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すみだ食育 good ネット
『食育の木』

食育とは（参考：農林水産省ほか）
「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。
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すみだ食育good ネット がめざすこと
ゆ

め

すみだ食育 good ネット６つの YouME!

1 食育に興味、関心がある！
2 すこやかな食をすすめる！
3 食文化の継承をすすめる！
4
5

食育の情報発信と交流をすすめる！

ユニバーサルデザインの食環境をすすめる！

6

食の循環、環境への貢献をすすめる！
※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。

３つの場を活かすのはあなたです！
すみだらしい
食育をつくる場
食育を通した
出会いの場

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！

様々な食育
活動を育む場

● 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。
3

2018年の活動

すみだ食育goodネット総会

平成30年度 すみだ食育goodネット総会
平成 30 年 5 月 22 日

今年は、
２年に１度の役員改選があり、
理事長 木口圭子、
総務副理事長 佐伯信郎、
事業副理事長 青島節子の３氏等が承認されました。
総会を前に、これまでの取組をふりかえり、すみだ食育goodネット（以下、
goodネットと略）の食育活動に大切なものは何かと、
話し合いを続けてきました。
そして、
これまでの活動の中から『育みあい』
『
、創りあい』
『
、響きあい』の３つの『あ
ゼロ

い』が大切なことに気づき、goodネットの食育活動への取組姿勢として『０から
の響創育』のスローガンが生まれ、総会で発表し、意義ある総会となりました。
特別講演では、
ひらがなネット株式会社の吉澤弥重子氏をお迎えし「食を通して、
国際交流を楽しもう！」をテーマにいろいろな国の方とつながる活動の大切さを
学びました。

保健衛生担当部長挨拶

平成 ３０ 年度新役員

ゼロ

「０からの響創育」の発表

特別講演：ひらがなネット（株）
吉澤弥重子氏
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goodネットワークショップ

2018年の活動

人づくりワークショップ
平成 30 年 9 月 12 日

今年度の「人づくりワークショップ」は、
ゼロ

goodネットが掲げる理念「０からの響創育」
をテーマに、早稲田大学社会連携研究所の所長
である友成真一教授を講師にお迎えし、行いま
した。参加者には大学や企業の方々、歯科医師、
新たなつながりが出来た福島大学うつくしまふ
くしま未来支援センター相双地域支援サテライ
トの方など、大勢の方が参加されました。参加
者は各グループに分かれ、開始当初はあまり話
せなかった方も、友成教授の「タコ理論」によ
り、肩書を外した１人の人としての「素ダコ」

早稲田大学社会連携研究所
所長 友成真一氏

になり、本音で話し合いが行われました。あるグループから大きな笑いが、ある
グループでは感動の涙があふれ、最後はみんなが笑顔になっていました。このワー
クショップは、自分自身を含め、様々な「ふりかえりの場」としても、とても貴
重な取組の場になりました。

各グループで話し合い、相手の夢や想いをしっかり受けとめて…
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2018年の活動

他地域との取組

食育から生きる力を養うワークショップ２０１８
平成30年10月20日

福島大学うつくしまふく
しま未来支援センター相双地
域支援サテライトから依頼を
受けて、東日本大震災後「復
興の拠点」となった福島県双
葉郡楢葉町Jヴィレッジのパ
シフィックホールにて「食育

相双地域との新たな交流が始まりました

から生きる力を養うワークショップ２０１８」を開催しました。相双地域の生産者、教員、団体の方々
と一緒に「大切にしていること」「
、自慢できること」などを出し合いながら食育で夢を語りました。
事前に現地の視察を行い、相双地域の人たちの今の暮らしを肌で感じながら、考える機会を持
ちました。また、視察後は、
「相双地域の人たちとどう向き合うか」について、ワークショップのファ
シリテータを担当する若者たちや福島大学の谷信孝氏を交えて何度も話し合いを重ね、当日を迎
えました。ワークショップでは、午前中は自己紹介、グループワーク「食育ってな～に？」、「す
みだの食育」を朗読などを用いて紹介、『つながりで！育む食育の環境づくり』『豊かな発想で！
育む生き抜く力』の講演などを行いました。
その後、福島の食材を使ったおいしいランチを食べながら、参加者の緊張もほぐれて交流を楽
しみました。
午後は、食育で「相双地域」と「すみだ」のコラボレーションを実現させようと、「食育で！
夢コラボ」と題して、企画アイデアを考え、最後に各グループが寸劇やラップなどの工夫を凝ら
したアイディア満載の発表を行い、笑い声が
絶えない場となりました。５つのステキなア
イデアが誕生し、夢コラボ大賞などの表彰を
行いました。当日会場では（株）明治、山崎
製パン（株）による食育活動の展示と紹介を
行いました。

