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　12月中旬からの短い応募期間ながら11点もの応募があり，一次審査，

二次審査を経て表彰に至りました。

　最優秀賞を受けられました「神石公民館いきいきふれあい教室」は，次

世代に伝えるという観点から様々な工夫をされました。地元の作物の歴

史からその利用方法など写真を多く使用しわかりやすくレシピ集にまとめ

られ，大変興味深いものがありました。

　優秀賞を受けられました「福山市食生活改善推進連絡協議会」は，市

をあげて「うずみ」など郷土料理を福山食ブランドとして認知度を高める

ことに努力されています。大変な意欲を感じられました。

　審査員特別賞の「農家レストラン西野」は，特産のじゃがいもだけでな

く，たけのこを使って色々なメニューを考案し提供されています。新しいレ

シピを公募する「じゃがワングランプリ」など開催され，地域だけでなく日本

全国からも参加があるとのことです。新しい調味料「塩じゃが」の開発な

ど，特別賞にふさわしいと思いました。

　また，惜しくも賞に選ばれなかった団体の方々の中にこれからもぜひ活

動を続けていただきたいすばらしい取組もありました。皆様の「ひろしまの

味」に対する熱意に感服いたしました。
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は じ め に

　本県では，中国山地から瀬戸内海までの豊かな自然の恵みを活かし，

米・大豆や多種類の野菜，果樹，魚介類などの農林水産物が生産されるととも

に，地域の生活や風土から生まれた，多彩で特色ある伝統的な食文化が引き

継がれてきました。

　食文化は，生産，食材，調理はもちろん，嗜好と栄養，食事行動，食べる道具

と場所など，食に関するすべての文化を含むもので，例えば，地場産物を

使った地域に伝わる郷土料理は，その土地に産まれ，育ち，住む人々にとって

単なる食事ということではなく継承されるべき宝となるものです。しかしながら，

食の欧米化や外部化等の進展などにより，日本型食生活，郷土料理や伝統

料理など，地域の特色ある食文化や豊かな味覚は失われつつあります。

　そこで，ひろしま食育・健康づくり実行委員会では，ひろしまの特色ある伝

統的な食文化を，広島の宝として掘り起こし，広く県民に普及啓発し，子供

達や地域の人々が学び，継承することにつながる活動を促進するために

「伝えよう　ひろしまの味」事業を行うこととしました。
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第1回
「伝えよう　ひろしまの味コンテスト」の概要

1　目的
　広島県の食文化に関する取組を行っている団体等を紹介，表彰することを通して，

広島県の食文化への関心を高め，食文化の継承活動に取り組む団体や県民を

増やす。

2　応募資格
　郷土料理や伝統料理の講習会，レシピづくりなど，広島県の食文化に関する取組

を行っている，県内に住所を有する個人又は県内に事務所を有する団体

3　応募期間
　平成25年12月13日（金）～平成26年1月17日（金）　（必着）

4　応募点数
　11点

5　審査
　1次審査　平成26年1月20日（月）　2次審査の対象となる取組6点を選出

　2次審査　平成26年1月31日（金）　次の表のとおり各賞を決定

6　表彰式
　日　時　平成26年2月17日（月）

　場　所　県庁

被表彰者一覧

区分 団体名（代表者名） 所在地

最優秀賞

優秀賞

審査員
特別賞

神石公民館
いきいきふれあい教室
（赤木沢枝）

福山市食生活改善推進
連絡協議会
（信森雅子）

農家レストラン西野
（西野弘美）

神石高原町

福山市

竹原市

●後列左から
　広島県食生活改善推進員団体連絡協議会　西原会長（審査員長）
　広島県国民健康保険団体連合会
　宇都宮常務理事（ひろしま食育・健康づくり実行委員会委員長）
　広島県　布施健康対策課長
●前列左から
　農家レストラン西野　西野弘美さん
　神石公民館いきいきふれあい教室　赤木沢枝さん
　福山市食生活改善推進連絡協議会　信森雅子さん

　第１回「伝えよう　ひろしまの味コンテスト」では，食文化に関する取組を

行っている個人又は団体を広く募集し，伝統性や地域性の観点から広島の宝

の候補を発掘しました。

　今回のコンテストにおいては，広島県ホームページへの掲載のほか，保健所

や市町，教育委員会等を通じて広く県民に募集し，１１点の応募があり，１次

審査，２次審査を行い，各賞を決定しました。

　この詳細について，次のページ以降に，紹介します。
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　現在，好む好まざるにかかわらず，調理済の食品が食卓に並ぶことが多く，祖母から母へと伝えられてきた旬の

