
（事業案内）

２０１５年９月２０１５年９月２０１５年９月２０１５年９月



■国内産米粉促進ネットワーク（ＣＡＰ．Ｎ）沿革国内産米粉促進ネットワーク（ＣＡＰ．Ｎ）沿革国内産米粉促進ネットワーク（ＣＡＰ．Ｎ）沿革国内産米粉促進ネットワーク（ＣＡＰ．Ｎ）沿革

ＣＡＰ．Ｎ（キャップネット）は、新規米粉（微細粉技術の開発により誕生した、より高品質のＣＡＰ．Ｎ（キャップネット）は、新規米粉（微細粉技術の開発により誕生した、より高品質のＣＡＰ．Ｎ（キャップネット）は、新規米粉（微細粉技術の開発により誕生した、より高品質のＣＡＰ．Ｎ（キャップネット）は、新規米粉（微細粉技術の開発により誕生した、より高品質の

米粉）の普及、米粉産業の発展を目指して、２００８年９月に任意団体としてスタートしました。米粉）の普及、米粉産業の発展を目指して、２００８年９月に任意団体としてスタートしました。米粉）の普及、米粉産業の発展を目指して、２００８年９月に任意団体としてスタートしました。米粉）の普及、米粉産業の発展を目指して、２００８年９月に任意団体としてスタートしました。

２００９年５月に特定非営利活動法人として認定され、米粉普及を促進しております。２００９年５月に特定非営利活動法人として認定され、米粉普及を促進しております。２００９年５月に特定非営利活動法人として認定され、米粉普及を促進しております。２００９年５月に特定非営利活動法人として認定され、米粉普及を促進しております。

活動内容活動内容活動内容活動内容

米粉普及・啓蒙活動米粉普及・啓蒙活動米粉普及・啓蒙活動米粉普及・啓蒙活動

◇米粉関蓮セミナー、講演会、展示会の開催◇米粉関蓮セミナー、講演会、展示会の開催◇米粉関蓮セミナー、講演会、展示会の開催◇米粉関蓮セミナー、講演会、展示会の開催

◇先進地視察の企画◇先進地視察の企画◇先進地視察の企画◇先進地視察の企画

◇米粉セミナー講師の派遣◇米粉セミナー講師の派遣◇米粉セミナー講師の派遣◇米粉セミナー講師の派遣

◇各種情報提供◇各種情報提供◇各種情報提供◇各種情報提供

人材育成活動人材育成活動人材育成活動人材育成活動

◇米粉パン・菓子・麺料理等技術者養成講座◇米粉パン・菓子・麺料理等技術者養成講座◇米粉パン・菓子・麺料理等技術者養成講座◇米粉パン・菓子・麺料理等技術者養成講座

の開設の開設の開設の開設

◇米粉製造業者の現地研修会の開催◇米粉製造業者の現地研修会の開催◇米粉製造業者の現地研修会の開催◇米粉製造業者の現地研修会の開催

◇米粉食品技術指導員の派遣◇米粉食品技術指導員の派遣◇米粉食品技術指導員の派遣◇米粉食品技術指導員の派遣

米粉事業開発相談・支援活動米粉事業開発相談・支援活動米粉事業開発相談・支援活動米粉事業開発相談・支援活動
◇米粉関連講習会・セミナー開催支援◇米粉関連講習会・セミナー開催支援◇米粉関連講習会・セミナー開催支援◇米粉関連講習会・セミナー開催支援

◇事業導入計画・設置・運営計画支援◇事業導入計画・設置・運営計画支援◇事業導入計画・設置・運営計画支援◇事業導入計画・設置・運営計画支援

◇商品開発／商品製造技術指導◇商品開発／商品製造技術指導◇商品開発／商品製造技術指導◇商品開発／商品製造技術指導

◇米粉製粉工場／米粉商品製造（工場）から◇米粉製粉工場／米粉商品製造（工場）から◇米粉製粉工場／米粉商品製造（工場）から◇米粉製粉工場／米粉商品製造（工場）から

販売（店舗）までをトータルサポート販売（店舗）までをトータルサポート販売（店舗）までをトータルサポート販売（店舗）までをトータルサポート

原料・関連機器紹介活動原料・関連機器紹介活動原料・関連機器紹介活動原料・関連機器紹介活動

◇米粉／副原料／副資材等の共同購入◇米粉／副原料／副資材等の共同購入◇米粉／副原料／副資材等の共同購入◇米粉／副原料／副資材等の共同購入

◇米粉製粉機械／製パン／麺関連機器◇米粉製粉機械／製パン／麺関連機器◇米粉製粉機械／製パン／麺関連機器◇米粉製粉機械／製パン／麺関連機器

の紹介の紹介の紹介の紹介



■国内産米粉促進ネットワーク役員国内産米粉促進ネットワーク役員国内産米粉促進ネットワーク役員国内産米粉促進ネットワーク役員

理事長理事長理事長理事長
島田圭一郎島田圭一郎島田圭一郎島田圭一郎 （（株）日本農業新聞（（株）日本農業新聞（（株）日本農業新聞（（株）日本農業新聞 元代表取締役社長元代表取締役社長元代表取締役社長元代表取締役社長））））

理事理事理事理事
川村耕太郎川村耕太郎川村耕太郎川村耕太郎 （東京商工会議所（東京商工会議所（東京商工会議所（東京商工会議所 元常務ｔ理事）元常務ｔ理事）元常務ｔ理事）元常務ｔ理事）

副理事長副理事長副理事長副理事長
萩田萩田萩田萩田 敏敏敏敏 （元農林水産省近畿農政局兵庫農政事務所長）（元農林水産省近畿農政局兵庫農政事務所長）（元農林水産省近畿農政局兵庫農政事務所長）（元農林水産省近畿農政局兵庫農政事務所長）

理事理事理事理事
重野徳夫重野徳夫重野徳夫重野徳夫 （元新潟県農協中央会（元新潟県農協中央会（元新潟県農協中央会（元新潟県農協中央会 専務理事）専務理事）専務理事）専務理事）

副理事長副理事長副理事長副理事長
安村碩之安村碩之安村碩之安村碩之 （元日本大学生物資源科学部（元日本大学生物資源科学部（元日本大学生物資源科学部（元日本大学生物資源科学部 教授）教授）教授）教授）

理事理事理事理事
髙橋正郎髙橋正郎髙橋正郎髙橋正郎 （元日本フードシステム学会（元日本フードシステム学会（元日本フードシステム学会（元日本フードシステム学会 会長会長会長会長

宮城大学宮城大学宮城大学宮城大学 客員教授）客員教授）客員教授）客員教授）

専務理事専務理事専務理事専務理事

髙橋仙一郎髙橋仙一郎髙橋仙一郎髙橋仙一郎 （協同組合米ワールド２１普及協議会（協同組合米ワールド２１普及協議会（協同組合米ワールド２１普及協議会（協同組合米ワールド２１普及協議会

専務理事）専務理事）専務理事）専務理事）

理事理事理事理事
堤堤堤堤 公博公博公博公博 （九州米粉食品普及推進協議会（九州米粉食品普及推進協議会（九州米粉食品普及推進協議会（九州米粉食品普及推進協議会 会長会長会長会長