「食育で！夢コラボ」発表の様子
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他地域との取組

2018年の活動

若者チームの誕生！
「食育から生きる力を養うワークショップ
２０１８」の実施にあたって、ワークショップの
ファシリテータ役を担った若者たち１０名余
の力は絶大でした。これまでgoodネットの
食育活動など事業に関わって一緒に歩んで来
た若者はもちろん、今回のワークショップの
取組を知り、是非参加したいと手を挙げてく
れた若者など様々でしたが、その柔らかな感
性と誠実さに加え一生懸命に向き合おうとす
る姿に、感動と勇気をもらいました。今回は、

若者チームに期待！

東日本大震災で大きな被害を受けた地域をどうとらえ、どう考え、どのように向
き合えばよいのか？大変悩み、ワークショップ当日に至るまで、若者たちを交え
てみんなで何度も話し合いました。回を重ねるごとに、少しずつ何かがわかって
いき、ある若者が「そうか、特別視しなくていいんだ！これまで通りでいいんだ！」
と気づきを発してくれました。
当日のワークショップは、若者たちがファシリテータを担い、大活躍しました。
これを機会に、若者
たちが、チームを発
足し、
「ご飯会」と称
して時折集まること
に。goodネットに新
たな若い力が加わり
ました。

若者たちと一緒に、現地を視察しました
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2018年の活動

他地域との取組

地産都消プロジェクト
「さかな大好き！」
平成 30 年 6 月 19 日

宮城県の気仙沼の魚を通して、気仙沼の漁師や漁業とすみだの子どもたちをつ
なぐ「さかな大好き！」が、6月19日の食育の日に、すみだリバーサイドホール
イベントホールで行われました。保育園と幼稚園から約200人の子どもたちが参
加し、大学の先生や漁師さんからのお話、さかなクイズ、冷凍されたサメの赤ちゃ
んに触れるなどの楽しい体験をしました。サメ肌に触った子どもたちからは「ツ
ルツルだよ」
「いや、ザラザラだよ」などの感想が飛び交っていました。この日参
加した保育園では、気仙沼のサメを使った給食を食べました。このイベントは、
墨田区と気仙沼市、気仙沼信用金庫、東京東信用金庫、東京海洋大学などが協力
して開催し、good ネットは、ボランティアの大学生らと一緒に子どもたちの見
守りを担当しました。

子どもたちが描いたお魚がいっぱい

お魚クイズにチャレンジ！

サメの歯にドキドキ…

「ひがぴょん」と「ホヤぼーや」と一緒に
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他地域との取組

2018年の活動

新座市食育推進リーダー育成講習会
平成 30 年 7 月 28 日・9 月 1 日

新座市保健センター（埼玉県）の依頼を受け、今年も新座市民総合大学食
育学部食育推進学科の２つの講座を担当しました。1 回目（７月）は、「す
みだの食育のあゆみ」や「食育ってな～に」のワークショップ、
2 回目（９月）
は、「食育でかなえる私の｟夢｠体験」をテーマに行いました。高齢者の口
腔ケアに関する取組を寸劇で伝えたり、すみだ食育推進リーダー１期生がこ
れまでの想いを語り、２・３・４期生がそれを受け止めて一緒に活動してき
た想いを語りました。このつながりを、四つ葉のクローバーに仕立て、私た
ちにとってもふりかえりの機会となりました。
「にいざ」と「すみだ」の夢
コラボのワークショップでは、様々な食育の取組アイデアが発表され、人と
人のつながりを感じた講座となりました。