食材を生かした調理法や，伝統行事で食べる料理などが忘れられています。この「おふくろの味」を次世代へ伝え

ます。

最優秀賞
の取組

神石公民館いきいきふれあい教室
「神石高原町　残しておきたいおふくろの味」

趣　旨

①レシピ集「神石高原町　残しておきたいおふくろ

の味」編さん及び普及活動

②小学校でのゲストティーチャーとしての伝統料理

の指導（授業など）

③公民館でのクッキング教室

④小学校栄養教諭との連携による小学校での展

示啓発

内　容

　作成したレシピ集は大変好評で県内外からの

注文も多く，何度も増刷を繰り返すほどの人気と

なっています。地道な啓発活動も行っていますが，

このレシピ集を通じてより多くの方に継承すること

ができたと確信しています。

成　果

レシピ集「神石高原町　残しておきたいおふくろの味」

神石公民館いきいきふれあい教室のみなさん 祭りのごちそう レシピ集「神石高原町　残しておきたいおふくろの味」の紙面

ぼた餅を作る様子

やき米を作る様子

やき米を作る様子

レシピ集「神石高原町　残しておきたいおふくろの味」の紙面

手作り味噌を作る様子
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　郷土料理を次世代に伝承する。

優秀賞
の取組

福山市食生活改善推進連絡協議会
「郷土料理の伝承事業」

趣　旨

①郷土料理の掘り起こしをするため，地元の方々

から聞き取り調査を開始。

②市広報誌に2年間にわたり，22回シリーズで「100

年後まで伝えたい郷土の味」を掲載。

③「ふくやまブランド農産物」を活用した“いただきま

す”ふくやまの味のレシピ集を1,000部作成し，市

民に配布。

④「福山食ブランド創出市民会議」の一員として，

伝統の「うずみ」に鯛を加えた磯の香り豊かな

「福山鯛うずみ」を福山食ブランドとして開発し，

市民をはじめとして，市内の保育所（園），幼稚

園，小学校・中学校に対して啓発。

⑤郷土料理レシピ集「100年後まで伝えたい! ばら

のまち ふくやまの味～郷土料理編～」を5,000部

作成し販売。

⑥市内の大学主催の市民フォーラム「食と健康の

ライフサイエンス」やJA女性大学で講師となり，

郷土料理の調理実習を実施。

⑦県の学校栄養教諭を対象に郷土料理の試食会

を実施。

内　容

代表　赤木　沢枝神石公民館いきいきふれあい教室

　昭和40年代の高度経済成長時代に各家庭にテレビや洗濯機，冷蔵庫が

入り，核家族になり，夫婦共働きになりました。同時に調理済みのお惣菜が店

頭に並びはじめ，仕事帰りの主婦達も利用することができるので喜んで買い求

めるようになり，ファーストフードの店数も増えていきました。また, お母さんの手

料理の味を知らない子供達も増えてきました。

　平成18年4月に当時神石公民館館長の東谷欣一氏から「調理済みの食品

についてどう思っているか？　あなたたちが受け継いできた食べ物を次世代に

伝えることができる最後の年代ではないのか。」と強く背中を押され，私達は受

け継いできたものを誇りを持って伝えたいという気持ちになりました。

　それから，「いきいきふれあい教室」を立ち上げ，皆で相談して月ごとに予定

を立て，春夏秋冬旬の野菜や野山に芽吹く山菜を採取して持ち寄り，その

折々の食材の特徴を生かした調理方法など，至るところに先人の知恵と工夫

がしのばれ，自然に体によいものであることが理解できました。

　現代の食の均一化の中で消えかかっている「おふくろの味」やそれぞれの

地域の食を見直し，

優れた調理法，食生

活などを守り伝え，

次 世 代を担う子 供

達の味覚に訴えて，

食の感性を育んで

いきたいと思います。

＜問い合わせ先＞
名　称
住　所
電　話
Eメール

神石高原町教育委員会　生涯学習課
〒720ｰ1812　神石郡神石高原町油木甲5071番地1
（0847）82ｰ2003
jk-syougaku@town.jinsekikogen.hiroshima.jp

レシピ集
「100年後まで伝えたい！　ばらのまち　ふくやまの味～郷土料理編～」

郷土料理の調理実習の様子
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達の味覚に訴えて，

食の感性を育んで

いきたいと思います。

＜問い合わせ先＞
名　称
住　所
電　話
Eメール

神石高原町教育委員会　生涯学習課
〒720ｰ1812　神石郡神石高原町油木甲5071番地1
（0847）82ｰ2003
jk-syougaku@town.jinsekikogen.hiroshima.jp

レシピ集
「100年後まで伝えたい！　ばらのまち　ふくやまの味～郷土料理編～」
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1）農業と地域の活性

