2

3

2016年の活動

すみだ食育goodネット総会

平成28年度 すみだ食育goodネット総会
平成 28 年 5 月 16 日

今年度は新会則の下、役員改選が行われ、理事長に木口圭子氏、副理事長
に古井和美氏・佐伯信郎氏、その他総務の理事３名と事業理事９名が決まり
ました。木口理事長より挨拶があり、新体制の開始となりました。
また第２部では、東京會舘和食総料理長の鈴木直登氏による「和食文化と
和の心」と題して、和食の素晴らしさを学ぶ講演会を行いました。
（担当：久我）

●

木口理事長挨拶
初代理事長中島マサさんからバトンを受けました理事長の木口圭子です。

2015 年には、内閣府と墨田区の主催により「第 10 回食育推進全国大会」
がすみだで開催され、good ネットは、地域に根差した活動を行うボランティ
アとして、活動内容、広がり、持続性や安定性が評価され「食育推進ボランティ
ア表彰」を受賞することが出来ました。食を介して人をつなぐことは、世代
や分野、地域をこえたコミュニケーションを生み出します。また、平時のつ
ながりが災害時の食支援へとつながる取組も生まれ始めております。今後と
も、ネットワークづくりをみなさまとともに歩んでいけたらと思います。ど
うぞよろしくお願いいたします。
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すみだ街かど食堂

2016年の活動

すみだ街かど食堂
「すみだ街かど食堂」は、
子どもから高齢者までみんなで一緒に食事を作り、
一緒に食べながらゆるやかに交流する場です。現在は、毎月第４水曜日の
16 時半から 19 時まで、キラキラ橘商店街近くの「キラキラ茶家」で、墨田
区社会福祉協議会とさわやかネットの協力のもと「カレーの日」という形で
開かれています。子どもたちは大人に教わりながら、材料を切ったり盛り付
けを担当します。高齢者の方にもお茶を入れてもらい、みんなで食事を楽し
みます。また、おてらおやつクラブに参加している春慶寺さんより果物の寄
付があり、サラダやデザートに活用させていただいています。（担当：荒川）
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食育イベント

2016年の活動

手間かけて すみだ食育 てんこもり 2016
〜夢をカタチに！食で育む人とまち〜
平成 28 年 6 月 16 日〜 19 日

毎年 6 月の食育月間に開催している食育イベント「手間かけて すみだ食
育 てんこもり」も今年で 5 年目を迎えました。昨年墨田区で開催された食
育推進全国大会で培った経験と、新たなつながりが加わり、区役所や地域の
各所でたくさんのイベントが開催されました。

●

（担当：青島）

ランチタイムセレモニー
イベント恒例のランチタイムセレモニー。江東

学園幼稚園とおむらい保育園の子どもたちの元気
な歌声が、区役所アトリウムに響きわたりました。
行きかう人も足を止め、紙芝居や、水族館の楽し
いお話に耳を傾けました。普段あまり目にする機
会のない

かっぽれ

と

フラダンス

に、子ど

もたちは初めはキョトン、次に興味津々、そして
最後には一緒に身振り手振りで参加しました。多
世代が交流する楽しい時間はあっという間に過ぎ
ていきました。

歯・口の健康に関
す る 図 画・ ポ ス
ター展（ホワイエ）
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保育園の子どもたちの絵
（イベントホール）

食育イベント

●

2016年の活動

みんなで育むすみだの食育

（区役所１階アトリウム・すみだリバーサイドホール ギャラリー）

アトリウムとギャラリーで、地域団体、NPO、事業者、企業、大学、行
政などが取り組む食育の展示をしました。

●

講演会、講習会、ワークショップ、特別メニュー
すみだリバーサイドホールイベントホール、会議室、ミニシアターを会場

として、講演会、講習会、ワークショップなどが開催されました。また、期
間中、1 階食堂と 2 階茶屋 café あづまでは、特別メニューが提供されました。
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2016年の活動

●

食育イベント

区内各所でのイベント
区内各所でも、料理教室や体験教室など、たくさんのイベントが開催され

ました。各会場では、多世代が食を通じて交流し、笑顔とともに食育の輪が
広がりました。

かんたん和風料理

味噌つくり

デコスイーツ作り

料理で科学！お絵かき米粉ホットケーキ♪

お茶の科学教室

都市農業を知って、お箸をつくろう！
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食育イベント

●

2016年の活動

こども商店街
全国大会で生まれたこの企画。
児童館の子どもたちと地域のお店

がつながって、一日だけの商店街が
オープンしました。子どもたちは、
この日のために事前学習をします。
お店の人はどんな気持ちで商品を
作っているのか、商品がどのように作られているのかなどを知ることによっ
て、ただの お店屋さんごっこ ではなく、きちんと商品の説明ができ、大
切に販売して、買っていただいたことに感謝することができるのです。

会計も、おとなのサポートを受けながら、子どもたちがやりました。地域
の人に見守られ、様々な経験を通して成長し、豊かな心が育まれていくのを
感じました。

●

（担当：青島）

実施報告会＆交流会
実施報告会では、たくさんの企画の中から、7 つのイベントについて報告

がありました。交流会では、会員のお店のおいしい食べ物をいただきながら
食

への想いを語り交流を深めました。そして、みんなで円をつくり、全

国大会の大会メッセージを１行ずつ順に読んでいきました。最後に、
「新し
い墨田区食育推進計画の策定へ！」と声を合わせ、2016 年のイベントは幕
を閉じました。

（担当：青島）
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2016年の活動

食育人に会いに行こう！

しょくいくびと

食育人に会いに行こう！
平成 28 年 6 月 18 日／ 11 月 5 日

「和牛処 やまだいら」
にて、今年度第 1 回目
を実施しました。参加
者は美味しいすき焼き
に 舌 鼓 を 打 ち な が ら、
お二人の食育人にお話をうかがい
ました。やまだいら店主の樋口潤
さんは、近江牛について知れば知
るほど仕事を丁寧にするようにな
り、生産者の想いを大切にしてい
るそうです。有限会社三善豆腐工
房の平田慎吾さんは 30 歳からお
豆腐屋さんを始められ、日本一うまい豆腐作りをめざそうと、生産者の丹精
した大豆を大切にいい物を作る、その一心で続けてこられたとのことでした。
第 2 回目は「焼酎 Bar
秘蔵」で行いました。秘
蔵店主の土山章裕さんと
和のごはん みかづき店
主の板垣美加子さんは打
ち合わせを重ねて、当日はどんな飲み物
がいいか！どんなお料理にしようか！と
何度も話し合ってくださいました。参加
者は、焼酎と和のごはんについてのお話
を聞きながら、しばし楽しい一時に酔い
しれました。
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（担当：久我）