事例の取組を寸劇で！（サザエさん一家と 「すみだの食育」1・2・3・4 期生の想いを発表
歯科医役のマスオさん）

「にいざ」と「すみだ」の夢コラボの発表

夢コラボ大賞は「しいたけ」班に！
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2018年の活動

すみだ食育フェス

すみだ食育フェス ２０１８
●

平成 30 年 6 月 14 日〜 17 日

展示

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
て食育に関する展示を行ないました。地域団体、NPO、事業者、企業、大学、区
など、それぞれ食育の取組をわかりやすく紹介しました。

●

ランチタイムセレモニー
墨田区役所１階アトリウムでのお昼の1時間、子どもたちの歌声や踊りが会場

に響き渡りました。今年は、あづま幼稚園の「おなかのへるうた」
、横川橋保育園
の「海賊ダンス」など、元気いっぱいに演じてくれました。園児たちは、すみだ
水族館による「クラゲのごはん」
（容器に入ったクラゲに餌をあげて観察する取組）
に興味津々。いつまでもクラゲがごはんを食べる様子を観察していました。また、
大江戸ヤッサン一座のちっちさんの紙芝居、地域団体の方によるフラダンス、かっ
ぽれ、玉すだれなど、様々なプログラムに子どもから大人までたくさんの方々が
楽しむセレモニーとなりました。

♪横川橋保育園児の「海賊ダンス」

♪あずま幼稚園児の「おなかのへるうた」
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こども商店街

2018年の活動

こども商店街
平成 30 年 6 月 17 日

平成27年６月に開催された「第10回食育推進全国大会inすみだ2015」からスター
トした「こども商店街」、今年で4年目となりました。昨年に引き続き曳舟の“すみだ青
空市ヤッチャバ”の会場にて開催しました。子どもたちと一緒にお店に伺い、商品に込
める店主の想いや商品の特長などの事前学習を行い、児童館でのポップ作成を体験しな
がら当日を迎えました。毎年、回を重ねることで、子どもたちの中にも経験者が増え、
販売の声掛けや準備など工夫をしている様子が見られ、その成長に驚き、頼もしさを感
じました。子どもたちの一生懸命な姿が多くの来場者を笑顔にする楽しい1日となりま
した。

「こども商店街」児童館＆協力店（あいうえお順）
児童館
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

協力店
東あられ本舗 / 梅鉢屋 / 御菓子司みすゞ ( 立川本
店）/CaféPOKAPOKA/ かめぱん / 埼玉屋小梅 /
魚八栄五郎 / 坂本せん餅 / 墨田さんさんプラザ /
隅田屋商店 / 中田屋茶舗 / バナナファクトリー /
三善豆腐工房 /Le Coeur
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2018年の活動

食育推進全国大会・研修会

第１３回食育推進全国大会 in おおいた

平成 30 年 6 月 23 日～ 24 日

「第１３回食育推進全国大会inおおいた」に参加し出展を行いました。今年は、
墨田区とgoodネットの協働の活動を、隣合わせのブースで紹介する場となりま
した。来場者の方々は、区と民の協働に関心を持たれていました。この大会に参
加することで「すみだの食育」の知名度の高さにも驚かされました。これまでに
つながっていた方々との再会を喜び、食育活動表彰にて表彰された方々を祝福し、
海外からの見学者もあ
り、ブースが賑わいま
した。
「すみだの食育」
の種が、様々な地域に
広がっていくことを確
信しました。

若者にすみだの食育を紹介
●

武蔵野市食育担当者研修会
平成 30 年 12 月 19 日

武蔵野市保健センターから依頼を受けて、
「武蔵野市食育担当者研修会」に
て「すみだの食育」の約 １０ 年にわたる活動の経験や取組の想いをお伝えし
ました。武蔵野市の担当者は、
「すみだの食
育のあゆみ」に関心を持たれ、とても熱心
に聞いてくださり、私たちにとっても「す
みだらしい食育」をふりかえる貴重な機会
となりました。
すみだと武蔵野市の想いを重ねた
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すみだ街かど食堂

