
香川県

県・各市町

関係団体
行事名 日　時 場所 行事内容 実施主体

(1)インターネット、メール、

SNS等による呼びかけ

6月1日（月）～

6月30日（火）
高松市公式HP「もっと高松」内 食育啓発ページ、レシピ等の掲載 高松市

6月1日（月）～

6月30日（火）

高松市保健センター１Fロビー他

市内３４ヵ所
食育啓発ポスターの掲出 高松市

６月下旬
扇町保育所

（保育室）
・収穫した玉ねぎを使って３～５歳児がカレークッキングをする。 高松市立扇町保育所

６月
宮脇保育所

（所内の畑等）

・夏野菜の栽培

夏野菜の苗を植え、水やり等の世話をしながら、生長や収穫、クッキングを楽

しみにするとともに、野菜への興味関心を深める。

高松市立宮脇保育所

６月初旬
宮脇保育所

（所内の畑）

・さつまいものつるさし

さつまいものつるさしを行い、水やりや草ぬき等の世話をしながら、秋の収穫

を楽しみにする。

高松市立宮脇保育所

６月上旬 松島保育所
・じゃがいもパーティー

　収穫したじゃがいもを年長児が調理し、保育所内みんなで味わう。
高松市立松島保育所

６月 松島保育所
・夏野菜（きゅうり・ピーマン・なす・トマト等）の栽培や収穫、クッキング、

また、家庭に持ち帰る等して、食育への興味につなげる。
高松市立松島保育所

６月 福岡保育所
・にこにこレストラン

　じゃがいもや玉ねぎの収穫を体験した後、調理し、旬の野菜を味わう。
高松市立福岡保育所

６月 福岡保育所

・ほかほかごはんの日　（５歳児）

毎週金曜日の当番が米とぎを行い、食に興味を持つ機会を作る。また、３～５

歳児が炊き立てのご飯を食べる。

高松市立福岡保育所

6月旬
桜町保育所

（所庭・保育室）

・収穫した玉ねぎやじゃがいもを使って、３～５歳児が、カレークッキングをす

る。
高松市立桜町保育所

６月 桜町保育所
・５歳児の子どもが家庭から米を持参し、毎週金曜日に自分たちで炊飯し、給食

時に食べる。
高松市立桜町保育所

６月 田村保育所

・ひまわりご飯の日（３歳以上児）

家庭から米を持参し、年長児が炊飯して食す。炊き上がるまでの過程や炊き立

てのご飯の香り、味等を楽しむ。

また、保育所で収穫した野菜を入れて食す（豆ごはんや丸ごとトマトご飯、赤

飯、芋ご飯等）。

高松市立田村保育所

６月 田村保育所
・夏野菜の栽培と収穫をする。また、収穫した野菜を使ってクッキングをする。

田植えをし稲の生長を観察しながらお米ができるまでの過程を体験する。
高松市立田村保育所

６月 田村保育所 ・田植えをし、稲の生長を観察しながらお米ができるまでの過程を体験する。 高松市立田村保育所

６月

（毎週火曜日）
鶴尾保育所

・ほかほかごはんの日

　３～５歳児が、お米を持参して、ごはんを炊く。
高松市立鶴尾保育所

６月 鶴尾保育所
・採れたてクッキング

　収穫したじゃがいもを使って、カレー汁づくりを楽しむ。
高松市立鶴尾保育所

６月 鶴尾保育所・各家庭
・親子栽培

親子で、５月にトマトの苗を植え付け、その後、生長や収穫を楽しむ。
高松市立鶴尾保育所

６月 太田保育所

・ほかほかご飯の日（３歳以上児）

家庭からお米を持って来て保育所でご飯を炊き、給食時に食べる。炊き上がる

までの過程や炊き立てのご飯の味、香り等を楽しむ。

高松市立太田保育所

６月下旬 太田保育所
・夏野菜の栽培と収穫

　収穫した野菜を使ってクッキングをする。
高松市立太田保育所

６月 木太保育所

・５歳児の当番活動

野菜の皮むきをしたり、「バランスよくたべよう」ボードを活用しての食材

カード分けを行い、３色食品群や体と食べ物の関係等について関心を持つ。

高松市立木太保育所

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、予定を変更する場合があります。

●令和2年度　「かがわ食育月間」における取組み概要●

高松市

(2)ポスター、チラシ等の掲示



香川県

県・各市町

関係団体
行事名 日　時 場所 行事内容 実施主体

●令和2年度　「かがわ食育月間」における取組み概要●

６月 木太保育所

・夏野菜の栽培

各クラスで夏野菜の栽培をおこない、生長に興味をもち、世話をする。５歳児

