
特定非営利活動法人連塾 

第１回桃太郎鍋推進協議会実行委員会 

 
１ 日  時   平成２０年４月１９日（土）１６：００～１８：００ 
 
２ 場  所   コミュニティ・プラザ連塾（岡山県岡山市京山１丁目２番２１号） 
 
３ 臨時出席者  多田 幹郎 様（中国学園大学） 

加賀 英範 様 
 
４ 議  題   （１）桃太郎鍋推進協議会概略説明 

（２）会運営及び事業内容の検討 
（３）会費及び会員募集方法の検討 
（４）その他 

 
５ 配布資料   （１）桃太郎鍋リーフレット（2008年 3月製作） １部 
 
６ 法人会員出席者（五十音順） 
衣笠宏、鈴木毅、佐藤大介、角田みどり、高橋澄代、田口琢磨、平井芳和、松畑煕一、

宮本由美子、安田年一、劉迎 
 
７ 議事録 
・会員の種類を分類してはどうか、例えば、栄養士会、婦人会、栄養改善委員の方々

は家庭への働きかけが可能であるため、そこは依頼してみてはどうか。また、旅館

や割烹などの方が組織する料理組合なども活用すれば、飲食店への働きかけもでき

る。流通面では、スーパーが料理レシピの提供に取り組んでいるので、桃太郎鍋の

レシピを提供できないか。 
・飲食店中心の普及活動と家庭中心の普及活動の２面から展開していく。 
・通年提供、絶対提供、アクセスしやすいことが、普及を進める上では重要。 
・通販などの販売ルートも考えられる。 
・パックなどは業者に委託する。 
・１１月には県民フェスティバルでの実演をする。 
・五月末までに３ヶ所程度で同時に実演試食会を実施すればどうか。 
・「名玄」や「連」などと連携しながら実施していく。 
・桃太郎鍋実演試食会を５月１８日（土）１１：００～１４：００（予定）にて実施

する。会場は、さん太ホール前広場、表町商店街（岡山シンフォニーホール近く）、

石山公園、下石井公園等を検討している。各会場２００食、実費（３００円）販売。

催し内容としては、住宅さんのちくわ笛生演奏や竹内さんのライブ、立石さんの民

話、キャッチコピーコンテスト、吉備キビ桃太郎体操、新版桃太郎（五味太郎作）

朗読など。次回は当会の準備委員会として、４月２６日（土）１７：３０よりコミ

ュニティ・プラザ連塾で行う。 



特定非営利活動法人連塾 

第２回桃太郎鍋推進協議会実行委員会 

 
１ 日  時   平成２０年４月２６日（土）１８：００～１９：１０ 
 
２ 場  所   コミュニティ・プラザ連塾（岡山県岡山市京山１丁目２番２１号） 
 
３ 議  題   （１）第１回桃太郎鍋実演試食会会場予約等の進捗状況 

（２）運営方法、準備、分担等の検討 
（３）今後の進行予定について 

 
４ 出席者（五十音順） 
安藤鈴子、川上道子、衣笠宏、佐藤大介、角田みどり、高取宏樹、高橋澄代、竹内弘

海、田口琢磨、野島叔子、尾藤寿実、平井芳和、舟木信行、松畑煕一、三澤初子、宮

本由美子、劉迎 
 
５ 議事録 
（１）第１回桃太郎鍋実演試食会会場予約等の進捗状況 
・（高橋）栄町商店街の「桃太郎ポケット」が会場として仮予約中。利点として、雨が

降っても使用でき、火気も使用可能。但し、施設利用に関しては有料で、呼び込み

にも許可が必要。 
・（平井）岡山市平井のうどん「名玄」でも店内にて提供する。 
・（角田）石山公園では火気使用が不可。また先約があり使用できない状態であった。 
・（松畑）下石井講演では町内会との話し合いにより、実施の可能性が低い。 
（２）運営方法、準備、分担等の検討 
・次ページ以降参照。 
（３）今後の進行日程について 
①第３回桃太郎鍋協議会実行委員会 
日 時：５月３日（土）１４：００～１６：００ 
会 場：コミュニティ・プラザ連塾 

