
1 

 

 資料２  

八戸農産物に関するこれまでの情報発信について 

 

【平成 26 年度】 

１ Let’s eat 八戸夏野菜フォーラム 

 ・日時   平成 26 年７月５日（土）午前 11 時～正午 

 ・場所   八戸ポータルミュージアム １階 はっちひろば 

 ・内容   ☆八戸夏野菜パネルトーク「八戸糠塚きゅうりの生産とおいしい食べ方」 

        ナビゲーター：BeFM 制作･パーソナリティ 小泉 亮氏 

パネリスト： ナギサカフェ 食育料理家 なぎさなおこ氏 

very berry + 野菜ソムリエ 照井美由樹氏 

                    南風農園 水野浩司氏、水野美香氏 

       ☆クッキングトーク「新たな調理法で食べる八戸糠塚きゅうり」 

（メニュー） 

・「八戸糠塚きゅうりとミニトマトのガスパチョ」と「糠塚きゅうり

とパイナップルのスムージー」（very berry + 照井美由樹氏） 

・「八戸糠塚きゅうりと豚肉と厚揚げの味噌炒め」と「八戸糠塚きゅ

うりサラダ」（ナギサカフェ なぎさなおこ氏） 

・参加者  43 人 

 

２ Let’s eat 八戸秋野菜フォーラム 

 ・日時   平成 26 年 10 月４日（土）午前 11 時～正午 

 ・場所   八戸ポータルミュージアム １階 はっちひろば 

・内容   ☆パネルトーク「八戸食用菊の歴史とおいしさについて」 

        ナビゲーター：BeFM 制作･パーソナリティ 小泉 亮氏 

        パネリスト：株式会社萬鱗 女将 大沼サチ子氏 

               ナギサカフェ 食育料理家 なぎさなおこ氏 

              八戸食用菊生産者 山内輝雄氏 

       ☆八戸食用菊をむしる（むしり体験） 

       ☆クッキングトーク 

・野菜の乾物をたっぷり使った八戸秋野菜スープを食べる（ナギサカ

フェ なぎさなおこ氏） 

   ・八戸秋野菜蒸を食べる（萬鱗 大沼サチ子氏） 

・参加者  37 人 
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３ 八戸いちごマルシェ 

 ・日時   平成 26 年 11 月 29 日（土）午前 11 時～午後５時 

 ・場所   八戸ポータルミュージアム 

 ・内容   以下のとおり 

・来場者  4,303 人 

 

◎Let’s eat 八戸いちご親子フォーラム 

・日時   平成 26 年 11 月 29 日（土）午後１時～２時 

 ・場所   八戸ポータルミュージアム １階 はっちひろば 

 ・内容   ☆お話「八戸いちごができてお店にならぶまで」 

             ナビゲーター：BeFM 制作・パーソナリティ 小泉 亮氏 

             パネリスト：有限会社マルト有馬 代表取締役 有馬克美氏 

              ナギサカフェ 食育料理家 なぎさなおこ氏 

              八戸いちご生産者 石田和幸 氏 

       ☆八戸いちごの食べくらべ 

       ☆八戸いちごのミルクレープづくり体験（ナギサカフェ なぎさなおこ氏） 

・参加者  39 人 
 

 ◎八戸いちごスイーツづくり体験 

 ◎八戸いちごと八戸いちごを使用したスイーツの販売 

 ◎八戸いちごクイズラリー 

 ◎八戸いちご情報発信コーナー 

 

４ カップルで Let’s eat 八戸いちごフォーラム 

 ・日時   平成 27 年３月 14 日（土）午前 11 時～正午 

 ・場所   八戸ポータルミュージアム １階 はっちひろば 

・内容     ☆パネルトーク「スイーツの材料としての八戸いちごの可能性を探る」 

ナビゲーター：ＢｅＦＭ 制作・パーソナリティ 小泉 亮氏 

パネリスト：リストランテ澤内 オーナーシェフ 澤内昭宏氏 

ナギサカフェ 食育料理家 なぎさなおこ氏 

☆八戸いちごを使ったスイーツを作ってみよう 

       （メニュー）八戸いちごのミルフィーユ 

プレゼンター：リストランテ澤内 オーナーシェフ 澤内昭宏氏 

ナギサカフェ 食育料理家 なぎさなおこ氏 

・参加者  23 人 
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【平成 27 年度】 

１ Let’s eat 八戸夏野菜フォーラム 

 ・日時   平成 27 年６月 27 日（土）午前 11 時～正午 

 ・場所   八戸ポータルミュージアム １階 はっちひろば 

 ・内容   ☆ショートトーク「八戸ミニトマトができるまで」 

        プレゼンター：BeFM 制作･パーソナリティ 小泉 亮氏 

ナギサカフェ 食育料理家 なぎさなおこ氏 

        ☆ミニトマト収穫体験 

       ☆八戸ミニトマトパフェづくり体験 

プレゼンター：ナギサカフェ 食育料理家 なぎさなおこ氏 

・参加者  19 人 

 

