関東米粉食品メールマガジン
第１３２号

２４．３．３０ 【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

○ 米粉ネットぐんま世話人会を開催 ＜群馬県＞
前橋地域センターは、３月１３日(火)に米粉ネットぐんま世
話人会を開催し、本年度の取組状況として、イベントを開催
し米粉製品のＰＲを行った等の報告を行うとともに、平成２４
年度の取組方針に対する意見交換を行いました。
また、米粉利用拡大の取組事例として、「震災復興支援活
動と米粉の普及に向けて～思いやりをかたちに～」をテーマ
に、㈱叶屋食品（製麺
業・米粉ネットぐんま
会員）代表取締役 狩
野桂一 氏から講演を
いただきました。
講演では、気仙沼市の方々と一緒に、特産である「フカヒレ」
と米粉麺を使った新たな米粉製品の開発を今後行っていく等、
復興支援を視野に入れた米粉の利用拡大についてお話があり
ました。
参加者一同は、来年度も一層の米粉利用拡大を推進することを確認しました。
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○ 米粉パン新商品が続々登場！ ＜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
潟県産の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１５アイテム
を販売しています。
最近では、朝ごはんにぴったりな“めざましごはん”デザイ
ンパッケージに、「イングリッシュマフィン」と「朝に食べたいか
れーぱん」が仲間入り。「朝に食べたいかれーぱん」は、フル
ーツ・野菜・ヨーグルトを使用したかれーが入った、朝におい
しい仕立てです。
また、“スポーツ応援！”シリーズとして、木村屋独自の米粉の生地に、焙煎ごまマヨと照焼チキン
を自家製で和えた具材を包み、マヨネーズをトッピングした「ごまマ
ヨチキンドッグ」や、オレンジのマーマレードとヨーグルト風味のクリ
ームを合わせて爽やかな味に仕上げた「さわやかオレンジぱん」
も、好評発売中です。
「木村屋の米粉パン」シリーズは、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。

～
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
まろやか焼きかれーぱん

現在販売中の商品をご紹介 ～
２００円
１２０円
１２０円
２８０円
１４０円
１４０円
１００円
１２０円

※価格は、税別希望小売価格

【“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
ツナチーズドッグ
明太マヨチーズドッグ
イングリッシュマフィン２個入 NEW!
朝に食べたいかれーぱん NEW!

１１０円
１３０円
１３０円
１３０円
１２０円

【スポーツ応援！】
さわやかオレンジパン NEW!
ごまマヨチキンドッグ NEW!

１２０円
１２０円

●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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○ 「米粉ｄｅスイーツコンテスト入賞作品レシピ集」作成 ＜埼玉県＞
埼玉県米粉利用食品推進連絡会は、多くの方に米粉利用食品を身近
に感じていただくため、９月から１１月までの間に開催した「米粉ｄｅスイー
ツコンテスト」において受賞した１０作品のレシピを取りまとめた標記レシ
ピ集を作成しました。
レシピ集については、今後開催される米粉イベント等において配布予
定としているほか、関東農政局ホームページにも掲載しておりますので、
是非、ご家庭においてもお試しください。
なお、受賞した作品は、米粉の特性を生かしたもので、食味、外観に優
れ、創意工夫がなされており、コンテスト会場においても来場者から「おい
しそう、食べてみたい」との感想をいただくなど好評を得ていました。

関東農政局ホームページ：
http://www.maff.go.jp/kanto/syokuryou/syouhi/sin-komeko/kyougikai/saitama/index.html

