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2014 年度「牛乳の日・牛乳月間」イベント活動報告 

【概要】 

平成 26 年度の「牛乳の日・牛乳月間」期間中の取り組みとして、日本全国で酪農乳業関

係団体による牛乳の普及啓発活動が実施された。 

まず、5 月 31 日にキックオフイベントとして恒例の「牛乳の日 記念学術フォーラム」

を丸ビルホールにて開催した。 

今年は『現代日本の食、その成り立ちとこれから』をテーマに、医師・栄養士・学校教

諭・研究者・酪農乳業関係者、そして報道関係者、総数２２０名が一堂に会した。 

これに続いて、全国各地で乳業メーカーの工場見学やイベント等様々な催し物が展開さ

れた。①全国の乳業工場見学は 51 工場、②全国の関係団体による普及啓発イベントは 87

件、③全国酪農協同組合連合会が中心となった「父の日に乳（ちち）を贈ろう！キャンペ

ーン」は 46 件、④各団体によるシンポジウム及びセミナーは 10 件、合計 194 件にのぼっ

た。 

これに合わせてＪミルクでは、業界統一ポスター(B2版)、リーフレット(A4版及びA6版、

各々裏面にロコモティブシンドロームおよび乳和食の解説を入れたもの)、並びにロゴマー

クセット等を制作した。 

また、「牛乳の日」に対する学校現場での認知拡大と話題作りの一環として小学生を対象

とした「牛乳ヒーロー&ヒロイン」コンクールを行った。 

さらに、各地の関連イベント情報の収集と情報公開を行い、各種メディアにも広報活動

を展開した。その結果、TV メディアでは 4 件、全国紙・地方紙計で 81 件、WEB メディア

では 24 件の取り扱い（露出）を得ることが出来、全国レベルに広がる動きとなったといえ

る。因みに、全国紙・地方紙露出の年別推移を見ると下記の通りとなる。 
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【詳細】 

Ⅰ. イベント等の詳細 

1. 全国の乳業工場見学：51 工場 

№ 地区 主催 会場または内容 

1 北海道 株式会社 明治 十勝工場（チーズ館） 

2 北海道 よつば乳業株式会社 十勝主管工場 

3 北海道 雪印メグミルク株式会社 なかしべつ工場 

4 北海道 雪印メグミルク株式会社 大樹工場 

5 北海道 雪印メグミルク株式会社 酪農と乳の歴史館/札幌工場 

6 北海道 株式会社 函館酪農公社 本社工場 

7 岩手県 小岩井乳業株式会社 小岩井工場 

8 岩手県 岩泉乳業株式会社 岩泉乳業工場 

9 宮城県 みちのくミルク株式会社 みちのくミルク本社工場 

10 秋田県 株式会社鳥海高原ユースパーク花立牧場工房ミルジー 花立牧場工房ミルジー工場 

11 福島県 東北協同乳業株式会社 福島市国体記念体育館 

12 福島県 会津中央乳業株式会社 会津中央乳業社工場 

13 茨城県 トモエ乳業株式会社 本社工場 

14 群馬県 タカナシ乳業株式会社 北関東工場 

15 群馬県 榛名酪農業協同組合連合会 榛名酪農業協同組合連合会工場 

16 埼玉県 有限会社加藤牧場 バッフィ日高本店 

17 埼玉県 株式会社 明治 明治ミルク館 

18 埼玉県 西武酪農乳業株式会社 西武酪農本店工場 

19 千葉県 雪印メグミルク株式会社 野田工場 

20 千葉県 コーシン乳業株式会社 千葉工場 

21 東京都 森永乳業株式会社 東京多摩工場 

22 東京都 協同乳業株式会社 東京工場 

23 神奈川県 雪印メグミルク株式会社 雪印こどもの国牧場 

24 神奈川県 タカナシ乳業株式会社 あしがら乳業工場 

25 富山県 とやまアルペン乳業株式会社 とやまアルペン乳業工場 

26 長野県 八ヶ岳乳業株式会社 茅野工場 

27 長野県 信州ミルクランド株式会社 あづみ野工場 

28 岐阜県 美農酪農農業協同組合連合会 ひるがの北濃牛乳工場 

29 岐阜県 岐阜グリコ乳業株式会社 岐阜グリコ乳業工場 

30 岐阜県 飛騨酪農農業組合 高山本所工場 

31 静岡県 函南東部農業協同組合 丹那牛乳処理工場 2 階大会議室 
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№ 地区 主催 会場または内容 