2018年の活動

すみだ街かど食堂
「すみだ街かど食堂」は今年度も毎月第４水曜日
に開催。毎回 ３５ 人前後の参加者がありました。調
理ボランティアも参加者も、次に何をやったらよ
いかを考え、みんなで準備や片付けをがスムーズ
にできるようになりました。最初の頃は、座って
カレーができるのを待っていた方々が、積極的に
椅子を並べてくれたり、お茶入れやスプーン等の
セッティングをどんどんやってくれます。
墨田区内には、
「すみだ街かど食堂」の他に６団
体（１２ か所）の子ども食堂があります。昨年 １１ 月
には社会福祉協議会の呼びかけで、食堂ミーティ
ングが開かれ、各々の現状や課題等の情報交換を
しました。その中で、もっと食堂の存在を知って
欲しいという声が多く出され、その結果、MAP が
作成（墨田区社会福祉協議会）されました。これ
をきっかけに多くの方々に知っていただくことを
願っています。

参加者もボランティアも、みんなで一緒に作って、みんなで一緒に食べる
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2018年の活動

災害時の食

災害時の食

平成30年9月9日・10月14日／平成31年2月23日
goodネットでは、今年度もいろいろなイベントに参加し、
「災害時の食」に関す
る普及啓発活動を行いました。家庭での食糧備蓄（自助）の大切さ、疾病や食物ア
レルギーを持つ方、高齢者、妊産婦、乳幼児など、災害時には、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、会員の企業等にご協力いただい
た食品や、お口のケアに関する商品を展示・紹介しました。日本各地で様々な災害
が発生し、参加者の方々は災害時の備えへの意識も高く、興味深く見ていただきま
した。
また、新たに防衛省自衛隊東京地方協力本部城東地区隊本部江東出張所とのつな
がりが生まれ、平成31年２月７日に区と合同で開催した講演会では「災害への対応
～自助共助～」をテーマに、自衛隊の活動などについて、講演いただきました。墨
田区が進める「災害時食支援ネットワークの構築」について、今後も一緒に取り組
みを続けていきます。

首都防災ウィーク（墨田区慰霊堂）にて
普及啓発活動

住宅まつりにて備蓄用の商品の紹介

災害時食支援普及活動における協力企業
・アサヒグループ食品株式会社
・アルファー食品株式会社
・株式会社SN食品研究所
・カゴメ株式会社
・有限会社三善豆腐工房
・株式会社明治
・山崎製パン株式会社

「災害への対応～自助共助～」墨田区と合同
開催の講演
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食とケア・すみだ農園

高齢者口腔ケア教室

2018年の活動

平成 30 年 9 月 28 日

「高齢者のフレイル予防」を目的とした「高齢者口腔ケア教室」が曳舟文化セン
ターにて開催されました。goodネットは、公益社団法人東京都向島歯科医師会の
依頼を受けて、教室の受付から参加者の誘導、クイズやパタカラ体操（お口の体操）
などを担当しました。教室は「高齢者のフレイル予防」
（歯科医師）の講話後5つ
けんこう

のグループにわかれ、
健口チェック（向島歯科医師会）
、
誤嚥に関するクイズ（good
ネット）
、
低栄養予防（株式会社明治）
、
使いやすい食器の紹介（三信化工株式会社）
、
運動と社会参加（高齢者総合支援センター）などが行われ、最後は「パタカラ体
操」を全員で行いました。参加者から
は「家でもパタカラ体操をします」
「歯
医者さんに相談できてよかった」など
の感想がありました。