食とケア

2016年の活動

歯・口の健康フェスティバル
平成 28 年 6 月 9 日

歯と口の衛生週間にちなみ、曳舟文化センター
にて行われました。good ネットは「食とケア」
のテーマで出展しました。株式会社明治のご協
力により、とろみ調整食品のご紹介と体験をし
ていただいたところ、来場者に大変喜ばれました。歯と口の健康について関
心を持っていただく良い機会となりました。

（担当：久我）

高齢者口腔ケア教室
平成 28 年 9 月 28 日

公益社団法人東京都向島歯科医師会から協力の依頼
を受け、参加しました。歯科医師会の口腔健診・指導が
主な目的ですが、今回は高齢者支援総合センター・株式
会社明治・キヨタ株式会社の協力もあり、参加者を５グ
ループに分け、５つのブースを回りながら体験できるようしくみをつくりまし
た。goodネットでは「摂食嚥下クイズ＆パタカラ体操」を受け持ち、担当メ
ンバーが各グループの引率も行い、参加者に大変喜ばれました。 （担当 : 久我）

はばたき・みつばち・こうめまつり
平成 28 年 11 月 19 日

このイベントは、利用目的が異なる複合施設との
合同開催のおまつりです。利用者の様子や作品販売、
模擬店などがありました。good ネットは、とろみ調
整食品を使ったワークショップや、介護予防のお口
の体操パタカラ体操を行いました。おおくぼ歯科医院の大久保勝久先生のご
協力で「口腔内の相談コーナー」を設け、歯でお困りの方の相談を受けまし
た。来場者の嬉しそうな笑顔が印象に残りました。
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（担当：鈴木き）

2016年の活動

食と環境

環境フェア
平成 28 年 6 月 25 日〜 26 日

墨田区役所で開
催された環境フェ
ア（主催：すみだ
環 境 フ ェ ア 2016
実行委員会・墨田
区）に参加しまし
た。今年は、会員
の食育×科学れし
ぴ研究所が中心となって 葉脈標本で自分だけのしおりを作ろう！ と題し
たワークショップを行いました。大学生や 20 代の社会人などの若者が、紙
芝居を交えて楽しく 葉脈標本 の作り方を教えてくれました。

お子さんからご高齢の方まで、あらゆる世代の人が一緒に同じものを作る
空間には、和やかな雰囲気が満ちていました。
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（担当：青島）

食と環境

2016年の活動

食品ロス削減セミナー
もったいない の心をはぐくもう！〜みんなで減らす食品ロス〜
平成 28 年 10 月 29 日

「食と環境」について環境保全課の依頼を受け、すみだ生涯学習センター
にて「すみだの食育」の展示を行いました。講演会では、担当職員と一緒に
「劇団ちゃんこ」が寸劇で司会を受け持ちました。

東京ガス株式会社、株式会社アルフォなどの講演があり、地域からは有限
会社三善豆腐工房平田慎吾氏による「大豆をムダなく食べよう！ おからで
作る

クッキーと味噌 」のお話がありました。エコな取組を身近に知るよ

いきっかけ作りができました。

（担当：海老原）

エコライフ講座
食育体験講座 残ったパンどうしよう？ プロに学ぶ余りパンのエコな超活用法！
平成 29 年 2 月 7 日

環境保全課の依頼を受けて、八広地域プラザ「吾
嬬の里」で実施しました。講師の有限会社亀屋か
めぱん佐伯信郎氏に余った食パンから簡単に作れ
る「ブラウニー」の美味しいレシピを教えていた
だきました。参加者からは、楽しくエコの勉強に
なったと大変喜ばれました。
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（担当：海老原）

2016年の活動

すみだ農園

すみだ農園キックオフ
平成 28 年 4 月 24 日

カゴメ株式会社のトマト「凛々子」を植
えて育てる活動「すみだ農園」も、５年目
を迎えすっかり地域に定着したようです。
プランターに土を入れ、苗を植え、水やり
する子どもたちの慣れた行動は、毎年繰り
返す中で育まれたものと感じました。今年はお父さんの参加が目立ち、家
族単位の参加に様変わりしてきていました。
雨天の中、墨田児童会館内では、土いじり
の楽しさや笑顔・歓声がこだまして響き渡
り、地域へのつながりと出会いの場となり
ました。

（担当：古井）

すみだ農園収穫祭
平成 28 年 9 月 10 日

収穫された真っ赤なトマトは子どもたちが
手で皮をむき、管理栄養士を目指す学生さん
と一緒に good ネットメンバーがジャム作り
をしました。今年は食育×科学れしぴ研究所
の若者がトマトの科学実験を展開。楽しく面
白くワクワクする体験に、「不思議！面白い！」の声があがりました。また、
トマト入りシフォンケーキは、魚八栄五郎の佐々木直子氏が苦心されての力
作で、大変美味しく好評でした。１つのト
マトからいろいろな人と人がつながり、子
どもたちもまた地域で育っている姿に接す
ることができ、意義深い収穫祭でした。
（担当：古井）

14

goodネットワークショップ

夢を語るワークショップ

2016年の活動

NE W

平成 28 年 9 月 21 日

今年度から新体制になったのを機に、今後の活動の充実を図り、新たな「墨
田区食育推進計画」の策定を視野に入れた、good ネット主催による「夢」
を語るワークショップを初めて開催しました。

友成先生の「タコつぼ」理論のお話

お互いの夢を語る

good ネットは楽しいね！

心をこめて 夢シート を渡しました

早稲田大学社会連携研究所所長の友成先生に、ご講義と班に分かれての
「good ネットとは！」のワークショップをしていただきました。それぞれ
の想いがつながり、参加されたみなさん全員が笑顔で終わることができまし
た。そして、この場で出された「夢」をもとに、さらなる「食育の推進を図
る」という想いが共有できました。

（担当 鈴木き）
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2016年の活動

墨田区ワークショップ

こどもワークショップ・大人ワークショップ

NE W

平成 28 年 8 月〜 12 月

新たな「墨田区食育推進計画」の策定に向けたモデル地域が児童館を中心
に２ヶ所（墨田児童会館・立川児童館）設けられ、区主催によるこどもと大
人のワークショップが開催されました。good ネットでは食育推進リーダー
が運営の支援を行うとともに、地域の多様な方々と一緒に「食で育む」想い
を実現するための取組アイデアを考えました。

●

こどもワークショップ
サイコロに「思い出に残っているごはん」などの絵を描いてもらい、転が

して出た絵にまつわるエピソードをみんなで発表し合
いました。子どもたちからは「特別おいしいわけじゃ
ないけど、パパが作るそぼろごはんが好き」などの普
段は聞けない本音を聞くことができました。ワーク
ショップに参加した最年少は 6 歳、最年長は 76 歳。年
の差はなんと 70 歳。幅広い世代が交流できる場で、と
ても楽しい時間を過ごすことができました。

