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食育に興味、関心がある！

すこやかな食をすすめる！

食文化の継承をすすめる！
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食育推進全国大会/環境フェア 14
出張講演/食育シンポジウム 15
食とケア 16
地域のまつり 17
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入会案内 31
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平成29年度主な活動 28
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すみだ食育goodネットのあゆみ 30
入会案内 31

　「食育」とは、生きる上での基本であって、知育、
徳育および体育の基礎となるべきものであるとともに、
さまざまな経験を通じて「食」に関する知識と「食」
を選択する力を習得し、健全な食生活を実践すること
ができる人間を育てることです。その中には、規則正
しい食生活や栄養バランスのとれた食事などを実践し
たり、食を通じたコミュニケーションやマナー、あいさ
つなど食に関する知識を身につけたり、自然の恵みへ
の感謝や伝統的な食文化などへの理解を深めたりする
ことが含まれます。

食育とは（農林水産省）すみだ食育goodネット『食育の木』

※ユニバーサルデザインとは、年齢や障がいの有無などに
かかわらず「できるだけ多くの人が利用できるようなデザ
インにすること」をいいます。

すみだ食育goodネットすみだ食育goodネット がめざすこと

３つの場を活かすのはあなたです！

● 会員の方は、イベント・講演会・講習会・交流会などに参加できます。
● 会員の方々が取り組む「食育活動」や、お店の PR ができます。
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すみだらしい
食育をつくる場

食育を通した
出会いの場

様々な食育
活動を育む場

世代をこえ、分野をこえ、
地域をこえて「すみだらし
い食育文化」を育んでみ
ませんか！

世代をこえ、分野をこえ、
地域をこえて「すみだらし
い食育文化」を育んでみ
ませんか！
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すみだ食育goodネット総会　　2017年の活動

平成29年度 すみだ食育goodネット総会
平成29年5月23日

今年度は、会場をすみだ女性センターに移して開催しました。司会の大久
保勝久理事による開会の辞に続き、木口圭子理事長が新年度に向けて挨拶さ
れました。議長には佐伯信郎氏が選出され、すべての議事が滞りなく承認さ
れました。

総会後の特別講演では、元赤坂プリンスホテル総料理長土山憲幸氏をお迎
えし「わが人生、和食とともに歩く」と題した講演会を行いました。長年の
ご経験から得た和食文化・日本料理の貴重なお話をお聞きすることができ、

「皆さん、一日一回でいいですから、美味しいだしをとってみそ汁を作って
下さい」と締めくくられた先生の言葉をかみしめました。

最後に保健計画課より、新たな「墨田区食育推進計画」についての報告が
ありました。

● 新たな「墨田区食育推進計画」
平成29年6月、第3次計画となる新たな「墨田区食育推進計画」が策定

されました。この計画は、これまでの区民主導による「協働の食育」の成果
を踏まえて、関係者の総合力を活かして様々な分野と
連携しながら、新たな取組を創造的に進める『協創の
食育』へと推進していくものです。また、「平時の食育」

（食育推進ネットワーク）と「災害時の食支援」（健康
危機管理）の2つの視点から食育を進めていきます。

木口理事長の挨拶 特別講演
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goodネットワークショップ 　　2017年の活動

“夢”を語るワークショップ２０１７
平成29年8月24日

平成29年6月に新たな「墨田区食育推進計画」が策定されたのを機に、
その勉強会を行うとともに、goodネットの会員や関係する方々のそれぞれ
の夢を語るワークショップを開催しました。

第1部は「国と墨田区の食育推進の動き＆ワークショップ」
まず始めに、十文字学園女子大学教授長澤伸江先生による「国の第3次食

育推進基本計画」のお話、次に、墨田区福祉保健部保健衛生担当岩瀬均参事
による新たな「墨田区食育推進計画」のお話をうかがいました。お話を聞い
た後にはグループセッションを行い、それぞれの計画を身近に感じることが
出来ました。さらに、この計画書策定にご尽力された元保健計画課職員で、
食育を担当されていた秋田昌子さんが、飛び入りで熱い想いを語りました。