は個人の鉢で野菜を栽培することにより、親子で野菜の生長を感じられるように

する。

高松市立木太保育所

６月 木太保育所

・ほかほかごはんの日　（５歳児）

米とぎを行い、炊きあがるまでの過程に関心を持ち、みんなで一緒に楽しく食

べる。

高松市立木太保育所

６月 下笠居西部保育所

・ほかほかごはんの日（３～５歳児）

自分たちで研いだ米を炊飯し、給食時に食べる。収穫した野菜を使って、炊き

込みごはんを作ったりする。

高松市立下笠居西部保育所

６月上旬
下笠居東部保育所

地域の方のいちごハウス
・いちご狩り体験し、クッキング（ジャム作り）をする。 高松市立下笠居東部保育所

６月 下笠居東部保育所 ・じゃがいもを収穫し、クッキングする。 高松市立下笠居東部保育所

６月 下笠居東部保育所
・ほかほかごはん（５歳児）

　子ども達で炊飯の経験をする。
高松市立下笠居東部保育所

6月 香西保育所

・食材の皮むき等

給食で使用する食材の皮むきや種とりをすることで、食材に興味や関心をも

ち、給食を楽しく食べる。

高松市立香西保育所

６月 香西保育所

・夏野菜の栽培

各クラスで夏野菜の栽培をおこない、生長に興味をもち、世話をする。玄関ま

での通路で野菜を栽培することにより、送迎時に保護者と野菜の生長を感じるこ

とができるようにする。

高松市立香西保育所

６月 香西保育所

・田植え

玄関までの通路に、田んぼ（ビオトープ形式）を作り、稲の苗を植える。稲の

生長を絵本等で知るとともに、生長を観察し、米への興味や食への関心を深め

る。

高松市立香西保育所

６月 香西保育所

・さつまいものつるさし

生長に期待をもち、秋の収穫を楽しみに、さつまいもつるさしをし、水やりや

草抜きなどの世話をする。

高松市立香西保育所

６月
弦打保育所

（所庭・ベランダ）

・夏野菜の栽培

各年齢(１～５歳児)で育ててみたい夏野菜を選び、５歳児が苗を 買いに行

く。各クラス保育者と一緒に苗を植え付け、水やり等の世話をしながら、生長や

収穫、クッキングを楽しみにすることで、野菜を食べる意欲につなげるなどの食

物への興味や関心を深める。

高松市立弦打保育所

６月
弦打保育所

(保育室)

・５歳児の当番活動

　野菜の皮むきを行い、食べる意欲につなげる。
高松市立弦打保育所

6月17日（水）
弦打保育所

（保育室）

・カレーパーティー

保育所で育てたじゃがいもと玉ねぎを収穫し、年長児が中心となって買物から

調理までを行い、みんなで食べる。

高松市立弦打保育所

6月旬 弦打保育所近くの田んぼ
・田植え

　地域の方の田んぼで、児童が田植えの経験をする。
弦打校区の地域の方

６月下旬
弦打保育所

(所庭)

・さつまいものつるさし

さつまいものつるさしを行い、水やりや草ぬき等の世話をしながら、秋の収穫

を楽しみにする。

高松市立弦打保育所

６月
三谷保育所

（所庭・ベランダ）

・野菜の栽培

夏野菜の苗を植え付け、水やり等の世話をしながら、野菜を食べる意欲につな

げ、食物への興味関心を深める。

高松市立三谷保育所

6月旬 三谷保育所横の田んぼ
・田植え

　地域の方の田んぼで、児童が田植えの経験をする。
高松市立三谷保育所

6月10日（水）
多肥保育所

地域の方の田んぼ

・田植え

地域のおじいちゃんに教わりながら田植えを経験し、秋の収穫を楽しみにす

る。

高松市立多肥保育所

６月 川島保育所 ・収穫したじゃがいもを年長児が塩茹でし、全児童で食する。 高松市立川島保育所

６月下旬 川島保育所

・各クラスが、野菜（なす・きゅうり・トマト・枝豆・オクラ・パプリカ・にん

じん）を畑やプランターで栽培し、その生長を楽しみながら世話し、収穫やクッ

キングなどを通して食育への興味につなげていく。

高松市立川島保育所

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、予定を変更する場合があります。

(2)ポスター、チラシ等の掲示高松市
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●令和2年度　「かがわ食育月間」における取組み概要●