1 北海道 株式会社 明治 十勝工場（チーズ館） 

2 北海道 よつば乳業株式会社 十勝主管工場 

3 北海道 雪印メグミルク株式会社 なかしべつ工場 

4 北海道 雪印メグミルク株式会社 大樹工場 

5 北海道 雪印メグミルク株式会社 酪農と乳の歴史館/札幌工場 

6 北海道 株式会社 函館酪農公社 本社工場 

7 岩手県 小岩井乳業株式会社 小岩井工場 

8 岩手県 岩泉乳業株式会社 岩泉乳業工場 

9 宮城県 みちのくミルク株式会社 みちのくミルク本社工場 

32 愛知県 森永乳業株式会社 中京工場 

33 愛知県 雪印メグミルク株式会社 豊橋工場 

34 京都府 雪印メグミルク株式会社 京都工場 

35 京都府 雪印メグミルク株式会社 京都工場池上製造所 

36 京都府 平林乳業株式会社 平林乳業工場 

37 大阪府 株式会社 明治 明治ヨーグルト館 

38 大阪府 泉南乳業株式会社 堺工場 

39 兵庫県 雪印メグミルク株式会社 神戸工場 

40 兵庫県 森永乳業株式会社 神戸工場 

41 鳥取県 大山乳業農業協同組合 本所牛乳ヨーグルト工場 

42 広島県 有限会社トムミルクファーム トムミルクファーム工場 

43 広島県 グリコ乳業株式会社 広島工場 

44 山口県 やまぐち県酪乳業株式会社 やまぐち県酪乳業工場 PR ルーム 

45 高知県 ひまわり乳業株式会社 ひまわり乳業工場 

46 福岡県 永利牛乳株式会社 牛乳工場＆牧場 

47 佐賀県 佐賀グリコ乳業株式会社 佐賀工場 

48 熊本県 らくのうマザーズ 熊本工場 

49 宮崎県 有限会社白水舎乳業 白水舎乳業工場 

50 鹿児島県 南日本酪農協同株式会社 鹿屋工場 

51 沖縄県 沖縄明治乳業株式会社 沖縄明治乳業本社工場 
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2. 全国の関係団体による普及啓発イベント：87 件 

