一般社団法人 J ミルク
平 成 30 年 11 月 7 日

2018 年度「ミルクの達人１Day セミナー ～今こそ知りたいミルクの価値～」
開催要領
1. 名称
ミルクの達人１Day セミナー ～今こそ知りたいミルクの価値～
2. 目的
酪農乳業関係者が、酪農乳業という産業や職業に、より一層誇りと生きがいを感じる
きっかけの一つとして、牛乳乳製品や酪農乳業産業のもつ総合的な価値情報を現場ま
でわかりやすく伝えることを目的とする。
2018 年度より 3 年間をかけて、全国 8 か所（北海道、東北、関東、北陸、東海、中国、
四国、九州）にて中央及び地域の酪農乳業関係団体と連携し、Ｊミルクのもつ価値情
報をテーマにセミナーを開催する。
3. 日時･開催場所
会場

日時

開催場所
ホテルマイステイズ宇都宮
9 階 LUCIR(ルシール)

2019 年 1 月 29 日(火)
関東
（栃木･宇都宮） 13:30～16:30※
北海道
（帯広）

定員

栃木県宇都宮市東宿郷 2-4-1

2019 年 2 月 18 日(月)

とかち館
2 階 金枝の間

13:30～16:30※

北海道帯広市西 7 条南 6-2

各 70 名

※受付は 13 時～

4. 後援
一般社団法人中央酪農会議、一般社団法人日本乳業協会
関東会場
：関東生乳販売農業協同組合連合会、栃木県牛乳普及協会
北海道会場 ：ホクレン農業協同組合連合会、一般社団法人北海道乳業協会、
北海道牛乳普及協会
5. 演題・講師
① 演題：「2020 まであと少し！ミルクが支えるスポーツ栄養の価値」
講師：鈴木 志保子先生（管理栄養士、公認スポーツ栄養士）
一般社団法人日本スポーツ栄養協会 理事長
公益社団法人日本栄養士会 副会長
公立大学法人神奈川県立保健福祉大学 保健福祉学部栄養学科
東京 2020 組織委員会飲食戦略検討委員
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教授

② 演題：「私たちの仕事には歴史がある。酪農乳業における先人の教え」
講師：和仁 皓明先生
西日本食文化研究会 主宰
乳の学術連合 乳の社会文化ネットワーク 幹事
酪農乳業史料収集活用事業推進委員会 委員長
6. プログラム
時間

項目

13:00～13:30

受

付

13:30

開

会

13:30～13:35

13:35～14:35

14:35～14:55

主催者挨拶
講演 1
(60 分)
質疑応答（20 分）
トークセッション

14：55～15：05

休憩（10 分）

15:05～16:05

講演 2
(60 分)

16:05～16:25
16:30

講師・演題

質疑応答（20 分）
トークセッション

閉

「2020 まであと少し！ミルクが支えるスポー
ツ栄養の価値」
一般社団法人日本スポーツ栄養協会
理事長 鈴木志保子
鈴木志保子先生×J ミルク常務理事 岡本隆雄

「私たちの仕事には歴史がある。酪農乳業にお
ける先人の教え」
西日本食文化研究会 主宰 和仁皓明
和仁皓明先生×J ミルク専務理事 前田浩史

会

7. 参加費
無料（交通費は自己負担）
8. 参加対象者
① 酪農乳業関係者(生産者･乳業者･牛乳販売店･酪農乳業団体･畜産関係者等)
② 行政関係者（農林水産省、都道府県庁、市町村）
③ 学校栄養教諭、管理栄養士
④ 乳の学術連合
⑤ 報道関係者
⑥ その他（酪農乳業、牛乳乳製品に関心のある方）
9. 申込方法
別紙「参加申込書」にご記入の上、
FAX(03-6226-6354)またはメール(h-suzuki@j-milk.jp)でお申込みください。
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10.申込締め切り
各会場、開催日 1 週間前（定員になり次第締切）

11.お問い合わせ
一般社団法人 J ミルク
広報グループ 鈴木 浩子
TEL：03-6226-6351／FAX：03-6226-6354 ／E メール：h-suzuki@j-milk.jp
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講師紹介と主な講演内容
鈴木

