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1 小澤　由香里 6月3日 1.0 紫波町古館 田舎の茶の間 高齢者 30 健康体操、健康のおはなし
古館公民館（田舎の茶の
間）

地区公民館

1 小澤　由香里 6月24日 3.0 古館公民館 身体にやさしい料理教室 一般 10
薬膳料理教室の実施(身体にいい薬膳料
理)

古館公民館（田舎の茶の
間）

地区公民館

1 小澤　由香里 9月13日 3.0 古館公民館 ３地区合同料理教室 食改協 20 料理研修会（古館、赤石、日詰） 役場（健康推進室） 行政機関

1 小澤　由香里 9月23日 2.0 古館産直
いわて減塩適塩の日キャン
ペーン

一般 2
減塩、適塩啓発運動PR（ティッシュの配布、
アンケート調査）

役場（健康推進室） 行政機関

1 小澤　由香里 10月1日 3.0 古館公民館 広報用料理研修 食改協 7 広報用料理研修 役場（健康推進室） 行政機関

1 小澤　由香里 10月11日 1.0
紫波町古館（田
舎の茶の間）

田舎の茶の間 高齢者 25
かんたん健康おやつ、大型健康カルタ（運
動を兼ねて）

古館公民館（田舎の茶の
間）

地区公民館

1 小澤　由香里 12月6日 3.0 古館公民館 やさしい在宅介護教室 食改協 5 冊子の配布、介護食料理研修 役場（健康推進室） 行政機関

1 小澤　由香里 1月29日 1.0 はつらつホール 親子の食育教室 未就学児の親子 親子9組 簡単おやつ作り（おしゃれごはん） 役場（健康推進室） 行政機関

2 稲藤第一農産加工組合 7月14日 3.0 水分公民館 親子そば打ち体験 小学２年生 30 親子でそば打ち体験 水分小学校２年生 学校

2 稲藤第一農産加工組合 7月26日 3.0
湯楽々交流プラ
ザ

八戸藩交流 小学６年生 52 八戸市と上平沢小学校交流、そば打ち体験 教育委員会 行政機関

2 稲藤第一農産加工組合 8月9日 3.0 盛岡松園中学校 家庭クラブそば打ち体験 中学生 30 体験学習 松園中学校 学校

2 稲藤第一農産加工組合 9月21日 3.0 志和公民館 吉里吉里交流会 小学生 80 吉里吉里小、片寄小、上平沢小、交流体験 志和公民館 地区公民館

2 稲藤第一農産加工組合 9月27日 3.0 古館公民館 一中ゆうごうセミナー 中学生 18 紫波第一中学校 学校

2 稲藤第一農産加工組合 10月31日 2.0 古館小学校 紫波郡教育研究会 先生 16 紫波郡教育研究会

2 稲藤第一農産加工組合 11月7日 4.0
フルーツパーク体
験工房

NHKおばんですいわて 2 NHKおばんですいわてにて放送 NHKトラストネットワーク 法人・団体

2 稲藤第一農産加工組合 11月12日 3.0 日詰８区公民館 日詰８区体験 日詰８区地区民 15 日詰８区

2 稲藤第一農産加工組合 11月17日 3.0
中央公民館調理
室