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

◇ もっちり！おいしい！「千葉の米粉スイーツフェア」開催中！ （千葉県)
千葉県では、県産の農林水産物消費促進のために展開してい
る「フード・アクション・ちば」の一環として、県産のお米を使用した
米粉スイーツフェアを、３月１日（木）～３１日（土）に開催していま
す。
このフェアでは、ちばコメ粉食品普及会会員である、「グリー
ブ」、「袖ケ浦市農畜産物直売所ゆりの里」、「みんなみの里」、
「米粉パン工房ネモトベーカリー」を含め、千葉県内３０店舗の参
加店において、それぞれに工夫を凝らしたロールケーキやシフォ
ンケーキなど、新食感の春らしい米粉スイーツが提供されていま
す。ぜひ、フェア参加店にお立ち寄りいただき、おいしい米粉スイ
ーツを召し上がってください。
「千葉の米粉スイーツフェア」
http://www.pref.chiba.lg.jp/seisan/press/2011/sweet02.html
「千葉の米粉スイーツフェア参加店マップ」
http://wwwp.pref.chiba.lg.jp/pbmgm/pdf/20120218-02.pdf
【詳細情報】
○日時：３月１日(木)～３１日(土)
○内容：千葉県産米使用米粉で作ったスイーツをお店で提供しています。
○場所：千葉県内の参加店舗（３０店舗） ※上記リンク先を参照ください。
○主催：千葉県
○共催：(社)千葉県商工会議所連合会、千葉県商工会連合会、千葉県農業協同組合中央会、
全農千葉県本部、千葉県米消費拡大推進協議会
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◇ 「米粉食品指導員認定スクール」の開催 （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
「こっけん料理研究所」（東京都）にて随時開催されている
米粉食品指導員認定スクール」２４年４月～９月期の募集が
行われています。
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、「米粉パンコー
ス」と「米粉ケーキ・調理コース」があり、各コースにおいて幅
広い米粉食品調理技術、
知識を習得できます。
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
協会の認定証書が交付されます。（（財）日本穀物検定協会関東
支部はちばコメ粉食品普及会会員です。）
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？
●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）
電話： ０３－６６６１－９３８１
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ： 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。
http://kokken-ryori.jp/file/nintei-pan6,cake8.pdf

◇ 「ヘルシーエイジングフェスタ 2012 in 高崎～米粉のお菓子～
藤野真紀子を囲むわいわい食卓～」を開催

（群馬県）

標記フェスタは、”健康寿命を伸ばしましょう”をキャッチフレーズに、明るい長寿社会の実現に向け
て、食生活の重要性を伝え、社会参加の仲間作りの機会を提供するために開催しています。
６回目の開催となる今回は、メイン講座として、料理研究家 藤野真紀子さんによる「米粉を使った
お菓子料理」について実践を交えたセミナーと服部栄養専門学校 代表理事 服部幸應さんの特別講
演（予定）も行います。
また出展・協賛（有料）も募集しておりますので、詳しくは下記の事務局までお問い合わせ下さい。
日 時：５月１２日（土） １１：００～１６：３０（入場無料：参加無料）
親睦会 １７：００～１９：００（参加費７，０００円）
場 所：ホテルメトロポリタン高崎（JR高崎駅直結）
主 催：NPO法人 元気な 120 才を創る会
ヘルシーエイジングフェスタ実行委員会
協 賛：企業・団体（食品、米粉関係企業・団体等）
後 援：高崎市
米粉ネットぐんま
協 力：地域委員会、フードアクションニッポン
●問い合わせ先
NPO法人 元気な 120 才を創る会 フェスタ事務局
〒１０２－００８２
東京都千代田区一番町１５－１ ﾌｧｰｽﾄﾋﾞﾙ６Ｆ
電
話： ０３－３５５６－１２００
Ｆ Ａ Ｘ： ０３－５２２６－３３２２
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メ ー ル： info@genki120.net
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ： http://www.genki120.net/

◇ フードシステムソリューション２０１２「米粉ビジネスフェア」
出展者募集中！

（東京都） NEW!

会 期：９月１９日（水）～９月２１日（金） １０：００～１７：００
会 場：東京ビッグサイト東ホール
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６月１５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
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ： http://www.f-sys.info
出展のご案内： http://www.f-sys.info/powrex/guideline/index.html

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