
 幼稚園・保育園 

北海道 旭川市 ひとみ幼稚園 北海道 札幌市 札苗幼稚園 北海道 札幌市 若葉幼稚園  

北海道 札幌市 伏古あゆみ幼稚園 青森県 黒石市 幸成保育園 青森県 南津軽郡 光田寺保育園

岩手県 盛岡市 やよい幼稚園 岩手県 花巻市 笹間幼稚園 岩手県 宮古市 そけい幼稚園

宮城県 仙台市 いずみ保育園 宮城県 加美郡 小鳩幼稚園 秋田県 横手市 みいりの保育園 

秋田県 由利本荘市 子吉保育園 秋田県 由利本荘市 西目保育園 山形県 酒田市 小鳩保育園

山形県 鶴岡市 立正保育園 山形県 飽海郡 杉の子幼稚園 茨城県 結城市 富士見幼稚園

栃木県 佐野市 あかみ幼稚園 栃木県 宇都宮市 さくらが丘幼稚園 栃木県 宇都宮市 篠井保育園

栃木県 日光市 大沢保育園 埼玉県 秩父市 荒川幼稚園 東京都 練馬区 光が丘あかね幼稚園 

神奈川県 横浜市 もあな保育園 静岡県 浜松市 高丘保育園 静岡県 浜松市 和田幼稚園

愛知県 犬山市 楽田東保育園 愛知県 西加茂郡 天王保育園 愛知県 西加茂郡 打越保育園 

愛知県 西加茂郡 明知保育園 岡山県 真庭市 愛慈園幼稚園 岡山県 倉敷市 乙島東幼稚園

愛媛県 西条市 西条聖マリア幼稚園 愛媛県 今治市 白鳩保育園 愛媛県 松山市 木の実幼稚園

愛媛県 松山市 松山隣保館保育園 愛媛県 西条市 燧洋（すいよう）幼稚園 徳島県 徳島市 助任保育園 

徳島県 三好市 池田幼稚園 徳島県 板野郡 しらゆり保育園 高知県 南国市 ひまわり幼稚園

高知県 南国市 あとむ幼稚園 福岡県 福岡市 名島保育園 福岡県 福岡市 若宮保育園

佐賀県 鳥栖市 ルンビニ幼稚園 長崎県 島原市 文華保育園 長崎県 島原市 みどり保育園

長崎県 島原市 桜花保育園  大分県 大分市 ふじが丘幼稚園 大分県 大分市 まきの幼稚園

鹿児島県 奄美市 金久保育所 鹿児島県 奄美市 輪内保育所 沖縄県 宜野湾市 仲原保育園

沖縄県 西原市 こばと保育園 沖縄県 宮古島市 花園幼稚園 沖縄県 名護市 名護杉の子保育園

北海道 札幌市 山鼻南小学校 北海道 札幌市 常磐小学校 北海道 札幌市 藤野南小学校 

北海道 札幌市 太平小学校 北海道 札幌市 鴻城小学校 北海道 札幌市 真駒内曙中学校

青森県 十和田市 藤坂小学校 青森県 十和田市 甲東中学校 青森県 十和田市 沢田小学校

青森県 十和田市 第一中学校 青森県 十和田市 東小学校 青森県 十和田市 洞内小学校

青森県 八戸市 長者小学校 岩手県 遠野市 小友中学校 岩手県 遠野市 小友小学校

岩手県 遠野市 土淵中学校 岩手県 遠野市 宮守小学校 岩手県 遠野市 綾織中学校

岩手県 花巻市 花巻北中学校 岩手県 宮古市 赤前小学校 宮城県 仙台市 館小学校

宮城県 仙台市 福室小学校社会福祉学級 宮城県 仙台市 新田小学校社会福祉学級 宮城県 加美郡 中新田中学校

秋田県 湯沢市 須川小学校 秋田県 湯沢市 中山小学校 秋田県 湯沢市 秋ノ宮小学校

山形県 東村山郡 豊田小学校 山形県 飽海郡 高瀬小学校 新潟県 岩船郡 さんぽく北小学校

茨城県 笠間市 笠間市立南小学校 茨城県 筑西市 下館小学校 茨城県 筑西市 下館南中学校（バレーボール部）

茨城県 鉾田市 旭中学校（バレーボール部） 茨城県 土浦市 土浦第二中学校（バレーボール部） 栃木県 さくら市 氏家中学校

栃木県 河内郡 明治中学校 群馬県 高崎市 寺尾小学校 埼玉県 越谷市 平方小学校

埼玉県 三郷市 後谷小学校 千葉県 長生郡 八積小学校 東京都 墨田区 第三寺島小学校

東京都 墨田区 曳舟小学校 東京都 墨田区 横川小学校 東京都 墨田区 両国小学校

東京都 墨田区 隅田小学校 東京都 墨田区 外手小学校 東京都 葛飾区 末広小学校

神奈川県 秦野市 南中学校 静岡県 焼津市 岡部中学校 愛知県 豊田市 竹村小学校

愛知県 豊田市 龍神中学校 愛知県 蒲郡市 西浦中学校 愛知県 蒲郡市 蒲郡中学校

愛知県 蒲郡市 形原中学校 愛知県 蒲郡市 中部中学校 愛知県 知多市 旭南中学校

愛知県 常滑市 南陵中学校 滋賀県 大津市 仰木の里小学校 兵庫県 小野市 小野東小学校