特産品を使ったレシピやメニューの開発と発信，

食文化の継承

2）食育活動サポート

地元児童や学生を対象とした，食育や地域文化

学習のサポート

審査員
特別賞
の取組

農家レストラン西野
「特産品を多様に活用した地域振興活動」

趣　旨

①特産じゃがいもを使い，吉名地区で受け継がれ

ていた『吉名コロッケ』の商品化

②特産じゃがいもを使った，産地ならではのメ

ニュー『新じゃがだらけ膳』の開発と提供

③特産じゃがいもを原料にした新しい調味料『塩

じゃが』の開発と提供

④特産じゃがいもを使った料理レシピの公募イベ

ント『じゃがワングランプリ』の企画と開催

⑤たけはら特産のタケノコを使ったご当地グルメ

「竹原たけめし」の開発と提供

⑥特産品料理や，郷土に伝わる料理を学ぶ「おば

あちゃんの料理教室」講座を開催

⑦平成24年9月より，故郷の家庭料理の知恵や

コツをおばあちゃんから学ぶ講座を毎月開催

内　容

会長　信森　雅子福山市食生活改善推進連絡協議会

　私達，福山市食生活改善推進連絡協議会は，平成18年から地元の方々の聞き

取り調査を開始し，平成22年には，郷土料理レシピ集「100年後まで伝えたい!ばら

のまち　ふくやまの味～郷土料理編～」を作成しました。このことが，私達の活動の

幅をより広くすることになりました。

　大学主催の市民フオーラム，JA女性大学，また, 小・中学校のゲストティチャーと

して等，たくさんの皆様に「ふくやまの味」を伝えることができました。最近では，新たな「ふくやまの味」福

山鯛うずみの開発や啓発にも協力をしています。今後も私達の活動が，食文化の継承や地域の活性

化のお役にたてるように，会員と共に頑張っていきたいと思います。

＜問い合わせ先＞

名　称
住　所
電　話 Eメール

福山市食生活改善推進連絡協議会
〒720ｰ8512　福山市三吉町南2丁目11番22号（事務局：福山市保健福祉局　保健部　健康推進課）
（084）928ｰ3421 kenkou-suishin@city.fukuyama.hiroshima.jp

　本団体が郷土料理レシピ集を作成したことで，保育所

（園），学校・幼稚園の給食に郷土料理を多く取り入れるきっか

けになりました。他にも，各公民館や大学，フェスティバル等で

郷土料理をテーマに行事を実施したことで，市民の郷土料理

への関心が高まりました。

成　果

レシピ集「100年後まで伝えたい！
ばらのまち　ふくやまの味～郷土料理編～」紙面

鯛うずみ

じゃがワングランプリの様子

レシピ集「あばぁちゃんのじゃがいもレシピ̶じゃがワングランプリ編̶」
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　三次の食のすばらしさを協力して主体的に探究
し，そのことを文化祭でわかりやすく地域や仲間に
伝える。

その他の取組

趣　旨

　唐麺を使ったレシピ作り，文化祭での展示・発表・
試食

主な取組

西野　弘美農家レストラン西野

　昭和38年には，生産量・単価ともに日本一になり，郷土の誇りだった「吉名じゃが

いも」ですが，高齢化や後継者不足の影響で生産量が減少していました。

　そこで，農業後継者の励みや，地元の子供達の誇りや，地域全体の元気作りの

ために，特産品ジャガイモのおいしさを知ってもらい，注目度と知名度が上がるように

との思いから，地域で受け継がれてきたジャガイモ料理や，郷土の味の提供を始

め，認知度向上に努めてきましたが，さらに今後は，農家ならではの旬の野菜を使ったおばあちゃんの

味や，タケノコなど地域の特産品を使った伝統食を掘り起こし，子供達に継承する機会や，紹介する機

会を増やしていきたいと考えています。

＜問い合わせ先＞

名　称
住　所
電　話 Eメール

農家レストラン西野
〒725ｰ0013　広島県竹原市吉名町八代谷2474番地
（0846）28ｰ0284 nouka2474@tanet.ne.jp

　特産品のじゃがいもを使ったレシピやメニューを約100種類開発しました。

　レシピやメニューを発信するため，ホームページで紹介したりレシピ集を発刊して配布しました。また，料理教室

で，産品料理や旬の素材を使った家庭料理を継承しています。

成　果 【三次市立十日市中学校1学年】
発見「三次のすばらしさ!～味自慢～」

　大竹の農業が抱える「代表する特産品がない」等
の問題点を改善するために，高校生の若い力で地元
の農産物を使ったアイデア料理を考え発信し，“食”を
通して地域のつながりを深め，元気にしていく。

趣　旨

　特産品の調査，アイデア料理の研究，お祭りでの試
食会・レシピ配布・アンケート，小学生への料理教室

主な取組

【広島県立大竹高等学校家庭クラブ】
大竹特産品宣隊☆　～地域とともに～

※応募順

おばあちゃんの料理教室の様子じゃがいもの味噌っこ煮
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　地元で屑と呼ばれている産品の活用法。
　食べものに屑はない　晴れ舞台へ!!

