
〈主催〉農林水産省、岩手県、第16回食育推進全国大会岩手県実行委員会
〈後援〉内閣府、消費者庁、文部科学省、厚生労働省（申請中）、全国知事会、全国都道府県議会議長会、全国市長会、全国市議会議長会、全国町村会、全国町村議会議長会
〈協力〉いわて牛普及推進協議会、いわて純情米需要拡大推進協議会、岩手県漁業協同組合連合会、岩手県チキン協同組合、岩手県都市ガス協会、岩手県養鶏協会、岩手県養豚振興会
〈お問い合わせ先〉第16回食育推進全国大会inいわて運営事務局 株式会社アイビーシー岩手放送内（TEL:019-623-3108〈平日9:30～17:30〉）

６月26日 土 両日開催

第16回 食育推進
全国大会

食で幸せ「希望郷いわて」 ～伝えよう、いわての魅力と感謝の気持ち～

in いわて令和3年

１０：0０～１6：3０（最終入場１６：0０） １０：００～１６：0０（最終入場１5：3０）
27日６月26日土 日

メイン会場 

サブ会場 
〒020-0045 岩手県盛岡市盛岡駅西通１丁目７－１

〒020-0605 岩手県滝沢市砂込３８９－２０
岩手産業文化センター アピオ
いわて県民情報交流センター アイーナ

2会場
同時開催

参加
無料

いわての食育シンボルマーク

毎月
19日は食育の日

６月26日 土 ６月27日 日

時間／１３：００～１５：００
場所／小田島組☆ほ～る

時間／１０：００～１６：００
場所／県民プラザ 時間／１０：００～１６：００

場所／ギャラリーアイーナ

時間／１０：３０～１１：３０
場所／小田島組☆ほ～る

「君の描いた絵が動くよ!」
お絵かきパラダイス

全国都道府県
食育取組活動
ポスター紹介

「食育」「体育」
「歯育」講演会

いわてチキン
フォーラム

時間／12:10～13:40
場所／会議棟ステージ

時間／14:30～
場所／メインステージ

主催：公益社団法人岩手県栄養士会主催：一般社団法人岩手県歯科医師会

〈講演〉
料理研究家

コウケンテツ氏

食育フォーラム

キッチンから
はじまる家族の絆 
～地産地消でもっとおいしく!～

〈料理講師〉
ホテルメトロポリタン盛岡 副総料理長
狩野美紀雄氏

主催：一般社団法人岩手県獣医師会

両日開催
時間／２６（土） 天然ほや飯 
　　　　１２：３０～14:00
　　　２７（日） まめぶ
　　　　１０：３０～１２：００
場所／クッキングステージ

「岩手県食の匠」料理教室～岩手の食文化を知ろう～

時間／10:45~11:45
場所／メインステージ

復興五輪
スペシャルトークショー

〈トークゲスト〉
元女子サッカー日本代表
丸山桂里奈氏

時間／１４：００～１５：５０　場所／会議棟ステージ

時間／１４：３０～１５：３０　場所／クッキングステージ

映画「よみがえりのレシピ」上映会

料理教室～世界に誇る
「いわて三陸のガストロノミー」～

コウケンテツ氏丸山桂里奈氏

時間／１１：００～１２：３０
場所／メインステージ

食とスポーツ
アスリート
トークショー

〈トークゲスト〉
スポーツコメンテーター／マラソンランナー
ジュニアアスリートフードマイスター

千葉真子氏
千葉真子氏

狩野美紀雄氏

岩手県大会応援大使
じゅんき君

岩手県大会応援大使
おこめきょうだい・こんじっち

岩手県大会応援大使
わんこきょうだい・そばっち

岩手県大会応援大使
岩手県３Ｒ推進キャラクター

エコロル

食育推進全国大会　岩手 検 索
https://www.syokuikutaikai16th-iwate.jp

イベントの様子を
オンライン
配信予定

詳しくは公式サイトをご覧ください。

まめぶ天然ほや飯

時間／１０：３０～１２：００
場所／会議棟ステージ

開会式・
第５回食育活動表彰 表彰式

時間／１３：００～１５：３０
場所／会議棟ステージ

学校給食シンポジウム
～地場産物の使用拡大に向けて～

その他、約130団体による
食育に関する展示、PRブース、飲食ブース、

各種食育講演会、ワークショップ、
ステージイベントなど盛りだくさん!

その他、約130団体による
食育に関する展示、PRブース、飲食ブース、

各種食育講演会、ワークショップ、
ステージイベントなど盛りだくさん!