兵庫県 神戸市 大原中学校 兵庫県 神戸市 鈴蘭台中学校 兵庫県 三木市 緑が丘中学校

兵庫県 三木市 三木小学校（アフタースクール生徒） 奈良県 香芝市 志都美小学校 岡山県 倉敷市 乙島東小学校

広島県 庄原市 東城小学校 広島県 庄原市 川北小学校 広島県 庄原市 西城小学校

広島県 庄原市 高小学校 広島県 庄原市 小奴可中学校 広島県 庄原市 峯田小学校

広島県 三次市 田幸小学校 広島県 神石郡 神石中学校 高知県 高知市 高知大学付属中学校

高知県 高知市 介良小学校 高知県 香美市 片地小学校 高知県 香美市 山田小学校

高知県 香美市 楠目小学校 高知県 香美市 大栃小学校 高知県 香美市 大宮小学校

高知県 香南市 野市東小学校 高知県 香南市 野市小学校 高知県 須崎市 浦ノ内小学校

高知県 土佐山田市 船入小学校 高知県 宿毛市 平田小学校 高知県 四万十市 中村南小学校

高知県 土佐清水市 下川口小学校 高知県 土佐清水市 下川口中学校 高知県 土佐清水市 幡陽小学校

高知県 土佐清水市 下ノ加江小学校 高知県 土佐清水市 下ノ加江中学校 福岡県 福岡市 高取小学校

佐賀県 唐津市 佐志中学校 長崎県 松浦市 今福中学校 鹿児島県 霧島市 国分中学校

沖縄県 中頭郡 古堅小学校 沖縄県 中頭郡 伊江中学校  沖縄県 島尻郡 南星中学校 

沖縄県 宮古島市 下地小学校 沖縄県 宮古島市 池間中学校

 ※「一般財団法人　食と健康財団」としての講演も一部含まれています。　　（2020年1月31日現在）

玄米酵素「食育講演」の実績(1)
●学校関係1

 小・中学校 



北海道 旭川市 神居学園 青森県 八戸市 向陵高校 岩手県 盛岡市 盛岡市立高校

岩手県 盛岡市 盛岡農業高校 岩手県 遠野市 遠野高校 岩手県 遠野市 遠野高校情報ビジネス校

岩手県 一関市 千厩高校 岩手県 一関市 花泉高校 岩手県 一関市 一関市第二高等学校

岩手県 宮古市 宮古工業高校 岩手県 宮古市 宮古水産高校 岩手県 大船渡市 大船渡高校

岩手県 八幡平市 平舘高等学校 岩手県 九戸郡 軽米高校 岩手県 岩手郡 葛巻高校 

宮城県 多賀城市 仙台育英高校 宮城県 仙台市 常盤木学園高等学校 宮城県 仙台市 東北生活文化大学高等学校

福島県 福島市 福島東稜高校 新潟県 長岡市 正徳館高等学校 茨城県 結城郡 八千代高等学校

茨城県 水戸市 水戸女子高等学校（バレーボール部） 大阪府 大阪市 興国高校（ラグビー部・ボクシング部） 岡山県 加賀郡 吉備高原学園高校

岡山県 新見市 新見高校 鳥取県 東伯郡 鳥取中央育英高校（陸上部） 山口県 下松市 華陵高校（野球部）

愛媛県 西条市 西条高校 愛媛県 四国中央市 川之江高校 徳島県 阿南市 阿南工業高校

徳島県 徳島市 徳島商業高校 徳島県 徳島市 徳島北高校 高知県 高知市 高知高校 

高知県 高知市 丸の内高校（野球部・テニス部） 福岡県 大牟田市 誠修高等学校 長崎県 諫早市 諫早高校等高来分校

沖縄県 浦添市 浦添工業高校 沖縄県 浦添市 陽明高校

北海県 札幌市 北海道大学大学院 北海道 札幌市 北星学園女子短期大学 北海道 小樽市 小樽商科大学 

神奈川県 川崎市 明治大学

北海道 石狩郡 当別町役場 北海道 日高郡 新ひだか町教育委員会 宮城県 多賀城市 多賀城駐屯地　

茨城県 水戸市 県立盲学校 栃木県 下野市 下野市ＰＴＡ連合協議会・教育委員会 徳島県 吉野川市 山川町役場

徳島県 阿波市 阿波市ファミリー・サポート・センター

北海道 札幌市 北海道プロテニス協会 北海道 札幌市 トライアスロン協会 北海道 札幌市 札幌繊維協同組合 

北海道 札幌市 札幌市民大学講座 北海道 札幌市 コンサドーレ札幌 北海道 札幌市 あいの里里西小学校（家庭学級）

北海道 札幌市 さっぽろ東急百貨店 北海道 札幌市 和光小学校（家庭学級きらりチーム） 北海道 札幌市 2018ミス・ユニバースジャパン北海道大会

北海道 旭川市 北海道厚生年金受給者協会連合会 北海道 夕張郡 食と健康を考える会 北海道 旭川市 北海道看護協会　上川南支部