米・食味鑑定士他）米・食味鑑定士他）米・食味鑑定士他）米・食味鑑定士他）

常任理事常任理事常任理事常任理事
富田孝好富田孝好富田孝好富田孝好 （日本労働者協同組合（ワーカーズコープ）（日本労働者協同組合（ワーカーズコープ）（日本労働者協同組合（ワーカーズコープ）（日本労働者協同組合（ワーカーズコープ）

連合会連合会連合会連合会 センター事業団センター事業団センター事業団センター事業団 副理事長）副理事長）副理事長）副理事長）

理事理事理事理事
平岡平岡平岡平岡 豊豊豊豊 （マーケティングプロデューサー）（マーケティングプロデューサー）（マーケティングプロデューサー）（マーケティングプロデューサー）

理事理事理事理事

江川和徳江川和徳江川和徳江川和徳 （元新潟県農業総合研究所（元新潟県農業総合研究所（元新潟県農業総合研究所（元新潟県農業総合研究所

食品研究センター長）食品研究センター長）食品研究センター長）食品研究センター長）

理事理事理事理事
八巻美恵子八巻美恵子八巻美恵子八巻美恵子 （食工房みやふく代表（食工房みやふく代表（食工房みやふく代表（食工房みやふく代表

フードコーディネーター）フードコーディネーター）フードコーディネーター）フードコーディネーター）

理事理事理事理事

岡阿弥靖正岡阿弥靖正岡阿弥靖正岡阿弥靖正 （元全国農業協同組合連合会（元全国農業協同組合連合会（元全国農業協同組合連合会（元全国農業協同組合連合会 専務）専務）専務）専務）

理事理事理事理事
横田修一横田修一横田修一横田修一 （全国稲作経営者会議（全国稲作経営者会議（全国稲作経営者会議（全国稲作経営者会議 青年部会長）青年部会長）青年部会長）青年部会長）

理事理事理事理事
風間与司治風間与司治風間与司治風間与司治 （東都生活協同組合（東都生活協同組合（東都生活協同組合（東都生活協同組合 常務理事）常務理事）常務理事）常務理事）

監事監事監事監事
岡元カツ子岡元カツ子岡元カツ子岡元カツ子 （労協センター事業団（労協センター事業団（労協センター事業団（労協センター事業団 副理事長）副理事長）副理事長）副理事長）



■普及活動内容普及活動内容普及活動内容普及活動内容

普及活動内容普及活動内容普及活動内容普及活動内容 実施日時実施日時実施日時実施日時

設立記念セミナー設立記念セミナー設立記念セミナー設立記念セミナー ２００８．１０／３２００８．１０／３２００８．１０／３２００８．１０／３

米粉パン技術講習会米粉パン技術講習会米粉パン技術講習会米粉パン技術講習会 第一回第一回第一回第一回 東京南池袋東京南池袋東京南池袋東京南池袋 ２００９．１／２５２００９．１／２５２００９．１／２５２００９．１／２５

米粉パン技術講習会米粉パン技術講習会米粉パン技術講習会米粉パン技術講習会 第二回第二回第二回第二回 名古屋市新栄名古屋市新栄名古屋市新栄名古屋市新栄 ２００９．２／６２００９．２／６２００９．２／６２００９．２／６

米粉ビジネスコンサル展（つくば会場）米粉ビジネスコンサル展（つくば会場）米粉ビジネスコンサル展（つくば会場）米粉ビジネスコンサル展（つくば会場） ２００９．２／２０２００９．２／２０２００９．２／２０２００９．２／２０

米粉ビジネスコンサル展（金沢会場）米粉ビジネスコンサル展（金沢会場）米粉ビジネスコンサル展（金沢会場）米粉ビジネスコンサル展（金沢会場） ２００９．２／２７２００９．２／２７２００９．２／２７２００９．２／２７

ＦＯＯＤＸＦＯＯＤＸＦＯＯＤＸＦＯＯＤＸ ＪＡＰＡＮ平成２１ＪＡＰＡＮ平成２１ＪＡＰＡＮ平成２１ＪＡＰＡＮ平成２１ 米粉パビリオン米粉パビリオン米粉パビリオン米粉パビリオン ２００９．３／３～２００９．３／３～２００９．３／３～２００９．３／３～

ＣＡＰ．Ｎ会員懇話会ＣＡＰ．Ｎ会員懇話会ＣＡＰ．Ｎ会員懇話会ＣＡＰ．Ｎ会員懇話会 ２００９．６／１７２００９．６／１７２００９．６／１７２００９．６／１７

フードシステムソリューションフードシステムソリューションフードシステムソリューションフードシステムソリューション 米粉パビリオン参加米粉パビリオン参加米粉パビリオン参加米粉パビリオン参加 ２００９．９／２４～２００９．９／２４～２００９．９／２４～２００９．９／２４～

米粉ビジネスコンサル相談会（仙台会場）米粉ビジネスコンサル相談会（仙台会場）米粉ビジネスコンサル相談会（仙台会場）米粉ビジネスコンサル相談会（仙台会場） ２００９．１１／１２２００９．１１／１２２００９．１１／１２２００９．１１／１２

米粉ビジネスコンサル相談会（秋田会場）米粉ビジネスコンサル相談会（秋田会場）米粉ビジネスコンサル相談会（秋田会場）米粉ビジネスコンサル相談会（秋田会場） ２００９．１１／１２２００９．１１／１２２００９．１１／１２２００９．１１／１２

米粉ビジネスコンサル相談会（弘前会場）米粉ビジネスコンサル相談会（弘前会場）米粉ビジネスコンサル相談会（弘前会場）米粉ビジネスコンサル相談会（弘前会場） ２００９．１１／１４２００９．１１／１４２００９．１１／１４２００９．１１／１４

米粉食品「米粉食品「米粉食品「米粉食品「こっけんこっけんこっけんこっけん料理講座」米粉パン専門コース主催料理講座」米粉パン専門コース主催料理講座」米粉パン専門コース主催料理講座」米粉パン専門コース主催 ２０１０．１／２８～２０１０．１／２８～２０１０．１／２８～２０１０．１／２８～

こっけんこっけんこっけんこっけん料理研究所主催米粉食品講座への協力料理研究所主催米粉食品講座への協力料理研究所主催米粉食品講座への協力料理研究所主催米粉食品講座への協力
■米粉食品指導員認定スクール■米粉食品指導員認定スクール■米粉食品指導員認定スクール■米粉食品指導員認定スクール ジュニアコース■米粉食品指導員認定スクールジュニアコース■米粉食品指導員認定スクールジュニアコース■米粉食品指導員認定スクールジュニアコース■米粉食品指導員認定スクール マスターコースマスターコースマスターコースマスターコース

