食育ネットワークさが情報誌

【食育ネットワークさが定期総会】
令和元年 6 月 4 日、定期総会が開催され、以下の事項が承認されました。
第１号議案
●役員の選任について
代表 福元

裕二（学校法人

永原学園西九州大学学長）

副代表 上松 初美（公益社団法人

佐賀県栄養士会会長）

金原 壽秀（佐賀県農業協同組合中央会会長）
蓮把 邦彦（佐賀県県民環境部 副部長）
●食育ネットワークさが幹事団体の指名
役員選任後、会長より幹事団体の指名がありました。23 団体が指名されました。
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佐賀県保育会

13 佐賀県母子保健推進協議会

一般社団法人

14 佐賀県地域婦人連絡協議会

佐賀県私立幼稚園・認定こども園連合会
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国立大学法人佐賀大学

15 佐賀県 PTA 連合会

4

学校法人永原学園西九州大学

16 佐賀県高等学校 PTA 連合会
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学校法人旭学園佐賀女子短期大学

17 佐賀県私立幼稚園 PTA 連合会
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佐賀県小中学校校長会

18 佐賀県生活協同組合連合会
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佐賀県高等学校長協会

19 一般社団法人佐賀県医師会
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佐賀県私立中学高等学校校長会

20 一般社団法人佐賀県歯科医師会
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佐賀県学校栄養士会

21 佐賀県経営者協会

10 佐賀県農業協同組合中央会

22 オリザジャポニカクラブ

11 公益社団法人佐賀県栄養士会

23 佐賀県

12 佐賀県食生活改善推進協議会
第２号議案
●平成 30 年度活動報告及び令和元年度活動計画について
第２号議案では、食育強化月間として６月、１１月に「早ね・早起き・朝ごはん」をメ
インテーマに取り組んでいくこと等が決定されました。
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【第 12 回

佐賀県食育賞表彰式】

写真は受賞された皆さまの集合写真です。
○社会福祉法人 芦刈福祉会

あしかりこども園 さま

○小城市立芦刈小学校 さま
○嬉野学校給食センター さま
○ふるさと先生嘉瀬 さま
○鹿島味噌加工施設 さま
○活き生き吉田会
○迎

さま

りつ子 さま

○ＪＡさが諸富町女性部 さま
○株式会社 七浦・道の駅鹿島 さま
○水田 強

さま

が受賞されました。

受賞者の皆様、おめでとうございます。これからも、食育の推進に引き続きご尽力いただ
きますようお願いいたします。

食育賞受賞者の皆様です!!
おめでとうございます!!

食育賞受賞者のみなさまです!!
おめでとうございます!!
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【事例発表会】
食育賞を受賞された中から、代表して社会福祉法人
学校給食センター様、水田

芦刈福祉会

あしかりこども園様、嬉野

強様が事例発表をされました。

○幼稚園・保育所等部門 社会福祉法人

芦刈福祉会

あしかりこども園さま

芦刈ではおなじみの「マジェンバ」など
地元の特産品を使った給食「芦刈デー」を
毎月実施されています。
中でも意外と「わらすぼの醬油煮」が人
気だったそうです。
そのほか、季節ごとに食育の行事を取り
入れられています。

○学校部門 嬉野学校給食センターさま
嬉野産の食材をふんだんに使った献立
や嬉野茶を使った給食を作られています。
食育授業、給食訪問、親子給食にも力を
入れられているそうです。
全国学校給食甲子園に出場、入賞されて
います。

○家庭・地域部門 水田 強さま
保育園や学校での食育授業、地域イベン
トにおける消費者交流など、地域の食育推
進に欠かせない存在となっている様子を
発表していただきました。
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たべんばくんの食育ふれあい活動
子どもたちの健やかな成長には、
「早ね・早起き・朝ごはん」をはじめ、規則正しい生活習慣は
とても大切です。特に、朝から遊びや勉学に励む子ども達にとって、
「朝ごはん」は重要なエネル
ギー源と言われています。
6 月の食育月間に合わせ、また、正しい食習慣について考えてもらうきっかけになればと思い、
子どもたちに大人気の食育キャラクター「たべんばくん」が保育園などに出向き、子どもたちと
触れ合いながら「朝ごはん」の大切さを伝えています。
今回は、
「ひしのみこども園（多久市）」と「西郷保育園（神埼市）
」におじゃましました。

～西郷保育園～

～ひしのみこども園～

「朝ごはん食べてきた人？」の質問に全員が「はーい」と答えてくれて大喜びのたべんばくん。
「早ね・早起き・朝ごはん」の望ましい食習慣を身につけ、元気に大きく成長していくことを
願っています。

ヤマシロン食育ショー：さくらの杜保育園
今回はみやき町の社会福祉法人川原福祉会 さくらの杜保育園で開催された、山代ガス株式会
社（食育ネットワークさが会員）の食育ショーにおじゃましました！幼児期の食体験は、心や体
の成長、ひいてはその後の人生に大きな影響を及ぼすため、地域活動の一環として食育活動の普
及に力を入れられています。ヒーローショーを通じて、
「朝ごはんの重要性」や「3 色の食品群の
働き」等、子どもたちが食育の大切さについて一緒に考えるような内容となっています。