●

おとなワークショップ
両児童館とも３回ずつ開催され、地域住民の方や小学校 PTA の方、民生・

児童委員、企業・事業者の方、保健センターの管理栄養士などが参加してい
ました。ワークは地域の魅力を再確認しながら、みんなの「食で育みたい想い」
や「大切にしたい想い」
「やってみたいこと」
、
を話し合いました。各グループでたくさん
のアイデアが出ていましたが、どのグルー
プにも「つながり」を大切にしたいという
想いが共通していたことがとても印象的で
した。
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（担当：佐々木）

墨田区ワークショップ

2016年の活動

新たな
「墨田区食育推進計画」
策定に向けた報告会
NE W

平成 28 年 12 月 20 日

第一部は、墨田区長山本享氏と studio-L 代表山崎亮氏による

食で「夢」

を育む「すみだの食育」 の対談で、区長からは「今後は協創の食育」をめ
ざしてほしいとお話がありました。

第二部は、食育の取組アイデアの報告でした。区が取り組む食育として保
育・教育分野の発表に続き、災害時食支援ネットワーク検討会の報告、地域
からは墨田児童会館と立川児童館を中心にした住民の「想い」や「夢」を寸
劇でまとめて「地域力日本一」を掲げた楽しい取組発表がありました。おな
じみの早稲田大学社会連携研究所所長の友成真一先生のコーディネートのも
とに進められ、会場全体が一体感に包まれ盛り上がりました。

（担当：鈴木は）
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秋期講座 ＆ 食育茶の間の会・食育シンポジウム

2016年の活動

秋期講座 ＆ 食育茶の間の会
平成 28 年 11 月 11 日

「身近な食品で防災に備えよう！みんなで
楽しく作って食べよう！」をテーマに、災
害時にも役立つ家庭にある缶詰などの長期
保存可能な食品を使ったアレンジ料理を、
参加者のみなさ
んと一緒に作りました。参加者からは「ほうと
うがおいしかった」「今日は楽しかった。また家
でも作りたい」「どれも簡単にできた」などの感
想をいただきました。

（担当：白川）

【メニュー】ほうとう／ドライパックサラダ／
う巻き風卵焼き／オレンジパンケーキ

食育シンポジウム
平成 29 年 3 月 4 日

第 11 回食育シンポジウム（主催：
NPO 法人キッズエクスプレス 21 実
行委員会）が墨田区で開催され、保
育園・幼稚園の食育の取組事例発表・
表彰式が行われました。また基調講
演では「牛乳で守る！子どもたちの
おいしい

笑顔」をテーマに料理研

究家・管理栄養士小山浩子氏による
講演がありました。
good ネットは新たな「墨田区食育
推進計画」策定に向けたワークショップの様子や、good ネット新聞「食育
の芽」などを展示し、「すみだの食育」を紹介しました。
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（担当：白川）

災害時の食

2016年の活動

災害時の食
〜平時のネットワークを災害時の食支援に活かしたい！〜
good ネットでは、いろいろなイベントに参加し、災害時の食に関する普
及啓発を行っています。会員などの企業・団体にご協力いただき、備蓄食と
して活用できる食品や、食物アレルギー対応のカレーなどの展示紹介、飲み
込む機能が低下している方のための「とろみ調整食品」の体験コーナーなど
を行いました。家庭での食糧備蓄の大切さとともに、疾病をお持ちの方、食
物アレルギーのある方、妊婦、乳幼児など、災害時に食の支援を必要として
いる方がいることを広く知っていただくため、今後もこの活動を続けていき
たいと考えています。

（担当：青島）

首都防災ウィーク 横網町公園レスキューフェスタ

すみだ住宅まつり 2016

（平成 28 年９月３日〜 4 日）

（平成 28 年 10 月 16 日）

すみだ耐震化フォーラム 2017

THE GREEN MARKET SUMIDA

（平成 29 年 2 月 18 日）

（平成 29 年 2 月 4 日〜 5 日、3 月 4 日〜 5 日）
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視察 ＆ 講演等

2016年の活動

視察 ＆ 講演等
●

第 11 回 食育推進全国大会へ

平成 28 年 6 月 11 日〜 12 日

墨田区で行われた
全国大会から早や１
年 が 過 ぎ、 今 年 度 は
福島県での開催でし
た。 震 災 の 復 興 も 感
じさせながら、福島ならではの地の利を活かした出展が多く見られました。
good ネットは、昨年の全国大会の様子を展示しました。ブースに訪ねてく
ださる方も多く、こちらからもお礼訪問に回ったり、ホットな交流の瞬間が
ありました。

●

視察

平成 28 年 11 月 30 日（富士吉田市から）／平成 29 年 2 月 27 日（奈良市から）

山梨県富士吉田市の食育担当者２名、条例会議委員５名の方が視察に見え、
すみだの食育の紹介や取組への想いをご紹介しました。 終了後、 会員の店
「江戸東京野菜 押上よしかつ」に向かわれ、ランチを楽しまれました。
また、奈良市からも視察があり、区食育担当職員と good ネット理事長が
対応しました。

●

千葉県白子町食育講演

平成 29 年 2 月 15 日

すみだの食育について講演依頼があり、区食育担当
職員１名と食育推進リーダー５名が出向き、活動の様
子や想いをお伝えしました。白子町では地域の食生活
改善推進員が中心となり、食材が豊かな地方ならでは
の食育活動をされていました。

（担当：久我）
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地域のまつり

2016年の活動

地域のまつり
●

すみだまつり

平成 28 年 10 月 1 日〜 2 日

PR コーナーに出展しました。来場者に食育クイ
ズを楽しんでいただきながらすみだの食育を写真
展示し、普及啓発＆交流をはかりました。会員に
よる物品販売もありました。

●

文花団地まつり

平成 28 年 10 月 9 日

今年もまた、食育普及啓発と地域交流を育もうと good ネット事務所に隣
接する文花第２団地のまつりに参加し、つながりを深めました。

●

墨田さんさんプラザまつり

平成 28 年 10 月 22 日

地域に定着し親しまれているパン屋さんでもある墨田さんさんプラザのまつりに、す
みちゃんカレー販売の参加をしました。お店でいつも販売されていて、人気があります。

●

吉良祭・元禄市

平成 28 年 12 月 10 日〜 11 日

年末恒例の本所松坂町の元禄市にて、good ネットの
PR と会員による物品販売を行いました。師走の気ぜわし
い中、お立ち寄りくださった方々と交流がありました。

●

THE GREENMARKET SUMIDA
平成 28 年 2 月 4 日〜 5 日、3 月 4 日〜 5 日

墨田区・墨田区観光協会主催でうるおい広場にて
開催されていますが、good ネットは初出店しました。
防災備蓄食品の展示をし、来場者にご紹介しました。

（担当：久我）

21

わたしたちが会員です
〜お店・企業・団体〜
平成 29 年 3 月 31 日 現在

食育に関する活動を行っている、食育を応援したい
区民、地域団体、NPO、事業者、企業、大学、区の
関係者が参加して「すみだらしい食育文化」を育む
まちづくりを目指しています。食育に関心や興味が
ある様々な方々が会員になっています。
みどり