２０１０．１／２５～２０１０．１／２５～２０１０．１／２５～２０１０．１／２５～



普及活動内容普及活動内容普及活動内容普及活動内容 実施日時実施日時実施日時実施日時

教育フォーラム教育フォーラム教育フォーラム教育フォーラム in 上越－牛乳・米粉普及ＰＲ企画上越－牛乳・米粉普及ＰＲ企画上越－牛乳・米粉普及ＰＲ企画上越－牛乳・米粉普及ＰＲ企画 ２０１０．１／３０２０１０．１／３０２０１０．１／３０２０１０．１／３０

ＦＯＯＤＸＦＯＯＤＸＦＯＯＤＸＦＯＯＤＸ ＪＡＰＡＮ２０１０ＪＡＰＡＮ２０１０ＪＡＰＡＮ２０１０ＪＡＰＡＮ２０１０ 米粉パビリオン参加米粉パビリオン参加米粉パビリオン参加米粉パビリオン参加 ２０１０．３／２～２０１０．３／２～２０１０．３／２～２０１０．３／２～

静岡県米粉パン製造技術講習会静岡県米粉パン製造技術講習会静岡県米粉パン製造技術講習会静岡県米粉パン製造技術講習会 ２０１０．３／１９２０１０．３／１９２０１０．３／１９２０１０．３／１９

ファベックス２０１０ファベックス２０１０ファベックス２０１０ファベックス２０１０ 米粉パビリオン参加米粉パビリオン参加米粉パビリオン参加米粉パビリオン参加 ２０１０．４／７～２０１０．４／７～２０１０．４／７～２０１０．４／７～

米粉食品「米粉食品「米粉食品「米粉食品「こっけんこっけんこっけんこっけん料理講座」米粉パン専門コース協力料理講座」米粉パン専門コース協力料理講座」米粉パン専門コース協力料理講座」米粉パン専門コース協力 ２０１０．４／１２～２０１０．４／１２～２０１０．４／１２～２０１０．４／１２～

こっけんこっけんこっけんこっけん料理研究所主催米粉食品講座への協力料理研究所主催米粉食品講座への協力料理研究所主催米粉食品講座への協力料理研究所主催米粉食品講座への協力

■米粉食品指導員認定スクール■米粉食品指導員認定スクール■米粉食品指導員認定スクール■米粉食品指導員認定スクール ジュニアコース■米粉食品指導員認定スクージュニアコース■米粉食品指導員認定スクージュニアコース■米粉食品指導員認定スクージュニアコース■米粉食品指導員認定スクー
ルルルル マスターコースマスターコースマスターコースマスターコース

２０１０．４／１８～２０１０．４／１８～２０１０．４／１８～２０１０．４／１８～

ＣＡＰ．Ｎ会員懇話会ＣＡＰ．Ｎ会員懇話会ＣＡＰ．Ｎ会員懇話会ＣＡＰ．Ｎ会員懇話会 ２０１０．６／１６２０１０．６／１６２０１０．６／１６２０１０．６／１６

韓国ウィケン社韓国ウィケン社韓国ウィケン社韓国ウィケン社 米粉事業視察団受け入れ米粉事業視察団受け入れ米粉事業視察団受け入れ米粉事業視察団受け入れ ２０１０．６／２２～２０１０．６／２２～２０１０．６／２２～２０１０．６／２２～

米粉ビジネス相談会米粉ビジネス相談会米粉ビジネス相談会米粉ビジネス相談会 愛知会場／静岡会場／三重会場愛知会場／静岡会場／三重会場愛知会場／静岡会場／三重会場愛知会場／静岡会場／三重会場 ２０１０．６／３０～２０１０．６／３０～２０１０．６／３０～２０１０．６／３０～

フードシステムソリューションフードシステムソリューションフードシステムソリューションフードシステムソリューション 米粉パビリオン参加米粉パビリオン参加米粉パビリオン参加米粉パビリオン参加 ２０１０．９／２２～２０１０．９／２２～２０１０．９／２２～２０１０．９／２２～

土と平和の祭典２０１０参加土と平和の祭典２０１０参加土と平和の祭典２０１０参加土と平和の祭典２０１０参加 ２０１０．１０／１７２０１０．１０／１７２０１０．１０／１７２０１０．１０／１７

ＮｏｏｄｌｅＮｏｏｄｌｅＮｏｏｄｌｅＮｏｏｄｌｅ ＷＯＲＬＤＷＯＲＬＤＷＯＲＬＤＷＯＲＬＤ 米粉パビリオン参加米粉パビリオン参加米粉パビリオン参加米粉パビリオン参加 ２０１０．１０／１９～２０１０．１０／１９～２０１０．１０／１９～２０１０．１０／１９～

■普及活動内容普及活動内容普及活動内容普及活動内容



普及活動内容普及活動内容普及活動内容普及活動内容 実施日時実施日時実施日時実施日時

全国農業協同全国農業協同全国農業協同全国農業協同組合組合組合組合米粉米粉米粉米粉担当担当担当担当者との懇談会者との懇談会者との懇談会者との懇談会 ２０１０．１１／１９２０１０．１１／１９２０１０．１１／１９２０１０．１１／１９

リポ・サロン（米粉料理を研究探究する会として活動（２０１０．１２月から２０１１．３月まで４回開催）リポ・サロン（米粉料理を研究探究する会として活動（２０１０．１２月から２０１１．３月まで４回開催）リポ・サロン（米粉料理を研究探究する会として活動（２０１０．１２月から２０１１．３月まで４回開催）リポ・サロン（米粉料理を研究探究する会として活動（２０１０．１２月から２０１１．３月まで４回開催） ２０１０．１２／１～２０１０．１２／１～２０１０．１２／１～２０１０．１２／１～

エデエデエデエデュコミニュケーション２１教育セミナーュコミニュケーション２１教育セミナーュコミニュケーション２１教育セミナーュコミニュケーション２１教育セミナー in 品品品品川川川川 食育セミナー～食育セミナー～食育セミナー～食育セミナー～学校学校学校学校現場現場現場現場にににに

おおおおけけけけるるるる食育の指導食育の指導食育の指導食育の指導法法法法
２０１１．１／２２２０１１．１／２２２０１１．１／２２２０１１．１／２２

こっけんこっけんこっけんこっけん料理研究所主催米粉パン１日講座への協力料理研究所主催米粉パン１日講座への協力料理研究所主催米粉パン１日講座への協力料理研究所主催米粉パン１日講座への協力 ２０１１．１／２７２０１１．１／２７２０１１．１／２７２０１１．１／２７

米粉ビジネスフォーラム米粉ビジネスフォーラム米粉ビジネスフォーラム米粉ビジネスフォーラム ２０１１．２／１５２０１１．２／１５２０１１．２／１５２０１１．２／１５

こっけんこっけんこっけんこっけん料理研究所主催米粉食品講座協力料理研究所主催米粉食品講座協力料理研究所主催米粉食品講座協力料理研究所主催米粉食品講座協力 米粉パン専門コース米粉パン専門コース米粉パン専門コース米粉パン専門コース
■米粉食品指導員認定スクール（米粉パンコース）■米粉食品指導員認定スクール（米粉ケーキ、調■米粉食品指導員認定スクール（米粉パンコース）■米粉食品指導員認定スクール（米粉ケーキ、調■米粉食品指導員認定スクール（米粉パンコース）■米粉食品指導員認定スクール（米粉ケーキ、調■米粉食品指導員認定スクール（米粉パンコース）■米粉食品指導員認定スクール（米粉ケーキ、調
理コース）■米粉パスタコース理コース）■米粉パスタコース理コース）■米粉パスタコース理コース）■米粉パスタコース

