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策建―氏
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地鷲t~食 舞奄薄●:=二奉毎■虐実演 :よ か

囃驚懸懇無
『連携と人づくりJ

食青の推進事例から考える

14:50～ 16:20

基調講演/女子栄養大学

名誉教授 足立己幸■

事例発表/食育活動表彰

受賞者による発表

●I11:11:

食生活は

未来の家族への投資

1土丼 善晴氏

饒
鱚

∠

10:30-17:00

ジップアリーナ岡山
岡山市北区いずみ町213
※会場へのアクセスマップは右の二次元コードから

軸 こ来場の際は、公共交通機関をこ利用ください。

運行時間〈750～ 1800〉

マイ豫――t
嚇鐵機,輩鮮
臨簿議筆燿
ltiI● ■■■,■ 1下

=:撃
:奪 二ヽな,1■

策喜ン,|・ J「 ■ヽ饉壼葉■

運行時間〈730～ 18:00〉

臨時駐車場 ⇔ ジップアリーナ岡山
(JR岡山駅西□経由)

機書‖
滋 1樹II
l■ 00～12:30

オープニング
イベント

出演/岡 山うらじゃ連

食育活動表彰式等

|■ .|111:''1'1■

おいしい食で体をつくろう
～子供に食体験・農林漁業体験を1～

13:00～ 14:30
基調講演/「おいしい食で強い体を育もうJ

朝ヨl票 宣,台 氏11ビ京オリンピックメタリスト)

パネルディスカッション
「おいしい食で体を作ろうJ

イ]ま1託2編ぎヨツと
蔚  』」延r曇璽迄名妻士/

客員准教授

主催 :(株 )岡 山コンンベンションセンター

10:30～12:00

1織 1籍|,1 淋脱I凛壼:クロージングイベント 15:00～16:00

出演 /明 誠学院高等学校 吹奏楽パフォーマンス、岡山県立岡山南高等学校 書道パフォーマンフ

豪鑢
1蝙 樹絣警
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地元岡山の特産品、郷土料理やB級グルメ等を

販売します。県外からの出展もあります。

.:|■|||||||IIil■ ||■|

道の駅とれたて野菜市や大会オリジナルジェラート

の販売。食育ミニゲームを開催。

■ :1:II■ ||'「 |■■

食育公開授業を実施します。

6月 30日 (金)14:00～ 14145(5時 PB5日 )
一
一

主催 農林水産省、同山市、第12回 食育推進全国大会岡山市実行委員会
後援 内閣府、消費者庁、文部科学省、厚生労働省、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、指定都市市長会 (‖慣不同)

第12回 食育推進全国大会運営事務局 輻 086‐224‐0415鸞鐵鼈 086‐ 221‐5181 覇難鵞 Syokuiku@po9.oninet.ne.jp
〒7000904 岡山市北区柳町211         (受 付時間 平日9100～ 17:00)
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義 ※事前申込制のプログラ却 こついて応募者多数の場合帥 選翔 ます。



6/30010:30～ 17:00

開会式 11:00～ 12:30

オープニングイベント食育活動表彰式等
■出演/岡 山うらじゃ連

シンポジウム 13:00～ 14:30

おいしい食で体をつくろう～子供に食体験・農林漁業体験を!～

■主催 :農 林水産省 ■基調講演/北京オリンピックメダリスト朝原宣治氏 ■パネルディスカッション

シンポジウム 14150～ 16:20

『連携と人づくり』食育の推進事例から考える
日主催 :農 林水産省 ■基調講演/女子栄養大学 名誉教授 足立己幸氏

7/101000～ 1600

開会式 15:00～ 16:00

クロージングイベント
ロ出演/明誠学院高等学校 吹奏楽パフォーマンス、岡山県立岡山南高等学校 書道パフォーマンス

特別講演 10:30～ 12:00

さかなクンのギョギョツとびつくりお魚講座
■主催 :(株 )岡 山コンベンションセンター ロ講師/さ かなクン

記念講演 13:00～ 14:30

食生活は未来の家族への投資
■講師/料理研究家 土井善晴氏

講演会 11:00～ 12,30

おいしく食べて、楽しく過ごす!健康づくりの食育講座
■主催 :(公社)岡 山県医師会 ■講師/(株)夕ニタヘルスリンク 管理栄養士 金 華蓮氏

一次生産者シンポジウム 13:00～ 14:45

ライフスタイルの変化と現代の食 ～伝えたい!食材に込めたメッセージ～
■コーデイネーター/岡 山大学大学院 環境生命科学研究科 教授 4ヽ松泰信氏

講演会 15:00～ 16:15

食を通して『おかやまつ子』の教育を考えよう
■主催 :中 国学園大学現代生活学部人間栄養学科

役員開発本部長 土居幹治氏

ワークシヨツプ ①10:30～ 11105 ②ll,10～ 11:45 ①ll:50～ 12:25

水分補給の重要性について考えよう!