6月旬
西植田保育所

地域の方の田んぼ
・田植えの経験（３歳児） 高松市立西植田保育所

６月 西植田保育所
・ぬくぬくごはんの日（３～５歳児）

　自分たちで炊飯の経験をする
高松市立西植田保育所

6月旬 西植田保育所 ・とれたて野菜でクッキング 高松市立西植田保育所

6月3日（水）、4日（木） 大野保育所
・保育参加にて試食会を実施するとともに、レシピを保護者に配布し、食育推進

を図る。
高松市立大野保育所

６月下旬 大野保育所
・保育所で収穫したじゃがいも等の野菜を使ってカレーやピザのクッキング体験

をする。
高松市立大野保育所

６月下旬
大野保育所

（所庭）

・さつまいものつるさし

さつまいものつるさしを行い、水やりや草ぬき等の世話をしながら、秋の収穫

を楽しみにする。

高松市立大野保育所

6月18日（木）、19日（金） 浅野保育所
・保育参加時に給食試食会を行い、食事の様子を見てもらう。また、給食レシピ

を配布し、家庭での食育につなげる。
高松市立浅野保育所

６月 浅野保育所
・夏野菜の栽培や収穫を通してクッキングをしたり、家庭へ持ち帰ったりして、

食育への興味につなげる。
高松市立浅野保育所

6月25日（木） 浅野保育所

・ほっとタイム

降所時に５歳児が保育所の畑で収穫した野菜を使用して、クッキングしたもの

を保護者の方と一緒に食べてもらう

高松市立浅野保育所

６月下旬 川東南保育所 ・保育所で育てた夏野菜を収穫し、夏野菜ピザのクッキングを行う。 高松市立川東南保育所

6月頃 牟礼北小学校横畑 ・地域の老人会の方々に教わりながら、さつまいものつるさしを一緒にする。 高松市立牟礼保育所

6月19日（金）
田井保育所

（各クラスにて）

・食育の日に、絵本やパネルシアター、エプロンシアター、クイズ等を通して、

食への興味や関心を育む食育集会を実施する。
高松市立田井保育所

６月
田井保育所

（３～５歳児保育室）

・月に１回、子どもたちが米を研ぎ、白米を炊飯する。炊飯までの過程で匂いや

様子を感じながら、自分たちで作った熱々ご飯を喜んで食する。
高松市立田井保育所

6月旬
田井保育所

（遊戯室）

・子どもたちが保育所で栽培、収穫した玉ねぎ、じゃがいもを使ってクッキング

をし、友だちと一緒に食べる喜びを味わう。
高松市立田井保育所

６月
下笠居こども園

（にこにこ畑）

・自分たちで収穫したじゃがいもや玉ねぎ依を使ってのカレーパーティを開催す

る。３～５歳児で材料を洗う・むく・切るの行程を分担しながら進める。各クラ

スで、楽しい雰囲気の中でパーティーを楽しむ。

高松市下笠居こども園

６月 下笠居こども園
・のびのび畑でさつまいものつるさしを子どもたちが体験し、その生長を通して

食育への関心をもつ。
高松市下笠居こども園

６月 香南こども園 ・５歳児が、こども園で収穫した野菜を使って、夏野菜カレーを作る。 高松市香南こども園

６月 香南こども園
・こども園で収穫した野菜を給食室に持っていき、給食の材料として調理しても

らう。
高松市香南こども園

６月 香南こども園
・各年齢ごとに給食参観や給食試食会を実施し、配膳や食事の様子、アレルギー

対応の様子等を保護者が見学したり、実際に食する。
高松市香南こども園

６月 塩江こども園テラス
・こども園での野菜摂取量と家庭での必要摂取量の表示をしたり、実際の野菜の

量について掲示等を行い、保護者に具体的な野菜摂取を促す。
高松市塩江こども園

６月 川東こども園
・夏野菜の栽培と収穫をする。水やり草抜きなどの世話や園でのクッキングを通

して、食べ物への興味関心を高める。
高松市川東こども園

６月 屋島こども園
・「簡単朝ごはんレシピ」や「人気の給食メニュー」等のレシピを配布して、保

護者が興味をもち、親子でご飯作りをする等の家庭での食育推進につなげる。
高松市屋島こども園

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、予定を変更する場合があります。

(2)ポスター、チラシ等の掲示高松市
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６月 屋島こども園