第2部は「“夢”を語るワークショップ」
早稲田大学大学院教授友成真一先生の進行で、『goodネットとわたし』

について、それぞれが想いを語り合うワークショップをしました。みんなの
想いをひとつずつ書き込んだ葉っぱ形の紙を木に張り付けると、4本の食育
の木ができました。木を囲みながら、みんな笑顔で次のステップを目指そう
とモチベーションもあがり、楽しく充実した一日となりました。
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地域の取組　　2017年の活動

地域力日本一

新たな「墨田区食育推進計画」の中に地域の取組として取り上げられた児
童館を中心とする2つのモデル地域の取組が４月から始まりました。墨田区
北部地域の墨田児童会館では「食

しょくいく
19会」、南部地域の立川児童館では「ひ

まわりカフェ」がそれぞれ誕生し、活動が開始されました。

● 食 19 会（墨田区北部地域・墨田児童会館）
　墨田児童会館を中心とした「食 19 会」が発足し、地域の方や good ネッ
トメンバーが毎月 19 日に集まり、その取組について話し合いを進めてきま
した。昨年、旧向島中学校校庭にて開催された「江戸に浸かる」～隅田川　
森羅万象　墨に夢（寺島・玉ノ井まちづくり協議会主催）が今年も開催され
ることになり、食 19 会では協力参加することになりました。太鼓橋を渡っ
たら江戸時代にタイムスリップ！江戸通貨「文」にお金を変え、江戸屋台料
理を楽しみ江戸の遊びを楽しむ！そんな粋な催しに地域の方々に交じって一
緒に取組を楽しみました。食 19 会では「こども屋台」にて、当日参加の子
どもたちと一緒に売り子体験をしました。みんな姉さんかぶりがとてもよく
似合ってました。

江戸に浸かる　平成29年9月23日・24日
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地域の取組 　　2017年の活動

● ひまわりカフェ（墨田区南部地域・立川児童館）

新たな「墨田区食育推進計画」の策定に向けたワークショップから生まれ
た「ひまわりカフェ」。スタート1年目は、みんなで持ちよった軽食を囲ん
だにぎやかなカフェをオープンし、立川児童館を中心に毎年開催されている

「立川フェスティバル」への参加に向けて、話し合いをかさねました。
7月9日、猛暑の中開催されたフェスティバルには、子どもたちを中心に

たくさんの方が訪れて、とても楽しいイベントになりました。ひまわりカフェ
のブースでは、子どもたちが立川児童館で栽培したトマト（すみだ農園から
のおすそわけ）の成長日記や、すみだの食育活動の展示を行いました。2年
目以降も、さらに楽しい取組ができるよう準備をしています。

立川フェスティバル　平成29年7月9日
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すみだ街かど食堂 ・ エコライフ講座　　2017年の活動

● すみだ街かど食堂
2016年9月に始まった「すみだ街かど食堂」は、

1年以上経って活動が軌道に乗ってきました。毎月第
4水曜日、キラキラ橘商店街でカレーの材料を買うの
ですが、お店の方とも顔なじみになり「今日はカレー
の日だね！」と言われる様になりました。作るカレー
は、すみちゃんカレーキラキラ版と言ったところ。
なぜキラキラ版かと言うと、定番の根菜や鶏ひき肉
の他、キラキラ名物のおでん材料と三善豆腐工房さ
んのおからも入っているからです。野菜も、春は新じゃが、夏はトマトやナ
ス、秋はきのこをたっぷりと、そして冬はカボチャやさつま芋を入れる等工
夫して、皆さんに楽しんでもらっています。食後は、お誕生日の方にみんな
でハッピーバースデーをうたってお祝いしますが、皆さんちょっと照れなが
らもニコニコ。特に高齢者の方に喜ばれています。