№ 県 主催 イベント名 会場 

1 北海道 札幌歯科医師会、札幌

市、札幌市教育委員会

ほか 

さっぽろ歯っぴぃランド 2014 サッポロファクトリー/北海道牛乳

普及協会ブースでミルクドリンク

３種配布等 

2 北海道 北海道牛乳普及協会 牛乳・チーズ・ヨーグルト 親子料理教室 札幌エルプラザ 

3 北海道 北海道牛乳普及協会 牛乳・チーズ・ヨーグルト 親子料理教室 札幌エルプラザ 

4 青森県 青森県牛乳普及協会 「6 月は牛乳月間」キャンペーン 大畜産

まつり（県主催）の中で実施 

青森県観光物産館アスパム 

5 岩手県 岩手県牛乳普及協会・

全農いわて 

牛乳月間、牛乳の日に伴うＰＲ活動 盛岡駅、及び各主要駅 

6 岩手県 岩手県牛乳普及協会・

全農いわて 

牛乳月間、牛乳の日に伴うＰＲ活動 盛岡市内 

7 宮城県 宮城県牛乳普及協会 牛乳の日 PR イベント おいしく・たのしく

飲める PR キャンペーン 

仙台市 さくら野百貨店 

8 宮城県 東北生乳販連 「牛乳の日」「牛乳月間」PR CM TBC ラジオ 

9 宮城県 宮城県牛乳普及協会 牛乳月間 PR、表敬訪問 宮城県庁 

10 宮城県 宮城県牛乳普及協会 牛乳月間 PR、表敬訪問 東北農政局 

11 秋田県 秋田県牛乳普及協会 ミルクフェア 2014 イオンモール秋田 

12 福島県 郡山市まちなか子ども

夢駅伝競走大会実行委

員会（顧問：酪王乳業） 

2014 郡山市まちなか子ども夢駅伝競走

大会 

郡山市まちなか夢通り/牛乳試

飲、配布 

13 茨城県 茨城県酪連、茨城県牛

乳普及協会 

茨城県知事表敬訪問 茨城県庁 

14 茨城県 茨城県酪連、茨城県牛

乳普及協会 

水戸駅前キャンペーン JR 水戸駅 

15 茨城県 茨城県酪連、茨城県牛

乳普及協会 

牛乳の日スペシャルデー JR 水戸駅ミルクスタンド 

16 茨城県 茨城県酪連、茨城県牛

乳普及協会 

シェフの作るミルクランチ 水戸京成ホテル 

17 茨城県 茨城県酪連、茨城県牛

乳普及協会 

水戸駅前キャンペーン ＪＲ水戸駅 

18 栃木県 とちぎテレビ、栃木県牛

乳普及協会 

第 1 回とちテレキッズチャレンジ サッカー

スクール 2014 

宇都宮市 清原体育館/チラシ配

布、アンケート（プレゼント有） 
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№ 県 主催 イベント名 会場 