②桃太郎鍋下準備 
日 時：５月１７日（土）１２：００～１７：００ 
会 場：コミュニティ・プラザ連塾 
準備物：各自、包丁・まな板を持参して下さい。 

③桃太郎鍋実演試食会（当日） 
日 時：５月１８日（日）９：００～１７：００ 

（具体的な進行内容については、次ページ以降参照） 
場 所：栄町商店街「桃太郎ポケット」 
準備物：当日は連塾 Tシャツまたはジャケットを着用してください。 



特定非営利活動法人連塾 

第３回桃太郎鍋推進協議会実行委員会 

 
１ 日  時   平成２０年５月３日（土）１４：００～１６：００ 
 
２ 場  所   コミュニティ・プラザ連塾（岡山県岡山市京山１丁目２番２１号） 
 
３ 議  題   （１）第１回桃太郎鍋実演試食会準備・運営の検討 
 
４ 出席者（五十音順） 
荒木満子、川上道子、衣笠宏、佐藤大介、角田みどり、高橋澄代、田口琢磨、平井芳

和、舟木信行、松畑煕一、三澤初子 
 
５ 議事録 
（１）第１回桃太郎鍋実演試食会準備・運営の検討（別紙参照） 



特定非営利活動法人連塾 

第１回桃太郎鍋実演試食会概要 

 
１．事業概要 
昨年度第１９回全国生涯学習フェスティバル「まなびピア岡山２００７」記念事業の一環

で提供した桃太郎鍋を、郷土料理としてさらに推進普及していくために、桃太郎鍋の実演

試食会を開催し、実際に桃太郎鍋を参加者に食べてもらい、桃太郎鍋を知ってもらい、本

事業の取り組みへの理解を図るものである。 
 
２．実施概要 
日  時：平成２０年５月１８日（日）９：００～１７：００（会場予約時間） 

下準備・搬入時間  ９：００～１１：００（搬入は１０：００まで） 
出店時間     １１：００～１４：００（３時間） 
片付け・搬出時間 １４：００～１７：００（終了予定） 

場  所：①栄町桃たろうポケット（岡山市栄町商店街） 
②セルフうどんの「名玄」（岡山市平井６丁目７－１７） 

提供内容：桃太郎鍋 
販 売 数：４００杯（各会場２００杯） 
販売価格：３００円／杯（実費のみ徴収） 
 
３．取扱い品目：桃太郎鍋（４００人分） 

持ち込み食品、原材料 分  量 準備責任者 
だし汁（水、鶏がら、だし昆布、かつお節、

淡口しょうゆ、みりん） 
 

平井芳和 

きび団子 ４００個 平井芳和 
たかきび団子（赤米入り） ４００個 平井芳和 
よもぎ団子 ４００個 平井芳和 
桃太郎地鶏 １２ｋｇ 平井芳和 
雉肉 使用しない  
白菜 ２４ｋｇ 田口琢磨 
大根 １２ｋｇ 田口琢磨 
にんじん ８ｋｇ 田口琢磨 
白葱 ６ｋｇ 田口琢磨 
ぶなしめじ ６ｋｇ 田口琢磨 
春菊 ４ｋｇ 田口琢磨 
生しいたけ ３．２ｋｇ 田口琢磨 
黄にら ０．８ｋｇ 田口琢磨 
ゆず 適  量 平井芳和 



４．調理方法 
①水に鶏がらスープ、だし昆布を入れ、火にかけ、沸騰直前にだし昆布をを取り出し、か

つお節を加える。再沸騰したら火を止めてざるでこす。淡口しょうゆとみりんで調味。 
②野菜を適当な大きさに切る。大根は犬型、人参猿型に切り抜く。また、桃太郎地鶏を１