行政書士紫波支部 親子 20 そば打ち体験 岩手県行政書士紫波支部

2 稲藤第一農産加工組合 11月26日 3.0
都南福祉セン
ター

そば打ち体験 老人クラブ 10 老人クラブの活動 都南自治振興公社

2 稲藤第一農産加工組合 12月2日 3.0 さくら製作所 そば打ち体験 入所者 25 入所者が体験して食す さくら製作所 法人・団体

2 稲藤第一農産加工組合 3月2日 3.0
湯楽々交流プラ
ザ

そば打ち体験 そば生産組合員 12 そば生産組合員が初めて体験を行った 紫波そば生産協議会

3 ＮＰＯ法人　紫波みらい研究所 10月18日 3.0
オガールプラザ
キッチンスタジオ

うちエコごはん講座 町内外一般 8
旬の食材を無駄なく、エネルギーや水も少
なく抑えて調理する方法を学ぶ

自主事業

3 ＮＰＯ法人　紫波みらい研究所 2月27日 3.0
オガールプラザ
キッチンスタジオ

ひなまんじゅう作り講座 町内外一般 8 地元食材を使用して、郷土料理を学ぶ 自主事業

4
とびっちキッズ農業体験実行委員
会

5月24日 2.0 紫波町稲藤 田植え 紫波第三中学校 115 ひとめぼれ700㎡、ヒメノモチ2000㎡ 紫波第三中学校 学校

4
とびっちキッズ農業体験実行委員
会

5月28日 1.0 紫波町稲藤 田植え 虹の保育園 24 ひとめぼれ20㎡ 虹の保育園 児童施設

4
とびっちキッズ農業体験実行委員
会

6月27日 2.0 紫波町稲藤 除草 紫波第三中学校 115 2,700㎡の除草作業 紫波第三中学校 学校

4
とびっちキッズ農業体験実行委員
会

9月19日 2.0 紫波町稲藤 稲刈り 紫波第三中学校 58
稲刈りかまを使用しての稲刈り体験、ハセ
がけによる自然乾燥

紫波第三中学校 学校

4
とびっちキッズ農業体験実行委員
会

令和1年10月16日 2.0 紫波第三中学校 米の袋詰め 紫波第三中学校 43
体験販売用の米の袋詰作業（ひとめぼれ
100袋、ヒメノモチ50袋）

紫波第三中学校 学校

4
とびっちキッズ農業体験実行委員
会

令和1年10月30日 2.0 東京都日野市 販売体験 紫波第三中学校 43
東京都日野市第４中学校との交流
ひとめぼれ100袋（1kg入れ）、ヒメノモチ50
袋の販売

紫波第三中学校 学校

4
とびっちキッズ農業体験実行委員
会

2月6日 3.0 虹の保育園 味噌作り 虹の保育園 24
にじ組（年長）による手作りの味噌作り、次
年度ウェルカム保育でおにぎりの振る舞い

虹の保育園 児童施設

4
とびっちキッズ農業体験実行委員
会

2月19日 2.0 紫波第三中学校 合格もち作り 紫波第三中学校 43
「合格（五角形）もち」を作り高校入試合格を
祈り先輩に送る

紫波第三中学校 学校
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5 紫波フルーツパーク体験工房 通年
紫波フルーツ
パーク体験工房