19 栃木県 栃木県牛乳普及協会 TOHO シネマズ シネアド広告 宇都宮 TOHO シネマズ 

20 栃木県 栃木県酪農青年女性会

議 

知事へ牛乳贈呈 栃木県庁 

21 栃木県 栃木県 県民の日 記念イベント 県庁前広場/バター作り体験、ミ

ルクバスボム 

22 群馬県 中部農政家畜保健衛生

課 

牛乳でグングンぐんまを応援しよう！ 前橋市児童文化センター 

23 群馬県 前橋観光コンベンション

協会 

赤城山 つつじ祭り 前橋市富士見町大洞 

24 群馬県 群馬県牛乳販売農協連 新聞広告 - 

25 埼玉県 埼玉県牛乳普及協会 新聞広告 埼玉新聞紙上 

26 埼玉県 埼玉県牛乳普及協会・

全農埼玉県本部ほか 

牛乳の日 ミルクフェア 2014 埼玉県こども動物自然公園 乳

牛コーナー 

27 埼玉県 埼玉県牛乳普及協会 牛乳月間 平成２５年度牛乳料理コンク

ール埼玉大会参加作品の商品化 

寄居町里の駅 アグリン館 

28 千葉県 千葉県牛乳普及協会、

千葉県酪農農業協同組

合連合会 

ミルクフェスティバル 2014 千葉県立柏の葉公園/乳和食セ

ミナー、骨密度測定等 

29 東京都 一般社団法人中央酪農

会議 

6 月１日は牛乳の日「六本木牧場」 六本木ヒルズアリーナ 

30 東京都 関東製乳販売農業協同

組合連合会ほか 

わくわくもーもースクール 東京都新宿区立鶴巻小学校 

31 神奈川県 Tvk(テレビ神奈川)日本

大通り活性化委員会 

「tvk 秋じゃないけど収穫祭」への出展 日本大通り/牛乳の提供・パンフ

レットの配布・牛乳アンケート等 

32 神奈川県 かながわ畜産ブランド協

議会 

かながわ畜産フードコレクション 神奈川県庁本庁舎駐車場、大会

議場・象の鼻パーク/ブースでリ

ーフレット等配布 

33 長野県 全国農業協同組合連合

会長野県本部ほか 

6 月 1 日『牛乳の日』6 月『牛乳月間』2014

統一キャンペーン 

松本市内街頭活動 

34 長野県 長野県農協直販（株） A コープ店頭消費拡大活動  

35 長野県 八ヶ岳乳業（株） A コープ店頭消費拡大活動  

36 長野県 （株）ヤツレン A コープ店頭消費拡大活動 直売店/特製ミルメーク、熱中症

予防等チラシ配 
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№ 県 主催 イベント名 会場 

37 長野県 全国農業協同組合連合

会長野県本部ほか 

『ミルクマガジン 牛乳セミナー』運動＋牛

乳で暑さに負けない健康な体づくりをしよ

う！ 

JA 長野県ビル アクティーホー

ル 

38 長野県 内閣府、長野県、食育

推進全国大会長野県実

行委員会 

第 9 回食育推進全国大会 長野市エムウエーブ 

39 長野県 全国農業協同組合連合

会長野県本部ほか 

A コープ店頭消費拡大活動 A コープ南長野店 

40 岐阜県 美濃酪農農業協同組合

連合会ほか 

6 月 1 日『牛乳の日』6 月『牛乳月間』2014

統一キャンペーン 酪農まつり 

美濃酪連 ひるがの北濃牛乳工

場 

41 岐阜県 美濃酪農農業協同組合

連合会ほか 

6 月 1 日『牛乳の日』6 月『牛乳月間』2014

統一キャンペーン 

おんさいひろば真正 

42 岐阜県 美濃酪農農業協同組合

連合会ほか 

6 月 1 日『牛乳の日』6 月『牛乳月間』2014

統一キャンペーン 

ファマーズマーケット 

43 岐阜県 岐阜県酪農農業協同組

合連合会ほか 

6 月 1 日『牛乳の日』6 月『牛乳月間』2014

統一キャンペーン 

きなぁた瑞浪 

44 岐阜県 たかすファーマーズほか 6 月 1 日『牛乳の日』6 月『牛乳月間』2014

統一キャンペーン 

ひるがの高原 SA 上り 

45 岐阜県 関牛乳ほか 6 月 1 日『牛乳の日』6 月『牛乳月間』2014

統一キャンペーン 

関 SA 上り 

46 岐阜県 牧成舎ほか 6 月 1 日『牛乳の日』6 月『牛乳月間』2014

統一キャンペーン 

牧成舎 瀬戸川店 Cafe b 

47 岐阜県 棚橋牛乳ほか 6 月 1 日『牛乳の日』6 月『牛乳月間』2014

統一キャンペーン 

道の駅 星のふる里ふじはし 

48 岐阜県 棚橋牧場ほか 6 月 1 日『牛乳の日』6 月『牛乳月間』2014

統一キャンペーン 

東西寺コスモ幼稚園 

49 岐阜県 飛騨酪農農業協同組合

ほか 

地元 FM 局『公開生放送』 高山市役所 

50 岐阜県 飛騨酪農農業協同組合

ほか 

湯の華アイランド 飛騨酪農 

51 静岡県 （公財）静岡県文化財

団、静岡県 

グランシップこどものくに-どんどんどうぶ

つ- 

静岡市 グランシップ/牛乳の日・

牛乳月間 PR 

52 静岡県 静岡県庁 県庁 展示ケース展示 県庁東館展示ケース/静岡県産

牛乳の PR 等 
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№ 県 主催 イベント名 会場 

53 静岡県 （一社）静岡市静岡歯科

医師会 

第 21 回お口健康「歯っぴーふぇあ」 静岡市葵スクエア、青葉公園 /

骨密度測定と牛乳の日・牛乳月

間 PR 

54 静岡県 榛原高校、静岡県牛乳

普及協会 

高校骨密度事業 静岡県立榛原高校/食育訴求と

牛乳の日・牛乳月間 PR 

55 静岡県 毎日新聞社、静岡県牛

乳普及協会 

毎日新聞静岡版「食育」特集 静岡県内新聞広告/牛乳月間

PR 

56 愛知県 東海酪農業協同組合連

合会ほか 

ラジオ連動企画『地元の牛乳』2014 切欠

きキャンペーン 

愛知県、長野県、三重県、岐阜

県内の量販店店頭掲示 

57 愛知県 愛知県酪農農業協同組

合ほか 

6 月 1 日『牛乳の日』6 月『牛乳月間』2014

統一キャンペーン 

名古屋駅前街頭活動 

58 愛知県 中央製乳（株） 6 月 1 日『牛乳の日』6 月『牛乳月間』2014

統一キャンペーン 

産直市場『食彩村』 

59 三重県 大内山酪農農業協同組

合 

のうきょうまつり JR 鈴鹿 西部カントリーエレベー

タ 

60 三重県 三重県酪農業協同組合

連合会ほか 

6 月 1 日『牛乳の日』6 月『牛乳月間』2014

統一キャンペーン 

近鉄四日市駅前 

61 三重県 三重県酪農業協同組合

連合会ほか 

6 月 1 日『牛乳の日』6 月『牛乳月間』2014

統一キャンペーン 

JR 伊勢原市駅前 

62 三重県 （有）四日市酪農 6 月 1 日『牛乳の日』6 月『牛乳月間』2014

統一キャンペーン 

 

