
平 成 3 0 年 1 0 月 1 8 日 
練馬区食育推進ネットワーク会議資料  

 

平成 30年ねりまの食育応援店 交流会概要 

 

交流会開催日時：平成 30年 8月 6日(月) 
午後 2時 30分～4時 30分 

会場：練馬区役所本庁舎 20階交流会場 
 
１ 開会 

世界都市農業サミットについて  参考送付 
 
２ 議題 
 ⑴ ねりまの食育応援店リーフレットについて 
⑵ ねりまの食育応援店における食育の取組について 
  アンケート結果集計（26 店舗回収） 
   小・中学生職場体験受け入れや練馬産食材のオリジナル商品の販売など、各店舗 

様々な取組を実施していただいている。今後もご協力いただきたい。 
 
⑶ ねりまの食育応援店 情報誌について説明 

 
⑷ 練馬区健康管理アプリ「ねりまちてくてくサプリ」におけるねりまの食育応援店 

キャンペーン(健康インセンティブ)」について説明 
 
３ 情報交換 
  出席店舗より、食育の取り組み事例の紹介や食育を進めるうえでの課題の相談などを

行い、各店舗の交流を深めた 
 【各店舗より意見】 
  ・ 練馬産野菜が身近に買えるようになれば良いと思う。今は、身近でまだまだ買えい

ので。 
  ・ 生産者の立場で言っても流通には苦慮している。学校へは、野菜を配達している八

百屋さんが協力して配送してくれるようになったので対応できている。練馬産野菜
の普及には、何かそういう切り口というか糸口みたいなものが見いだされれば、もっ
と広がっていく可能性はあるのかなと思いました。 
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  ・ 店舗で使用している練馬産の野菜は、自分の足を使って集めていた。この部分が行
政の方のお力を借りながら野菜を集めることが身近になれば、もっと練馬産野菜を
アピールできるのではないかなと思うところもあります。 

  ・ お客様の食事のマナーにあたる部分が気にかかることがあり、さりげなく注意はし
ているが、先日クレームがあがってしまった。どう対応していくべきか苦慮している。 

  ・ 練馬産のもので、使用したい食材が手に入るのか、どう仕入れて良いのか知りたい。 
・ 計画的に作れるものもあるが、一定量供給するためにはやっぱり数倍の量を作らな
いと、供給し続けられない。だから、いつも安定的に供給し続けるというのは難しい。
そこで、合理化された市場流通の中で“国産”を手に入れていただくというのが、まず
一番大きな選択肢である。その中から“地産地消”がいつどの時期に入るからと、ワン
ポイントである季節にだけちりばめていただくようなお考えにしていただけると、
生産者としては負担が少なくて済む。 

  ・ 料理人の人たち、作り手の人たちは結構一方的で、自分の考えを生産者さんにあま
りにも押し付けようとし過ぎだと自分でも感じる。それをやっぱり変えるには、我々
作り手の考え方を変えなきゃいけないし、もっと我々作り手が学ばなきゃいけない
と思う。そういう場を区が柔軟に提供していただけたら、生産者と料理人・作り手が
接する場を増やせば、もっと良い関係が生まれるのではと思う。 

  ・ 店舗でお弁当を広げてしまう方もいて、マナーの面ではどう対応して良いか迷う。 
  ・ 食事のマナーなども、作り手が学ぶ場があっても良いと思う。 

・ マナーに関しては、店でも困っていることが多々あります。だけれども、細目に周
りを気にしながら丁寧に注意していくことが大切だなと思いました。それを今日は
聞けて良かったです。あとは、マナーに併行して和食文化の話をしていかなくてはと
感じる。5 月に柏餅をお出ししても、なぜ 5 月に柏餅を食べるのか知らない人があま
りにも多すぎて驚いたところがあり、伝えていかないといけないと感じている。 

 ・ 学校給食施設等で、産地や野菜の規格にこだわっているところがあり、疑問を感じて
いる。人によって変わっている所もあるので、横の繋がり等を持ってもらえればと思う。 
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ねりまの食育応援店 情報誌について 