■主催 :(公社)岡山県看護協会

講演会 13:00～ 14:30

消費者にとつて分かりやすい食品表示とは
日主催 :岡山市市民生活局生活安全課消費生活センター ■講師/消 費生活アナリスト板倉ゆか子氏

講演会 15:00～ 16:30

食品ロス削減のための講座 ～減らそう!食品ロス～
■主催 :岡 山市環境局環境事業課 ■講師/岡山市エコ技術研究会 理事 稲見圭紅氏

キッチンステージ ①ll:45～ 12:45 ②15:15～ 16115

専門調理師・調理技能士 陳建―氏による
麻婆豆腐と地元の食材を活かした中国料理実演
■主催 :(公社 )調 理技術技能センター (公社)日 本中国料理協会

キッチンステージ 13100～ 14:00

災害時にも活用できる料理法
■主催 :(公社 )岡 山県栄養士会

キッチンステージ 14:10～ 14:50

今日からはじめよう!ガスdeェコ・クッキング
■主催 :岡 山ガス (株 )

鱚 滋鰍塾
=淵

1彗『鋪[凛馨量P

「 プログラムヘの参カロ申込について

左の番号枠のプログラムの参加には
←  「事前申込」が必要です。①ホームページ②FAX

①郵送のいずれかでお申込みください。

●申込締切/平成29年 6月 9日 (金)まで

セミナー 15:00～16:30

和食の基本「だし」を知る
■主催 :中 国四国農政局 ■講師/マル トモ (株)常

086・221・5181

要離霜鞍響腎::
当選者lclま会場情報
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|[個人1情報の取|,扱し、につい●■■|■ |■

1璽糞雰檀my認 数,ギ?

〈郵送先〉※ハガキの際は申込記載項目を記入。

〒700-0904 岡山市北区柳町2‐ 1‐1

第12回 食育推進全国大会運営事務局

高校生シンポジウム 13:00～ 14:30

私たちの将来の食を考える ～“未来"のために“今"できること～
■コーデイネーター/(株 )バイトマーク代表取締役江草聡美氏

映画 14:50～ 16:00

いただきます みそをつくるこどもたち(食育保育園ドキュメンタリー)

00TA監 督 ×申込N02に監督 園長が出演

講演会 14:00～ 15:00

食と笑いと健康寿命
■主催 :(―社 )岡 山市医師会 ■講師/岡山市医師会 副会長 松井浩明氏

講演会 11:00～ 12:00

低血糖とミネラル欠乏
■主催 :(資 )ら りつくす ■講師/(資 )ら りつくす 整体係 農業資材販売係長 渡追敏正氏

講演会 12:15～ 13:45

あなたの不調、その薬だけでなおりますか?～薬剤師だから、こう食べる辞
■主催 :岡 山市薬剤師会 ■講師/岡山市薬剤師会 理事 市場恵子氏

講演会 14:00～ 15:00

健口食育
■主催 :(―社)岡 山市歯科医師会 ■講師/佐世保市立広田小学校教諭 福田泰三氏

瞬購覆]懲 r`TTχ 濯 部 1鐵 室 ■主催 TSC7陵党どち

図 覇 』 1蹴 Tクショー 摯 珈 毒巧椰卸 り‐ 部会

目訴鶉ド「咆龍鵞蠍 鑽船
訊

猛 男墓曇程 名』旦 (働 .主借 内閣府男女共同参画局

驚 難 碁事 |□ □ □ □ □ □ □ □
田～

籠駆 写露 ‐
を記入

田 鍼 吉鮮 厄遭轟雪ょ鰺 恣曹綿 饒 よ涙無
ワークショップ 12:30～ 13:40

食べて納得!かるうま減塩ランチョンセミナー

ステージ 14:45～ 15:25

日本のだしの「旨味」～なぜ美味しい?～
■主催 :中国学園大学現代生活学部人間栄養学科

1図 発 lマ 乞 霧 躍 電 の ち か ら 磁 鰤 山県立岡山南高等学校