健口チェック（向島歯科医師会） 誤嚥に関するクイズ（goodネット）

すみだ農園 キックオフ・収穫祭

平成 30 年 4 月 22 日・9 月 9 日

７年目を迎えた「すみだ農園」。カゴメ株式会社から、トマト「凛々子」の苗を
提供していただき、４月にキックオフ。子どもたち一人ひとりが絵を描いた植木鉢
や児童館の農園にも苗を植えました。収穫までの水やりは児童館が担当し、トマト
の成長を見守っていきました。９月には収穫祭を行い、トマトソースやトマトジャ
ムを作りました。野菜のクイズを楽しみながら、子どもたちと餃子の皮を使った
ピザを作ったり、ヨーグルト（株式会社明治提供）にジャムをかけて食べました。
墨田児童会館の近くにあるパン工場
「ヴィ・ド・フランス」が、収穫したト
マトを使ったピザパンを焼いてくださ
いました。この取組は、みんなで一緒
に楽しく、おいしく食べる「協食」の 真剣な顔でトマトの
機会となりました。

皮むき
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餃子の皮の “ ピザ ”
うまく焼けるかな～！

地域の取組

2018年の活動

平成28年に墨田区が主催した新たな「墨田区食育推進計画」の策定に向けたワー
クショップを通して、墨田児童会館や立川児童館とつながりました。
い く

食19会（フレンドリープラザ墨田児童会館）

平成 30 年 9 月 29 日・30 日
い く

毎月19日（食育の日）に地域の方々が集まって、食育の取組を話し合う「食１９会」に参
加しました。恒例となった「江戸に浸かる。
」（主催：NPO法人寺島・玉ノ井まちづくり協議
会、「隅田川 森羅万象 墨に夢」実行委員会）に、今年も協力・参加しました。旧向島中学校
が江戸時代の風景にタイムスリップ。江戸まち～鬼ごっこ・ぞうり飛ばし・羽根突き・けん玉。
縁側～アニメ「みんな北斎」上映。お屋敷～吹き矢・紙芝居。屋台村～手打ちそば・かき氷・
きびだんご。goodネットは「子ども屋台」を担当。小学生と一緒に前掛けをし、てぬぐいを
かぶり“せんべい・パン・クッキー”などを販売しました。
お金は両替所で皮製の“文”に交換。100円が４文です。
初めは恥ずかしがっていた子どもたちも次第に積極的に
なり、売れ行きは上々でした。初秋の一日「江戸に浸かる」、
貴重な体験の機会となりました。

子ども屋台の前で

立川フェスティバル（フレンドリープラザ立川児童館）

平成 30 年 7 月 8 日

立川フェスティバルへは、今年で２年目の参加となりました。今回は、身近な野菜とその葉
を当てる「どの葉が？どの実？」というクイズを行いました。子どもや親子がクイズにチャレ
ンジし、全問正解が出ると大喜びする子どもたちの声が響いていました。立川児童館と地元の
「ひまわり会」のみなさんによる模擬店やゲームコーナーもあり、地域に根づいた楽しいフェ
スティバルとなりまし
た。

クイズ「どの葉が？どの実？」
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クイズにチャレンジ

地域のまつり等

歯・口の健康フェスティバル

2018年の活動

平成 30 年 6 月 7 日

６月の「歯と口の衛生週間」に合わせて、公益社団法人東京都向島歯科医師会
による「歯・口の健康フェスティバル」が、曳舟文化センターで開催されました。
goodネットは、食べる機能に関する展示を行い、株式会社明治の協力を得て「トロ
メイク」
（とろみ調
整食品）や「メイ
バランス」
（栄養機
能食品）の紹介を
行いました。

食べる機能に関する展示とその紹介

地域のまつり

平成 30 年 10 月 6 日・7 日／ 10 月 27 日／ 12 月 8 日

すみだまつり、さんさんプラザまつり、吉良祭元禄市の地域のまつりに参加し、
すみだの食育の普及啓発と地域交流をはかり、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
売等を行いました。

PR コーナーにて
「すみだの食育」を紹介

地元のすみちゃんカレー
石巻の魚缶詰の販売

食育シンポジウム

平成 31 年 3 月 2 日

第13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）
が墨田区役所を会場に開催されました。goodネットは、
展示を行い、
活動冊子や
「食
育の芽」
（情報紙）を配布し、
「すみだの食育」の取組を紹介しました。
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わたしたちが会員です
～お店・企業・団体～
平成 31 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