正会員

オレンジ

後援会員

株式会社アイエスゲート

株式会社 アクアリンク

人と環境にやさしい微酸性電解水、バイオ洗剤の
取り扱いを行なっています。
衛生面から、食の安全・安心を提供いたします。

『水と遊べる未来
のために』をテー
マに、 節 水を通
じて限りある資源
である水を守り、
水 の 大 切さに共
感 い ただ けるよ
う、ワンストップ
節水システムをご
提供しております。 貴社の節水と未来の水環境を
サポートします。

〒131-0045 東京都墨田区押上2-20-2-401
TEL 03-5879-4527 FAX 03-5879-4528
【営】
9:00〜18:00
【休】
土・日・祝
http://clean-gate.com/

〒541-0059 大阪市中央区博労町４−６−８
TEL 06-6244-1132 FAX 06-6244-1117
【営】
9:00〜18:30 【休】
土・日・祝
http://www.aqualink.co.jp

アターブル松屋フードサービス

アサヒグループホールディングス株式会社

墨田区役所１階食堂

アサヒグループは「『食の感動（おいしさ・喜び・新
しさ）
』を通じて、世界で信頼される企業グループ
を目指す」をビジョンに掲げて事業を展開していま
す。食に関するイベントなども実施しています。

墨田区役所１階食堂
では、毎週金曜日に
墨田区内の学校給食
レシピをもとに、 学
校給食メニューを提
供しております。

〒130-0001 墨田区吾妻橋1-23-20 墨田区役所１階
TEL 03-5608-1600 FAX 03-5608-1601
【営】
8:00〜17:30（ランチタイム11：00〜14：00）
【休】
土・日・祝

〒130-8602 東京都墨田区吾妻橋1-23-1
TEL 03-5608-5112
【営】
9:00〜17:30 【休】
土・日・祝
http://www.asahigroup-holdings.com/

22

わたしたちが会員です

株式会社アルフォ

海老寿司

区内小中学校の給食で発生する調理くずや食べ残
し等の生ごみを、飼料原料にリサイクルしています。

釣り好きのお客様、お子様に魚のおろし方、調理
方法、保存の仕方などを年に数回、ご指導させて
いただいております。

〒100-0014 東京都千代田区永田町2-4-3
永田町ビル９階
TEL 03-5157-2300
FAX 03-5157-1889
http://www.alfo.co.jp

〒131-0045 東京都墨田区押上１−５１−６
TEL 03-3612-1800
【営】
平日 17:00〜22:00 休日 12:00〜22:00
【休】
水曜日

大江戸ヤッサン一座の
紙芝居有限責任事業組合紙芝居師ちっち

おいしいワカメの寿物産株式会社
食は命を育む大切なもの。 寿は、美味しさと健康
とともに、こだわりのワカメや海産物等を全国にお
届けしております。

これぞ下町大衆文化・自転車の紙
芝居屋参上！食育はじめ大切なこと
こそオモシロク 双方向参加型いの
ち輝く紙芝居。

〒370-0046 群馬県高崎市江木町185
TEL 0120-114738 店舗TEL 027-324-1155
FAX 0120-474438
【営】電話受付 8:30〜18:30(定休:日曜･祝日)
店舗営業 9:00〜18:00(年中無休)
http://e-kotobuki.co.jp/

TEL 080-5174-3524 FAX 03-3618-9760
Eメール chicchinokami481@yahoo.co.jp
http://yassan-ichiza.tk/ ブログ「ちっちの紙芝居」で検索

おおくぼ歯科医院

押上 よしかつ

食品による窒息事故で亡くなる方は交通事故で亡
くなる方より多くなっています。その多くがご高齢
の方です。 食べる機能を知っていただき、安心安
全な食生活をおくれるようにお手伝いいたします。

東京都産の江戸東京
野菜をはじめとした食
材を通じ、 東 京の農
業・食・環境・文化の
大切さを考えます。

取り扱っている江戸東京野菜
の一部です
〒130-0002 東京都墨田区業平5-10-2
TEL 03-3829-6468 FAX 03-3829-6468
【営】 17:00〜24:00 22:30入店終了
日・祭のみランチ11:30〜14:00あり
日・祭の夜営業は予約がある場合のみ
http://gourmet.suntory.co.jp/shop/0X00032167/

〒131-0046 東京都墨田区京島3-10-10 2階
TEL/FAX 03-3618-6480
【営】月〜金 9時30分〜午後1時、午後2時30分〜午後7時
土
9時30分〜11時30分
【休】
日・祝
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わたしたちが会員です

男の料理教室
「すみだ食遊会」

オリジン東秀 株式会社

毎月、地域で美味しい料理を学び、楽しく懇談し
ている自主グループです。また、すみだの食育活
動にも積極的に取り組んでいます。

当社の店舗の特
徴を活かした
「バ
ランスのよい食
事を選ぶ力を育
てる」ことに焦
点をあてた食育
活動を行ってお
ります。
〒182-0002 東京都調布市仙川町3-2-4
TEL 03-3305-0104 FAX 03-3305-0330
【営】
24時間(一部店舗を除く)
【休】
年中無休(一部店舗を除く)
http://www.toshu.co.jp/

http://blog.goo.ne.jp/shokuyuukai

花王 株式会社

カゴメ株式会社 東京支店

食事の改善や運動の継続はとても大変。花王では、
楽しく実践できる健康活動を応援しています。

「自然を、おいしく、楽しく。KAGOME」をモットー
に野菜を通じて食育活動をおこなっています。

〒131-8501 東京都墨田区文花2-1-3
花王 消費者相談室
TEL 0120-165-690 FAX 03-5630-9380

〒103-8462 東京都中央区日本橋蠣殻町1-24-11
TEL 03-6667-1771 FAX 03-6667-1990
【営】
9:00〜17:30
http://www.kagome.co.jp/