 
１ 発行について 
  平成 30 年 12 月発行予定 
 
２ 発行部数 
  2,000 部（平成 31 年度 増刷予定） 
  配布先：各ねりまの食育応援店店舗 
      各保健相談所、商店街連合会、本庁舎 1 階リーフレット棚 
      健康部食育事業で活用 
 
３ 仕様 
  A5・カラー版・中綴じ 
  48 ページ 

食育応援店について事業説明          2 ページ 
   もくじ                    ２ページ 

地域で特に特色のある食育に取組んでいる店舗 
（各店舗 1ページずつ）   12ページ 

   他登録店（1ページに 2 店舗）         23ページ 
   食育情報                   7 ページ 
   地図上での店舗一覧              2 ページ 
 
４ 店舗記載内容について 資料 1 

平成 30年 8 月末までに登録をした 63 店舗を掲載 
  【基本情報】 
   店名・住所・電話番号・店舗写真もしくは登録商品写真・店舗より PR(100 字程度)・登録内容 

【地域で特に特色のある食育に取組んでいる店舗】 
   基本情報に加え、店舗食育の取り組み、PR(200 字程度)、写真 3 点位 
   

店舗名 住所 分類 登録内容 
ボンクラージュ③ 練馬 1-6-18 

コンフォートⅢ2F 
飲食店 練馬産野菜・練馬特産食・ 

ヘルシーごはん・あなたのいちおし 
糀屋三郎右衛門⑫ 中村 2-29-8 味噌店 練馬特産食材・あなたのいちおし 
まなマート石神井
公園店⑮ 

石神井町 3-24-2 販売店 練馬産食材・練馬特産食材・ 
あなたのいちおし 

エン座⑳ 石神井町 5-12-16 
石神井公園ふるさと文化館内 

飲食店 練馬産野菜・練馬特産食材 
・ヘルシーごはん・あなたのいちおし 
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店舗名 住所 分類 登録内容 
赤井茶店㉑ 石神井町 7-2-7 茶店 あなたのいちおし 
和 フ レ ン チ
komorebi㉔ 

上石神井 1-39-25 
メゾンヤマザキ１F 

飲食店 練馬産野菜・練馬特産食材 
・ヘルシーごはん・あなたのいちおし 

白石農園㊳ 大泉町 1-54 農産物 
直売所 

練馬産野菜・練馬特産食材・ 
あなたのいちおし 

パティスリーカミ
タニ㊷ 

東大泉 4-27-40 洋菓子店 練馬特産食材・あなたのいちおし 

小料理 石井㊹ 東大泉 5-36-14 飲食店 練馬産野菜・練馬特産食材・ 
あなたのいちおし 

足立食品○60  北町 1-5-20 鰹節店 あなたのいちおし 
とんかつ まると
し○65  

北町 2-36-3 飲食店 練馬産野菜・練馬特産食材 
・ヘルシーごはん・あなたのいちおし 

JA 東京あおば（ふ
れあいの里・とれ
たて村石神井・こ
ぐれ村・練馬地区
アグリセンター⑤
⑲㉚㊿） 

桜台 3-35-18 
石神井町 5-11-７ 
大泉学園町 2-12-17 
春日町 1-17-34 

農産物 
直売所 

練馬産野菜・練馬特産食材 
・あなたのいちおし 

 
５ 食育情報のページ 

 食育情報は、店舗情報と交えてコラムとして掲載。 
   ・ねりまの食育って？ 

・日本の食文化(和食)とは 
・食品ロスとは 
・一緒にごはんを食べませんか？ 
・地産地消とは 
・健康な食生活って？ 
・保健相談所の食育の取組 
・区の食育の取組 
・食育実践ハンドブック紹介（ちょっと昔のねりまの食卓・野菜とれとれ！1日 5 とれとれ！） 

    
 



