせ先
電話

０１２０－０１－４８７３

ホームページ http://www.kimuraya-sohonten.co.jp/
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＜ ２ ＞ “米粉”イベント情報＆案内

◇ 「米粉を使った美味しいメニュー！～米粉料理教室～」を開催します （群馬県） NEW!
前橋地域センター及び太田市食生活改善推進員協議会は、米の消費拡大・米粉の普及・食料自給
率の向上を目的に上記米粉料理教室を開催します。
皆様のご参加をお待ちいたします。
日
場
内

時：平成２４年２月６日（月） １０：３０～１４：００
所：太田市九合行政センター（太田市飯塚町５９１－１）
容：・米粉の料理教室
・食育セミナー
・参加者の皆様との意見交換会
募 集 人 数：２５名
参 加 費：５００円（材料費・保険代）
申込み締切：平成２４年１月２７日（金）１０：３０～１１：３０まで
申込み方法：九合行政センターへ直接お越しいただき、お申込み願います。（電話不可）
なお、応募者多数の場合は、当日１１：３０から抽選を行います。
主
催：関東農政局前橋地域センター
太田市食生活改善推進員協議会
後
援：太田市健康づくり課
米粉ネットぐんま
●問い合わせ先：前橋地域センター 電話：０２７－２２１－１１８５（担当：渡辺）

◇ 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。
文京区消費生活展
日時：２月９日（木）～１０日（金）１０：００～１５：００
会場：文京シビックセンター（文京区春日１－１６－２１）
東京メトロ丸ノ内線・南北線 後楽園駅（４ａ・５番出口）徒歩１分
都営地下鉄三田線・大江戸線 春日駅（文京シビックセンター連絡口）徒歩１分
ＪＲ総武線 水道橋駅（東口）徒歩９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。
第３７回品川区消費生活展
日時：２月１８日（土）～１９日（日）１０：００～１６：００
会場：品川区立総合区民会館「きゅりあん」（品川区東大井５－１８－１）
ＪＲ京浜東北線・東急大井町線・りんかい線 大井町駅から徒歩１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。
（米粉パンの試食・販売は１９日（日）のみ）
http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/hp/page000010700/hpg000010644.htm
●問い合わせ先 東京地域センター ＴＥＬ： 03-3214-7312 担当：杉田、山田
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◇ 「おいしい米粉を食べようキャンペーン」イベントに
「埼玉県米粉利用食品推進連絡会」が出展！ （埼玉県）
「国内農産物の消費拡大」「食料自給率の向上」「食の安心・安全」を目的として活動している「かか
し宣言」プロジェクト実行委員会が、米粉の普及に向けての取り組みとして「おいしい米粉を食べよう
キャンペーン」イベントを開催いたします。
埼玉県米粉利用食品推進連絡会としても、更なる米粉の利用拡大に繋げるために出展いたしま
す。（出展会員及び内容等の詳細は、確定次第お知らせいたします。）
日
会
主
協

時
場
催
力

：
：
：
：

平成２４年２月１７日（金）～２０日（月） ９：００～２０：００
イオン北戸田店 （戸田市美女木東１－３－１）
「かかし宣言」プロジェクト実行委員会
ＦＯＯＤ ＡＣＴＩＯＮ ＮＩＰＰＯＮ

●ご連絡先：埼玉米粉利用食品推進連絡会事務局（関東農政局生産振興課内）
電話：０４８‐７４０‐０４２８（担当：柳田、田辺）

◇ 「春休み親子料理教室（米粉でパンケーキ）」の参加者を募集中！ （山梨県） NEW!
春休みの親子での思い出作りに、米粉のパンケーキ作りに挑戦して
みませんか？
メニューは、「ふかふか米粉パンケーキ＆手作りトッピング」です。
ご参加を心よりお待ちしております。
日

時： ３月２９日（木） １０：００～１２：００
３０日（金） １０：００～１２：００
場
所： 東京ガス料理教室甲府 （甲府市北口 3-1-12 ）
受 講 料： ８００円／２人１組 （小学１年～６年生の子どもとその保護者ペア）
定
員： 各回、６組１２名 （応募多数の場合は、抽選になりますので予めご了承願います）
申込み締切：２月１５日（水）まで （締切後、定員に満たない場合には随時受付します）
申込み方法：下記お問い合わせ先までお電話にてお申込みください。
主
催：東京ガス山梨株式会社（山梨米粉普及推進ネットワーク会員）
●お問い合わせ先
東京ガス山梨株式会社

電話： 055-253-9215
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担当：杉山、新海、岡田

***********************************************************************************
＜ 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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