・夏野菜クッキング（３～５歳児）

自分たちで大切に育てた夏野菜を収穫し、友達や職員と一緒に調理して味わ

う。

高松市屋島こども園

６月 屋島こども園

・食材の皮むき等（４歳児）

給食で使用する食材の皮をむいたり、種をとったりして食材に触れることで、

食に対する興味関心を高める。

高松市屋島こども園

６月 屋島こども園

・ほかほかごはんの日　（３～５歳児）

子ども達が米とぎを行い、炊きあがるまでの過程に関心を持ち、みんなで一緒

に楽しく食べる。

高松市屋島こども園

６月 男木保育所内の畑等

・夏野菜の栽培

夏野菜の苗を植え、水やりなど世話をしながら、生長や収穫、クッキングを楽

しみにするとともに、野菜への興味関心を深める。

小規模保育事業所男木保育

所

６月 男木保育所

・あったかごはん

お米を子どもたちが自分で洗ったり、畑で採れた豆を使って豆ごはんを作った

りして、温かい食事のおいしさを感じる。

小規模保育事業所男木保育

所

６月 前田幼稚園及び各家庭

子どもたちが大切に育てたじゃがいもや玉ねぎ、夏野菜を収穫し、各家庭に持ち

帰って調理して食べる。調理方法や味等を情報交換することで、一人一人の野菜

への興味や食べることの意欲へとつなげる。また、収穫した夏野菜を地域の方に

も配り、食育を発信する。

高松市立前田幼稚園

６月
川添幼稚園

（地域の水田）
・地域の方に方法を教わりながら田植えを行う。（秋に収穫、炊飯を予定） 高松市立川添幼稚園

６月
川添幼稚園

（畑・保育室）
・園児は夏野菜の栽培や収穫、クッキングを行う。 高松市立川添幼稚園

６月初旬 三渓幼稚園
・クッキングカレーパーティー

　幼稚園で栽培した野菜を使ってカレーを作り、皆で食べる。
高松市立三渓幼稚園

６月初旬 香西幼稚園
・幼稚園で園児が栽培したじゃがいも、玉ねぎを収穫し、年長児が中心となって

カレーを調理し、全園児で食べる楽しさを味わう。
高松市立香西幼稚園

6月旬 香西幼稚園 ・幼稚園で収穫したアンズでジャムを作り、園児や保護者が味わう。 高松市立香西幼稚園

６月 一宮幼稚園及び各家庭

・幼稚園で子どもたちが育てたじゃがいもや玉ねぎ、夏野菜を収穫し、各家庭に

持ち帰って家族で調理したり、食べたりして、野菜への興味関心や食べることへ

の意欲を喚起する。

高松市立一宮幼稚園

６月 多肥幼稚園
・幼稚園で子どもたちが育てたじゃがいもや玉ねぎを収穫してカレーパーティー

を行い、収穫の喜びや野菜のおいしさを味わう。
高松市立多肥幼稚園

６月 多肥幼稚園及び各家庭

・幼稚園で子どもたちが育てたじゃがいもや玉ねぎ、夏野菜を収穫し、各家庭に

持ち帰って家族で調理して食べたり、子どもバザーで販売したりして、野菜への

興味関心や食材を食べること、育てることへの意欲を高める。

高松市立多肥幼稚園

６月 多肥幼稚園及び各家庭
・生活リズムカードを作成し、毎日、保護者に朝ごはんを家庭で食べてきている

かを記入してもらう。
高松市立多肥幼稚園

6月17日（水） 川岡幼稚園

・幼稚園で収穫した玉ねぎやじゃがいもを使ってカレーライスを作る。年長児が

食材をお店に買いに行き、全園児で調理やカレーパーティーの飾り付けも楽しみ

ながら、全園児で調理したカレーライスをおいしくいただく。

高松市立川岡幼稚園

６月 円座幼稚園及び各家庭
・幼稚園で子どもたちが育てたじゃがいもや玉ねぎ、ミニトマト、なす、ピーマ

ン等を収穫し、各家庭に持ち帰って家族で調理して食べる。
高松市立円座幼稚園

６月 檀紙幼稚園
・食べ物の働きや体の仕組みについて、エプロンシアターを使って子どもたちに

紹介をする。
高松市立檀紙幼稚園

６月 檀紙幼稚園

・子どもたちが、グループで夏野菜を栽培する。自分たちで育てることで、夏野

菜に興味関心をもち、夏野菜が苦手な子どもも食べてみようとする気持ちにつな

げ る。

高松市立檀紙幼稚園

６月 弦打幼稚園

・夏野菜の栽培

年少児はクラスでミニトマト、年中児と年長児はピーマンやなす等の好きな野

菜を選び、グループに分かれて栽培する。水やりや観察をし、生長や収穫を楽し

みにして、野菜への興味や関心をもつ。

高松市立弦打幼稚園

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、予定を変更する場合があります。

(2)ポスター、チラシ等の掲示高松市
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●令和2年度　「かがわ食育月間」における取組み概要●