63 滋賀県 滋賀県牛乳普及協会 牛乳消費拡大運動 ＪＡおうみ 富士ファーマーズマ

ーケット おうみんち 

64 兵庫県 兵庫県酪農農業協同組

合連合会 

兵庫県知事表敬訪問 神戸市 

65 奈良県 奈良県牛乳普及協会、

JA ならけん（共催） 

MILK で元気！ JA ならけん「まほろばキッチン」 

66 鳥取県 大山乳業農協 鳥取県知事表敬訪問 鳥取県庁 

67 島根県 島根県牛乳消費拡大運

動実行委員会 

「牛乳の日」街頭キャンペーン JR 松江駅 

68 島根県 島根県牛乳消費拡大実

行委員会 

暑い夏を牛乳で乗り切ろう！事業 島根県内 

69 岡山県 岡山県酪農乳業協会 県知事表敬訪問及び高校生・大学生意

見交換会 

岡山県庁 
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№ 県 主催 イベント名 会場 

70 岡山県 岡山県酪農乳業協会 中国四国農政局長 表敬訪問 中国四国農政局 

71 岡山県 岡山県酪農乳業協会 牛乳消費拡大 PR 活動 岡山県東口 

72 岡山県 岡山県酪農乳業協会 モ～っと牛乳！県庁食堂で牛乳料理を紹

介します☆ 

6 月の毎週木曜日に岡山県庁食

堂 

73 中国四国

地方 

中国四国農政局 牛乳が好き フォトコンテスト 牛乳をテーマに写真を募集 

74 広島県 広島県牛乳普及協会 「牛乳の日・牛乳月間」県知事表敬訪問 広島県庁 

75 広島県 広島県牛乳普及協会 「牛乳の日・牛乳月間」県教育長表敬訪

問 

広島県庁 

76 山口県 山口県酪農農協 父の日キャンペーン アトラス萩店 

77 高知県 高知県酪農連合協議会

青年部 

6 月「牛乳月間」ミルクフェア -高知のお

いしい牛乳を飲もう- 

高知県高知市・帯屋町パラソル

前 

78 福岡県 九州 Love Milk Club 九州 Love Milk Club presents FM 

FUKUOKA ハッピーミルクフェスタ 2014 

福岡三越ライオン広場 

79 佐賀県 九州 Love Milk Club 九州 Love Milk Club presents FM 佐賀 ハ

ッピーミルクフェスタ 2014 

ゆめタウン佐賀 

80 熊本県 らくのうマザーズ 父の日キャンペーン 理解醸成活動 ひかりの森 

81 宮崎県 ＪＡ宮崎経済連 酪農課 のぼり広告 県内酪農家、県内乳業メーカー、

各ＪＡ、ＪＡビル 他 

82 宮崎県 ＪＡ宮崎経済連 酪農課 みやざきミルクフェア 2014 イオンモール宮崎 

83 宮崎県 ＪＡ宮崎経済連 酪農課 「毎月 1 日は牛乳の日」コープみやざき試

飲宣伝販売 

県内コープみやざき全店舗 

84 宮崎県 ＪＡ宮崎経済連 ＪＡ宮崎経済連食育講座 農の台所-牛

乳のじかん- 

宮崎県ジェイエイ食品開発研究

所 

85 宮崎県 九州 Love Milk Club 九州Love Milk Club presents FM宮崎 ハ

ッピーミルクフェスタ 2014 

イオンモール宮崎 

86 宮崎県 ＪＡ宮崎経済連 酪農課 広告 地元新聞・こども新聞・ＪＡ宮崎経

済連広報誌 「Ｍモーション」での

掲載 

87 鹿児島県 鹿児島県牛乳普及協

会、鹿児島県酪農業協

同組合 

６月１日は牛乳の日キャンペーン 鹿児島市天文館ぴらもーる 
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3. 全国酪農協同組合連合会が中心となった「父の日に乳（ちち）を贈ろう！キャンペー