● エコライフ講座
平成30年2月21日

環境保全課の依頼を受け、八広地域プラザ吾嬬の里
で開催、抽選により18名の参加者がありました。講師
は押上のカフェ、スマイルキッチンの加藤京子氏で「お
からは産業廃棄物として捨てられているけれど、食物
繊維も豊富で栄養価も高い。味も主張しすぎず、さま
ざまな料理に合うのでぜ
ひ活用してほしい」と話

されました。参加者からは、とても楽しく学ぶ
ことが出来たと喜ばれ、おからの味噌が出来る

のをとても楽しみにしているとのことでした。
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こども商店街 　　2017年の活動

● こども商店街

平成29年6月18日

児童館のこどもたちと地域のお店
がつながって、一日だけオープンす
る「こども商店街」。全国大会からは
じまって３回目となる今年は、会場
を“すみだ青空市ヤッチャバ”に移
して開催しました。

子どもたちは、この日のために、事前学習でお店の人のお話を聞き、商品
をよく理解してから、のれんやポップを手作りしました。当日は、カラフル
に飾りつけられたお店で、自分たちの商品の特徴を丁寧にお客様に伝え、心
を込めて販売しました。ひたむきに一生懸命声を張り上げる姿に、我が子の
様子を見に来ていたお母さんも感動していました。様々な経験を通して成長
していく子どもたちを、地域に暮らすたくさんの人が見守ることで、街が豊
かに育まれていくのを感じました。

「こども商店街」児童館＆協力店（あいうえお順）

児童館 協力店

江東橋児童館/さくら橋コミュニティセンター /
墨田児童会館/外手児童館/立花児童館/立川児
童館/中川児童館/東向島児童館/文花児童館/
八広児童館/八広はなみずき児童館

東 あ ら れ 本 舗/一 軒 家 カ フ ェ ikkA/梅 鉢 屋/ 
御 菓 子 司 み す ゞ /CaféPOKAPOKA/か め ぱ ん/
埼 玉 屋 小 梅/魚 八 栄 五 郎/坂 本 せ ん 餅/ 
Smile Kitchen/墨田さんさんプラザ/隅田屋商店/
三善豆腐工房
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災害時の食　　2017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いかしたい！～

新たな「墨田区食育推進計画」で「災害時食支援ネットワークの構築」が
リーディングプロジェクトに位置づけられ、墨田区では、食提供検討会と食
支援ネットワーク検討会が開催されました。goodネットからも、この会議
に様々な立場の方とともに委員として参加しました。

また、goodネットでは、これまでも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きました。家庭での食糧備蓄が大切である
ことに加え、災害時には、疾病をお持ちの方、食物アレルギーのある方、妊
婦、乳幼児等、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、さらに充実した活動を行っていきたいと思います。

首都防災ウィーク 
“横網町公園レスキューフェスタ”

すみだ耐震化フォーラム2018

すみだ住宅まつり2017

災害時食支援ネットワーク　会議の様子
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すみだ農園 　　2017年の活動

すみだ農園キックオフ
平成29年4月23日

2012年から始まったすみだ農園。年々参加者が増え、家族での参加が目
立って多くなりました。カゴメ株式会社より提供されたトマト「凛々子」の
苗を、一人ひとりの子どもたちが名前や絵を描いた自分の植木鉢に植えまし
た。そのあとに、みんなで墨田児童会館前の畑に植えつけて、たっぷりお水
をあげました。残った苗は、地域の施設などにおすそわけ。goodネットの
メンバーもお手伝いしながら、一緒に苗の植え付けを楽しみました。終了後、
鉢を自宅に持ち帰る子どもたちは笑顔満開、とても嬉しそうでした。