２０１１．４２０１１．４２０１１．４２０１１．４月月月月～～～～

労労労労協センター事業団協センター事業団協センター事業団協センター事業団神奈川神奈川神奈川神奈川事業事業事業事業本部本部本部本部 緊急人緊急人緊急人緊急人材育成講座社会材育成講座社会材育成講座社会材育成講座社会的的的的事業者コース事業者コース事業者コース事業者コース

農業・米粉実習講座への協力農業・米粉実習講座への協力農業・米粉実習講座への協力農業・米粉実習講座への協力
２０１１．５／１８～２０１１．５／１８～２０１１．５／１８～２０１１．５／１８～

ＮｏｏｄｌｅＮｏｏｄｌｅＮｏｏｄｌｅＮｏｏｄｌｅ ＷＯＲＬＤＷＯＲＬＤＷＯＲＬＤＷＯＲＬＤ ＫＫＫＫＡＮＡＮＡＮＡＮＳＳＳＳＡＡＡＡＩＩＩＩ２０１１２０１１２０１１２０１１ 米粉パビリオン参加米粉パビリオン参加米粉パビリオン参加米粉パビリオン参加 ２０１１．６／１４～２０１１．６／１４～２０１１．６／１４～２０１１．６／１４～

ＣＡＰ．Ｎ会員懇話会ＣＡＰ．Ｎ会員懇話会ＣＡＰ．Ｎ会員懇話会ＣＡＰ．Ｎ会員懇話会 ２０１１．６／２９２０１１．６／２９２０１１．６／２９２０１１．６／２９

フードシステムソリューションフードシステムソリューションフードシステムソリューションフードシステムソリューション 米粉パビリオン参加米粉パビリオン参加米粉パビリオン参加米粉パビリオン参加 ２０１１．９／２６～２０１１．９／２６～２０１１．９／２６～２０１１．９／２６～

土と平和の祭典２０１１土と平和の祭典２０１１土と平和の祭典２０１１土と平和の祭典２０１１にににに参加参加参加参加 ２０１１．１０／１６２０１１．１０／１６２０１１．１０／１６２０１１．１０／１６

ＮｏｏｄｌｅＮｏｏｄｌｅＮｏｏｄｌｅＮｏｏｄｌｅ ＷＯＲＬＤＷＯＲＬＤＷＯＲＬＤＷＯＲＬＤ 米粉パビリオン参加米粉パビリオン参加米粉パビリオン参加米粉パビリオン参加 ２０１１．１０／１９～２０１１．１０／１９～２０１１．１０／１９～２０１１．１０／１９～

■普及活動内容普及活動内容普及活動内容普及活動内容



普及活動内容普及活動内容普及活動内容普及活動内容 実施日時実施日時実施日時実施日時

米粉フォーラム米粉フォーラム米粉フォーラム米粉フォーラム 開催開催開催開催 ２０１２．３／６２０１２．３／６２０１２．３／６２０１２．３／６

ＦＯＯＤＸＦＯＯＤＸＦＯＯＤＸＦＯＯＤＸ ＪＡＰＡＮ２０１１ＪＡＰＡＮ２０１１ＪＡＰＡＮ２０１１ＪＡＰＡＮ２０１１ 米粉パビリオン参加米粉パビリオン参加米粉パビリオン参加米粉パビリオン参加 ２０１２．３／６～２０１２．３／６～２０１２．３／６～２０１２．３／６～

労労労労協センター事業団の東協センター事業団の東協センター事業団の東協センター事業団の東北被災北被災北被災北被災地地地地大船渡大船渡大船渡大船渡、、、、登登登登米事業所米事業所米事業所米事業所などにおなどにおなどにおなどにおけけけけるるるる米粉関連米粉関連米粉関連米粉関連起起起起
業業業業家家家家への支援への支援への支援への支援

２０１２．３２０１２．３２０１２．３２０１２．３月月月月～～～～

こっけんこっけんこっけんこっけん料理研究所主催米粉食品講座協力料理研究所主催米粉食品講座協力料理研究所主催米粉食品講座協力料理研究所主催米粉食品講座協力 米粉パン専門コース米粉パン専門コース米粉パン専門コース米粉パン専門コース

■米粉食品指導員認定スクール（米粉パンコース）■米粉食品指導員認定スクー■米粉食品指導員認定スクール（米粉パンコース）■米粉食品指導員認定スクー■米粉食品指導員認定スクール（米粉パンコース）■米粉食品指導員認定スクー■米粉食品指導員認定スクール（米粉パンコース）■米粉食品指導員認定スクー
ル（米粉ケール（米粉ケール（米粉ケール（米粉ケーキキキキ、、、、調調調調理コース）理コース）理コース）理コース）

２０１２．４２０１２．４２０１２．４２０１２．４月月月月～～～～

労労労労協センター事業団協センター事業団協センター事業団協センター事業団神奈川神奈川神奈川神奈川事業事業事業事業本部本部本部本部米粉製造販売「米粉製造販売「米粉製造販売「米粉製造販売「カカカカフフフフェェェェららららいさいさいさいさー」への支援ー」への支援ー」への支援ー」への支援
２０１２．４／１９２０１２．４／１９２０１２．４／１９２０１２．４／１９

開店開店開店開店

ファーム・ファーム・ファーム・ファーム・エイエイエイエイドドドド銀銀銀銀座２０１２座２０１２座２０１２座２０１２ 労労労労協協協協出出出出展店舗展店舗展店舗展店舗にににに参加参加参加参加 ２０１２．４／２８２０１２．４／２８２０１２．４／２８２０１２．４／２８

ＮｏｏｄｌｅＮｏｏｄｌｅＮｏｏｄｌｅＮｏｏｄｌｅ ＷＯＲＬＤＷＯＲＬＤＷＯＲＬＤＷＯＲＬＤ ＫＫＫＫＡＮＡＮＡＮＡＮＳＳＳＳＡＡＡＡＩＩＩＩ ２０１２２０１２２０１２２０１２ 米粉パビリオン参加米粉パビリオン参加米粉パビリオン参加米粉パビリオン参加 ２０１２．５／２２～２０１２．５／２２～２０１２．５／２２～２０１２．５／２２～

ＣＡＰ．Ｎ会員懇話会ＣＡＰ．Ｎ会員懇話会ＣＡＰ．Ｎ会員懇話会ＣＡＰ．Ｎ会員懇話会 ２０１２．６／２６２０１２．６／２６２０１２．６／２６２０１２．６／２６

フードシステムソリューションフードシステムソリューションフードシステムソリューションフードシステムソリューション 米粉パビリオン参加米粉パビリオン参加米粉パビリオン参加米粉パビリオン参加 ２０１２．９／１９～２０１２．９／１９～２０１２．９／１９～２０１２．９／１９～