会員の皆様の素敵な食育の取組みがございましたら、
ぜひ事務局までご一報ください。取材に伺わせてください。
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食育推進全国大会 in やまなし
山梨県において、シンポジウムや出展ブースを中心とした第 14 回食育推進全国大会が開催され
ました。
食育推進活動を重点的かつ効果的に実施する「食育月間」を毎年６月と定め、食育月間の中核
的行事として、食育に関する理解と関心を深め、国民の健全な食生活と豊かな人間形成に大きく
寄与することを目的に毎年開催されています。

毎月 19 日第 3 金・土・日は食育の日です
正しい食習慣づくりは、子どもだけでなく大人にとっても大切です。毎月１９日は国が定める
食育の日ですが、佐賀県では、それに加え、週末にゆっくりご家庭で食育について考えていただ
けるよう毎月第３金・土・日曜日を食育の日と定めています。
食育の日の１９日、第３金・土・日曜日の前に、職場内で簡単に啓発ができるように、
「食育の
日メッセージ」を作成してみました（ちなみに県では毎月庁内放送をしています）。貴団体、貴企
業内での食育活動にお役立てください（「食育の日メッセージ」は月替わりでメール登録された会
員に送付します）
。

食育関連行事
くらしの安全安心課では、佐賀県内で開催される食のイベントをホームページ「さがの食育 ご
はんだ～い好き」や Facebook「さがの食育 in FB」でお知らせしています。皆様からのイベント
情報をお待ちしております。
（詳しくはホームページもご覧ください）。
http://www.pref.saga.lg.jp/list02447.html
【イベント情報】
・食育教室「キッズ・イン・ザ・キッチン 2019」が開催されます（令和元年 8 月 2 日）

また、Facebook でもお知らせしていますので、ぜひご覧ください。
さがの食育 in FB
https://www.facebook.com/560005244175185/
【5・6 月に掲載した記事の紹介】
・食育教室「キッズ・イン・ザ・キッチン 2019」開催告知(西九州学佐賀調理製菓専門学校)
・サガらぼ放送告知（小城市立小中一貫校芦刈観瀾校）
・入野小弁当の日（唐津市立入野小学校）
・第 12 回佐賀県食育賞の授賞式が開催されました（佐賀県）
・サガらぼ撮影に同行しました（小城市立小中一貫校芦刈観瀾校）
・
「唐津漁師のたこ料理教室」開催告知（NPO 法人浜-街交流ネット唐津）
・たべんばくんのおでかけ（多久市 ひしのみこども園）
ホームページや Facebook で、イベントの告知も行っています！情報
をいただいたイベントにお伺いし、行われた内容を Facebook に掲載し
ております。 イベントの紹介をお待ちしております!!
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～佐賀県からのお知らせ～
情報セキュリティ講座受講者募集
最近の新聞記事等でも報道されている通り、情報セキュリティ・モラルに関する犯罪、いじめ等は
佐賀県においても発生しているところです。
つきましては情報セキュリティ講座の参加団体を募集いたします。ぜひご活用ください。

・講座名

一般県民向け情報セキュリティ講座

・講座時間
・対象者

60～90 分（質疑応答を含む）
一般県民（例えば主婦、学生、社会人）が所属する PTA、商工会、大学等

・開催期間

令和元年 8 月 1 日（木）～令和 2 年 3 月 20（金）

※9：00～19：00 の間で開始できるものが対象です。
※開催日については都度調整します。
※年末年始を除く。土日については相談してください。
※開催回数に限りがあるため、早目に応募してください。
・受講人数の目安

15 名～20 名程度（増減については応相談）

※参加者が異なれば、1 日に複数回・複数会場の開催も可能です。
・応募方法

講座の開催を希望される団体は、以下の情報を佐賀県情報化推進室までご連絡ください。

なお、年間実施予定の調整のため現時点でご希望のある場合は 7 月 24 日（水）
までにご連絡いただければ幸いです。
（7 月 24 日以降も受講希望は受付いたします。
）

① 団体名
② 開催年月日、開始時間
③ 会場、部屋等
④ 連結する各種行事、講習会・説明会、会議・会合等（名称は仮称でも可）
⑤ 参加者の規模（見込み）

⑥ 見込まれる主な参加者の層（年代、職業層等）

佐賀県

総務部情報化

情報化推進室

TEL（0952）25-7086
FAX（0952）25-7299
E-mail jouhou-s@pref.saga.lg.jp

食育ネットワークさが事務局（佐賀県くらしの安全安心課 食育・計量担当）
〒840-0815 佐賀市天神三丁目 2-11（アバンセ 3 階） 電話：0952（25）7069

E-mail：syokuiku@pref.saga.lg.jp
ホームページ：食育（ごはんだ～い好き）
「さがの食育」で検索
http://www.pref.saga.lg.jp/list00528.html
Facebook ページ（さがの食育 in FB）：

https://www.facebook.com/560005244175185/
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FAX：0952（24）9567