すみだ農園収穫祭
平成29年9月9日

墨田児童会館前の畑で収穫後、冷凍保存しておい
たトマトを解凍して子どもたちが皮をむき、good
ネットのお母さんたちが鍋で煮込んでジャムにしま
した。さらに、食育×科学れしぴ研究所の鹿島さん
のお話を聞きながら「お絵かきホットケーキ作り」の体験をしました。「上手にお絵
かきできたかな～」子どもたちはワクワクしながらひっくりかえし、あちこちで歓

声が上がりました。試食タイムでは、自分で焼いたホットケー
キにジャムをかけ、地域にパン工場があるヴィ・ド・フランス
さんが「凛々子」を使って作ってくださったパンと、このイベ
ントでつながった森永製菓株式会社のノンアルコールの甘酒と
カゴメ株式会社のトマトジュースをミックスした飲み物をいた
だきました。お腹いっぱい！美味しい笑顔が広がりました。
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すみだ食育フェス　　2017年の活動

すみだ食育フェス2017
食育でみんながつくる笑顔の環

平成29年6月15日～ 18日

毎年6月の食育月間に開催している食育イベント。
新たな「墨田区食育推進計画」が策定されたことにともない、昨年までの「手

間かけて すみだ食育 てんこもり」から「すみだ食育フェス」に名称を変更
しました。今年は規模を少し縮小しましたが、一つ一つに手間かけて笑顔あ
ふれるイベントとなりました。

● ランチタイムセレモニー
いつも静かな区役所のアトリウム。でも、セレモニーが始まると、子ども

たちの可愛らしい笑い声が響き渡りました。今年はあづま幼稚園と東駒形保
育園の子ども達が、歌や踊りを披露してくれました。また、ちっちの紙芝居

「いのちのいのち」やすみだ水族館によるクラゲの生態のお話は、子どもた
ちだけでなく、スタッフも釘付けになりました。地元の方による「かっぽれ」・
｢フラダンス｣ の踊りも華やかで素敵でした。子どもたちは、フラダンスの
手振りを真似て、一緒に踊っていました。そんな様子を、区役所に来られた
方々もほほえましく見られ、自然と笑顔になっていました。
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すみだ食育フェス 　　2017年の活動

● 展示
今年から食育イベントは内容が展示中心に様変わりし、墨田区役所１階ア

トリウムすみだリバーサイドホールギャラリー＆会議室にて行われました。
地域団体、NPO、企業、教育関係、国、区などから多くの展示参加があり、
それぞれの食育の取組がわかりやすく見やすく工夫されていました。担当者
のついた展示前では楽しい会話が弾んで、地域交流の場となりました。また

『みんなでつくる「手洗いうちわ」展』では、子どもたちが描いた楽しいう
ちわのイラストに、思わずほっこりする風景がありました。最終日の土曜日
には、展示見学が授業の一環となった大学生が多数見学に見え、大盛況とな
りました。今年もアンケートにご協力いただいた方々には、企業等の協賛の
品をお渡しし、喜ばれました。

● 実施報告会＆交流会

平成29年7月18日

すみだ食育フェス2017を締めくくる“実施報告会＆交流会”がすみだリ
バーサイドホール2階イベントホールで開催されました。

開始直前の激しい雷雨と雹にビックリ！それにも関わらず、関係の皆さん
が集まって下さいました。食育フェスにご参加くださった方々からそれぞれ
ご報告をいただき、食育への想いが一段と伝わるあたたかい報告会でした。
終了後は交流会を楽しみました。
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食育推進全国大会 ・ 環境フェア　　2017年の活動

第12回 食育推進全国大会 in おかやま
平成29年6月30日～ 7月1日

展示内容は何にしよう？と、みんなで考え、作成し、準備をして現地に展示品
を送る手続きをすませて～いざ岡山へ！東京駅に集合し、朝一番の新幹線で岡山
入り。休む暇なく会場に直行し展示の準備。おそろいのオレンジTシャツを着て、
元気にお客様をお迎えしました。今回は、『地域力日本一』をテーマに、新たな「墨
田区食育推進計画」の策定に向けたワークショップ発表会の様子などを展示しま
した。墨田区の議員さんが駆けつけてくださり感激しました。すみだの全国大会
でつながった企業さんもブースにおいでくださり、旧交を温めました。