２ Let’s eat 八戸秋野菜フォーラム 

 ・日時   平成 27 年 10 月３日（土）午前 10 時～11 時 

 ・場所   八戸ポータルミュージアム １階 はっちひろば 

 ・内容   ☆パネルトーク「八戸食用菊を食べよう」 

        司会：BeFM 制作･パーソナリティ 小泉 亮氏 

        パネラー：ナギサカフェ 食育料理家 なぎさなおこ氏 

              株式会社萬鱗 取締役 大沼亜貴子氏 

 ☆八戸食用菊むしり体験 

       ☆八戸食用菊を使ったスイーツ（ババロア）のつくり方と試食 

プレゼンター：株式会社萬鱗 取締役 大沼亜貴子氏 

☆ワークショップ「八戸食用菊の春巻きをつくって食べよう」 

         プレゼンター：ナギサカフェ 食育料理家 なぎさなおこ氏 

・参加者  17 人 

 

３ 八戸いちごマルシェ 

 ・日時   平成 27 年 11 月 28 日（土）～29 日（日）午前 10 時～午後５時 

 ・場所   八戸ポータルミュージアム 

・内容   以下のとおり 

・来場者  7,296 人 

 

◎Let’s eat 八戸いちご親子フォーラム 

・日時   平成 27 年 11 月 28 日（土）午後１時～２時 

 ・場所   八戸ポータルミュージアム １階 はっちひろば 

 ・内容   ☆お話「八戸いちごを使ったおいしいスイーツなどのつくり方」 

              ナビゲーター：BeFM 制作・パーソナリティ 小泉 亮氏 
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             パネリスト：八戸菓子商工業組合 組合長 志村一雄氏 

              ナギサカフェ 食育料理家 なぎさなおこ氏 

              ☆八戸いちごの食べくらべ 

       ☆八戸いちごのミルクレープづくり体験（ナギサカフェ なぎさなおこ氏） 

・参加者  31 人 
 

 ◎八戸いちごデコレーションケーキづくり体験 

 ◎八戸いちご大福づくり体験 

 ◎八戸いちごと八戸いちごを使用したスイーツの販売 

 ◎八戸いちごクイズラリー 

◎八戸いちご情報発信コーナー 

 

４ Let’s eat 八戸いちご親子スイーツづくり体験会 

 ・日時   平成 28 年３月 26 日（土）午前 11 時～12 時 30 分 

 ・場所   八戸ポータルミュージアム ５階 共同スタジオ 

 ・内容   ☆八戸いちごの紙芝居 

出演：こどもはっち 代表 平間恵美氏 

☆いちごスイーツづくり体験 

（メニュー）いちご姫、いちごのオムレット 

プレゼンター：八戸菓子商工業組合 組合長 志村一雄氏 

・参加者  28 組 57 人 

 

５ 伝統野菜トークカフェ 

・日時   平成 27 年７月 25 日（土）午後６時 30 分～８時 30 分 

            平成 27 年７月 26 日（日）午前 11 時～12 時 45 分 

 ・場所   八戸ポータルミュージアム ２階 シアター２(25 日) 

１階 はっちひろば(26 日) 

 ・参加者  60 人 

 ・内容   ☆プレイベント 映画「よみがえりのレシピ」の上映 

☆基調トーク「よみがえりのレシピ」 

出演者：映画「よみがえりのレシピ」監督 渡辺智史氏 

☆パネルトーク「伝統野菜のポテンシャルを探る」 

パネリスト：映画「よみがえりのレシピ」監督 渡辺智史氏 

        会津農書を語り継ぐ会 会長 長谷川純一氏 

東京シティ青果株式会社 野菜第３部部長 朱亀寿美朗氏 

山形県農林水産部 6次産業推進課 流通対策主査 大木 淳氏 

                      ナギサカフェ 食育料理家 なぎさなおこ氏 


