
食の居場所と
健康フェスタ

in あいち
2019

2/11 月・祝

11：00 ～　受付・ポスターセッション
12：30 ～　開会、課題提起

愛知県産業労働センター　ウインクあいち

名古屋市中村区名駅 4丁目 4-38

地下経路地図

● JR 名古屋駅桜通口から
　ミッドランドスクエア方面
　徒歩 5 分
●ユニモール地下街　5 番出口　
　徒歩 2 分 

参加申込フォーム
https://ws.formzu.net/fgen/S73779066/
電話もしくはメールでも受付中！
03-5426-2547   infomow@mow.jp

主催
食の居場所と健康フェスタ in あいち実行委員会
後援
名古屋市 ( 予定 )　
社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会

超高齢化社会の健康問題を世代間で共有しよう
～健康長寿のための食の手立ては早く始めた方がいい！～

熊谷 修 さん

東京都健康長寿医療センター研究所  協力研究員　

コーディネーター
一般社団法人全国食支援活動協力会
　専務理事　平野 覚治 さん
パネリスト

【地域における健康づくりと食のとりくみ】
　南医療生活協同組合　理事　浅野 清子 さん

■活動見学会■

●講演●

●パネルディスカッション●

スピンオフ企画（希望者のみ）
食の居場所を見に行こう♪

詳しくは裏面へ

▲

平成 30 年度 厚生労働省健康局補助「食の居場所を通じた多世代の健康づくり促進のための研修事業」による研修会

＼＼世代を超えて 食でつながるコミュニティを広げよう！／／

13 ： 00 ～ 14 ： 15

14 ： 25 ～ 16 ： 15

11 階 1103 会議室

【多文化共生社会と食の場所】
　NPO 法人わっぱの会　理事長　斎藤 縣三 さん / 名古屋市
 【食による子育て支援と多世代交流】
　NPO 法人れんこん村のわくわくネットワーク
　食担当　吉川 三津子 さん / 愛西市

定員 90 名
申込先着順

【参加費無料】



お申込み
お問い合わせ

申込

TEL

MAIL infomow@mow.jp
（祝日を除く月～金曜日 9：00～17：00）03-5426-2547

参加申込フォームから

申込受付担当）一般社団法人全国食支援活動協力会まで

日時

会場

2019 年 2 月 11 日（月・祝） 　11：00 ～終了まで
　  開催時間 13：00 ～ 16：15

愛知県産業労働センター ウインクあいち
11 階 1103 会議室

●ポスターセッション [11：00 ～ ]

各地の多彩な活動を紹介しながら、食のある居場所
づくりが地域に定着するために、課題を提起します。

話し手：平野 覚治 さん
（一般社団法人全国食支援活動協力会 専務理事）

●開会、課題提起 [12：30 ～ 13：00]

●パネルディスカッション [14：25 ～ 16：15]

https://ws.formzu.net/fgen/S73779066/

ポスター展示

活動見学会

●講演 [13：00 ～ 14：15]

　

コーディネーター
一般社団法人全国食支援活動協力会
　専務理事　平野 覚治 さん

パネリスト

【地域における健康づくりと食のとりくみ】
　南医療生活協同組合　理事　浅野 清子 さん

【多文化共生社会と食の場所】
　NPO 法人わっぱの会　理事長　斎藤 縣三 さん
 【食による子育て支援と多世代交流】
　NPO 法人れんこん村のわくわくネットワーク
　食担当　吉川 三津子 さん

〔現地集合・解散 /事前申込制：見学先団体に直接お申込み・お問合せください〕

① 子ども食堂 猫（名古屋市千種区）　【定員 3 名】参加費 300 円　
＊無添加・無農薬の食品を利用した子ども食堂の見学
　2/17（日）11 時半～ 13 時
　3/17（日）11 時半～ 13 時
申込：mamosonet@yahoo.co.jp 担当：忠平 ( ただひら ) 宛にメール送信

② 南医療生協 地域ささえあいセンター主催【定員 3 名】 参加費 800 円程度
ますますカラダげんき講座　調理実習
～食べて予防！フレイルにならんでええように～
　2/27（水）10 時～ 12 時半　＠東海学園大学 4 号館 1F 調理実習室
申込：052-625-0650 南医療生協 地域ささえあいセンター 担当 土屋

QR コードから
参加申込フォームへ

食の居場所と健康フェスタ i n あいち

　超高齢社会の健康問題を世代間で共有しよう 
～健康長寿のための食の手立ては早く始めたほうがいい！～

NHK 総合ﾃﾚﾋﾞ「あさイチ」「ガッテン！」にご出演の
熊谷 修先生 をお招きし、健康長寿のための食生活
のポイントをお聞きします。

県内の食の居場所づくり＆健康づくりの取組みを
紹介♪みんなどうやってるの？の疑問もスッキリ !?

「食」を通じた多世代の居場所・健康づくりを進めている
県内の事例を紹介しながら、
安定して運営を続けていくために必要なことについて、
参加者のみなさんと一緒に考えてみたいと思います。

　③ ソーネおおぞね（名古屋市北区）【定員何人でも】参加費 1000 円
＊障がい者就労施設・食・地域づくり融合の複合施設の見学
　2/23（土）13 時～ 14 時半　ランチ・ドリンク付
   2/25（月）13 時～ 14 時半　ランチ・ドリンク付
申込：052-910-1004　ソーネカフェ 担当 李

④ 児童クラブ れんこん村（愛西市）【定員 10 名】参加費 800 円
＊食をふまえた児童クラブ運営や高齢者サロンの説明と、子どもたちと
   一緒に手づくりおやつ体験
　2/18（月）15 時～ 16 時
申込：0567-28-5505　担当 中野

＼＼ポスター展示団体募集／／〈先着 10 団体程度〉A1（594 × 841 ミリ）以内で 1 ～ 2 枚まで。11：00 会場集合・16：15 撤収持ち帰り。


