
 
    令和元年７月８日 

 

国民文化祭・にいがた２０１９プレイベント in 東京 

「子供に伝えたい食文化～和ごはんってなあに？～」の開催について 

令和元年度に新潟県で行われる「第３４回国民文化祭・にいがた２０１９」の事業の一

環として，次世代を担う子供や子育て世代に対し，新潟の食文化を発信することにより，

国民文化祭・にいがた２０１９への関心を高めるとともに現地への集客を図るため，国民

文化祭・にいがた２０１９プレイベント in 東京「子供に伝えたい食文化～和ごはんってな

あに？～」を開催します。 

 

１．日  時 

令和元年８月３日（土）１１時３０分～１３時（１１時受付開始） 

     １４時３０分～１６時（１４時受付開始） 

※同内容を２回実施します。 

 

２．場  所  

シダックスカルチャーホール 

    （東京都渋谷区神南１－１２－１０） 

 

３．開催内容    

【和ごはんステージ】 

①お米のはなし「“ごはん”と“おかず”の楽しい出会い」 

西島豊造氏（五ツ星お米マイスター） 

②新潟県の食材を使った和ごはん実演ステージ「親子で一緒に，おいしい和ごはん」 

柳原尚之氏（近茶流嗣家／日本料理研究家） 

③和ごはんってなあに？～夏休み子供相談室（国民文化祭や新潟の食文化の紹介） 

   〔出演者〕一龍齋貞友氏（講談師・声優） 

エリック・ジェイコブセン氏（ミュージシャン） 

西島豊造氏（五ツ星お米マイスター） 

柳原尚之氏（近茶流嗣家／日本料理研究家） 

【ワークショップ】豆つかみゲーム，だしの試飲，和食すごろく，お米はかりゲーム，

和ごはんスタンプラリー ほか 

【新潟県の名産品の販売】 

     ※詳細は別紙参照 



４．応募方法 

以下のホームページからお申し込みください。（締切：７月１９日（金）） 

  応募多数の場合は抽選となります。（入場無料） 

○ 公式ホームページＵＲＬ https://www.nhk-p.co.jp/wagohan 

○ 応募用フォームＵＲＬ   https://www.nhk-p.co.jp/washoku 

５．取材登録 

取材を希望される方は，７月２６日（金）１７：００までに，別紙「取材申込書」

によりＦＡＸでお申し込みください。 

 

 

 
＜担当＞文化庁参事官（芸術文化担当）付 

学校芸術教育室 

文 化 戦 略 官  根来 恭子 

  文化活動振興係長  下平 幸人 

電話：03-5253-4111（代表）内線 2832 



和食ってどんな料理？和食のことをもっと知って欲しいから、
親子で一緒に楽しめる「和ごはんステージ」を開催します。
「国民文化祭・にいがた2019」の開催にあわせ、新潟のお米の食べ比べや、
新潟のおいしいものを販売。お箸を使った豆つかみゲームなどのワークショップなど、
おいしくて楽しい企画が盛りだくさん！
ステージ参加者全員（子供のみ）に「夏休みの自由研究」が仕上がる、
「和ごはんファイル」をプレゼントします！

ワークショップ和ごはんステージ

新潟県の食の販売

豆つかみゲーム
だしの試飲
和食すごろく
お米はかりゲーム
和ごはんスタンプラリー  他
協力：（一社）和食文化国民会議
※詳細はホームページをご覧ください。

対象 小学生の親子を中心に、一般。 ※未就学児童も歓迎します。
参加
申込

ホームページからご応募ください。
※応募多数の場合は抽選■締め切り：2019年7月19日（金）
※参加証は、7月23日（火）までにメールでお送りいたします。  

プレイベント in 東京

開催
日時

会場

1回目

2回目

開場 開演 終演予定公演

11時 13時

16時14時

11時30分

14時30分

2019年8月3日（土）
シダックスカルチャーホール
東京都渋谷区神南1-12-10

夏休みの自由研究をサポート！
夏休みの宿題が仕上がる「和ごはんって
なあに？」ファイルをプレゼント。※大人
の方も参考になる資料が仕上がります。

8/3に開催するすべてのワークショップ
を無料で参加できます。

11/9～10に日比谷公園で開催される、
親子に大人気の食農イベント「ファー
マーズ＆キッズフェスタ 2019」のワー
クショップ参加券をプレゼント！

お米のはなし
“ごはん”と“おかず”の楽しい出会い
西島豊造（五ツ星お米マイスター）

●「お弁当に合うお米」「きょうのおかずにあうお米」など、
それぞれにあったお米の選び方を伝授！
●参加者全員による新潟のお米を食べ比べ。お米マイス
ターが「味」を解説します。
和ごはん実演ステージ
親子で一緒に、おいしい和ごはん
柳原尚之（近茶流嗣家/日本料理研究家）