切れ１０ｇ程度にぶつ切りにする。 
③沸騰しただし汁に桃太郎地鶏を入れ、火が通ったら野菜と団子を入れて寄せ鍋風にする。

最後に細く切ったゆずの皮を入れる。 
 
５．食材以外の準備物品 

物 品 名 個  数 準備責任者 
イベント案内チラシ（印刷は佐藤が担当） １種類 角田みどり 
商店街役員への招待状 １０枚 角田みどり 
Ａ２判大型パネル ３種類 安田年一 
土鍋（大鍋及び小鍋） 各１個 田口琢磨 
プロパンガス・コンロ ２個 田口琢磨 
割り箸 ２００膳 平井芳和 
桃太郎鍋用使い捨て容器 ２００個 平井芳和 
長机、長いす 各５個 小野員之 
ゴミ袋（大）、ラップ、ゴム手袋、軍手、手洗い用消毒液、

おしぼり、キッチペーパー、洗剤、スポンジ、たわし、深

みのある大きな盆 
在庫不足分 佐藤大介 

桃太郎鍋旗（桃ポケ：３、名玄：２） ５個 佐藤大介 
桃太郎面（桃ポケ：６、名玄：４） １０個 佐藤大介 
当日配布用の資料（桃太郎鍋パンフの簡略版） ２００枚 佐藤大介 
釣り銭・金庫  佐藤大介 
 
６．各種連絡及び届出 
①ＰＲ広報活動として、告知及び取材をＮＨＫと山陽新聞社に依頼する。 

ＮＨＫ担当：荒木満子、松畑煕一 
山陽新聞担当：佐藤大介、松畑煕一 

②岡山市保健所衛生課食品衛生係に対して催し物開催届を行う（担当：佐藤大介）。 



７．進行スケジュール（５月） 
 ４月１９日 第１回桃太郎鍋推進協議会実行委員会 

４月２６日 第２回桃太郎鍋推進協議会実行委員会 
３日（土） １４：００～１６：００ 第３回桃太郎鍋推進協議会実行委員会 

於 コミュニティ・プラザ連塾 
４日（日） 
｜ 

１６日（金） 

食品、原材料、物品等購入 
※購入した野菜等については、すべてコミュニティ・プラザ連塾に持ち込

んでおく。 
※団子（餅）及び桃太郎地鶏は名玄で冷凍しておく。 
※１５日（木）に備品の買出しを三澤初子、佐藤大介が行う。必要なもの

がある場合は、１５日まで佐藤に連絡してください。 
１７日（土） （リーダー：三澤初子） 

１２：００～１７：００ 桃太郎鍋下準備 
※各自包丁・まな板、エプロン・三角巾（バンダナ）を持参してください。

※野菜の下準備４００食分 
※下準備終了後、佐藤大介が「名玄」の冷蔵庫まで運搬。 
※小野員之が奉還町防犯防災センターより長いす・長机を借り、車に乗せ

て置く。当日搬入も担当。 
１８日（日） （リーダー：三澤初子、高橋澄代） 

８：００ 衣笠宏、「名玄」に食材を取りに行く。 
９：００ スタッフ現地集合 
９：００～１０：００ 食材、物品の搬入 
９：００～１１：００ 調理、会場設営 
１１：００～１４：００ 桃太郎鍋提供 
１４：００～１７：００ 片付け、物品の搬出 
※名玄会場に衣笠宏＋数人、場合によっては支援に回る。 
※連塾Ｔシャツまたはジャケットを着用してください。エプロン・三角巾

（バンダナ）を持参してください。 
※可能な方は丸盆を持参してください。 

 
８．スタッフ予定（確認分） 
１７日（土） １２：００～ 安藤鈴子（～１３：００）、川上道子、佐藤大介、尾藤寿美、

松畑煕一、三澤初子、安田年一 
１３：００～ 荒木満子 
１４：００～ 衣笠宏、角田みどり、野島淑子、舟木信行、宮本由美子 

１８日（日） 安藤鈴子、荒木満子、小野員之、川上道子、衣笠宏、佐藤大介、角田みど
り、高橋澄代、田口琢磨、竹内弘海、野島淑子、尾藤寿美、舟木信行、松

畑煕一、三澤初子、宮本由美子、安田年一 
※上記以外にも参加できる方は参加してください。 