ＮｏｏｄｌｅＮｏｏｄｌｅＮｏｏｄｌｅＮｏｏｄｌｅ ＷＯＲＬＤＷＯＲＬＤＷＯＲＬＤＷＯＲＬＤ 米粉パビリオン参加米粉パビリオン参加米粉パビリオン参加米粉パビリオン参加 ２０１２．８／２９～２０１２．８／２９～２０１２．８／２９～２０１２．８／２９～

■普及活動内容普及活動内容普及活動内容普及活動内容



普及活動内容普及活動内容普及活動内容普及活動内容 実施日時実施日時実施日時実施日時

第５回第５回第５回第５回 ＥＥＥＥＤＯＤＯＤＯＤＯ ＡＲＡＲＡＲＡＲＴＴＴＴ ＥＥＥＥＸＰＯ（ＸＰＯ（ＸＰＯ（ＸＰＯ（旧旧旧旧日日日日本橋美人博覧本橋美人博覧本橋美人博覧本橋美人博覧会）会）会）会） ＜＜＜＜商品開発と販売商品開発と販売商品開発と販売商品開発と販売＞＞＞＞ ２０１２．９／２８～２０１２．９／２８～２０１２．９／２８～２０１２．９／２８～

＜江戸＜江戸＜江戸＜江戸東京ウォー東京ウォー東京ウォー東京ウォーキキキキンンンングイグイグイグイベントベントベントベントにてにてにてにて米粉米粉米粉米粉配布＞配布＞配布＞配布＞ ２２２２，，，，２００袋２００袋２００袋２００袋 ２０１２．９．２９２０１２．９．２９２０１２．９．２９２０１２．９．２９

＜復興＜復興＜復興＜復興市市市市にてにてにてにて米粉製品の販売米粉製品の販売米粉製品の販売米粉製品の販売＞＞＞＞ ２０１２．１０／７～２０１２．１０／７～２０１２．１０／７～２０１２．１０／７～

ファーム・ファーム・ファーム・ファーム・エイエイエイエイドドドド銀銀銀銀座２０１２座２０１２座２０１２座２０１２ 労労労労協協協協出出出出展店舗展店舗展店舗展店舗にににに参加参加参加参加 ２０１２．１０／４２０１２．１０／４２０１２．１０／４２０１２．１０／４

ＦＯＯＤＸＦＯＯＤＸＦＯＯＤＸＦＯＯＤＸ ＪＡＰＡＮ２０１１ＪＡＰＡＮ２０１１ＪＡＰＡＮ２０１１ＪＡＰＡＮ２０１１ 米粉パビリオン参加米粉パビリオン参加米粉パビリオン参加米粉パビリオン参加 ２０１３．３／５～２０１３．３／５～２０１３．３／５～２０１３．３／５～

米粉普及懇話会米粉普及懇話会米粉普及懇話会米粉普及懇話会 ２０１３．３／１３２０１３．３／１３２０１３．３／１３２０１３．３／１３

こっけんこっけんこっけんこっけん料理研究所主催米粉食品講座協力料理研究所主催米粉食品講座協力料理研究所主催米粉食品講座協力料理研究所主催米粉食品講座協力 米粉パン専門コース米粉パン専門コース米粉パン専門コース米粉パン専門コース

■米粉食品指導員認定スクール（米粉パンコース）■米粉食品指導員認定スクー■米粉食品指導員認定スクール（米粉パンコース）■米粉食品指導員認定スクー■米粉食品指導員認定スクール（米粉パンコース）■米粉食品指導員認定スクー■米粉食品指導員認定スクール（米粉パンコース）■米粉食品指導員認定スクー
ル（米粉ケール（米粉ケール（米粉ケール（米粉ケーキキキキ、、、、調調調調理コース）理コース）理コース）理コース）

２０１３．４２０１３．４２０１３．４２０１３．４月月月月～～～～

ＩＩＩＩＮＮＮＮＴＥＴＥＴＥＴＥＲ－ＦＯＯＤＲ－ＦＯＯＤＲ－ＦＯＯＤＲ－ＦＯＯＤ ＫＫＫＫＡＮＡＮＡＮＡＮＳＳＳＳＡＡＡＡＩＩＩＩ２０１３２０１３２０１３２０１３ 米粉パビリオン参加米粉パビリオン参加米粉パビリオン参加米粉パビリオン参加 ２０１３．５／２１～２０１３．５／２１～２０１３．５／２１～２０１３．５／２１～

ＣＡＰ．Ｎ会員懇話会ＣＡＰ．Ｎ会員懇話会ＣＡＰ．Ｎ会員懇話会ＣＡＰ．Ｎ会員懇話会 ２０１３．６／２１２０１３．６／２１２０１３．６／２１２０１３．６／２１

ＮｏｏｄｌｅＮｏｏｄｌｅＮｏｏｄｌｅＮｏｏｄｌｅ ＷＯＲＬＤＷＯＲＬＤＷＯＲＬＤＷＯＲＬＤ 米粉パビリオン参加米粉パビリオン参加米粉パビリオン参加米粉パビリオン参加 ２０１３．８／５～２０１３．８／５～２０１３．８／５～２０１３．８／５～

フードシシテムソリューションフードシシテムソリューションフードシシテムソリューションフードシシテムソリューション 米粉パビリオン参加米粉パビリオン参加米粉パビリオン参加米粉パビリオン参加 ２０１３．９／２５～２０１３．９／２５～２０１３．９／２５～２０１３．９／２５～

米粉の名米粉の名米粉の名米粉の名人人人人 料理料理料理料理ググググランランランランププププリリリリ 第１回全国米粉料理第１回全国米粉料理第１回全国米粉料理第１回全国米粉料理レレレレシシシシピピピピコンテストコンテストコンテストコンテスト 地地地地区決区決区決区決

勝大勝大勝大勝大会会会会 ＜＜＜＜関東・関東・関東・関東・甲信甲信甲信甲信越地越地越地越地区決勝大区決勝大区決勝大区決勝大会会会会＞＞＞＞開催開催開催開催 ：女：女：女：女子栄養子栄養子栄養子栄養大学大学大学大学 坂戸坂戸坂戸坂戸キャキャキャキャンンンン

パスパスパスパス

２０１４．１／１２２０１４．１／１２２０１４．１／１２２０１４．１／１２

■普及活動内容普及活動内容普及活動内容普及活動内容



普及活動内容普及活動内容普及活動内容普及活動内容 実施日時実施日時実施日時実施日時

米粉の名米粉の名米粉の名米粉の名人人人人 料理料理料理料理ググググランランランランププププリリリリ 第１回全国米粉料理第１回全国米粉料理第１回全国米粉料理第１回全国米粉料理レレレレシシシシピピピピコンテストコンテストコンテストコンテスト 地地地地区決区決区決区決