石窯パン工房 KAMEYA

kitchen KAMEYA 洋食館

カメヤでは「安全・安心なパンを
提供するとともに、人作り街造り
を念頭に運営を心がけておりま
す」

食を通じて、より多くのお客様がコミュニケーショ
ンを図る場としてご利用いただけるように努力して
おります。

〒131-0043 墨田区立花2-1-11
TEL 03-3619-2223 FAX 03-6657-2206
【営】
6：30〜19：00
【休】
火曜日
http://kameya-group.com/

〒131-0043 東京都墨田区立花２−１−１１
TEL FAX 03-3619-0547
【営】
ランチ11:00〜15:00 ディナー17:00〜21:30
【休】
毎週月曜
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わたしたちが会員です

子供向け食育ボランティア団体

NPO法人キッズエクスプレス２１

キッチンの科学プロジェクト
（ＫＫＰ）

幼児を対象とした食育キャンペーン・食育コンテス
ト・食育シンポジウム毎年実施！ 食育情報誌『い
ただきます ごちそうさま』の発行 ( 年４回季刊）

科学と食を融合させた子供向け食育ワークショッ
プ。 学校・科学館・企業等との出前授業を通じ、
科学実験・料理教室・講演を展開しています。

〒104-0042 東京都中央区入船３−２−７ 第２明治ビル6階
TEL 03-3553-1935
【営】
平日 10：00〜17：00 【休】
土・日・祝
http://kids21.or.jp

〒113-0034 東京都文京区湯島３−３３−８ ５０４
TEL 080-5374-8531
http://ameblo.jp/kkp2013

錦糸町駅ビル内科クリニック
花王 株式会社

有限会社 坂本せん餅

内科診療が中心です。幼児の親の食育を指南する
「こどもの健康を応援する会」のレクチャー受付
窓口も実施。

国産一等米を使用した煎
餅、店頭での焼団子やお
はぎ、 蒸篭蒸かしのお赤
飯など、 全て手作りで安
心安全な製品を提供して
おります。

〒131-0032 東京都墨田区東向島5-8-3
TEL 03-3611-2275 FAX 03-3611-2353
【営】
9:00〜20:00 【休】
年中無休
Eメール info@sakasen.jp
http://sakasen.jp/

〒130-0022 東京都墨田区江東橋3-14-5 テルミナ6階
TEL 03-3633-0261
【営】
10:00〜13:00 15:00〜19:00(土曜18:00)
【休】
木曜・日曜・祝日

さくら橋コミュニティセンター

有限会社 佐々木栄五郎商店

向島にある児童館です。 子供たちと、米づくり体
験などの農業体験や、地域の商店とのコラボによ
るこども商店街などの活動を行っております。

魚八栄五郎

足立市場で仕入れた新鮮な魚を中心に手作りを大
切にしたお弁当とお惣菜のお店です。二階では、
１
日１組限定のご宴会も承っております。

〒131-0033 東京都墨田区向島2−3−8
TEL 03-3623-2181 FAX 03-3623-2182
【営】
月〜金 9:00〜20:00 土・日 9:00〜19:00
【休】
月1回館内整理日(不定) １２月２９日〜１月３日
http://fukushi.unchusha.com/sakurabashi/

〒131-0032 東京都墨田区東向島5-12-7
TEL 03-3610-9552 FAX 03-3610-9552
【営】
10:00〜19:00
【休】
日曜・祝日
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わたしたちが会員です

サンエー株式会社

三信化工株式会社

私たちは、
〔食は命の
元〕と考えています。
これ からもお 客 様 に
心より満足していただ
き、より健康になって
頂けるお食事作りに真
摯に取り組んで参りま
す。

うつわを通じ、和食と文化・環境を切り口とした食
育プログラムを小・中学校で展開しています。

〒130-0001 東京都墨田区吾妻橋2-11-5
TEL 03-5619-5600
FAX 03-5619-3636
(ご注文受付時間)月曜から金曜まで9:00〜17:00
※お弁当の配達・ケータリングは、土日祝日も承ります。
http://www.azumabashi-bizen.co.jp/

〒105-0004 東京都港区新橋2-12-11 新橋27ＭＴビル
ＴＥＬ 03-3539-3424 ＦＡＸ 03-3539-3447
【営】
9:00〜17:30
【休】
基本、土曜・日曜・祝祭日
http://www.sanshin-kako.co.jp/

下町人情キラキラ橘商店街

十文字学園女子大学 長澤研究室

変わりゆく墨田で昭和レトロのたたずまいを醸し出
すこの京島地域において、時代は変われども下町
人情を大切に地域の皆さまとともに歩むキラキラ橘
商店街です。どうぞよろしくお願いいたします。

食で育む、 食でつながるすみだの食育。 その推
進力となる様々な立場の人の育成や住民の健康
づくりを、食の専門家としてサポートしています。

〒352-8510 埼玉県新座市菅沢2-1-28
TEL 048-260-7724(研究室直通)
FAX 048-478-9367(総務課)

〒131-0046 東京都墨田区京島3-49-1
TEL 03-3612-2258 FAX 03-3612-2258
http://kirakira-tachibana.jp/

食育×科学 れしぴ 研究所

一般社団法人 すこやか食育エコワーク

科学を通じて
「食」の大切さを伝える食育活動を行っ
ています。

食事・運動・環境・地域の視点から、みんなが元
気になる活動をサポートします。

連絡先 : recipe.ken3@gmail.com
【アメブロ】http://ameblo.jp/recipeken2016/
【Facebook】https://www.facebook.com/reshipiken/

〒183-0034 東京都府中市住吉町２−３０−７３−６０６
Ｅメール info@shokueco.jp
http://www.shokueco.jp/
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わたしたちが会員です

Smile Kitchen スマイルキッチン

株式会社 スマイルフーズ

お客様に笑顔になって頂くた
めにおからや豆乳等のからだ
に優しい食材を取り入れ真心
込めたお料理をお出ししてお
ります。

〒131-0045 東京都墨田区押上1-27-1-1F 西側
TEL 080-6580-6165
【営】土日月 12:00〜17:00
（LO16:00）
18:30〜22:00
（LO21:00）
火 金 12:00〜18:30
（LO18:00）
【休】水・木
http://smilekitchen.ciao.jp/

自家製マヨネーズを作り昔ながらの懐かしい味のポ
テトサラダ他各種サラダを保存料無しで製造卸して
います。

〒130-0003 東京都墨田区横川4-1-9
TEL 03-5637-8471 FAX 03-5637-8472
【営】
11:00〜16:00
【休】
日曜・祝日

すみだ青空市ヤッチャバ

すみだインターナショナル

農産物を介して人をつなげ、人を介して地域をつ
なげるべく、生産者と消費者を繋ぐ青空市をして
います。

９２年より継続中
の「世 界の家 庭
料理」講習会は
老若男女を問わ
ず参加でき、 楽
しみながら世界
を広げることが
できます。
〒131-0045 東京都墨田区押上2-19-18
TEL 03-3622-1048 FAX 03-3622-1048
【会場】
江東区総合区民センター他
【活動日】☆
「世界の家庭料理」
講習会
（２ヶ月に１回）
奇数月 日曜日午前１１時〜14時半
☆親子料理教室
（不定期）