新型コロナウイルス感染症の拡大防止にご協力をお願いします。
イベント当日は、入場者の制限、検温（体温の高い方は入場を控えていただきます）、マスク着用等の新型コロナウイルス感染症対策を実施いたします。

観覧無料

岩手産業文化センター アピオメイン会場 

いわて県民情報交流センター アイーナサブ会場 

※プログラムの内容については調整中のものも
含んでおり、時間、講演者など予告なく変更とな
る場合がございますので、予めご了承ください。

「事前申し込み」や「先着順」等のイベント
もございます。最新の情報は随時HPに
掲載いたしますので、ご確認願います。



第16回 食育推進全国大会 いわてin

メイン会場 〈岩手産業文化センター アピオ〉

サブ会場 〈いわて県民情報交流センター アイーナ〉

ミルクマジック‼「乳和食」～岩手県産食材で乳和食のお弁当～
調理実習室／アイーナ6F

両日開催イベント
全国都道府県食育取組活動ポスター紹介

ギャラリーアイーナ／アイーナ5F
「君の描いた絵が動くよ！」お絵かきパラダイス

県民プラザ／アイーナ4F

〈お問い合わせ先〉
第16回食育推進全国大会inいわて運営事務局 株式会社アイビーシー岩手放送内（TEL:019-623-3108〈平日9:30～17:30〉）

岩手県出身
アスリートからの
メッセージも展示！

一緒に食育ダンスを踊ろう!
ホームページで動画を見てね!

6月27日　開催イベント日6月26日　開催イベント土

6月27日　開催イベント日6月26日　開催イベント土

〈プログラムのご案内〉

※プログラムの内容については調整中のものも含んでおり、時間、講演者など予告なく
変更となる場合がございますので、予め御了承ください。最新の情報はHPで確認願います。

https://www.syokuikutaikai16th-iwate.jp

食育推進全国大会　岩手 検 索

「事前申し込み」や「先着順」等のイベントもございます。
最新の情報は随時HPに掲載いたしますので、ご確認願います。

主催：岩手県牛乳普及協会

岩手県大会応援大使 Lips Dance School のみなさん

主催：農林水産省主催：公益社団法人岩手県栄養士会／美味しい栄養食プレゼント！

※詳しくは6月上旬に公式ホームページにアップします。※詳しくは6月上旬に公式ホームページにアップします。

滝沢駅～アピオ間
シャトルバス運行予定
滝沢駅～アピオ間
シャトルバス運行予定

カムカム食でフレイル・オーラルフレイル予防し、健康寿命延伸!
会議棟ステージ

主催：JST‐SICORP　自立高齢者を増やすための食品開発チーム

10:45~
11:45

開会式・第５回食育活動表彰 表彰式
会議棟ステージ

主催：農林水産省

10:30~
12:00

食とスポーツ アスリートトークショー
メインステージ

トークゲスト：千葉真子氏

11:00~
12:30

「岩手県食の匠」料理教室～岩手の食文化を知ろう～
クッキングステージ

料理：天然ほや飯／岩手のわかめプレゼント！

12:30~
14:00

学校給食シンポジウム～地場産物の使用拡大に向けて～
会議棟ステージ

主催：農林水産省

13:00~
15:30

明治食育セミナー「食べる事人生100年時代を生きる」 
メインステージ

主催：株式会社明治　北日本支社

13:30~
14:30

料理教室　料理講師：加藤綱男氏
クッキングステージ

主催：岩手県都市ガス協会

14:30~
15:00

復興五輪スペシャルトークショー
メインステージ

トークゲスト：丸山桂里奈氏
主催：東京2020オリンピック・パラリンピック聖火事業等岩手県実行委員会

10:45~
11:45

「岩手県食の匠」料理教室～岩手の食文化を知ろう～
クッキングステージ

料理：まめぶ／岩手のわかめプレゼント！

10:30~
12:00

13:30~
15:00

いわてチキンフォーラム
小田島組☆ほ～る／アイーナ7F

主催：一般社団法人岩手県獣医師会／来場者プレゼントあります！

10:30~
11:30

「食育」「体育」「歯育」講演会
小田島組☆ほ～る／アイーナ7F

主催：一般社団法人岩手県歯科医師会／来場者プレゼントあります！

13:00~
15:00

「食」×「環境」カフェ
会議室804B／アイーナ8F

主催：環境学習交流センター

13:30~
14:30

明治食育セミナー「夢をかなえよう丈夫な体づくり」
メインステージ

主催：株式会社明治　北日本支社

12:15~
13:15

食育フォーラム キッチンからはじまる家族の絆～地産地消でもっとおいしく!～ 
会議棟ステージ

講演：コウケンテツ氏　主催：岩手県食育推進ネットワーク会議

12:10~
13:40

料理教室　料理講師：小野寺惠氏
クッキングステージ

主催：岩手県都市ガス協会

13:00~
13:30

映画「よみがえりのレシピ」上映会
会議棟ステージ

主催：農林水産省 東北農政局

14:00~
15:50

閉会式/引継式
メインステージ

主催：農林水産省

15:30~
16:00

それいけ！アンパンマン ショー
メインステージ
14:30~

料理教室 ～世界に誇る「いわて三陸のガストロノミー」～
クッキングステージ

料理講師：ホテルメトロポリタン盛岡　副総料理長　狩野美紀雄氏
岩手のお米プレゼント!

14:30~
15:30

10:00~
16:00

10:00~
16:00

いわてヘルスメイト ６０００人の食育活動
県民プラザ／アイーナ4F

主催：岩手県食生活改善推進員団体連絡協議会

10:00~
16:00

いわて春みどりを使用した親子料理教室
時間／【26日】①11:00~12:00 ②13:00~14:00 【27日】①11:00~12:00

調理実習室／アイーナ6F

主催：野菜ソムリエコミュニティいわて　協力：JA全農いわて