環境フェア
平成29年6月24日～ 25日

すみだリバーサイドホールで開催された環境フェア（主催 ： すみだ環境
フェア2017実行委員会・墨田区）に参加しました。goodネットは『あら
不思議！フルーツでお絵かき』と題して、goodネットの理事で食育×科学
れしぴ研究所の天野さんを中心にワークショップを行ないました。フルーツ
の酸と卵白の弱アルカリの反応を利用して絵を描くと、あら不思議！色が変
わって絵が浮き出てきました～。多くの親子連れが楽しみました。
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出張講演 ・ 食育シンポジウム 　　2017年の活動

新座市民総合大学 健康増進学部 食育推進学科にて
「すみだの食育」の紹介

埼玉県新座市保健センターの依頼を受け、新座市民総合大
学 健康増進学部 食育推進学科の授業を、7月29日と9月2
日の2日間、元墨田区保健計画課職員秋田昌子氏とすみだ食
育推進リーダー等が担当することになりました。会場の十文
字学園女子大学には、現在墨田区で食育を担当している職員も含め総勢17名という
大人数でうかがい、1日目は「地域・人・まちを育む食育～すみだ食育推進リーダー
が語る食育の魅力～」、2日目には「食育でかなえる私の“夢”体験」というテーマで、
寸劇を交えて楽しくお話をしてきました。受講生の皆さんは寸劇仕立てに驚かれた様
子でしたが、私たちが語る食育への想いに熱心に耳を傾けてくださいました。「すみ
だの食育」をすみだらしくお伝えできたらと、ドキドキワクワクしながら準備をしま

したが、その過程こそ
が貴重な経験となり、
私たちも大変楽しい想
いをいたしました。

食育シンポジウム
平成30年3月3日

第12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、す
みだリバーサイドホールにて開催されました。このシンポジウムは、全国規模で行われる保
育園や幼稚園の食育コンテストの大会で、各賞発表・授与式が行われました。入賞した団体
の食育事例発表は、あらためて食育活動の良さに気づく機会となりました。基調講演では「家
庭と連携した離乳食の進め方」のテーマで、管理栄養士太田
百合子氏から楽しく貴重なお話がありました。goodネット
は会場内に展示参加し、冊子やgoodネット新聞「食育の芽」
を配布し、すみだ食育goodネットを紹介しました。
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食とケア　　2017年の活動

高齢者口腔ケア教室
平成29年9月27日

曳舟文化センターで開催された「高齢者口腔ケア教室」に、公益社団法人東
京都向島歯科医師会からの依頼を受け、協力しました。教室は「高齢者のフレ
イル」の予防が大きな目的です。健康長寿の3つの柱「栄養・運動・社会参加」
を基本とし、今年は新たに三信化工株式会社が加わって、5つのブースを設け
ました。受講者は各ブースを回り、楽しみながら学べる体験の場となりました。　

goodネット：摂食・嚥下に関す
るクイズ＆パタカラ体操

歯科医師による健
けん

口
こう

チェック・
指導

フレイルについて講義をする 
東京都向島歯科医師会副会長の
大久保勝久先生

株式会社明治：低栄養予防及び
とろみ調整食品の紹介

高齢者支援総合センター：フレ
イルの予防

三信化工株式会社：使いやすい
食器の紹介・体験
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地域のまつり等 　　2017年の活動

地域のまつり

すみだの食育の
普及啓発と地域交
流をはかり、地域
のいろいろなまつ
りに参加し、すみ
ちゃんカレーや東日
本大震災復興支援として石巻の魚缶詰の販売などを行いました。
“はばたき・みつばち・こうめまつり”では、「食とケア」のテーマで出展し、