●   7  ●● 6  ●

パティスリー カミタニ

住所：	東大泉 4-27-40
SFCビル１F

電話：	03-3922-2780
営業時間：10：00～ 19：00

　　（日曜は18：00まで）
休日：	毎週月曜日・日曜（不定休）

20

　練馬区産のブルベリーやレモン・甘夏をはじめ、 はちみつや味噌などの食材
を積極的に取り入れた地産地消のお菓子作りをしています。 店舗内では使用し
ている練馬の食材の紹介などをしている「ぽかぽか食育」として食育教室を行っ
ています。
　また、お菓子教室や学校からの依頼で「地産地消」の講座を行っています。

Food＆Bar 
Red shoes
フードアンドバー　レッドシューズ

住所：	練馬 1-34-14　山章興産ビル２F
電話：	03-3557-3127
営業時間：18：00～ 26：00
休日：	日曜

10

1982年より営業を開始。 現在は2代目
が先代より引き継いだ『嵐の中の灯台』
『砂漠の中のオアシス』『吹雪の中の避
難小屋』をモットーに、お客様の心の寄
り処になれるようなお店作りを心がけて
います。

お店から

カミタニでは、ねりまの農産物や地場産の食材を使って
お菓子作りをしています。 同じ風土で育った新鮮な農産
物は私たちにたくさんの恵みを与えてくれます。 毎回作
り手の農家さんから色んなお話をお聞きして、その食材
にあった方法で、 お菓子を作ります。 だから、 私たち
の作るお菓子は、いつも違う表情、 味わい、 食感をお
楽しみいただけます。この豊かな街の魅力を子供達にも
伝えていきたい。 ぽかぽか食育では地産地消を中心に
した、 練馬ならではの食育活動に取り組んでいます。

お店から

こんな食育
を

行っていま
す

●   7  ●● 6  ●

練馬特産食材
のお店

御菓子司  利 久
おんかしつかさ　りきゅう

住所：	練馬 1-28-7
電話：	03-3992-1372
営業時間：10：30～ 19：00
休日：	火曜日（行事等で変更する場合あり）

1

変わりゆく街・練馬で変わらな
い味を作り続けています。
全国菓子博覧会で金賞を受賞・
新ねりコレにも登録された「銘菓 
ねりま」、その他の焼き菓子や
季節の上生菓子から団子・大福
まで各種取り揃えております。

お店から

あなたのいちおし
のお店

あなたのいちおし
のお店

あなたのいちおし
のお店
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平 成 3 0 年 1 0 月 1 8 日 
 練馬区食育推進ネットワーク会議資料  

 
健康インセンティブにおける 
ねりまの食育応援店・世界都市農業とのコラボキャンペーンについて 

 
 

1 キャンペーン名称 
 てくてく歩いておいしい！ねりまの食育応援店×世界都市農業サミット開催 
応援キャンペーン 

 
２ 実施期間 
【開催期間】平成 30 年 10 月 21 日（日）～平成 30年 11 月 11 日（日） 
【受け渡し期間】平成 30年 11月 12 日（月）～平成 30 年 11 月 26 日（月） 

 
３ 開催場所 
ねりまの食育応援店のうち、事業への賛同店舗 21店【資料 4-5】 

 
４ プレゼント内容 
店舗より事前に申告されたもの（割引、プレゼントなど）【資料 4-5】 
引き換え時の合言葉が「世界都市農業サミット」となる 

 
５ 歩数条件 
開催期間中に 7000 歩を 3 回、5 回、7 回をクリアする 
3 本立てのキャンペーンとする 

 
６ 周知方法 
・アプリの区からのお知らせ 
・健康フェスティバル 
・練馬きらっと 
・区報（11 月 1日号） 
・twitter 
・facebook 
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資料4- 5 健康キャンペーン協力店一覧 平成30年10月18日
食育推進ネットワーク会議

店舗名 住所 電話 対応数

1
まなマート
石神井公園駅前店

石神井町3-24-2 03-3995-3701
当店にて使用できる割引きシールをプ
レゼント(使用期限あり)