〒131-0046 東京都墨田区京島 1-1
TEL 080-3486-8345
【営】
土曜
【休】
平日、日曜
https://www.facebook.com/yacchaba/

すみだ水族館

すみだ地域栄養ネットワーク

すみだ水族館は、
いきものの展示
や給餌プログラ
ムを通じて、 食
について思いを
巡らせるお手 伝
いをさせて頂い
ています。

給食施設の管理栄養士や調理師などが中心になっ
て食の専門性を生かした地域のつながりを目指して
います！

〒131-0045 東京都墨田区押上1-1-2
東京スカイツリータウン・ソラマチ5F・6F
TEL 03-5619-1821
【営】
9:00〜21:00
（最終入場20:00)
【休】
年中無休
（施設点検等により臨時休業あり）
http://www.sumida-aquarium.com/

〒１３０-００１２ 東京都墨田区太平３−２０−２
賛育会病院 TEL ０３‑３６２２‑９１９１
（代表）
FAX ０３‑３６２３‑９７３６
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わたしたちが会員です

株式会社 隅田屋商店

株式会社 駿河屋

5 つ星お米マイスターとして出前授業を始め、海外
へも炊飯教室を行い、ご飯を通した食育を展開し
ております。

幸せな生活には、幸せな住まいがあり、健康と笑
顔が大切。駿河屋は「住」から発信し、
「衣」
「食」
全ての質的向上を目指した建設会社です。

〒130-0005墨田区東駒形1-6-1
TEL03-3626-1135 FAX03-3626-1130
【営】
午前9時から午後6時
【休】
日曜日・祝日
http：//sumidaya.jp

〒131-0033 東京都墨田区向島1-24-16 1階
TEL 03-5637-1179 FAX 03-5637-1180
Eメール info@surugaya-life.jp
【営】
9:00〜18:00 【休】
日曜・祝日・第2、第4土曜日
http://www.surugaya-life.jp

そばの里 みつまさ

株式会社 地域力活性化研究室

食べ物を提供する団体、墨田区食品衛生協会では
安全な食べ物（食中毒を出さないこと）に全力で取
り組んでいます。

各種コミュニケーション事業の企画、計画、実施、
運営の業務を行っています。

〒105-0021 東京都港区東新橋２−４−６
パラッツォ シエナ７階
TEL 03-5408-1019 FAX 03-5408-1015
【休】
土曜・日曜・祝日

〒130-0022 東京都墨田区江東橋4-20-4
TEL 03-3631-5850 FAX 03-3631-0294
【営】平日 11:00〜15:00／17:30〜21:00
日曜 11:00〜17:00 【休】不定休
http://www.mitsumasa-teuchi.com

一般社団法人 つむぎや

ＮＰＯ法人 てーねん・どすこい倶楽部

被災地の食材を区内で販売したり、高知県の漁村
の未利用魚を、区内事業者と連携して商品開発す
るなどの活動を行なっています。

様々なボランティア活動の他、料理教室や食育講
座の開催、施設で会食支援など、幅広い活動をし
ています。

〒131-0046 東京都墨田区東向島2-24-14-2F
TEL 090-8816-8129
【営】
特になし 【休】
土曜・日曜・祝日
https://www.facebook.com/TUMUGIYA

〒131-0032 東京都墨田区東向島1-17-8 2F
TEL 03-5631-2577 FAX 03-5631-2578
【営】
平日 10:00〜16:00
http://members2.jcom.home.ne.jp/tehnendosukoiclub/

28

わたしたちが会員です

東京ガス株式会社 東部支店

公益社団法人 東京都向島歯科医師会

東京ガスは、調理を通じて、子どもの「食の自立」
と「五感の育成」をお手伝いします。

地域住民の皆さまのお口の健康と食べる機能を守
るために、墨田区と協力して様々な事業を行ってい
ます。

〒135-0003 東京都江東区猿江2-15-5
http://home.tokyo-gas.co.jp/shoku/shokuiku/

〒131-0032 墨田区東向島5-9-17
TEL 03-3611-5947 FAX 03-3614-7394
http://mukoujima8020.jp/

特定非営利活動法人とらいあんぐる
すみだ花工房

東京ビジネスサービス株式会社
「レトルトすみちゃんカレー」の販売等をおこなって
います。

「おいしく食べて元気になろうプログラム」
バランスの良い食事を皆で一緒に食べる事が、日々
の豊かさと元気につながります。

〒160-0023 新宿区西新宿6-14-1
新宿グリーンタワービル8F
TEL 03-3344-6033 FAX 03-3344-7201
http://www.tbs-net.co.jp/

〒131-0031 東京都墨田区墨田2-16-5 1F
TEL 03-3619-3187 FAX 03-3616-6482
http://www.triangle.or.jp/

肉の山平や

フレンドリープラザ 墨田児童会館

区民の皆様に安全安心の食肉をご提供させて頂く
事に、社員一同取り組んでおります。

子どもたちと、各種野菜の栽
培、食育体験ツアーなど食育
推進活動をしています。

〒131-0041 東京都墨田区八広3-6-3
TEL 03-3617-4129(事務所) 03-3611-0298(店)
FAX 03-3612-0298
【営】
9:00〜19:00 【休】
日・祝
http://yamahiraya.com/

〒131-0031 東京都墨田区墨田2-30-15
TEL 03-3614-7141 FAX 03-3614-7095
【営】月〜金 9:00〜20:00 土・日・祝 9:00〜19:00
【休】月1回 館内整理日(不定)12月29日〜31日・1月1日〜3日
http://fukushi.unchusha.com/sumida/
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わたしたちが会員です

文花中地区青少年育成委員会

株式会社 平和堂

文花中学校の花壇を畑にして、子ども達と一緒に
さつま芋や野菜づくりをし、収穫を行っています。

事務用品・事務機器・オフィス家具の事なら何でも
ご相談ください。みなさまとのつながりから、地域
の活動を応援しています。

〒131-0044 東京都墨田区文花1-22-7 文花中学校内
TEL 03-3619-4446(田口)
FAX 03-3616-6630(田口)
Eメール taguch23@infoseek.jp

〒130-0011 東京都墨田区石原１−２９−１５
TEL 03-3625-4040 FAX 03-3625-8975
【営】
9：00〜17：00 【休】
土・日・祝
http://www.sumida-heiwado.jp/