とろみ調整食品や使いやすい食器の紹介・体験を行ないました。おおくぼ歯
科医院の大久保先生にお口の相談コーナーを担当していただき、舞台発表時

間には、メンバー全
員舞台に上がり、パ
タカラ体操を会場の
皆さんと一緒に元気
に楽しみました。

歯・口の健康フェスティバル
平成29年6月7日

6月の歯と口の衛生週間にちなみ、曳舟文化センターで行われました。株
式会社明治のご協力を得て、とろみ調整食品のご紹介をしました。とろみ体
験された高齢者の方は、誤嚥の対策として参考になったとの感想があり、若
いお母さん方には離乳食にも使えるものとして喜ばれました。年々普及が進
んでいます。

すみだまつり

はばたき　みつばち　こうめまつり
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わ た し た ち が 会 員 で すわ た し た ち が 会 員 で すわ た し た ち が 会 員 で す
～お店・企業・団体～～お店・企業・団体～～お店・企業・団体～

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。

平成30 年3月 31日 現在

正会員 後援会員みどり オレンジ

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。

〒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/

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

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。

〒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/

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。

〒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

株式会社アイエスゲート

アターブル松屋フードサービス 
墨田区役所１階食堂

アサヒグループホールディングス株式会社

株式会社アルフォ
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わ た し た ち が 会 員 で すわ た し た ち が 会 員 で すわ た し た ち が 会 員 で す
～お店・企業・団体～～お店・企業・団体～～お店・企業・団体～

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。

平成30 年3月 31日 現在

正会員 後援会員みどり オレンジ

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

押上 よしかつ

石窯パン工房 KAMEYA
パンを通じた食文化の提供を、すみだの食育活動と共に取
り組んでいます。

〒131-0033 東京都墨田区向島3－39－8
TEL 03-3625-2201  FAX 03-3625-2201
Eメール pan@kameya-group.com

【営】6：30～19：00
【休】月・火
http://kameya-group.com/

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。

〒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

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。

〒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/

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。

〒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

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。

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

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。

〒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/

海老寿司 

おいしいワカメの寿物産株式会社

おおくぼ歯科医院

取り扱っている江戸東京野菜
の一部です

　　わたしたちが会員です
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NPO法人キッズエクスプレス２１
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）

〒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

男の料理教室「すみだ食遊会」

感性とコラボレーション研究会

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。

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

「いのち」から考える感性を掘り起こしたい！という
想いから「トラさんが生きた！みんなも生きた！」をテー
マに、小学校、中学校等で「いのちの授業」を行っ
ています。

Eメール 44g@ams.odn.ne.jp

　　わたしたちが会員です

カゴメ株式会社 東京支店

花王 株式会社

「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。 

〒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/

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。

〒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

kitchen KAMEYA 洋食館
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 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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子供向け食育ボランティア団体
キッチンの科学プロジェクト（ＫＫＰ）

有限会社 坂本せん餅コスモスクッキングサロン

有限会社 佐々木栄五郎商店 魚
さかなやえいごろう

八栄五郎

　　わたしたちが会員です

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。

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

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】月曜日
Eメール info@sakasen.jp
http://sakasen.jp/

食育活動の一環として、高齢者や在住外国人の方と地域
コミュニケーションを取り、調理実習を2ヶ月に一回やって
います。

〒131-0031墨田区墨田2-23-2
TEL 03-3619-6714

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。

〒131-0032 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

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。

〒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

花王 株式会社錦糸町駅ビル内科クリニック

さくら橋コミュニティセンター
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。

〒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/
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三信化工株式会社

十文字学園女子大学 長澤研究室

一般社団法人 すこやか食育エコワーク

下町人情キラキラ橘商店街

食育×科学 れしぴ研究所

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。

〒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/

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)

