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平成30年度女性農業者の活躍応援事業の

「地域貢献プロジェクト活動」について

平成30年度女性農業者の活躍応援事業の「地域貢献プロジェクト活動」について、下記

により実施しますので、取材してくださるようお願いします。

記

１ 補 助 事 業 者 さつきグループ 代表 柏崎 幸子
さちこ

（おいらせ町在住の女性農業者４人による生活研究グループ）

（１）プロジェクト名 食と運動で広げる地域の輪！元気な高齢者づくりプロジェクト

（２）開 催 日 時 平成３０年９月９日（日）10：00～17:00
（３）開 催 場 所 木内々コミュニティーセンター

（住所：おいらせ町中下田14-21）

（４）内 容 第１回男の料理教室及び地域交流会

詳細別紙のとおり

２ 補 助 事 業 者 てっこの会 代表 蟹沢 ミヤ

（八戸市在住の女性農業者と漁業者の３人で結成したグループ）

（１）プロジェクト名 はちのへの多彩な食文化を次世代につなごう！

（２）開 催 日 時 平成３０年９月１２日（水）13:30～15:30

（３）開 催 場 所 大舘公民館

（八戸市新井田字常光田１７－１ 電話0178-25-3331）
（４）内 容 地域の食文化や加工技術が伝わっていないことから、てっこ

の会会員が講師となり、八戸市の食文化を地域の人たちに伝え

るプロジェクトを計画し、１回目として「よもぎもち」の加工

技術を伝承する研修会を開催

報道機関用提供資料（連絡先）

担当課 農林水産政策課
担当者 農業改良普及グループ 蝦名ＧＭ
電話番号 直通 017-734-9473

内線 4989
報道監 農林水産部

石土谷農商工連携推進監（次長）内線 4966

西村次長 内線 4967



女性農業者の活躍応援事業

地域貢献プロジェクト活動支援

食生活改善の普及などによる健康づくりや、配食など、女性農業者グループが実施する

自主的な地域貢献プロジェクト活動について支援します。

（定額 上限200千円／１件）

【今年度の補助事業者】

No 補助事業者名 事業計画名 事業概要

１ Farm Femme 黒石 「伝統から現代ま ・若手女性農業者グループが講座やイ
ふ ぁ む ふ ぁ む

で！黒石欲張りプ ベントを企画し、地域文化の伝承活

代表 京野穂奈美 ロジェクト！」 動や農業の魅力発信活動を行う。

（11名） ①情報発信講座

黒石市他 ②６次産業化＆スマート農業を学ぼう

③活動発表会

２ てっこの会 はちのへの多彩な ・よもぎもちの伝承講座の開催

代表 蟹沢ミヤ 食文化を次世代に ・海藻を使った料理の伝承講座の開催

（３名） つなごう！ ・伝承料理手帳の作成

八戸市

３ いきいきかあさ 農作業による高齢者 ・先進事例の視察研修

んの会 の生きがいづくり ・介護事業所と連携した農作業体験受

代表 佐々木貴子 入れ（大豆収穫）の実施

（３名） ・介護事業所と連携した味噌加工体験

八戸市他 受入れの実施

４ 宅配弁当「おか 一人暮らしの高齢者 ・宅配弁当モニター調査

やん」 への手作り弁当宅配 ・アドバイザー活用による提供メニュ

代表 角田留美子 による見守り活動プ ー検討会

(３名) ロジェクト

中泊町

５ ブレンズ おばあちゃんの味・ ・高齢者等への聞き取り調査

代表 工藤誉子 おふくろの味を若い ・保育園や小学校の父兄を対象とした

(12名) 人に！食育推進プロ 食育交流会の開催

つがる市 ジェクト

６ 東北町特産品販 幅広い世代の健 ・高齢者向けレシピ開発

売促進協議会 康づくりを東北町 ・東北町産の食材を活かしたレシピ集

代表 山田トシ子 の食で応援プロジ の作成

(７名) ェクト ・親子料理教室、シニア料理教室の

東北町 開催

７ あんつはうす 高齢者等への配食 ・配食モニターの募集

代表 金渕貞子 支援による食の改 ・高齢者向け試験的配食サービスの実施

(３名) 善プロジェクト ・配食サービスに係るアンケート調査

六戸町 の実施

８ さつきグループ 食と運動で広げる地 ・高齢者の食事作り始動に向けた研修

代表 柏崎幸子 域の輪！元気な高 ・男性高齢者向け料理教室の開催

(４名) 齢者づくりプロジ ・高齢者の仲間作りを支援する地域交

おいらせ町 ェクト 流会の開催

※ 取材窓口 農林水産政策課 農業改良普及グループ 山本主査 内線(4989)



さつきグループ

食と運動で広げる地域の輪！元気な高齢者づくりプロジェクト

活動日程表

１ 第１回男の料理教室及び地域交流会

期 日：平成３０年９月９日（日）

場 所：おいらせ町木内々コミュニティーセンター（住所：おいらせ町中下田14-21）
日程等：

時間 内容 対象者等

9:30～ 午前の部「男の料理教室」受付 おいらせ町民
(60歳以上の

10:00～ いざという時に困らない簡単・美味しい男の料理教室 男性)
～基本編～ (実習） 講師：さつきグループ員 約30人

13:00～ 午後の部「地域交流会」受付 おいらせ町民
(60歳以上の

13:30～ 心身を鍛えて元気で長生き、楽しみながら健康づくり 男女)
①毎日続けたいストレッチゲーム＆ひろのば体操（実習） 約40人

講師：日本ボディポテンシャル協会
Ａ級公認指導士 山田トシ子 氏

②心身機能を活性化して認知症や脳卒中を予防しよう
講師：ＮＰＯ法人日本心身機能活性療法指導士会

青森県支部指導士 中根久美子 氏

15:30～ 室内レクリエーションで仲間づくり
17:00 講師：さつきグループ員

２ 第２回男の料理教室及び地域交流会
時 期：平成３０年１１月１１日（日）
場 所：おいらせ町木内々コミュニティーセンター（住所：おいらせ町中下田14-21）
日程等：

時間 内容 対象者

9:30～ 午前の部「男の料理教室」受付 おいらせ
町民

10:00～ いざという時に困らない簡単・美味しい男の料理教室 (実習）(60歳以上
～応用編～ 講師：さつきグループ員 の男性)

30人

13:00～ 午後の部「地域交流会」受付 おいらせ町
内の高齢

13:30～ 知っておきたい健康寿命を伸ばす食と運動 者等(男女)
① 高齢者に適した食生活について（講話）
② 筋肉トレーニングの方法（実習） 40人

講師：管理栄養士・健康運動指導士 奥山綾乃氏

15:30～ 室内レクリエーションで仲間づくり
17:00 講師：さつきグループ員