ン」：46 件 

№ 活動者 場所 内容 

1 北海道酪農青年女性会議委員・

事務局 

大谷地幼稚園、北陽幼稚園、住

吉保育園、のっぽろ幼稚園 

園児に向けた啓もう活動 

2 東北酪青婦役員・事務局   宮

城県牛乳普及協会 他 

渋谷区 「こどもの城」 パネル展示による東北の状況、牛乳・乳製品

の配布・販売、啓蒙チラシ等の配布 

3 福島県酪農青年研究連盟 日本橋福島館（東京都中央区） 一般消費者への消費拡大（グッズの配布） 

4 福島県酪農青年研究連盟 喜多方市山都町 山都町産業祭 グッズ配布 

5 福島県酪農青年研究連盟 会津若松市会津坂下町 会津中央乳業にてイベント参加（グッズの配

布） 

6 福島県酪農青年研究連盟 矢吹町 矢吹町三神幼稚園にて、園児に父乳キャン

ペーン 

7 福島県酪農青年研究連盟 小野町・田村市・三春町 市・町内幼稚園にて、園児に父乳キャンペー

ン 

8 岩手中央酪農青年婦人会議 岩手県歯科医師会館（盛岡市） 県歯科医師会「８０２０運動」と同時開催。キ

ャンペーングッズの配布、啓蒙チラシの配布

等 

9 山形県酪農青年婦人会議 山形県酪農業協同組合・置賜支

所 

「山形ミルクランドモウモウフェスティバル」会

場でキャンペーン開催。キャンペーングッズ

の配布、啓蒙チラシの配布等 

10 茨城県酪農青年女性会議 ｲｵﾝﾀｳﾝ水戸南 県内外のゆるｷｬﾗによる、「いばキャラまつ

り」にてｷｬﾝﾍﾟ-ﾝ開催。 グッズ配布等牛乳Ｐ

Ｒｷｬﾝﾍﾟ-ﾝを実施 

11 新潟県同志会 新潟スイーツフェスタ 新潟県産牛乳の PR 

12 新潟県同志会 川まつり 新潟県産牛乳の PR 

13 新潟県同志会 佐渡で「道の駅のトラック市」 ミルメークを配布 

14 新潟県同志会 佐渡Ａコープ ミルメークを配布 

15 埼玉酪農業協同組合 埼玉県寄居町 平成２６年北条

祭り 

「父・乳キャンペーン」活動を実施する。リーフ

レット、メッセージカード、T シャツを着て配

布。 

16 群馬県酪農青年女性会議連絡

協議会 

群馬県内 「父・乳キャンペーン」活動を実施する。リーフ

レット、メッセージカード、T シャツを着て配

布。 

17 長野県酪農青年女性会議 長野県内/信州大学 「信州牛乳消費拡大活動」の共催 
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№ 活動者 場所 内容 