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。

〒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/

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。

〒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/

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。

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

サンエー株式会社
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。

〒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/

　　わたしたちが会員です
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株式会社 スマイルフーズ

すみだインターナショナル

すみだ地域栄養ネットワーク

すみだ青空市ヤッチャバ

すみだ水族館

Smile Kitchen スマイルキッチン
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/

　　わたしたちが会員です

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

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）

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！

〒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

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。

〒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。

〒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/
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株式会社 地域力活性化研究室

ＮＰＯ法人 てーねん・どすこい倶楽部

そばの里 みつまさ

一般社団法人 つむぎや

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

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。

〒131-0032 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/

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。

〒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

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。

〒162-0831 東京都新宿区横寺町30番地 神楽坂よこみ
ちテラス201
TEL 090-8816-8129

【営】特になし  【休】土曜・日曜・祝日
https://www.facebook.com/TUMUGIYA

株式会社 隅田屋商店
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。

〒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

　　わたしたちが会員です

株式会社 駿河屋
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。

〒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
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公益社団法人 東京都向島歯科医師会

特定非営利活動法人とらいあんぐる
すみだ花工房

フレンドリープラザ 墨田児童会館

東京ビジネスサービス株式会社

肉の山平や

東京ガス株式会社 東部支店
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。

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

　　わたしたちが会員です

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。

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

「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。

〒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/

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。

〒131-0031 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/

「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。

〒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/

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。

〒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/
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有限会社 三善豆腐工房
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。

〒136-0075 東京都江東区新砂１－２－10
TEL 03-5677-6027  FAX 03-5677-6050
Eメール takaki.abe@meiji.com

【営】9:00～17:40 【休】基本的に土・日・祝
http://www.meiji.co.jp/meiji-shokuiku/

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。

〒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/

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。

〒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/

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。

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

株式会社 明治 関東支社業務部
お客様相談室

文花中地区青少年育成委員会
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。

〒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

　　わたしたちが会員です

株式会社 平和堂
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。

〒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/

株式会社 明治
関東支社 コミュニケーション課

山崎製パン株式会社株式会社 やおきん
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早稲田大学 社会連携研究所ワーカーズコープ東京東部事業本部

公益財団法人ライオン歯科衛生研究所
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。

〒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/

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/

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。 

〒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/

株式会社 ルネサンス

和のごはん みかづき

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/

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

　　わたしたちが会員です
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実 施 月 主 な 内 容

平成29年4月

●「ひまわりカフェ」参加
● 食育イベント説明会
●「食１９会」参加
●「すみだ農園キックオフ」支援
●「すみだ街かど食堂」開催

5月

●「すみだ食育フェス2017  食育で みんながつくる 笑顔の環」 第１回運営委員会開催
●「ひまわりカフェ」参加
●「食１９会」参加
● すみだ食育goodネット総会
● 活動冊子発行
●「すみだ街かど食堂」開催

6月

●「すみだ食育フェス2017  食育で みんながつくる 笑顔の環」 第２回運営委員会開催
●「歯・口の健康フェスティバル」での食育普及啓発活動
●「ひまわりカフェ」参加　
●「すみだ食育フェス2017  食育で みんながつくる 笑顔の環」 開催
●「食１９会」参加
●「すみだ環境フェア2017」での食育普及啓発活動
●「すみだ街かど食堂」開催
●「第12回食育推進全国大会（岡山市）」での食育普及啓発活動

7月

●「第12回食育推進全国大会（岡山市）」での食育普及啓発活動
●「立川フェスティバル」参加
●「食育イベント  すみだ食育フェス2017」実施報告会＆交流会開催
●「食１９会」参加
●「すみだ街かど食堂」開催
●「新座市民総合大学」食育講演