6月1日（月） 弦打幼稚園

・おにぎりランチデー

家庭で家族と一緒に、おにぎり弁当を作り、幼稚園で友達と一緒にいただく。

その中で、作る喜びやお家の人への感謝の気持ちにつなげる。

高松市立弦打幼稚園

6月5日（金） 弦打幼稚園

・カレーパーティ

幼稚園で収穫した玉ねぎやじゃがいも、年長児が買物をしてきた材料を使い、

カレーを調理し、おいしくいただく。栽培から収穫、食の一連した食育活動を行

う。

高松市立弦打幼稚園

6月25日（木） 鬼無幼稚園

・カレー作りとカレーパーティー

幼稚園で収穫した玉ねぎやじゃがいもを使って、カレーを調理して食べる。地

域の方や未就園児を招いて、一緒に触れ合いながら食べることを楽しむ。

高松市立鬼無幼稚園

６月上旬 鬼無幼稚園

・さつまいものつるさし

さつまいものつるさしを行い、水やりや草ぬき等の世話をしながら、秋の収穫

や焼き芋パーティーを楽しみにする。

高松市立鬼無幼稚園

６月 木太幼稚園
・カレーパーティ

　幼稚園で育てた玉ねぎを使って、年長児が調理し、食する楽しさを味わう。
高松市立木太幼稚園

６月 木太幼稚園

・夏野菜の栽培及び収穫

５月に植えた夏野菜の世話・収穫を通して、生長を楽しんだり、食に対する興

味関心を高めたりする。

高松市立木太幼稚園

６月 木太幼稚園
・給食参観

　業者からの給食の内容や、園児が食事をしている様子を保護者が見る。
高松市立木太幼稚園

６月 木太幼稚園

・食育に関する講話

高松市出前食育事業を活用して、栄養士より食育に関する講話。（３歳児保護

者対象）

高松市立木太幼稚園

６月 山田幼稚園
・幼稚園で栽培している夏野菜(ミニトマト、きゅうり、なす、オクラ等）を収穫

し、園内で食したり、家庭に持ち帰って調理したりする。
高松市立山田幼稚園

6月10日（水）

＊中止の可能性有
春日幼稚園

・カレーパーティー

園児が育てた野菜や地域のスーパーで購入した材料を使ってカレーを作る。地

域の未就園児やお世話になっている方を招く。

高松市立春日幼稚園

６月上旬

＊中止の可能性有
春日幼稚園

・給食参観

給食の準備や後片付等の給食に関わる全ての活動を保護者に見ていただき、家

庭での食育の在り方につなげていく。

高松市立春日幼稚園

６月 木太北部幼稚園

・年少児はミニトマトをプランターで、年中児と年長児は、野菜(年中はなすや

ピーマン、年長は育てたい野菜）を１人１鉢栽培する。地域の方に栽培の仕方を

教えていただき、野菜の栽培を通して、食べることへの興味・関心を深めてい

く。

高松市立木太北部幼稚園

６月 栗山幼稚園
・５月中旬に親子で植えた１人１鉢の野菜の収穫を楽しみに、毎日水やりをしな

がら、観察する。
高松市立栗山幼稚園

６月初旬
栗山幼稚園

（近隣畑）

・野菜の先生（地域の方）の指導のもと、環境部の保護者と一緒に、さつまいも

のつるさしを楽しむ。
高松市立栗山幼稚園

６月
大野幼稚園

（園庭（畑））

・夏野菜の栽培

年齢ごとに育てる野菜を考え、水やりや草抜きをしながら生長を心待ちにす

る。園内で食したり、家庭で調理したりして収穫の喜びとともに、野菜を味わ

う。

高松市立大野幼稚園

６月初旬 浅野幼稚園
・幼稚園で収穫した玉ねぎやじゃがいもを使って、カレーを作り、地域の方を招

いて、一緒に食べる。
高松市立浅野幼稚園

6月17日（水） 国分寺北部幼稚園

・カレーパーティ

園児が栽培・収穫した玉ねぎと５歳児が考えた食材を使ってカレーを作る。野

菜の栽培や収穫、調理を経験し、食への関心を高めたり、食べ物を”いただく”こ

とへの感謝の気持ちを持つことにつなげる。また、市栄養士が調理に参加し、調

理時の注意点や衛生面の指導をする。

高松市立国分寺北部幼稚園

6月17日（水） 国分寺北部幼稚園

・５歳児食育指導

市栄養士から食べ物が体の中でどのような働きをするのかの話を聞き、自分の

体の仕組みやいろいろな食材に興味をもち、健康的な生活習慣を身に付ける。

高松市立国分寺北部幼稚園

6月17日（水） 国分寺北部幼稚園

・４歳児食育指導

市栄養士からカレーに含まれる体を元気にする食材についての話を聞き、いろ

いろな食材を食べようとする意欲を高める。

高松市立国分寺北部幼稚園

6月17日（水） 国分寺北部幼稚園

・３歳児食育指導

市栄養士からカレーの作り方や、入っている食材についての話を聞き、いろい

ろな食材に興味をもつ。

高松市立国分寺北部幼稚園

(1)インターネット、メール、

SNS等による呼びかけ

令和2年4月から

通年

丸亀市のホームページ

くらしの情報・教育・文化・ス

ポーツ

学校給食

学校給食の献立のレシピ紹介。

毎月配布する食育だよりとホームページに掲載。
丸亀市学校給食センター

(2)ポスター、チラシ等の掲示 令和２年4月～ 丸亀市内