勝大勝大勝大勝大会会会会 ＜近畿＜近畿＜近畿＜近畿・東・東・東・東海海海海・・・・北陸北陸北陸北陸地地地地区決勝大区決勝大区決勝大区決勝大会会会会＞＞＞＞開催開催開催開催 ：大津：大津：大津：大津市市市市民民民民会会会会館館館館
２０１４．１／１９２０１４．１／１９２０１４．１／１９２０１４．１／１９

米粉の名米粉の名米粉の名米粉の名人人人人 料理料理料理料理ググググランランランランププププリリリリ 第１回全国米粉料理第１回全国米粉料理第１回全国米粉料理第１回全国米粉料理レレレレシシシシピピピピコンテストコンテストコンテストコンテスト 地地地地区決区決区決区決

勝大勝大勝大勝大会会会会 ＜北海道＜北海道＜北海道＜北海道・東・東・東・東北北北北地地地地区決勝大区決勝大区決勝大区決勝大会会会会＞＞＞＞開催開催開催開催 ：宮城学院女：宮城学院女：宮城学院女：宮城学院女子子子子大学大学大学大学
２０１４．１／２６２０１４．１／２６２０１４．１／２６２０１４．１／２６

米粉の名米粉の名米粉の名米粉の名人人人人 料理料理料理料理ググググランランランランププププリリリリ 第１回全国米粉料理第１回全国米粉料理第１回全国米粉料理第１回全国米粉料理レレレレシシシシピピピピコンテストコンテストコンテストコンテスト 地地地地区決区決区決区決

勝大勝大勝大勝大会会会会 ＜中四＜中四＜中四＜中四国・国・国・国・九州九州九州九州地地地地区決勝大区決勝大区決勝大区決勝大会会会会＞＞＞＞開催開催開催開催 ：：：：くらくらくらくらしき作陽大学しき作陽大学しき作陽大学しき作陽大学
２０１４．２／９２０１４．２／９２０１４．２／９２０１４．２／９

ＦＯＯＤＦＯＯＤＦＯＯＤＦＯＯＤＥＥＥＥＸＸＸＸ ＪＡＰＡＮ２０１４ＪＡＰＡＮ２０１４ＪＡＰＡＮ２０１４ＪＡＰＡＮ２０１４ 米粉パビリオン参加米粉パビリオン参加米粉パビリオン参加米粉パビリオン参加 ２０１４．３／４～２０１４．３／４～２０１４．３／４～２０１４．３／４～

米粉の名米粉の名米粉の名米粉の名人人人人 料理料理料理料理ググググランランランランププププリリリリ 第１回全国米粉料理第１回全国米粉料理第１回全国米粉料理第１回全国米粉料理レレレレシシシシピピピピコンテストコンテストコンテストコンテスト 全国全国全国全国決決決決

勝大勝大勝大勝大会会会会開催開催開催開催 ：女：女：女：女子栄養子栄養子栄養子栄養大学大学大学大学 駒込キャ駒込キャ駒込キャ駒込キャンパスンパスンパスンパス
２０１４．３／２１２０１４．３／２１２０１４．３／２１２０１４．３／２１

第１回全国米粉料理第１回全国米粉料理第１回全国米粉料理第１回全国米粉料理レレレレシシシシピピピピコンテストコンテストコンテストコンテスト 記念記念記念記念特別特別特別特別セミナー開催セミナー開催セミナー開催セミナー開催 ２０１４．３／２２２０１４．３／２２２０１４．３／２２２０１４．３／２２

フードシステムソリューションフードシステムソリューションフードシステムソリューションフードシステムソリューション 米粉パビリオン参加米粉パビリオン参加米粉パビリオン参加米粉パビリオン参加
２０１４．９／１７２０１４．９／１７２０１４．９／１７２０１４．９／１７
～～～～

米粉の名米粉の名米粉の名米粉の名人人人人 料理料理料理料理ググググランランランランププププリリリリ 第２回全国米粉料理コンテスト第２回全国米粉料理コンテスト第２回全国米粉料理コンテスト第２回全国米粉料理コンテスト 地地地地区決勝大区決勝大区決勝大区決勝大会会会会

＜＜＜＜東東東東北北北北地地地地区決勝大区決勝大区決勝大区決勝大会会会会＞＞＞＞開催開催開催開催 ：山形調：山形調：山形調：山形調理師専門理師専門理師専門理師専門学校学校学校学校
２０１４．１２／６２０１４．１２／６２０１４．１２／６２０１４．１２／６

米粉の名米粉の名米粉の名米粉の名人人人人 料理料理料理料理ググググランランランランププププリリリリ 第２回全国米粉料理コンテスト第２回全国米粉料理コンテスト第２回全国米粉料理コンテスト第２回全国米粉料理コンテスト 地地地地区決勝区決勝区決勝区決勝大大大大

＜＜＜＜関東・関東・関東・関東・甲信甲信甲信甲信越地越地越地越地区決勝大区決勝大区決勝大区決勝大会会会会＞＞＞＞開催開催開催開催：：：： 学校法人石坂学園学校法人石坂学園学校法人石坂学園学校法人石坂学園 長長長長野調野調野調野調理製菓理製菓理製菓理製菓

専門専門専門専門学校学校学校学校

２０１４．１２／１３２０１４．１２／１３２０１４．１２／１３２０１４．１２／１３

■普及活動内容普及活動内容普及活動内容普及活動内容



普及活動内容普及活動内容普及活動内容普及活動内容 実施日時実施日時実施日時実施日時

米粉の名米粉の名米粉の名米粉の名人人人人 料理料理料理料理ググググランランランランププププリリリリ 第２回全国米粉料理コンテスト第２回全国米粉料理コンテスト第２回全国米粉料理コンテスト第２回全国米粉料理コンテスト 地地地地区決勝大区決勝大区決勝大区決勝大会会会会

＜近畿＜近畿＜近畿＜近畿・東・東・東・東海海海海・・・・北陸北陸北陸北陸地地地地区決勝大区決勝大区決勝大区決勝大会会会会＞＞＞＞開催開催開催開催：：：： 大阪ガ大阪ガ大阪ガ大阪ガスススス調調調調理施設理施設理施設理施設（ハグ（ハグ（ハグ（ハグ ミュージアミュージアミュージアミュージア

ム）ム）ム）ム）

２０１５．１／１７２０１５．１／１７２０１５．１／１７２０１５．１／１７

米米米米粉の名粉の名粉の名粉の名人人人人 料理料理料理料理ググググランランランランププププリリリリ 第２回全国米粉料理コンテスト第２回全国米粉料理コンテスト第２回全国米粉料理コンテスト第２回全国米粉料理コンテスト 地地地地区決勝区決勝区決勝区決勝大大大大会会会会

＜＜＜＜中中中中国・国・国・国・四四四四国地国地国地国地区決勝大区決勝大区決勝大区決勝大会会会会＞＞＞＞開催開催開催開催 ：学校法人：学校法人：学校法人：学校法人原田原田原田原田学園学園学園学園 広島酔心広島酔心広島酔心広島酔心調調調調理製菓理製菓理製菓理製菓