18 栃木県酪農青年女性会議 道の駅 那須高原友愛の森、農

産物直売所さくら 他 

県内の道の駅・スーパーなど８か所で一斉に

「父・乳キャンペーン」活動を実施。リーフレッ

ト、メッセージカード、ミルメーク配布、牛乳の

試飲 

19 栃木県酪農青年女性会議 栃木県知事 栃木県知事へ牛乳贈呈のため表敬訪問 

20 栃木県酪農青年女性会議 栃木県民の日イベント 牛乳、ミルメーク、リーフレット、メッセージカ

ードの配布 

21 中部会議 東海農政局 東海農政局長への牛乳贈呈 

22 愛知県酪農協青年女性部 愛知県内 メッセージカードを持参してお宅訪問 

23 静岡県酪農青年女性会議 静岡県内 牛乳 PR 活動 

24 石川県酪協女性部 石川県内 牛乳 PR 活動 

25 三重県酪農女性会議 県庁  県知事への牛乳贈呈 

26 岐阜県酪農青年女性会議 県庁 県知事への牛乳贈呈 

27 青年部・女性部 岡山県庁・中国四国農政局 知事・農政局長に牛乳・乳製品を贈呈 

28 大山・酪農女性部、青年部 県内スーパー店内 試飲と牛乳料理提供。白バラ牛乳パックに乳

の日広告（月間）、知事訪問 

29 酪青女役員・酪農家 あすたむランド徳島 牛乳試飲・搾乳体験等 

30 酪青女役員・酪農家、山口県酪

農乳業協会、山口県酪農農協、

防府酪農農協 

アトラス萩（萩市） 市長への牛乳贈呈及び消費拡大イベント 

31 広酪メンバーズクラブ 県庁 知事訪問、牛乳贈呈 

32 酪農家、乳業メーカー、県酪、ＪＡ 管内直売所（六甲のめぐみ、道

の駅淡河、農野花パスカル三

田、スマイル阪神） 

管内の農協市場館において、消費拡大に向

けた体面販売を実施。生産者に参加してもら

い、試飲、リーフレットの配布、パネルの展示

による地元牛乳のＰＲ活動 

33 淡路島酪農女性部 淡路島牧場 乳製品の試飲会＆ＰＲ・販売 

34 酪農女性部役員・酪農後継者部

会長 

県庁 知事に牛乳・乳製品を贈呈 

35 酪農女性部役員・酪農後継者部

会長 

県内小・中学校・特別施設 とべ動物園コラボ牛乳（コツメカワウソ）を学

校給食用として期間限定（６/２～７/１１）で提

供し、牛乳のイメージアップを図る 

36 ふくおか県酪青女 福岡県内 各市町村長への牛乳贈呈・量販店父の日ツ

ール配布・幼稚園・保育園での似顔絵用紙

配布等 
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№ 活動者 場所 内容 

37 大分県酪青女 大分県庁・県内量販店 県知事への牛乳贈呈・搾乳体験等のイベント

実施時ツール配布 

38 佐賀県酪農婦人部 街かど畑（ＪＡ直売所） リーフレット等ツール配布・牛乳試飲 

39 佐賀県酪農婦人部 Ａコープ唐津店 リーフレット等ツール配布・牛乳試飲 

40 佐賀県酪農婦人部 嬉野市役所 嬉野市長へ牛乳贈呈 

41 熊本県酪農青壮年部・女性部協

議会 

イオン光の森、県庁・農政局、市

長、JA 菊池、各地幼稚園 

牛乳試飲・PR 活動、牛乳贈呈式・PR 活動、

牛乳贈呈式・PR 活動（熊本市の農協さんが

主体）、父の日大賞（ﾍﾞﾂﾄﾌｧｰｻﾞｰ賞受賞

式）、牛乳 100ml 試飲 ・ｸﾞｯｽﾞ配布 

42 宮崎県酪農青年女性連絡協議

会 

宮崎県庁 県知事、副知事、農林水産部へ牛乳等の贈

呈及び PR 活動 

43 宮崎県酪農青年女性連絡協議

会 

宮崎県内 各市町村長に牛乳贈呈。バッチ・シール・メッ

セージカード等を配布しＰＲ活動。幼稚園・保

育園で日頃の感謝の気持ちを込め似顔絵を

描いてもらい、メッセージと一緒に渡してもら

う。グッズを配布する。 

44 鹿児島県酪農青壮年会議 鹿児島県内 保育園で PR 活動。子牛ふれあい体験、ﾊﾞﾀｰ

作り、牛についての学習会。大隅市長他、各

地方市長訪問 

45 沖縄県酪農青年女性部連絡協

議会 

沖縄県庁 沖縄県知事へ牛乳贈呈 

46 沖縄県酪農青年女性部連絡協

議会 

サンエー八重瀬シティ 牛乳試飲・ツール配布・搾乳体験等 
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4. 各団体によるシンポジウム及びセミナー：10 件 

№ 地区 主催 実施日 イベント名 会場 

1 岩手県 一般社団法人日本乳業協会 6 月 13 日(金) おいしいミルクセミナー 
ホテルメトロポリタン盛岡

ニューイング 

2 群馬県 一般社団法人日本乳業協会 6 月 5 日(木) おいしいミルクセミナー 高崎ビューホテル 

3 千葉県 千葉県牛乳普及協会 

6 月 7 日

(土)-6 月 8 日

(日) 

乳和食教室 千葉県立柏の葉公園 

4 東京都 一般社団法人 J ミルク 5 月 31 日(土)
「牛乳の日」記念学術フォー

ラム 
丸ビルホール 

5 東京都 一般社団法人 J ミルク 6 月 10 日(火)
第 36 回メディアミルクセミナ

ー 
大手町サンケイプラザ 

6 東京都 農林水産省 6 月 20 日(金)

消費者の部屋特別展示「食

と農林水産業を知ろう、体験

しよう！」 

農林水産省 消費者の部

屋 

7 東京都 一般社団法人 J ミルク 6 月 27 日(金)
平成 26 年度 酪農乳業食育

推進研修会 
KKR ホテル東京 

8 大阪府 日本高血圧協会 5 月 17 日(土) 高血圧市民公開講座 大阪会館 

9 広島県 日本高血圧学会ほか 

5 月 24 日

(土)-5 月 25

日(日) 

減塩サミット in 広島 2014 旧広島市民球場跡地 

10 大分県 一般社団法人日本乳業協会 6 月 30 日(月) おいしいミルクセミナー 大分オアシスタワーホテル

 

 

Ⅱ. イベントの模様 

5 月 31 日開催 「牛乳の日」記念学術フォーラム （丸ビルホール） 

参加人数：220 名 

「乳の学術連合」運営委委員会委員長 

折茂肇氏 開会挨拶 

講演 パネルディスカッション 

 


