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1 小澤　由香里 10月1日 2.0
自宅
紫波町役場

食改協広報掲載料理 2
広報掲載用料理の作成
写真撮影（もち料理２種類）

食生活改善推進員協議会 法人・団体

1 小澤　由香里 10月17日 2.0 古館公民館 男の料理教室 男性 14 レシピ本の配布、写真撮影 食生活改善推進員協議会 法人・団体

1 小澤　由香里 2月1日 2.0 参加小学生自宅 親子の料理教室 小学生親子 5 レシピ本、バンダナの配布、写真撮影 食生活改善推進員協議会 法人・団体

2 稲藤第一農産加工組合 6月28日 3.0 水分公民館 親子そば打ち体験 小学４年生 33 親子でそば打ち体験 水分小学校４年生 学校

2 稲藤第一農産加工組合 8月5日 3.0
盛岡市松園中学
校

総合文化部体験 中学生 33 そば打ち体験学習 盛岡市松園中学校 学校

2 稲藤第一農産加工組合 10月24日、25日 6.0
湯楽々交流プラ
ザ

新そばまつり 一般 12 そば打ち体験 稲藤第一農産加工組合 法人・団体

3 ＮＰＯ法人　紫波みらい研究所 10月15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 10
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

4
とびっちキッズ農業体験実行委員
会

5月21日 2.0 紫波町稲藤 田植え 紫波第三中学校 45 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 25 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29日 2.0 紫波町稲藤 除草 紫波第三中学校 42 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28日 2.0 紫波町稲藤 稲刈り 紫波第三中学校 45
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

10月29日 2.0 虹の保育園 ぬか釜体験 虹の保育園 25
モミガラを使用しぬか釜でご飯を炊き昼食を
食べる

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

11月27日 2.0 紫波第三中学校 米の袋詰 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

2月4日 1.0 虹の保育園 味噌作り 虹の保育園 25
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18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

5 紫波フルーツパーク 通年 30.0
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

小学生～大人 60 ピザ作り、ソーセージ作り、ワイナリー見学
新型コロナウイルス感染症対策のため、予約停止期間
あり
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コロナ禍のため料理体験は実施無し
どの団体も事業、活動が中止や縮小があり、活動が本
当に少なかった。先はまだまだ見えないが、少しずつで
も活動していきたい。

コロナ禍でのそば打ち体験でしたが、感染症対策を講じ
ながら、依頼団体、行政の協力をいただき、無事行事を
終えられて良かった。
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6 細川　玲子 5月2日 2.5 中央公民館 日詰こども教室 日詰小学校１～６年生 14 がんづき ゆうもあネット 法人・団体

6 細川　玲子 6月13日 2.5 中央公民館 日詰こども教室 日詰小学校１～６年生 13 きりせんしょ ゆうもあネット 法人・団体

6 細川　玲子 9月28日 3.0 古館公民館 料理教室 女性グループ 10
郷土食、かぼちゃまんじゅう、秋の炊き込み
ご飯

古館公民館 地区公民館

6 細川　玲子 11月21日 2.5 中央公民館 日詰こども教室 日詰小学校１～６年生 13 ひっつみ ゆうもあネット 法人・団体

6 細川　玲子 12月20日 2.5 中央公民館 日詰こども教室 日詰小学校１～６年生 15 クリスマスケーキ ゆうもあネット 法人・団体

6 細川　玲子 1月31日 2.0 中央公民館 日詰こども教室 日詰小学校１～６年生 14 餅つき、あんこ餅 ゆうもあネット 法人・団体

6 細川　玲子 3月2日～3月4日 計15.0
乙部活動セン
ター

みそ作り 婦人 7 みそ作り 長岡婦人部 法人・団体

6 細川　玲子 3月16日 3.0 見前公民館 まるごと食 盛岡市民男女 10 おこわ、ひき昆布煮物、肉まん 見前公民館 地区公民館

6 細川　玲子 3月23日 3.0 見前公民館 まるごと食 盛岡市民男女 10
黒豆ごはん、お吸い物
ひなまんじゅう、きりせんしょ、すあま

見前公民館 地区公民館

6 細川　玲子
5月～3月
第2火曜日

計22.0 アイーナ調理室
つくろうつたえよう　ふるさとの
味

20 季節の郷土料理 岩手日報 企業

6 細川　玲子 3月24日 1.5 長岡公民館
ひなまんじゅう、きりせんしょ作
り

学童保育１～6年生 15 ひなまんじゅう、きりせんしょ 更生保護女性の会 法人・団体

7 藤原　利子

8 今　ゆかり

9 横沢　きく 12月19日 2.0 　渋民公民館 　親子でチャレンジケーキ作り 　小学生親子 11
クリスマスケーキ作り
絵本の読み聞かせ「がまんのケーキ」

　渋民公民館 　地区公民館

9 横沢　きく 1月20日 3.5 　ビックルーフ滝沢 　ピタ作り講習会 　会員 16
ピタ作りと豆料理
「ピタ・ファラフェル・チリコンカン・フムス」
食についてお話

　盛岡地方生活研究グルー
プ連絡協議会

　法人・団体

9 横沢　きく 2月7日 2.0 　薮川公民館 　料理教室 　子どもと大人 8
節分　大豆で中東の豆料理
「ピタ・ファラフェル・チリコンカン・フムス」
絵本「ないたあかおに」

　薮川公民館 　地区公民館

10 髙橋　厚子

11 吉田　正子 7月10日 4.0
矢巾町北郡山公民
館

　 四海巻き作り教室 　 紫波郡生活研究グループ員 10 　 四海巻き 紫波郡生活研究グループ 法人・団体

11 吉田　正子 11月20日 4.0
矢巾町北郡山公民

館
防災食 紫波郡生活研究グループ員 10 防災食 紫波郡生活研究グループ 法人・団体

12 吉水　敦子 通年 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 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

13 細川　栄子 通年
あぐりちゃや
味噌工房

味噌作り体験 一般 30 味噌作り体験 個人

13 細川　栄子 11月 2.0 志和公民館 にこにこ広場 親子(幼児) 味噌作り体験

13 細川　栄子 ２月 2.0
松尾村コミュニティ

センター
味噌作り体験 女性 10 味噌作り体験 農業改良普及センター 行政機関

13 細川　栄子 12月～２月 2.0 赤石公民館 味噌作り体験 親子(幼児) 60 味噌作り体験

オンラインで講座を受けたいとの声があったが、豆のつ
ぶれ方や感触を上手く伝えられないと思い実行に至ら
なかった。

   新型コロナウイルス感染症の影響により活動実績なし

   新型コロナウイルス感染症の影響により活動実績なし

   新型コロナウイルス感染症の影響により活動実績なし

コロナ禍のなか、密にならないように人数制限したり、
試食はなしでお持ち帰りするなど試行錯誤し、活動して
きた。コロナが早く終息することを願っています。世の中
が大きく変化するときですが、食の大切さは変わりませ
ん。これからも本物のおいしさ、手作りの美味しさを伝え
ていきたいと思います。
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14 佐藤　有記

15 田上　新

報告なし

報告なし
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