有限会社 三善豆腐工房

株式会社 明治
関東支社 コミュニケーション課

小学校での豆腐づくりの体験教室を行い、また毎
年 10 月には君津市の大豆畑で枝豆収穫体験会な
どを開催してます。

食の「大切さ・楽しさ」
「バランス」
「安全・安心」
を乳製品や食材を通して楽しく学ぶセミナーを実施
しております。

〒131-0046 東京都墨田区京島3-22-11
TEL 03-3613-1088
【営】
12:00〜19:00 【休】
日曜
http://umai-toufu.com/

〒130-8650 東京都墨田区緑1-26-11
TEL 03-5625-8503 FAX 03-5625-8530
【営】
9:00〜17:40【休】
基本的に土・日・祝
http://www.meiji.co.jp/meiji-shokuiku/

株式会社 やおきん

株式会社
明治 関東支社業務部
山崎製パン株式会社
お客様相談室

時代を越えて親しまれている懐かしい菓子など遊び感覚
あふれる楽しいお菓子の企画から販売までをトータルにプ
ロデュースしております。

サンドイッチ教室を通じて、
「つくることの楽しさ、
食べることの大切さ」や「バランスの大切さ」
「朝
食の大切さ」をお伝えしています。

埼玉県八潮市大曽根 1606-1
TEL 048-997-3308 FAX 048-994-1310
【営】
8：30 〜17：30
【休】
土・日・祝
www.yaokin.com

〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-10-1
TEL 03-3864-3228 FAX 03-3864-3029
【営】
8:15〜17:15 【休】
土・日・祝
http://www.yamazakipan.co.jp/
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わたしたちが会員です

公益財団法人ライオン歯科衛生研究所

株式会社 ルネサンス

歯・口が健康であることで、美味しく食べられます。
私達は、歯・口の健康支援から食育活動に取り組
みます。

保 育 園、 幼 稚 園、
小 学 校などへの 食
育 出 前 授 業や、 区
民 の た め の「お 笑
い食育ライブショー」
「食 育 ウォー クラ
リー」など、楽しみ
ながら学べる仕組み
を実践しています。
〒130-0026 東京都墨田区両国2-10-14 両国シティコア
TEL 03-5600-5451(地域健康営業部 新谷)
FAX 03-5600-8898
【営】
9:30〜18:30 【休】
土・日・祝
http://www.s-re.jp/

〒130-8644 東京都墨田区本所1-3-7
TEL 03-3626-6480 FAX 03-3626-4182
https://www.lion-dent-health.or.jp/

ワーカーズコープ東京東部事業本部

早稲田大学 社会連携研究所

乳幼児から高齢者まで、幅広いケアのお仕事を行っ
ています。 利用者と共に農業体験や食育講座を開
催し、都市と農村を繋げ、都会に暮らす人々が食や
一次産業の大切さを学ぶ取り組みを行っています。

すみだ の 食 育と
大学の資源を結び
「食 で 人 を 育
て、 地 域を元 気
にする！」連 携 の
新しいモデルを創
造しています。
〒169-8050 東京都新宿区西早稲田1-6-1 9号館 967
TEL 03-5286-2179
【営】
9:30〜17:00
【休】
土・日・祝
https://www.waseda.jp/inst/cro/other/2017/03/31/3171/

〒120-0025 東京都足立区千住東2-20-10熊谷ビル2F
TEL 03-6806-1567 FAX 03-6806-1568
【営】
9:00〜18:00
【休】
日曜・祝日・8月13日〜15日 / 12月29日〜1月4日
http://www.roukyou.gr.jp/

和のごはん みかづき
4 年 前〜始まった
料理教室も昨年は
14 回 開 催。 日 本
料理について気軽
にお客様と話せる
ようになりました♪
〒130-0012 東京都墨田区太平3-8-9
TEL 03-3624-1477 FAX 03-3624-1477
【営】[ランチ] 土・日・祝 11:40〜14:30
（L.O.14:00）
火〜金
12:00〜14:00 売り切れまで。
定食 健康弁当
（お持ち帰り可、配達可）
の提供になります。

[夜の部] 月・水〜土 18:00〜23:00
（L.O.21:30）
火・日・祝 18:00〜22:30
（L.O.21:00）
【休】
不定休日あり
料理教室 https://chefgohan.gnavi.co.jp/
cookingclass/detail/g876100/g876100.html
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平成２８年度

す み だ 食 育 g o o d ネット 主 な 活 動
実 施 月
平成 28 年４月

主 な 内 容
●「すみだ街かど食堂」
プレイベント実施
●「すみだ農園キックオフ」
支援

活動冊子発行
平成 28 年度 すみだ食育 goodネット総会
●「すみだ街かど食堂」
開催
●

５月

●

●「歯・口の健康フェスティバル」
での食育普及啓発活動

第 11 回食育推進全国大会
（福島県）
での食育普及啓発活動
食育イベント
「手間かけて すみだ食育 てんこもり２０１６」
開催
●「食育人に会いに行こう
！」
開催
●「墨田区食育推進計画策定キックオフ」
支援
●「こども商店街」
支援
●「すみだ環境フェア2016」
での食育普及啓発活動 ＆ ワークショップ
● 第4号
「食育の芽」
発行
●「すみだ街かど食堂」
開催
●
●

６月

７月

●

●

８月

食育イベント
「手間かけて すみだ食育 てんこもり2016」
実施報告会＆交流会開催

●「すみだ街かど食堂」
開催

第5号
「食育の芽」
発行

●「すみだ街かど食堂」
開催
●「墨田区食育推進計画策定に向けたこどもワークショップ」
支援
（墨田児童会館①②）
●「首都防災ウイーク

横網町レスキューフェスタ」
での食育普及啓発活動

●「すみだ農園収穫祭」
支援

９月

●「墨田区食育推進計画策定に向けたこどもワークショップ」
支援
（立川児童館）
●『
「夢」
を語るワークショップ』開催
●「高齢者口腔ケア教室」
支援
●「すみだ街かど食堂」
開催
●「第４
１回すみだまつり・第４６回こどもまつり」
での食育普及啓発活動
●「文花団地まつり」
での食育普及啓発活動
●「第２
６回すみだ住宅まつり２０１６」
での食育普及啓発活動

１０月

●「墨田区食育推進計画策定に向けたおとなワークショップ」
支援 ( 墨田児童会館① )
●「墨田さんさんプラザまつり」
での食育普及啓発活動
●「すみだ街かど食堂」
開催
●「食品ロス削減セミナー

もったいない の心をはぐくもう」
での食育普及啓発活動＆進行支援

●「食育人に会いに行こう
！」
開催
●「墨田区食育推進計画策定に向けたおとなワークショップ」
支援 ( 墨田児童会館②③）
●「秋期講座＆食育茶の間の会」
開催
●「すみだ街かど食堂」
開催