青森県 青森市 サッカーJFL　ラインメール青森FC 青森県 青森市 2017ミス・ユニバースジャパン青森大会 秋田県 由利本庄市 養護教諭部会

岩手県 遠野・宮守地区 養護教諭研究会 岩手県 花巻市 学校保健部会花巻支部 岩手県 奥州市 食と健康を考える会

岩手県 奥州市 稲瀬小学校（保護者、教職員対象） 岩手県 一関市 高等学校PTA連合会県南支部 岩手県 宮古市 すくすくキッズサークル

岩手県 岩手郡 葛巻町食生活改善推進委員会 宮城県 仙台市 タピオ館立オープン大学 宮城県 加美郡 加美町保健福祉課

福島県 岩瀬郡 NPO法人　幸せな家庭環境をつくる会 茨城県 茨城町 茨城町長生大学 茨城県 笠間市 サタデーdeまなび

茨城県 桜川市 茨城県退職公務員連盟笠西支部女性部 栃木県 佐野市 佐野市民大学講座 栃木県 真岡市 中村地区女性学級

群馬県 前橋市 群馬市民大学講座 埼玉県 さいたま市 仲本小学校（PTA、保護者、先生対象） 埼玉県 上尾市 今泉小学校（PTA、保護者、先生対象）

埼玉県 越谷市 大袋北小学校（PTA、保護者、先生対象） 埼玉県 越谷市 越谷西中学校（PTA、保護者、先生対象） 埼玉県 越谷市 花田小学校（PTA、保護者、先生対象）

埼玉県 越谷市 桜井小学校（PTA、保護者、先生対象） 埼玉県 越谷市 平方中学校（PTA、保護者、先生対象） 埼玉県 越谷市 北越谷小学校（PTA、保護者、先生対象）

埼玉県 越谷市 桜井南小学校（PTA、保護者、先生対象） 埼玉県 越谷市 弥栄小学校（PTA、保護者、先生対象） 埼玉県 越谷市 大袋小学校（PTA、保護者、先生対象）

埼玉県 幸手市 幸手小学校（PTA、保護者、先生対象） 千葉県 千葉市 千葉県中小企業団体中央会（組合士会会員対象） 千葉県 富里市 富里市ロータリークラブ

東京都 千代田区 株式会社DeNA Games Tokyo(社員対象） 東京都 練馬区 光が丘第4保育園（先生対象） 神奈川県 小田原市 下中小学校（PTA）

神奈川県 相模原市 相模原市介護予防推進課 愛知県 名古屋市 名古屋市民大学講座 愛知県 日進市 日東保育園（保護者対象）

愛知県 みよし市 三好丘聖マーガレット幼稚園（保護者対象） 愛知県 豊田市 豊田柳城幼稚園（保護者対象） 石川県 金沢市 緑小学校（保護者対象）

石川県 白山市 石川農林総合事務所 滋賀県 草津市 滋賀県喫茶飲食業生活衛生同業組合 大阪府 大阪市 大阪市民大学講座

兵庫県 佐用郡 サンホームみかづき 兵庫県 神戸市 神戸市立高等学校PTA連合会 兵庫県 尼崎市 武庫東小学校（保護者対象）

岡山県 岡山市 地域教育懇談会 岡山県 岡山市 岡山市立西小学校（保護者・先生対象） 広島県 世羅郡 世羅町チャレンジ大学

広島県 世羅郡 商工会女性部 広島県 三好市 学校保健会 鳥取県 大山町 子育て支援センター なわ（保護者対象）

島根県 雲南市 老人クラブ連合会　木次支部女性部 愛媛県 松山市 中予私立幼稚園PTA連盟 愛媛県 松山市 愛媛マンダリンパイレーツ

愛媛県 西条市 西条市民大学講座 愛媛県 西条市 保育士会 愛媛県 八幡浜市 (社)八幡浜法人会

愛媛県 大洲市 (社)大洲喜多法人会 徳島県 徳島市 消費者協会OB会 徳島県 吉野川市 消費者協会

高知県 高知市 (社)高知県私立幼稚園連合会 高知県 高知市 学校給食共同調理場職員協議会 高知県 高知市 健康教育サークル　みの会

高知県 香美市 香美市学校給食研究協議会 高知県 香美市 母親大会 高知県 南国市 土佐女子中高講演会南国支部

高知県 幡多郡 学校保健会幡多支部養護教諭部会 福岡県 福岡市 福岡市民大学講座 宮崎県 都城市 都城市民大学講座

鹿児島県 奄美市 奄美市集団給食協議会 保育所部会 鹿児島県 奄美市 奄美倫理法人会 沖縄県 浦添市 浦添倫理法人会

沖縄県 うるま市 中部農林高等学校（先生方対象）

玄米酵素「食育講演」の実績(2)
 高 校 

 ※「一般財団法人　食と健康財団」としての講演も一部含まれています。　　（2020年1月31日現在）

●その他 

●公的機関 

 大 学 

●学校関係2 