8月

●「食１９会」参加
●「“夢”を語るワークショップ２０１７」開催
●「すみだ街かど食堂」開催
● 第８号食育の芽  発行

9月

●「新座市民総合大学」食育講演
●「すみだ農園収穫祭」支援
●「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
●「食１９会」参加
●「江戸に浸かる～隅田川  森羅万象  墨に夢」参加
●「高齢者口腔ケア教室」支援
●「すみだ街かど食堂」開催

10月

●「第４２回すみだまつり・第４７回こどもまつり」での食育普及啓発活動
●「第２７回すみだ住宅まつり」での食育普及啓発活動
●「食１９会」参加
●「すみだ街かど食堂」開催
●「さんさんプラザまつり」での食育普及啓発活動
●「ステップ学級調理実習＆カルタ会」支援

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
●「食１９会」参加
●「すみだ街かど食堂」開催
● 第９号食育の芽  発行

平成２9年度  
すみだ 食 育 g o o d ネット 主 な 活 動
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副理事長
（総務担当）

理事長

顧問

会計監査

墨田区保健計画課／保健センター
活動支援・財政支援

理 事 会

副理事長
（事業担当）

理事
庶務・拡大

理事
人づくり

理事
広報

理事（複数名）
事業

１から始める夢プロジェクト

理事
庶務・拡大

理事
人づくり

理事
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。

実 施 月 主 な 内 容

12月

●「秋田昌子さん感謝の会」開催
●「吉良祭・元禄市」での食育普及啓発活動　
●「食１９会」参加
●「すみだ街かど食堂」開催
●「ステップ学級調理実習」支援

平成30年1月
●「食１９会」参加
●「すみだ街かど食堂」開催
● 第１０号食育の芽 発行

2月

●「食１９会」参加
● エコライフ講座「食育体験講座」担当
●「すみだ耐震化フォーラム2018」での食育普及啓発活動
●「すみだ街かど食堂」開催

3月
●「食育シンポジウム」での食育普及啓発活動
●「食１９会」参加
●「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
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平成17年 6月 ● 国は、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「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 ● さらに墨田区では『みんなでつくる「すみだの食育」＝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 ● 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。

平成23年 5月 ● 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「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ネットが位置付けられました。

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 ●「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。

平成28年 4月 ● 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。

平成28年 8月

平成29年 6月

● 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。

● 墨田区では、新たな「墨田区食育推進計画」を策定し、区がめざす食育を
　「みんなが笑顔で楽しい食環境を通じて豊かな人生をおくる」とし、
　「協創の食育」を推進する環境づくりを進めることになりました。

すみだ 食 育 g o o dネットの あ ゆ み
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※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。

平成28年4月１日から施行

【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》

会員種類 内容 年会費

正会員

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
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。

団
体

6,000円
（月額500円）

個
人

3,000円
（月額250円）

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
権は有しません。

団
体

１口 5,000円
（１口以上）

個
人

１口 1,000円
（１口以上）
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す

みだ
らし
い食育

を一緒に育ててみませんか？

す

みだ
らし
い食育

を一緒に育ててみませんか？

す

みだ
らし
い食育

を一緒に育ててみませんか？

すみだ食育goodネットとは

ロゴデザイン MASAMI DESIGN

食は命の源です。

子どもから高齢者まで、すべての区民の

「食と健康」を考えた食環境づくりに取り

組み、食育に関する情報を共有し「すみ

だらしい食育文化」が育つまちづくりをめ

ざしている団体です。

http://すみだ食育goodネット.com/

平成30年4月

すみだ食育goodネット編集チーム

すみだ食育goodネット

小松玲子

株式会社サンコー

発行月

企画・編集

発行者

表紙イラスト

デザイン・DTP

すみだ食育goodネット
〒131-0044 東京都墨田区文花1-32-1-101

TEL 03-5631-7035 FAX 03-5631-7036

E-mail shokuikugoodnet@gmail.com

URL http://すみだ食育goodネット.com/

※この活動は、区市町食育推進活動支援事業費補助金を活用して取り組んでいます。
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