専門専門専門専門学校学校学校学校
２０１５．１／３１２０１５．１／３１２０１５．１／３１２０１５．１／３１

米米米米粉の名粉の名粉の名粉の名人人人人 料理料理料理料理ググググランランランランププププリリリリ 第２回全国米粉料理コンテスト第２回全国米粉料理コンテスト第２回全国米粉料理コンテスト第２回全国米粉料理コンテスト 地地地地区決勝区決勝区決勝区決勝大大大大会会会会

＜＜＜＜九州九州九州九州地地地地区決勝大区決勝大区決勝大区決勝大会会会会＞＞＞＞開催開催開催開催：：：： 学校法人学校法人学校法人学校法人常常常常盤学園盤学園盤学園盤学園専修専修専修専修学校学校学校学校常常常常盤学院盤学院盤学院盤学院 ２０１５．２／７２０１５．２／７２０１５．２／７２０１５．２／７

米米米米粉の名粉の名粉の名粉の名人人人人 料理料理料理料理ググググランランランランププププリリリリ 第２回全国米粉料理コンテスト第２回全国米粉料理コンテスト第２回全国米粉料理コンテスト第２回全国米粉料理コンテスト 地地地地区決勝区決勝区決勝区決勝大大大大会会会会

＜＜＜＜北海道北海道北海道北海道地地地地区決勝大区決勝大区決勝大区決勝大会会会会＞＞＞＞開催開催開催開催：：：： 学校法人光塩学園本部学校法人光塩学園本部学校法人光塩学園本部学校法人光塩学園本部 光塩学園調光塩学園調光塩学園調光塩学園調理専理専理専理専

門門門門学校学校学校学校
２０１５．２／１５２０１５．２／１５２０１５．２／１５２０１５．２／１５

ＦＯＯＤＸＦＯＯＤＸＦＯＯＤＸＦＯＯＤＸ ＪＡＰＡＮ２０１５ＪＡＰＡＮ２０１５ＪＡＰＡＮ２０１５ＪＡＰＡＮ２０１５ 米粉パビリオン参加米粉パビリオン参加米粉パビリオン参加米粉パビリオン参加 ２０１５．３／３～２０１５．３／３～２０１５．３／３～２０１５．３／３～

米米米米粉の名粉の名粉の名粉の名人人人人 料理料理料理料理ググググランランランランププププリリリリ 第２回全国米粉料理コンテスト第２回全国米粉料理コンテスト第２回全国米粉料理コンテスト第２回全国米粉料理コンテスト 記念記念記念記念特別特別特別特別セミセミセミセミ

ナー「米粉ナー「米粉ナー「米粉ナー「米粉によるによるによるによる食食食食物物物物アアアアレレレレルルルルギギギギーーーー対応対応対応対応セミナーセミナーセミナーセミナーⅡⅡⅡⅡ」」」」 ２０１５．３／７２０１５．３／７２０１５．３／７２０１５．３／７

米米米米粉の名粉の名粉の名粉の名人人人人 料理料理料理料理ググググランランランランププププリリリリ 第２回全国米粉料理コンテスト第２回全国米粉料理コンテスト第２回全国米粉料理コンテスト第２回全国米粉料理コンテスト 全国全国全国全国決勝決勝決勝決勝大大大大会会会会

開催開催開催開催 ：：：：製粉会製粉会製粉会製粉会館館館館 ２０１５．３／８２０１５．３／８２０１５．３／８２０１５．３／８

■普及活動内容普及活動内容普及活動内容普及活動内容



『『『『ＣＡＰ．ＮＣＡＰ．ＮＣＡＰ．ＮＣＡＰ．Ｎ通信“通信“通信“通信“米粉で地米粉で地米粉で地米粉で地域域域域と日と日と日と日本本本本をををを変える！”変える！”変える！”変える！”』』』』の発の発の発の発刊刊刊刊（（（（創刊号創刊号創刊号創刊号）））） ２００９．５／３０２００９．５／３０２００９．５／３０２００９．５／３０

『『『『ＣＡＰ．ＮＣＡＰ．ＮＣＡＰ．ＮＣＡＰ．Ｎ通信“通信“通信“通信“米粉で地米粉で地米粉で地米粉で地域域域域と日と日と日と日本本本本をををを変える！”変える！”変える！”変える！”』』』』の発の発の発の発刊刊刊刊（第２（第２（第２（第２号号号号）））） ２００９．８／３１２００９．８／３１２００９．８／３１２００９．８／３１

『『『『ＣＡＰ．ＮＣＡＰ．ＮＣＡＰ．ＮＣＡＰ．Ｎ通信“通信“通信“通信“米粉で地米粉で地米粉で地米粉で地域域域域と日と日と日と日本本本本をををを変える！”変える！”変える！”変える！”』』』』の発の発の発の発刊刊刊刊（第３（第３（第３（第３号号号号）））） ２００９．１１／３０２００９．１１／３０２００９．１１／３０２００９．１１／３０

『『『『ＣＡＰ．ＮＣＡＰ．ＮＣＡＰ．ＮＣＡＰ．Ｎ通信“通信“通信“通信“米粉で地米粉で地米粉で地米粉で地域域域域と日と日と日と日本本本本をををを変える！”変える！”変える！”変える！”』』』』の発の発の発の発刊刊刊刊（第４（第４（第４（第４号号号号）））） ２０１０．３／１６２０１０．３／１６２０１０．３／１６２０１０．３／１６

『『『『ＣＡＰ．ＮＣＡＰ．ＮＣＡＰ．ＮＣＡＰ．Ｎ通信“通信“通信“通信“米粉で地米粉で地米粉で地米粉で地域域域域と日と日と日と日本本本本をををを変える！”変える！”変える！”変える！”』』』』の発の発の発の発刊刊刊刊（第５（第５（第５（第５号号号号）））） ２０１０．５／３０２０１０．５／３０２０１０．５／３０２０１０．５／３０

『『『『ＣＡＰ．ＮＣＡＰ．ＮＣＡＰ．ＮＣＡＰ．Ｎ通信“通信“通信“通信“米粉で地米粉で地米粉で地米粉で地域域域域と日と日と日と日本本本本をををを変える！”変える！”変える！”変える！”』』』』の発の発の発の発刊刊刊刊（第６（第６（第６（第６号号号号）））） ２０１０．８／５２０１０．８／５２０１０．８／５２０１０．８／５

『『『『ＣＡＰ．ＮＣＡＰ．ＮＣＡＰ．ＮＣＡＰ．Ｎ通信“通信“通信“通信“米粉で地米粉で地米粉で地米粉で地域域域域と日と日と日と日本本本本をををを変える！”変える！”変える！”変える！”』』』』の発の発の発の発刊刊刊刊（第７（第７（第７（第７号号号号）））） ２０１１．１２／５２０１１．１２／５２０１１．１２／５２０１１．１２／５

『『『『ＣＡＰ．ＮＣＡＰ．ＮＣＡＰ．ＮＣＡＰ．Ｎ通信“通信“通信“通信“米粉で地米粉で地米粉で地米粉で地域域域域と日と日と日と日本本本本をををを変える！”変える！”変える！”変える！”』』』』の発の発の発の発刊刊刊刊（第８（第８（第８（第８号号号号）））） ２０１２．８／５２０１２．８／５２０１２．８／５２０１２．８／５