健幸10ヶ条今年度重点目標ＰＲ

3食３つの器で食べる日～バランスよく食べましょう～
丸亀市健康課

(4)その他食育推進の普及啓発 6月8日（木）、19日（金） 丸亀市役所ロビー

食育啓発パネル展示

令和元年度に食育ネットワークメンバーが実施した行事を紹介し、丸亀市内での

食育活動を啓発。食育月間・食育の日のＰＲ

丸亀市食育ネットワーク会

議

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、予定を変更する場合があります。

(2)ポスター、チラシ等の掲示

高松市

丸亀市



香川県

県・各市町

関係団体
行事名 日　時 場所 行事内容 実施主体

●令和2年度　「かがわ食育月間」における取組み概要●

坂出市

(2)ポスター、チラシ等の掲示 6月
市内子育て支援センター（2か

所）
就学前の保護者向けに野菜摂取に関するチラシの掲示 坂出市

6月2日（火） 子ども課 献立検討会、職員勉強会 善通寺市子ども課

6月10日（水） 子ども課 離乳食講話、栄養相談 善通寺市子ども課

6月23日（火）、24日（水） 子ども課 個別栄養相談 善通寺市子ども課

6月 善通寺保育所 園庭野菜栽培・収穫野菜の給食利用 善通寺保育所

6月 竜川保育所 園庭野菜栽培・収穫野菜の給食利用 竜川保育所

6月 子ども課 市のホームページに離乳食、幼児食のレシピを更新 善通寺市子ども課

観音寺市

(2)ポスター、チラシ等の掲示 6月 市内スーパー、公共施設等 食育月間、食育についてのポスターやチラシの掲示 観音寺市 健康増進課

(2)ポスター、チラシ等の掲示 6月 市内保健センター 野菜摂取啓発用ポスターの掲示 国保・健康課

6月
市内保健センター

市役所寒川庁舎
お手軽野菜料理レシピ集の配布 国保・健康課

6月2日（火）、4日（木）、

12日（金）、26日（金）、

30日（火）

10：30～

市内各子育て支援センター（5か

所）

個別栄養相談

市栄養士を呼び、来訪者に対し栄養相談を行う。
市内各子育て支援センター

6月16日（火）
市内小中学校、幼稚園・保育

所・こども園

6月食育月間における市内一斉野菜摂取啓発「ベジチャレ」として、市内でも

栽培されている青ネギを使った主食･主菜「青ネギ丼」を学校給食及び保育

所・こども園の給食（主食･主菜）の共通献立として提供を予定しています。

また、市広報誌6月号のベジチャレ★レシピコーナーに共通献立を掲載。

市学校給食センター

東かがわ市

6月 市広報誌6月号 食育月間の啓発 東かがわ市

(1)インターネット、メール、

SNS等による呼びかけ
6月 山本地区 まちづくり便り６月号に「食育月間」について掲載

まちづくり推進隊山本

三豊市健康課

(2)ポスター、チラシ等の掲示 6月 三豊市役所 野菜摂取普及啓発ポスターの掲示 三豊市健康課

(4)その他食育推進の普及啓発 6月19日（金）前後 市内各保育所 保育所給食やおやつのレシピ配布 市内保育所

(2)ポスター、チラシ等の掲示 6月 やすらぎプラザ等町施設 ・施設内にポスターの掲示 土庄町

(3)「１日３食　まず野菜！」運

動の推進

6月 土庄町全域 ・町広報６月号にて「食育月間」の掲載。（１日３食まず野菜!） 土庄町

(2)ポスター、チラシ等の掲示 通年 小豆島町役場西館 「1日3食まず野菜！」ポスターの掲示 小豆島町

(4)その他食育推進の普及啓発 通年 広報紙 元気もりもり健康食！レシピ掲載
小豆島町食生活改善推進協

議会

(4)その他食育推進の普及啓発

6月4日（木）

13：00～

（実施予定）

三木町防災センター 5歳児健診時食育キャンペーン
三木町食生活改善推進協議

会

(4)その他食育推進の普及啓発

6月18日（木）

13：00～

（実施予定）

三木町防災センター 3歳児健診時食育キャンペーン
三木町食生活改善推進協議

会

(4)その他食育推進の普及啓発 6月
6月号広報

町ホームページ
食育月間啓発 三木町住民健康課

直島町

(1)インターネット、メール、

SNS等による呼びかけ
６月 ふれあい通信直島 ふれあい通信直島（タブレット）に食育に関する情報を掲載 直島町

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、予定を変更する場合があります。

(4)その他食育推進の普及啓発

(4)その他食育推進の普及啓発

(4)その他食育推進の普及啓発

善通寺市

さぬき市

東かがわ市

三豊市

土庄町

小豆島町

三木町
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(2)ポスター、チラシ等の掲示
６月 宇多津町保健センター ポスターの掲示 宇多津町