●新潟県の食材を使った、親子で作れるかんたん和食の
おかずを実演紹介（２品）
●和食料理人ならではの、包丁さばきのプロの技を披露

和ごはんってなあに？～夏休み子供相談室
クイズ形式で、和食文化や新潟の食文化を紹介します。

【出演者】 一龍齋貞友（講談師・声優）
エリック・ジェイコブセン（ミュージシャン）
西島豊造（五つ星お米マイスター）
柳原尚之（日本料理研究家）

主催：文化庁 ■問合せ先：TEL.03-3481-8533（平日10:00～18:00） ■ホームページ： https://www.nhk-p.co.jp/wagohan

和ごはんファイル
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参加者３大特典

第34回国民文化祭・にいがた2019、
第19回全国障害者芸術・文化祭にいがた大会
マスコットキャラクター「トッキッキ」

パルコ 東武ホテル

シダックス
カルチャービレッジ

渋谷公会堂

消防署
丸井 〒

シブヤ西武

タワーレコード
至 原宿渋谷駅 （公式HP）



日程：2019年11月９日（土）・10日（日） 10時00分 ～16時00分
場所：日比谷公園（大噴水広場・第2花壇・にれの木広場・小音楽堂）

主催：ファーマーズ＆キッズフェスタ実行委員会（公益社団法人日本農業法人協会）
後援：農林水産省、経済産業省、消費者庁、総務省、文部科学省、東京都、NHK 他（申請中）

※雨天決行
今年はよりたくさんのワークショップと、安心安全の農産加工品をご用意して、皆様のご来場をお待ちします。

西島 豊造
五ツ星お米マイスター／（株）スズノブ代表取締役

お米ソムリエ、お米博士として、産地
のブランド米作りに広く関わりなが
ら子育て世代、若者世代に向けてお米
の選び方や、食べ方の新提案も広める
他、調理師学校の日本料理の講師を
務める。

にし  じま　   とよ  ぞう

柳原 尚之
近茶流嗣家／日本料理研究家

祖父・敏雄、父・一成より和の基本を伝
授される。NHK「今日の料理」への出
演や時代ドラマ「みをつくし料理帖」
などのドラマの料理監修などを多く
務める。
農水省日本食普及の親善大使

やなぎ はら      なお  ゆき

一龍齋 貞友
講談師／声優

講談師として活躍する他、声優として
はNHK「忍たま乱太郎」しんべエ、
NHK「あさイチ」木曜“JAPA”なびに
登場する「ぶたまん」、「あんまん」、
フジTV「ちびまる子ちゃん」お母さん
など多数。

いち りゅう さい      てい  ゆう

エリック・ジェイコブセン
ミュージシャン

アメリカ・ニューヨーク州生まれ。
NHK Eテレ「えいごであそぼ」では
2014年3月まで、17年間出演した。
現在は日本の各地で出張子ども向け
コンサートを実施中。

Eric Jacobsen

“日本の農と食の素晴らしさを、都会の子どもたちに発信したい！”
という思いをもつ農業法人が集い、2010年にスタートした、

国内最大級の食農イベント
「ファーマーズ＆キッズフェスタ」は今年10周年！

和食文化紹介ブースを出展します!!

【１】新潟県の特産品の試食＆販売
【２】和ごはん商品、レシピ等の展示紹介
【３】和食ワークショップ
 ●おにぎりづくり＆日本茶の試飲 ●だしの試飲
 そのほか、楽しいワークショップを企画中!

和食文化
紹介ブース

8月3日の
「和ごはんステージ」に
参加いただくと、
和食ワークショップの参加券を
プレゼントします！



文化庁参事官（芸術文化担当）文化活動振興係 宛て 

（ＦＡＸ ０３－６７３４－３８１４） 

 

国民文化祭・にいがた２０１９プレイベント in 東京 

「子供に伝えたい食文化～和ごはんってなあに？～」 

取材申込書 

 

申込期日：７月２６日（金）１７：００  

 

報道機関名：                          

御担当者名：                          

取材人数：   記者   名   カメラ   名        

 

連絡先 TEL ：                               

 FAX  ：                               

 Mail  ：                               

 

※ バッテリー等の電源につきましては、各自御準備ください。 

 ※ 取 材 時 は 「 受 付 」 に て 身 分 証 又 は 名 刺 の 提 示 を お 願 い い た し ま す 。 

 

【担当者及び連絡先】 

文化庁参事官（芸術文化担当）学校芸術教育室 

文化活動振興係 下平，諸橋 

ＴＥＬ：０３－５２５３－４１１１（内線：２８３２） 

ＦＡＸ：０３－６７３４－３８１４ 