ピザ作り体験、ソーセージ作り
体験、そば打ち体験等

小学生～大人 1,244
紫波町産の南部小麦や季節の野菜を使用
したピザ作りや紫波町産のそば粉を使用し
たそば打ち体験の指導

6 細川玲子
平成31年4月～令和2
年2月

オガールプラザ
キッチンスタジオ

サタディクッキング 一般 12～25 季節の食材を使って

6 細川玲子
平成31年6月～令和
元年9月

オガールプラザ
キッチンスタジオ

すあまの会 一般 7 季節の食材を使って

6 細川玲子 5月26日 3.0 古館公民館 古館こども教室 古館小学校 23 ゆうもあネット 法人・団体

6 細川玲子 6月22日 2.0 古館公民館 古館こども教室 古館小学校 25 ちらし寿司、イチゴケーキ ゆうもあネット 法人・団体

6 細川玲子 7月25日 4.0 JA本所 四つ葉の会 親子料理 小学生 25 赤飯、精進料理 四つ葉の会

6 細川玲子 8月31日 3.0 オガール そばの里まつり 一般 そばがきの販売 四つ葉の会

6 細川玲子 令和1年9月27日 3.0 日詰公民館 一中ゆうごうセミナー 紫波第一中学校一学年 20 きりせんしょ、がんづき ゆうもあネット 法人・団体

6 細川玲子 10月19日、20日 計9.0 サンビレッジ 産業まつり実演会 一般

6 細川玲子 令和1年11月30日 3.0 古館公民館 古館こども教室 古館小学校 23 ひっつみ、かぼちゃまんじゅう ゆうもあネット 法人・団体

6 細川玲子 1月12日 3.0 古館公民館 古館こども教室 古館小学校 25 もちつき、あんこもち、汁もち ゆうもあネット 法人・団体

6 細川玲子 2月17日 3.0 古館公民館 古館婦人会 一般 13 ひなまんじゅう、きりせんしょ、花寿司 古館公民館 地区公民館

6 細川玲子 2月26日 1.5 長岡児童館 児童と一緒に 児童 20 ひなまんじゅう、きりせんしょ 長岡児童館 児童施設

7 藤原　利子 10月19日、20日 6.0 サンビレッジ 産業まつり 来場者 300
じゃがいもの種類や食べ方、じゃがもちレシ
ピ提供、試食

農林課 行政機関

8 今　ゆかり
令和元年5月11日～
令和2年2月23日

12.0 古館公民館 こどもカフェ 古館小学校 218 お菓子、ランチづくり
紫波町教育委員会
ゆうもあねっと

行政機関
法人・団体

8 今　ゆかり
令和元年5月18日～
令和2年2月16日

12.0 日詰公民館 こどもカフェ 日詰小学校 118 お菓子、ランチづくり
紫波町教育委員会
ゆうもあねっと

行政機関
法人・団体

8 今　ゆかり 8月1日、5日 3.0
赤沢小学校
星山小学校

Myランチ教室
赤沢小学校
星山小学校

26
紫波町教育委員会
ゆうもあねっと

行政機関
法人・団体

8 今　ゆかり 7月16日、9月30日 4.0 佐比内公民館
ハーブ料理
お弁当作り

一般 18 佐比内公民館 地区公民館

8 今　ゆかり 8月9日 2.0 オガール 親子スイーツ教室 幼児～一般 18 パンケーキ いわて生協 法人・団体

8 今　ゆかり 10月29日 2.0 見前公民館 減塩料理教室 幼児～一般 15 減塩料理 いわて生協 法人・団体

8 今　ゆかり 2月5日 2.0 コープアテルイ ハピママスイーツ教室 幼児～一般 8 ブラウニー いわて生協 法人・団体

8 今　ゆかり 2月12日 2.0 見前公民館 チョコ菓子教室 幼児～一般 15 チョコプリン いわて生協 法人・団体

8 今　ゆかり 4月25日、12月16日 2.0 紫波さぷり デイわっふーる 利用者 7 お菓子作り 紫波さぷり 法人・団体

10 髙橋厚子 10月～ 保健センター 腹囲マイナス１ｃｍ 「食」について講話

12 吉田正子 11月14日 4.0 彦部公民館 紫波町栄養教室 栄養教室受講者 6 郷土食
紫波町食生活改善推進協
議会

法人・団体

12 吉田正子 12月10日 4.0
矢巾町北郡山公民

館
郷土食を見直す 紫波郡生活研究グループ員 15 郷土食 紫波郡生活研究グループ 法人・団体

12 吉田正子 2月4日 2.0 赤沢児童館 花まんじゅう作り 児童 19 花まんじゅう 赤沢児童館 児童施設

12 吉田正子 令和2年2月27日 2.0
オガールプラザキッ

チンスタジオ
花まんじゅう作り 一般 9 花まんじゅう 紫波みらい研究所 法人・団体

13 吉水　敦子
平成31年4月～令和2
年1月

37.0 古館公民館
わいわいひろば
ひよこひろば

小学生、高校生、スタッフ 53 お菓子、おやつ作り、料理教室
わいわいひろば
ひよこひろば
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9 横沢　きく 報告なし

11 佐藤とわ子 報告なし

14 細川栄子 報告なし
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