(4)その他食育推進の普及啓発
６月号 町広報「うたづ」に掲載 宇多津町

綾川町

(4)その他食育推進の普及啓発
６月 全町 町広報誌にて、食育月間・食育の日についての記事を掲載 健康福祉課

(2)ポスター、チラシ等の掲示
6月15日（月） マルナカ　琴平店

マルナカ琴平店の店頭にて、食育の日のティッシュとチラシ、おてがる野菜料理

レシピを買い物客に配布。配布時に、食育の日のPRと野菜摂取増加の呼びかけ。

琴平町食生活改善推進協議

会

(3)「１日３食　まず野菜！」運

動の推進

6月15日（月） マルナカ　琴平店
マルナカ琴平店の店頭にて、食育の日のティッシュとチラシ、おてがる野菜料理

レシピを買い物客に配布。配布時に、食育の日のPRと野菜摂取増加の呼びかけ。

琴平町食生活改善推進協議

会

6月19日（金） 多度津町メール配信
食育の日メール配信

毎月19日に旬の食材についてとそのおすすめレシピを配信
保健センター

6月 多度津町ホームページ
食育だより

時期に合わせた食育トピックスを掲載。年６回発行、ホームページに掲載
保健センター

6月 町広報誌
町広報誌

食に関する情報を提供
保健センター

6月 多度津町ホームページ 食育だよりの発行（食育月間について）
善通寺市・琴平町・多度津

町学校センター

6月 三井保育所 はじめてクッキング 三井保育所

6月 豊原保育所 野菜の収穫体験 豊原保育所

6月 豊原保育所 びわの収穫体験 豊原保育所

6月 白方保育所 さつまいもの苗さし 白方保育所

6月 白方保育所 野菜の栽培活動 白方保育所

6月 多聞院保育所 野菜の栽培活動 多聞院保育所

6月 多聞院保育所 さつまいもの苗さし 多聞院保育所

6月 多聞院保育所 田植え（バケツ）体験 多聞院保育所

6月 愛光保育園 田植え体験 愛光保育園

6月 愛光保育園 野菜の栽培活動 愛光保育園

6月18日（木）

６月19日（金）
保健センター

離乳食講習会

離乳食の進め方の講義
保健センター

まんのう町

(4)その他食育推進の普及啓発
6月18日（木）

６月19日（金）
町全域

食育の日の放送

（告知放送にてHAYAOKIサンバを流し、家族揃ってバランスの良い食事を摂る習

慣をつけることを啓発）

まんのう町健康増進課

6月16日（火）

10：00～11：00
さぬき市大川公民館

くらしのセミナー講演

「食べることは生きる事～毎日の食事を楽しむことが元気の源です～」
香川県消費生活センター

6月26日（金）

10：00～11：00
栗林幼稚園 講話「朝ごはんの大切さ」エプロンシアター 香川県栄養士会

6月11日（木）、25日（木）

11：00～15：30
さぬきこどもの国 子育て相談活動

香川県児童・青少年健全育

成事業団

香川県食生活改善

推進連絡協議会

(1)インターネット、メール、

SNS等による呼びかけ 6月～
かがわの食育おいしいね！かが

わネット
スマート・フードライフ　使い切り・リメイクレシピの掲載

香川県廃棄物対策課

香川県食生活改善推進連絡

協議会

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、予定を変更する場合があります。

(4)その他食育推進の普及啓発

(4)その他食育推進の普及啓発

(1)インターネット、メール、

SNS等による呼びかけ

(4)その他食育推進の普及啓発

香川県栄養士会

宇多津町

琴平町

多度津町



香川県

県・各市町

関係団体
行事名 日　時 場所 行事内容 実施主体

●令和2年度　「かがわ食育月間」における取組み概要●

香川県調理師会

(2)ポスター、チラシ等の掲示 6月通時 参加各店舗内 県の取り組む各イベントのポスターを会員所属の店舗に提示する。