アサヒグループホールディングス株式会社

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。

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。

〒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/

〒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/

アターブル松屋フードサービス

株式会社アルフォ

墨田区役所１階食堂

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。

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。

〒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

〒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
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わたしたちが会員です

石窯パン工房 KAMEYA

おいしいワカメの寿物産株式会社

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。

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。

〒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/

〒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/

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

おおくぼ歯科医院

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。

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

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

医療法人社団 桜ゆう会
おおさわ歯科クリニック／こどもひろば

押上 よしかつ

栄養や食育に関する取り組みと歯科の取り組みが、
より一層の深い結びつきとなるよう活動したいと思
います。

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/

〒１３１－００４１ 東京都墨田区八広１－２２－６
・
１F
TEL ０３－６６５７－２５１２
【営】 月～土 １０
：
００～２０
：
００
日
１０
：
００～１３
：
００
【休】
祝日定休
http://odc4u.jp/
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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」

花王 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。

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

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

カゴメ株式会社 東京支店

感性とコラボレーション研究会

「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。

「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。

〒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/

Eメール 44g@ams.odn.ne.jp

kitchen KAMEYA 洋食館

NPO法人キッズエクスプレス２１

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。

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）

〒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

〒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
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わたしたちが会員です

錦糸町駅ビル内科クリニック
花王 株式会社

コスモスクッキングサロン

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。

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。

〒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

〒131-0031墨田区墨田2-23-2
TEL 03-3619-6714

有限会社 坂本せん餅

さくら橋コミュニティセンター

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。

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。

〒131-0032 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/

有限会社 佐々木栄五郎商店

〒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/

さかなやえいごろう

サンエー株式会社

魚八栄五郎

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。

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。

〒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/

〒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

三信化工株式会社

下町人情キラキラ橘商店街

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。

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。

〒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/

〒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/

十文字学園女子大学 長澤研究室

食育×科学 れしぴ 研究所

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。

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/

〒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)

一般社団法人 すこやか食育エコワーク

Smile Kitchen スマイルキッチン

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。

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/

〒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

株式会社 スマイルフーズ

すみだ青空市ヤッチャバ

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。

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/

〒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

すみだインターナショナル

すみだ水族館

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。

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）

〒131-0045 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/

すみだ地域栄養ネットワーク

株式会社 隅田屋商店

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！

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

〒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 駿河屋

そばの里 みつまさ

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。

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。

〒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

〒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

株式会社 地域力活性化研究室

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。

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。

〒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

〒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

ＮＰＯ法人 てーねん・どすこい倶楽部

東京ガス株式会社 東部支店

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。

東京ガスでは、食の体験を通じて「環境に配慮した
食の自立」と「五感の育成」をお手伝いします。

〒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/

〒135-0003 東京都江東区猿江2-15-5
http://home.tokyo-gas.co.jp/shoku/shokuiku/
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わたしたちが会員です

公益社団法人 東京都向島歯科医師会

東京ビジネスサービス株式会社

地域住民の皆様のお口の健康と食べる機能の維持・向上を
目指して、墨田区と協力して様々な事業を行っています。

「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/

〒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

肉の山平や

「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。

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/

〒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/

フレンドリープラザ 墨田児童会館

文花中地区青少年育成委員会

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。

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。

〒131-0031 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/

〒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
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わたしたちが会員です