志保子（すずき

しほこ）

一般社団法人日本スポーツ栄養協会 代表理事
公益社団法人日本栄養士会 副会長
公立大学法人神奈川県立保健福祉大学保険福祉学部栄養学科
東京 2020 組織委員会飲食戦略検討委員

教授

ご略歴
東京都出身。公立大学法人神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部栄養学科教授。管理栄
養士。公認スポーツ栄養士。実践女子大学卒業後、同大学院修了。東海大学大学院医学
研究科を修了し、博士（医学）を取得。2000 年より国立鹿屋大学体育学部助教授、2003
年より神奈川県立保健福祉大学栄養学科准教授を経て、2009 年 4 月より現職。公益社団
法人日本栄養士会副会長、NPO 法人日本スポーツ栄養学会前会長、日本パラリンピック委
員会女性スポーツ委員会委員、東京 2020 組織委員会飲食戦略検討委員。
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和仁

皓明（わに こうめい）

西日本食文化研究会 主宰
乳の学術連合 乳の社会文化ネットワーク 幹事
酪農乳業史料収集活用事業推進委員会 委員長

ご略歴
1931 年北海道生まれ。
東北大学農学部、米国メリーランド大学大学院修士課程卒業。農学博士。
雪印乳業株式会社の勤務を経て、東亜大学大学院教授などを歴任した。
現在は「西日本食文化研究会」主宰を務める。
著書・訳書に、『食と栄養の文化人類学』『乳利用の民俗誌』『離乳の食文化』『全集：日
本の食文化』『食文化入門』『食生活の成立と展開』『チーズのある風景』『アンコウはア
ヒージョで』などがある。
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2018 年度 「ミルクの達人１Day セミナー ～今こそ知りたいミルクの価値～」
関東会場アクセス

「ホテルマイステイズ宇都宮」 9F LUCIR（ルシール）
〒321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷 2-4-1 TEL 028-633-6956（営業直通）
 JR 各線「宇都宮駅」東口より徒歩 3 分
 指定の無料駐車場あり

【提携駐車場のご案内】
①NPC 24H 宇都宮駅東口パーキング
②タイムパーク宮みらい
 お帰りの際、提携駐車場の駐車券を
フロントにご提示ください。無料となり
ます。
 万が一、提携駐車場が満車の場合
は近隣の駐車場をご利用下さい。大
変申し訳ございませんが、自己負担
にて駐車をお願いいたします。

2019 年 1 月 29 日(火) 受付開始 13:00～ 開会 13:30

2018 年度 「ミルクの達人１Day セミナー ～今こそ知りたいミルクの価値～」
北海道会場アクセス

「とかち館」 2F 金枝の間
〒080-0017 北海道帯広市西 7 条南 6 丁目 2 番地 TEL 0155-24-1040
 帯広駅よりタクシー （約 5 分）
「消防署の西隣」とお伝えください。
 帯広駅よりバス （約 10 分）
・2、7、10、17、31、36 系統で「厚生病院前」下車徒歩 1 分
・36 系統で「問屋町 6 丁目」下車
 帯広駅より徒歩 （約 15 分）
 とかち帯広空港より車 （約 30 分）
 無料駐車場 73 台完備
万が一、満車の場合は近隣の駐車場をご利用下さい。
大変申し訳ございませんが、自己負担にて駐車をお願いいたします。

2019 年 2 月 18 日(月) 受付開始 13:00～ 開会 13:30

平成

年

J ミルク 広報グループ 鈴木浩子 宛て（FAX：03-6226-6354）

ミルクの達人！１Day セミナー
～今こそ知りたいミルクの価値～
参加申込書
参加会場
○印をご記入ください
栃木・宇都宮
1 月 29 日(火)

北海道・帯広
2 月 18 日(月)

お申込ご担当者
事業者名

所属

役職

お名前

E-mail

TEL

ご参加者
所属部署

役職

お名前

※申し込みの締め切りは各会場開催日 1 週間前です。
※定員に達した場合のみ、ご担当者様にご連絡させていただきます。

6

月

日