趣　旨

　生詰という製法で檸檬と尾道向島の生姜を
使った「生詰生姜檸檬蜜」という商品の製造・販売

主な取組

【有限会社すぎのや】

生詰生姜檸檬蜜
なま　づめしょう　が　 れ　もん　みつ

　10月のひろしま食育ウィークに合わせて平成25年
10月22日（火）に子供達が「もぶりごはん」を給食で
食べていたので，保護者にも知ってもらう。

趣　旨

　平成25年10月26日（土）に行った，文化祭での
もぶりごはんの販売・レシピ配布，学校広報誌への
写真掲載

主な取組

【東広島市立八本松中学校ＰＴＡ】
文化祭で「もぶりごはん」を紹介

　郷土料理の特徴と作り方を参加者皆で学び，
郷土料理を日頃の食事に取り入れながら後世に
伝える。

趣　旨

　地元産食材を使った生活習慣病予防・改善の
ための料理教室や，郷土料理を後世に伝えること
を目的とした出前料理教室の開催

主な取組

【一般社団法人　農・食・医　同源研究センター】
郷土料理で繋がる健康な地域づくり

　自らの取材や体験を通じて，郷土の味，地域の食
材を伝え，地元の企業と協力して，食を通じた地域活
性を実現する。

趣　旨

　料理教室の開催，体験ツアーの実施，地元の企業
と協力した販促イベントの企画・実施

主な取組

【一般社団法人日本フードアナリスト協会広島支部】
食を通じた地域の絆づくり

　米や広島菜の栽培を通して庄原の農業について
学び，地域に対する愛着を深める。

趣　旨

　広島菜の植え付け・栽培・収穫，広島菜を使ったレ
シピ開発

主な取組

【庄原市立庄原小学校】
広島菜をおいしく食べよう

　「ひろしま給食100万食プロジェクト」の実施にあた
り，県内統一主菜メニューにあう東広島市らしい副菜
メニューを作る。

趣　旨

　「美酒鍋」をスープ化したレシピの開発，各家庭に
紹介する資料配布，東広島市生涯学習フェスティバ
ルでの掲示

主な取組

【東広島市学校給食会　学校給食連絡協議会】
ひろしま給食100万食プロジェクト　東広島版
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伝えよう
ひろしまの味

第1回
「伝えよう　ひろしまの味コンテスト」　評

第1回「伝えようひろしまの味コンテスト」　審査員長
（広島県食生活改善推進員団体連絡協議会　会長）

西原　陽子

ひろしま食育・健康づくり実行委員会
平成２６年３月

　12月中旬からの短い応募期間ながら11点もの応募があり，一次審査，

二次審査を経て表彰に至りました。

　最優秀賞を受けられました「神石公民館いきいきふれあい教室」は，次

世代に伝えるという観点から様々な工夫をされました。地元の作物の歴

史からその利用方法など写真を多く使用しわかりやすくレシピ集にまとめ

られ，大変興味深いものがありました。

　優秀賞を受けられました「福山市食生活改善推進連絡協議会」は，市

をあげて「うずみ」など郷土料理を福山食ブランドとして認知度を高める

ことに努力されています。大変な意欲を感じられました。

　審査員特別賞の「農家レストラン西野」は，特産のじゃがいもだけでな

く，たけのこを使って色々なメニューを考案し提供されています。新しいレ

シピを公募する「じゃがワングランプリ」など開催され，地域だけでなく日本

全国からも参加があるとのことです。新しい調味料「塩じゃが」の開発な

ど，特別賞にふさわしいと思いました。

　また，惜しくも賞に選ばれなかった団体の方々の中にこれからもぜひ活

動を続けていただきたいすばらしい取組もありました。皆様の「ひろしまの

味」に対する熱意に感服いたしました。

ひろしま食育・健康づくり実行委員会

（社）広島県医師会，（一社）広島県歯科医師会，（社）広島県薬剤師会，（公社）広島県看護協会，（公社）広島県栄養士会，広
島県国民健康保険団体連合会，全国健康保険協会広島支部，健康保険組合連合会広島連合会，（一財）広島県環境保健協
会，（社福）広島県社会福祉協議会，（一社）広島県生活衛生同業組合連合会，（公財）広島県地域保健医療推進機構，（株）中
国新聞社，広島県農業協同組合中央会，（一社）広島県食品衛生協会，広島県スーパーマーケット協会，（一社）広島県食品工
業協会，広島県食生活改善推進員団体連絡協議会 広島県PTA連合会，広島県高等学校PTA連合会，広島県