なし

2
JA東京あおば　総合園芸
センターふれあいの里

桜台3-35-18 03-3991-8711
商品購入と同時に「江戸東京野菜福神
漬(100ｇ)」をプレゼント

30個

3
JA東京あおば　とれたて
村石神井

石神井町5-11-7 03-3995-3132
商品購入と同時に「江戸東京野菜福神
漬(100ｇ)」をプレゼント

30個

4 JA東京あおば　こぐれ村 大泉学園町2-12-17 03-3925-3113
商品購入と同時に「江戸東京野菜福神
漬(100ｇ)」をプレゼント

30個

5
JA東京あおば　練馬地区
アグリセンター

春日町1-17-34 03-3999-7851
商品購入と同時に「江戸東京野菜福神
漬(100ｇ)」をプレゼント

30個

6 有限会社　和菓子　大吾 大泉学園町6-28-40 03-5947-3880
「大納言くるみ餅(5個入)」925円(税込)
を20％割引で740円(税込)にて販売

先着20名

7 都屋　加藤酒店 南大泉4-53-10 03-3924-3127
1000円以上当店の商品をお買い上げの
お客様に5％割引いたします

対象者全
員

8 和フレンチ　Komorebi
上石神井1-39-25
メゾンヤマザキ1F

03-6904-8797

スペシャリテサラダの「東京軍鶏と練
馬野菜のメリメロサラダ」(1200円)を
無料でサービス。1組あたり1品、要予
約。

予約来店
全てに対
応

9 ボンクラージュ
練馬1-6-18
コンフォートⅢ 2

03-6915-8822
ランチ・ディナーお食事していただけ
た方デザートサービス

なし

10
ホテルカデンツァ光が丘
ベーカリー　ボンパル
ファン

高松5-8J-city 03-5372-4518

店舗をご利用のお客様に「ハチミツと
みそのフロランタンクッキー」又は
「ねりまのこぼれびリーフパイ」をお
一人様1個プレゼント

50

11
ホテルカデンツァ光が丘
中国料理　白楽天

高松5-8J-city 03-5372-4500

店舗をご利用のお客様に「ハチミツと
みそのフロランタンクッキー」又は
「ねりまのこぼれびリーフパイ」をお
一人様1個プレゼント。

50

12
ホテルカデンツァ光が丘
日本料理　むさしの

高松5-8J-city 03-5372-4501

店舗をご利用のお客様に「ハチミツと
みそのフロランタンクッキー」又は
「ねりまのこぼれびリーフパイ」をお
一人様1個プレゼント。

50

13 あわ家惣兵衛 大泉学園町7-2-25 03-3922-3636
20％の割引さらにみたらし団子1本プレ
ゼント(団子が売りきれている時は代替
品となります）

なし

14
ピッツェリア　ジターリ
ア　ダフィリッポ

石神井町2-13-5-
103

03-5923-9783
練馬食材を使ったスープまたは加藤農
園のイチゴの酵素ソーダ

予約来店
で10名

15 株式会社　足立食品 北町1-5-20 03-3931-1124
鰹節を購入のお客様に削節の小袋をプ
レゼント

10

16 塩野米穀店 北町1-25-13 03-3933-0273 当店おすすめのお米2合プレゼント 10個程度

17 伊勢屋　岡本製菓　本店 北町1-30-1 03-3932-3425
130円の和菓子もしくは商品を1つプレ
ゼント

なし

18 伊勢屋　岡本製菓　支店 北町2-35-1 03-3933-8578
130円の和菓子もしくは商品を1つプレ
ゼント

なし

19 とんかつ　まるとし 北町2-36-3 03-3931-2588 会計より100円割引 なし
20 居酒屋　むさし乃 北町2-36-12 03-6767-7880 会計金額から10％割引 なし

21 café eight
豊玉上2-20-5
UGH桜台１F

03-5946-9808
当店にて提供していますハーブティー(1
人分)プレゼント

なし
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