一般社団法人

香川県調理師会

(2)ポスター、チラシ等の掲示 6月 小豆総合事務所内 食育に関するポスターの掲示、パンフレットの設置 小豆総合事務所

(3)「１日３食　まず野菜！」運

動の推進

6月 小豆総合事務所内
・「１日３食　まず野菜！」ポスターの掲示

・おてがる野菜料理レシピ集の配布
小豆総合事務所

(4)その他食育推進の普及啓発 6月 小豆総合事務所内 食育月間・食育の日の幟の設置 小豆総合事務所

香川県東讃保健福

祉事務所 (3)「１日３食　まず野菜！」運

動の推進

6月1日（月）～

6月30日（火）
大川合同庁舎

・パネル、ポスター「１日３食まず野菜！」の展示

・三つ星ヘルシーランチ店ガイドブック、野菜料理レシピ等の設置

・のぼりの設置

東讃保健福祉事務所

(2)ポスター、チラシ等の掲示 6月
中讃保健福祉事務所　健康福祉

課前掲示板、カウンター
食育に関するポスター、パンフレットの設置 中讃保健福祉事務所

(3)「１日３食　まず野菜！」運

動の推進

6月8日～6月19日 丸亀市役所本庁１階ロビー 「１日３食まず野菜！」と記載した食育啓発パネルの展示 丸亀市

(4)その他食育推進の普及啓発 6月

中讃テレビ放送エリア（丸亀、

善通寺、多度津、琴平、まんの

う）

「季節の伝統菓子やヘルシーおやつに挑戦」をテーマに中讃テレビで季節の伝統

菓子やヘルシーおやつ等のレシピや調理法を紹介
中讃テレビ

(1)インターネット、メール、

SNS等による呼びかけ

6月19日（金）

西讃地区食育推進ネットワーク

会議委員、事業所、健康づくり

協力店、給食施設等

せいさん食育情報のメール配信 西讃保健福祉事務所

(2)ポスター、チラシ等の掲示
6月1日（月）～

6月30日（火）
三豊合同庁掲示板 健康情報・せいさん食育情報の掲示 西讃保健福祉事務所

(4)その他食育推進の普及啓発
6月1日（月）～

6月30日（火）
三豊合同庁舎玄関 食育月間・食育の日の幟設置 西讃保健福祉事務所

(4)その他食育推進の普及啓発
6月15 日（月）～

6月19日（金）(予定）
三豊合同庁舎玄関 食育に関する展示物の展示 西讃保健福祉事務所

香川県健康福祉総

務課 (4)その他食育推進の普及啓発

6月19日（金） 県内の希望する事業所等 「うどんうんどうサポート」（食育・栄養に関する内容）のメール配信

香川県健康福祉総務課

小豆総合事務所

東讃保健福祉事務所

中讃保健福祉事務所

西讃保健福祉事務所

香川県農業生産流

通課
(4)その他食育推進の普及啓発

6月 各家庭に配布
県広報紙「THEかがわ」（令和2年6月号）の特集『かがわ旬のイチオシ！』にお

いて、青ネギの特徴や食べ方等を紹介。
香川県農業生産流通課

香川県小豆農業改

良普及センター

(4)その他食育推進の普及啓発
6月（年間実施） 小豆郡内学校給食センター

・学校給食地元食材利用のための情報発信

  （随時、学校給食センター担当者にメール）

　●食材：ハウスメロン、スモモ、アスパラガス、イチゴ、ビワ、食べて菜

香川県小豆農業改良普及セ

ンター

香川県教育委員会

保健体育課 (4)その他食育推進の普及啓発
毎月19日を含む5日間

県内の学校給食を実施している

市町（学校組合）立小・中学校

及び県立学校

○「ふるさとの食再発見事業」

毎月19日を含む週間中に、香川県の地場産物や郷土料理を取り入れた学校給食献

立の実施

香川県教育委員会保健体育

課

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、予定を変更する場合があります。

香川県小豆総合事

務所

香川県中讃保健福

祉事務所

香川県西讃保健福

祉事務所