『『『『ＣＡＰ．ＮＣＡＰ．ＮＣＡＰ．ＮＣＡＰ．Ｎ通信“通信“通信“通信“米粉で地米粉で地米粉で地米粉で地域域域域と日と日と日と日本本本本をををを変える！”変える！”変える！”変える！”』』』』の発の発の発の発刊刊刊刊（第９（第９（第９（第９号号号号）））） ２０１２．１０／５２０１２．１０／５２０１２．１０／５２０１２．１０／５

『『『『ＣＡＰ．ＮＣＡＰ．ＮＣＡＰ．ＮＣＡＰ．Ｎ通信“通信“通信“通信“米粉で地米粉で地米粉で地米粉で地域域域域と日と日と日と日本本本本をををを変える！”変える！”変える！”変える！”』』』』の発の発の発の発刊刊刊刊（第１０（第１０（第１０（第１０号号号号）））） ２０１３．１／１０２０１３．１／１０２０１３．１／１０２０１３．１／１０

『『『『ＣＡＰ．ＮＣＡＰ．ＮＣＡＰ．ＮＣＡＰ．Ｎ通信“通信“通信“通信“米粉で地米粉で地米粉で地米粉で地域域域域と日と日と日と日本本本本をををを変える！”変える！”変える！”変える！”』』』』の発の発の発の発刊刊刊刊（第１１（第１１（第１１（第１１号号号号）））） ２０１３．４／１５２０１３．４／１５２０１３．４／１５２０１３．４／１５

『『『『ＣＡＰ．ＮＣＡＰ．ＮＣＡＰ．ＮＣＡＰ．Ｎ通信“通信“通信“通信“米粉で地米粉で地米粉で地米粉で地域域域域と日と日と日と日本本本本をををを変える！”変える！”変える！”変える！”』』』』の発の発の発の発刊刊刊刊（第１２（第１２（第１２（第１２号号号号）））） ２０１３．７／１３２０１３．７／１３２０１３．７／１３２０１３．７／１３

『『『『ＣＡＰ．ＮＣＡＰ．ＮＣＡＰ．ＮＣＡＰ．Ｎ通信“通信“通信“通信“米粉で地米粉で地米粉で地米粉で地域域域域と日と日と日と日本本本本をををを変える！”変える！”変える！”変える！”』』』』の発の発の発の発刊刊刊刊（第１３（第１３（第１３（第１３号号号号）））） ２０１３．１０／１６２０１３．１０／１６２０１３．１０／１６２０１３．１０／１６

『『『『ＣＡＰ．ＮＣＡＰ．ＮＣＡＰ．ＮＣＡＰ．Ｎ通信“通信“通信“通信“米粉で地米粉で地米粉で地米粉で地域域域域と日と日と日と日本本本本をををを変える！”変える！”変える！”変える！”』』』』の発の発の発の発刊刊刊刊（第１４（第１４（第１４（第１４号号号号）））） ２０１４．１／１８２０１４．１／１８２０１４．１／１８２０１４．１／１８

■普及活動内容普及活動内容普及活動内容普及活動内容



『『『『ＣＡＰ．ＮＣＡＰ．ＮＣＡＰ．ＮＣＡＰ．Ｎ通信“通信“通信“通信“米粉で地米粉で地米粉で地米粉で地域域域域と日と日と日と日本本本本をををを変える！”変える！”変える！”変える！”』』』』の発の発の発の発刊刊刊刊（第１５（第１５（第１５（第１５号号号号）））） ２０１４．４／２０２０１４．４／２０２０１４．４／２０２０１４．４／２０

『『『『ＣＡＰ．ＮＣＡＰ．ＮＣＡＰ．ＮＣＡＰ．Ｎ通信“通信“通信“通信“米粉で地米粉で地米粉で地米粉で地域域域域と日と日と日と日本本本本をををを変える！”変える！”変える！”変える！”』』』』の発の発の発の発刊刊刊刊（第１６（第１６（第１６（第１６号号号号）））） ２０１４．７／１５２０１４．７／１５２０１４．７／１５２０１４．７／１５

『『『『ＣＡＰ．ＮＣＡＰ．ＮＣＡＰ．ＮＣＡＰ．Ｎ通信“通信“通信“通信“米粉で地米粉で地米粉で地米粉で地域域域域と日と日と日と日本本本本をををを変える！”変える！”変える！”変える！”』』』』の発の発の発の発刊刊刊刊（第１７（第１７（第１７（第１７号号号号）））） ２０１４．１０／１２２０１４．１０／１２２０１４．１０／１２２０１４．１０／１２

『『『『ＣＡＰ．ＮＣＡＰ．ＮＣＡＰ．ＮＣＡＰ．Ｎ通信“通信“通信“通信“米粉で地米粉で地米粉で地米粉で地域域域域と日と日と日と日本本本本をををを変える！”変える！”変える！”変える！”』』』』の発の発の発の発刊刊刊刊（第１８（第１８（第１８（第１８号号号号）））） ２０１５．１／１３２０１５．１／１３２０１５．１／１３２０１５．１／１３

『『『『ＣＡＰ．ＮＣＡＰ．ＮＣＡＰ．ＮＣＡＰ．Ｎ通信“通信“通信“通信“米粉で地米粉で地米粉で地米粉で地域域域域と日と日と日と日本本本本をををを変える！”変える！”変える！”変える！”』』』』の発の発の発の発刊刊刊刊（第１９（第１９（第１９（第１９号号号号）））） ２０１５．４／１０２０１５．４／１０２０１５．４／１０２０１５．４／１０

『『『『ＣＡＰ．ＮＣＡＰ．ＮＣＡＰ．ＮＣＡＰ．Ｎ通信“通信“通信“通信“米粉で地米粉で地米粉で地米粉で地域域域域と日と日と日と日本本本本をををを変える！”変える！”変える！”変える！”』』』』の発の発の発の発刊刊刊刊（第２０（第２０（第２０（第２０号号号号）））） ２０１５．７／２３２０１５．７／２３２０１５．７／２３２０１５．７／２３

■全国ＪＡ直売所における米粉事業取組実態に関する調査全国ＪＡ直売所における米粉事業取組実態に関する調査全国ＪＡ直売所における米粉事業取組実態に関する調査全国ＪＡ直売所における米粉事業取組実態に関する調査

全国の全国の全国の全国の約約約約６００６００６００６００箇箇箇箇所のＪＡ所のＪＡ所のＪＡ所のＪＡ直直直直売所売所売所売所ににににアンケートアンケートアンケートアンケート調査票調査票調査票調査票を発を発を発を発送。送。送。送。米粉米粉米粉米粉
関連事業を関連事業を関連事業を関連事業を既に既に既に既に展開展開展開展開している直している直している直している直売所のアンケート売所のアンケート売所のアンケート売所のアンケートににににつつつついて集いて集いて集いて集計計計計。。。。

２０１０．１／５２０１０．１／５２０１０．１／５２０１０．１／５

■広報活動など広報活動など広報活動など広報活動など