株式会社 平和堂

有限会社 三善豆腐工房

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。

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。

〒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/

〒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/

株式会社 明治
関東支社 コミュニケーション課

株式会社 やおきん

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。

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。

〒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/

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
山崎製パン株式会社
お客様相談室

株式会社 ルネサンス

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。

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/

〒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/

26

わたしたちが会員です

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

27

平成30年度

す み だ 食 育 g o o d ネット 主 な 活 動
実 施 月

主 な 内 容
●
「すみだ食育フェス２０１８

平成30年4月

食育でみんながつくる 笑顔の環」
第1回運営委員会開催

●
「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
●
「食１９会」
参加

5月

● 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
●
「すみだ食育フェス２０１８

食育でみんながつくる 笑顔の環」
第２回運営委員会開催

●
「すみだ食育フェス２０１８

食育でみんながつくる 笑顔の環」
開催

●
「歯・口の健康フェスティバル」
での食育普及啓発活動

6月

●
「地産都消プロジェクト
『さかな大好き！』
」
支援
●
「第１３回食育推進全国大会
●
「すみだ街かど食堂」
開催

in おおいた」
での食育啓発活動

●
「立川フェスティバル」
参加

7月

●
「食育イベント すみだ食育フェス２０１８」
実施報告会＆交流会開催
●
「すみだ街かど食堂」
開催
●
「食19会」
参加

●
「新座市食育推進リーダー育成講習会」
食育講演

8月

●
「食１９会」
参加

●
「すみだ街かど食堂」
開催
● 食育の芽第１
１号発行

●
「新座市食育推進リーダー育成講習会」
食育講演
● ふくしまワークショップ事前視察
●
「すみだ農園収穫祭」
支援

9月

●
「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
● すみだ食育goodネッ
ト主催
「人づくりワークショップ２０１８」
開催
●
「食１９会」
参加

●
「すみだ街かど食堂」
開催

●
「高齢者口腔ケア教室」
支援
●
「江戸に浸かる～隅田川

森羅万象 墨に夢」
参加

●
「第４３回すみだまつり・第４８回こどもまつり」
での食育普及啓発活動
● 第２
８回
「すみだ住宅まつり」
での食育普及啓発活動

10月

●
「食１９会」
参加

● ふくしまワークショップ
「食育から生きる力を養うワークショップ２０１８」
共催
●
「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

11月

●
「すみだ街かど食堂」
開催
●
「食１９会」
参加

● 食育の芽第１
２号発行
●
「吉良祭・元禄市」
での食育普及啓発活動

12月

●
「ステップ学級

●
「食１９会」
参加

調理実習」
支援

●
「すみだ街かど食堂」
開催

●
「武蔵野市食育担当者研修会」
担当
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実 施 月

主 な 内 容

平成31年1月

●
「食１９会」
参加

●
「すみだ街かど食堂」
開催
●
「災害への対応と災害時の食を考える」
講演会共催

2月

●
「食１９会」
参加

●
「すみだ耐震化フォーラム２０１９」
での食育普及啓発活動
●
「すみだ街かど食堂」
開催

●
「食育シンポジウム」
での食育普及啓発活動

3月

● 食育の芽第１
３号発行
●
「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
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

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。
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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

平成19年

6月

平成22年

4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。

●

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。

● 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

平成22年
平成23年

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。
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。
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。

●

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

6月

平成24年

11月

平成25年

2月

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

平成27年

6月

平成28年

4月

● 会則及び組織を改定しました。

平成28年

8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。

平成29年

6月

● 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

平成30年

5月

● 平成30年度の総会にて、すみだ食育goodネットの取組姿勢として

● 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。

●

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。

●「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。

●「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。

● 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。

「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。
「0(ゼロ)からの響創育」
を発表しました。

平成30年 10月

● 福島大学うつくしまふくしま未来支援センター相双地域サテライトとの出会いから、

平成31年 2月

● 防衛省自衛隊東京地方協力本部城東地区隊本部江東出張所とつながり、

新たな取組
「食育から生きる力を養うワークショップ2018」
を開催しました。
（主催：福島大学うつくしまふくしま未来支援センター相双地域サテライト、
共催：すみだ食育goodネット、後援：墨田区）
この取組をきっかけに
「若者チーム」
が誕生しました。
墨田区と合同で講演会
「災害への対応～自助共助～」
を開催しました。
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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。

年会費

１口 5,000円
（１口以上）

個人

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。総会での議決権は有し

6,000円

（月額500円）

個人

内容
団体

会員種類

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。ホー
ムページからもダウンロードできます。

【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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すみだ食育good ネット とは
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。

ロゴデザイン MASAMI DESIGN

発行月 2019 年 4 月
企画・編集 すみだ食育 good ネット編集チーム
発行者 すみだ食育 good ネット
表紙イラスト 小松玲子
デザイン・DTP 株式会社サンコー

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、区市町村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。