１１月

●「はばたき・みつばち・こうめまつり」
での食育普及啓発活動
● ステップ学級
「料理教室」
支援
●

第６号
「食育の芽」
発行

●「山梨県富士吉田市行政視察」
対応
●「墨田区食育推進計画策定に向けたおとなワークショップ」
支援
（立川児童館①②）
●「墨田区食育推進計画策定に向けたおとなワークショップ」
支援
（立川児童館③）

１２月

●「吉良祭・元禄市」
での食育普及啓発活動
●『新たな
「墨田区食育推進計画」
策定に向けた報告会』支援
●「すみだ街かど食堂」
開催
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実 施 月

主 な 内 容

平成 29 年１月

●「すみだ街かど食堂」
開催
●「THE

GREENMARKET SUMIDA」
での食育普及啓発活動
残ったパン、どうしよう？」
』担当
● ステップ学級
「料理教室」
支援
● 千葉県白子町にて食育講演会
●「奈良県奈良市行政視察」
対応
●「すみだ耐震化フォーラム２
０１７」
での食育普及啓発活動
●『エコライフ講座
「食育体験講座

２月

●「食育シンポジウム」
での食育普及啓発活動

３月

●「THE

GREENMARKET SUMIDA」
での食育普及啓発活動
第７号
「食育の芽」
発行
●「すみだ街かど食堂」
開催
●

す み だ 食 育 g o o d ネットの 組 織
理

事

会

理事長
顧問
副理事長

副理事長

（総務担当）

（事業担当）

会計監査

理事

理事

理事

庶務・拡大

人づくり

広報

理事（複数名）
事業

１から始める夢プロジェクト

●

理事は、総会において正会員の中から選任する。

●

理事長及び副理事長は、理事の互選により選出する。

●

会計監査は２名置き、うち１名は非会員の者でなければならない。

●

理事及び会計監査の任期は２年とする。
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活動支援・財政支援
墨田区保健計画課／保健センター

す み だ 食 育 g o o d ネットの あ ゆ み
平成 17 年 6 月

●

国は、平成 17 年 6 月食をめぐる様々な状況の解決に向け、食育の推進を国民運動として
取り組むため、「食育基本法」
を制定し、平成 18 年 3 月には
「食育推進基本計画」
を策定、
東京都においても平成 18 年 9 月
「東京都食育推進計画」
を策定しました。

平成 19 年 6 月

●

墨田区では、平成 19 年 6 月
「墨田区食育推進計画」
を策定し、区がめざす食育を
「みんな
が健康でたのしい食環境を通じて豊かな人生をおくる」
としました。

平成 22 年 4 月

●

平成 22 年 4 月には
「チャレンジプラン
（墨田区食育推進行動計画）
｣を策定し、協治・協働の
理念のもと、" つながり"を大切に、多様な主体による創造的な取組を
「区民運動」
として推
進することになりました。

《すみだ食育 goodネットの設立》
● すみだ食育フェスティバル 2009を通してつながった区民、地域団体、NPO、事業者、企

業、大学等の関係者が集まり、平成 22 年 4 月
『すみだ食育 goodネット』
を設立し、「すみ
だらしい食育文化」
を育むまちづくりを目指して食育活動をはじめました。
平成 22 年 6 月

●

平成 23 年 5 月

●

会員及び区民等からの電話、FAX、メール等への問い合わせに応じる受付業務
（月・水・
金の午後 1 時〜午後 4 時：年末年始除く）
、庶務・会計業務を遂行し、スムーズな運営を
行うために、事務所を開設しました。

すみだ食育推進リーダーを構成員とした事業部を設け、食育に関する会員の知識・技術の
向上を図り、人材を活用した地域貢献を行い、会員相互の情報交換等を行うことを目的に
「リーダー研修事業部」
を新設しました。

●

墨田区食育推進計画に合わせて、地域における食育の取組を推進するため
「地域活動支援
事業部」
を新設しました。

平成 24 年 6 月

●

墨田区では平成 24 年 6 月
「墨田区食育推進計画」
を改定し、区民と区の協働による計画を
策定、推進体制の中にすみだ食育 goodネットが位置付きました。

平成24 年11月

●

墨田区長より
【墨田区環境改善功労者・功労団体区長感謝状】
を頂きました。

平成 25 年 2 月

●

内閣府が主催する食育推進評価専門委員会にて墨田区保健計画課と一緒に
「すみだの食
育」
について活動を報告しました。

平成 25 年 3 月

●

食育推進に関する市町村の実践事例調査報告書
（内閣府発行）
の中で紹介されました。

平成 25 年 7 月

●

平成 25 年度食育白書
（内閣府発行）
で紹介されました。

平成 27 年 3 月

●「第 10 回食育推進全国大会すみだ実行委員会」
が発足され、すみだ食育

goodネットの役員も委員となり全国大会に向けた検討を行いました。
平成 27 年 6 月

平成 28 年 4 月

平成 28 年 8 月

●「第 10 回食育推進全国大会 inすみだ 2015」
を支援しました。
●

内閣府より
【食育推進ボランティア表彰状】
を頂きました。

●
●

会則及び組織を改定しました。
多様な人々が集い、一緒に作って一緒に食べる 協食 の場である
「すみだ
街かど食堂」
を開始しました。

●

新たな
「墨田区食育推進計画」
策定に向けたワークショップを支援しました。
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会員種類

内容

民・ 産・ 学・ 官 等 の 関 係 者 及 び 個 人。
総会での議決権は１団体又は１人につき１
票を有します。

１口 5,000 円
（１口以上）

個人

権は有しません。

3,000 円
（月額 250 円）

団体

後援会員

墨田区内に限らず、本会の活動に賛同する
（法人を含む。）及び個人。 総会での議決

6,000 円
（月額 500 円）

個人

正会員

団体

本 会の活 動に賛 同し、 かつ、 墨 田 区 等
において食 育 推 進に関 わる活 動を行う

年会費

１口 1,000 円
（１口以上）
平成 28 年 4 月１日から施行

※年会費は入会月からとなります。
（詳しくは、すみだ食育 good ネット事務局にお問い合わせください）
※団体会員とは、地域団体、事業者、NPO、企業、大学などです。登録は団体名・店名等になります。
※個人会員は個人名での登録です。団体名・店名での登録はできません。

「すみだ食育 good ネット参加申込書」にご記入いただき、下記事務局まで
お送りください。ご連絡をいただければ、申込書をお送りいたします。

【すみだ食育 good ネット事務局】
TEL 03-5631-7035 FAX 03-5631-7036
E-mail Shokuikugoodnet@gmail.com
※受付時間 月・水・金《13:00 〜 16:00》
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