
会　　　　場 参　加　区 　担　当　会　社 協会挨拶 （氏 名） 教育委員会挨拶 (氏名) 参加申込者  参加人数 　比　　率

足　立　区 （株）藤　江 　会　長 　足立区教育委員会

草　加　市 　アイビス （株） 　　　飯田　五郎 　学校教育部 学務課長　古川　弘雄

港　　区

　大田区民ホール・ 品　 川　 区 　副会長 　港区教育委員会

　　　アプリコ 目　 黒 　区 　　　三澤　一重 　　　学務課長　佐藤　雅志

（ 午前 ） 世 田 谷 区

文　 京　 区

　大田区民ホール・ 新　 宿　 区 　一冨士

　　　アプリコ 台 　東 　区 　　フードサービス（株） 　副会長 　新宿区教育委員会

（ 午後 ） 大　 田　 区   (株） ＮＥＣ 　　　三澤　一重 　　学校運営課 課長　本間　正己

荒　 川　 区 　　　　　ライベックス

豊　 島 　区

千 代 田 区

　ティアラ　こうとう 中　 央　 区 （株） 馬渕商事 　副会長 　江東区教育委員会

　　　　　　大ホール 墨　 田　 区 　　　熊谷　佳明 　　　　　学務課長　武田　正孝　

江 　東　 区 （株）メフォス

葛　 飾 　区

  埼 玉 会 館 さいたま市 （株） レパスト 　会　長 　 さいたま市教育委員会

（ 午前 ） 千葉県、埼玉県以外の県 （株） グリーンハウス 　　　飯田　五郎   　　　健康教育課長　新井　英人

  埼 玉 会 館 埼　玉　県 　東京天竜（株） 　会　長 　 所沢市教育委員会

（ 午後 ） さいたま市以外の市町 　関東給食（株） 　　　飯田　五郎   　 　保健給食課長  　中村　藤司

　船橋市民文化ホール 千葉県（船橋市・市川市 （株）東洋食品 　相談役理事

（ 午前 ） ・八千代市以外の市町） 　東都給食（株） 　　　荻久保　英男

　船橋市民文化ホール 船橋市・市川市 　協立給食（株） 　相談役理事 　 市川市教育委員会

（ 午後 ） 八千代市 　葉隠勇進（株） 　　　荻久保　英男   　　保健給食課 課長　水嶋　雅

（株）レクトン 　副会長 　江戸川区教育委員会

　東京ケータリング株） 脇本　　実 　　　　　学務課長　住田　雅一　

中   野   区 　フジ産業（株） 　中野区教育委員会

　杉並公会堂 渋　 谷 　区 　シダックスフード 　会　長 　　　副参事（学校教育担当）　

（ 午前 ） 杉　 並　 区 　　 サービス(株） 　　　飯田　五郎 　        　 　宇田川　直子

板　 橋　 区

　杉並公会堂 北　　区 　メリックス（株） 　副会長 　練馬区教育委員会

（ 午後 ） 練   馬   区 　大新東ヒューマン 　　　中野　麗子 　　　　学校給食部

都　　下 　　　　 サービス(株） （代理　布施　由臣） 　　施設給食課長　   山根　由美子

        第１１回 平成２３年夏期講習研修会の結果報告表（東京地区）
ＮＯ．１

月　　　日

　７月２７日（水） 　草加文化会館 1,011名 950名 94.0%

　７月２８日（木）

  （株）ニッコクトラスト

 1,355名 1,257名 92.8%

  （株）スエヒロ

 1,396名  1,220名 88.5%

　７月２９日（金）  1,054名   1,005名 95.4%

　８月　１日（月）

922名 901名 97.7%

894名 773名 86.5%

　８月　２日（火）

1,002名 987名 98.5%

703名 678名 96.4%

 915名 90.5%

　８月　３日（水） 　タワーホール船堀 　江 戸 川 区 646名 606名 93.8%

合　　　計 10,984名 10,229名 93.2%

　８月　４日（木）

995名 937名 94.2%

1,006名
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横浜・大和・小田原 ㈱サンユー 横浜市教育委員会　指導部

鎌倉・三浦・箱根 ハーベスト㈱ 　　　健康教育課担当　係長 深見　和夫

湯河原・開成町

厚木・秦野・相川 フジ産業株 厚木市教育委員会　教育総務部

海老名・南足柄 アイビス㈱ 　　　　　　　　　　次　長 串田　　聡

相川町

川崎市 葉隠勇進㈱ 川崎市教育委員会学校給食教育部

㈱安田物産 　　　　　　　　　　担当部長 渡邊　直美

相模原市 ㈱東京天竜 相模原市教育委員会

綾瀬市 ㈱寿食品 　　　　　　　　学校保健課長 鈴木　英之

合　　計 2,672 2,520 94.3 ％

270 207 76.7 ％

ＮＯ3

448 433 96.7 ％

8月24日 （水）相模原南市民ホール 副会長 熊谷　佳明

％

8月23日 （火）川崎市産業振興会館 会　長 飯田　五郎

％

8月22日 （月） 厚木市文化会館 副会長 三澤　一重 364 340 93.4

比率％

8月18日 （木）神奈川県民ホール 副会長 脇　本　実 1,590 1,540 96.9

　　　　　　　　第１１回　平成２３年度　夏期講習会の結果報告表（神奈川地区）

日　程 会　場　名　 参加区 担当会社 協会挨拶（氏名） 教育委員会挨拶（氏名） 参加申込者 参加人員



NO ４

                 　 担当係長　　荒川 喜代子 　　　   　食品衛生係長　 中島　　勉

　　　　　保健給食課長　　　志賀　孝司

　　   グループリーダー　　　久保園　英史

　　 　　 　　　課長補佐　　　北村　恵子

　　  　 　　　 担当係長　　香川　貴則 　　　　　　技術職員　　 土井　啓誠

           　　　　指導主事　　岡部　尚紀        　    副主幹（栄養士）  　　　大竹　昌子　                    主任　　大川　　真  

　横浜市教育委員会　指導部

　　　　健康教育課　給食指導

　　　　　　　　第１１回　平成２３年夏期講習研修会の各会場の講師名（神奈川地区)

所属・役職

講演２

所属・役職

講演３

所属・役職

「 学校給食衛生管理 」―調理現場での実践―

日　程 会　場　名　

8月18日 （木） 神奈川県民ホール

8月22日 （月）

講演１

厚木市文化会館

8月23日 （火） 川崎市産業振興会館

8月24日 （水） 相模原南市民ホール

　厚木市教育委員会　教育総務部

「 厚木市の学校給食 」

 川崎市教育委員会　学校教育部健康教育課

「 学校給食における衛生管理の徹底について 」

「食育の取組み状況について」

　相模原市教育委員会　　学校教育課

「 学校給食における食中毒予防について 」

横浜市保健所　緑福祉保健センター

生活衛生課　

「 学校給食における食中毒の対応について 」

神奈川県保健福祉局　生活衛生部

食品衛生課　食品衛生リーダー

      川崎市健康福祉局健康安全室

食品の安全・衛生担当

 

「 食物アレルギー対応マニュアル策定の経過 」

　　 相模原市教育委員会　　学校保健課

食品の安全・衛生担当

　　相模原市保健所　生活衛生

「 給食施設における衛生管理について 」

   川崎市健康福祉局健康安全室

「 学校給食施設における食中毒予防について 」


