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第１回 仙台市食育推進会議 会議録 

 

開催日時 令和 2年 11月 30日（月）14：15～ 

開催場所 本庁舎 2階 第 1委員会室 

名簿 委員 髙澤まき子（会長）、小野寺礼子、片倉成子、加藤房子、金山由香利、今野広元 

平田政嗣、目黒悟、山形裕昭、吉田かほる、舩山明夫、小林弘美 

（欠席委員＝佐藤一夫、白川愛子、高橋祐樹、松永弦、遠藤和夫、佐々木洋） 

 

事務局 内海消費生活センター所長、川口保健衛生部長、木村健康政策課長、 

横山農林部長（委員代理）、那須農政企画課農食ビジネス推進室長（課長代理）、 

今村教育局総務企画部長（委員代理）、飯間健康増進係長（司会進行） 

 

発言者等 発言内容 

進行 

＜１．開会＞ 

 定刻になりましたので、ただいまより令和 2年度仙台市食育推進会議を開催い

たします。 

 本日はお忙しい中、ご出席いただきまして、誠にありがとうございます。 

今回、この会議の開催方法については、急遽変更させていただくことになり、誠

に申し訳ございませんでした。なお、本日の会議ですが、新型コロナ感染症拡大

防止対策として、短時間での開催とするため、資料を事前にお送りしております。

本日の説明を簡略化させていただくといった対応をしておりますので、どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 

進行 

＜２．あいさつ＞ 

 初めに、本会議の開催にあたりまして、舩山健康福祉局長よりご挨拶申し上げ

ます。 

 

健康福祉局長 

 健康福祉局長の舩山と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 委員の皆様方には、前任期が 6月に終了してから、11月末と約 6か月遅れての

開催となりましたが、改めて食育推進会議の委員をお引き受けくださいまして心

から感謝申し上げます。 

平成 30年 3月に策定した「仙台市食育推進計画〔第２期〕後期計画」のもと、

平成 30年度から令和 4年度までの 5年間を対象に、本日もお集りいただいてお

ります関係団体のみなさま、事業者のみなさま、市民公募委員のみなさまとさま

ざまな意見交換をさせていただきながら計画の推進に努めています。 

今年度は、新型コロナウイルス感染症が昨日時点で仙台市は 800名、宮城県で

は 1,200名を超え、今も拡大している状況です。新たな生活様式への対応が迫ら

れる中で、食育にかかる事業の中止や延期などを余儀なくされる中、それぞれの

団体におかれまして創意工夫をしながら事業展開しているというご報告もいた

だいております。 

先ほど司会からもありましたように本日は短時間の会議、また昨年度から会議

開催も遅れている状況で、今年度はどうしても変則的な動きになり委員の皆様に

は例年にはないご不便、ご負担をかけることになるかもしれませんがどうぞよろ

しくお願いいたします。限られた時間ではございますけれども、さまざま創意工

夫をされている取り組みにつきましてご紹介、ご提言がありましたらぜひ意見交

換をさせていただければと思っています。さらに会議の内外問わず、今後取り組
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みなど情報がございましたら事務局にお寄せいただければ委員のみなさまに共

有を図るようなことをさせていただければと思っております。よろしくお願いい

たします。 

 

進行 
 ありがとうございました。健康福祉局長は、委員席に移動させていただきます。 

 

進行 

＜３．委員紹介＞ 

 本日の会議は、本年６月９日に委員任期が改まりましてから初めての会議とな

ります。今期の委員としてご就任いただきました皆様方をご紹介申し上げます。

なお、恐縮ではございますが、委員名簿順に紹介をさせていただきたいと存じま

す。 

小野寺礼子様でございます。 

 

小野寺委員 
 よろしくお願いいたします。 

進行 
片倉成子様でございます。 

片倉委員 
 片倉でございます。よろしくお願いいたします。 

進行 
加藤房子様でございます。 

加藤委員 
 加藤です。よろしくお願いいたします。 

進行 
金山由香利様でございます。 

金山委員 
 金山です。よろしくお願いいたします。 

進行 
今野広元様でございます。 

今野委員 
 よろしくお願いいたします。 

進行 

佐藤一夫様、白川愛子様でございますが、本日はご欠席でございます。 

髙澤まき子様でございます。 

 

髙澤委員 
 髙澤まき子でございます。 

進行 

高橋祐樹様ですが、まだ到着されていないので後ほどご紹介させていただきま

す。 

平田正嗣様でございます。 

 

平田委員 
 平田です。よろしくお願いいたします。 

進行 
松永弦様でございますが、本日はご欠席でございます。 

目黒悟様でございます。 

目黒委員 
 目黒でございます。よろしくお願いいたします。 
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進行 
山形裕昭様でございます。 

山形委員 
 山形です。よろしくお願いいたします。 

進行 
吉田かほる様でございます。 

吉田委員 
 吉田でございます。よろしくお願いいたします。 

進行 

 あわせまして、本市職員の４名が委員に任命されております。 

 舩山健康福祉局長でございます。 

 

健康福祉局長 
 改めましてどうぞよろしくお願いいたします。 

進行 
 小林子供未来局長でございます。 

 

子供未来局長 
 小林です。よろしくお願いいたします。 

進行 
 遠藤経済局長でございますが、本日は横山農林部長が代理出席しております。 

 

経済局長（横山

農林部長代理

出席） 

 よろしくお願いいたします。 

 

進行 

 佐々木教育長でございますが、本日は今村総務企画部長が代理出席しておりま

す。 

 

教育長（今村総

務企画部長代

理出席） 

 よろしくお願いいたします。 

 

進行 

 皆様、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

＜４．職員紹介＞ 

 続きまして、本日出席しております市職員を紹介させていただきます。 

川口保健衛生部長でございます。 

 

保健衛生部長 
 川口です。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

進行 

 また、関係課職員が出席しております。お手元の市職員出席者名簿をご覧くだ

さい。どうぞよろしくお願いいたします。 

 ここで、本日の会議の成立についてお知らせいたします。現在、14名の委員の

皆様にご出席いただいており、過半数の出席となっておりますので、仙台市食育

推進会議条例第７条の規定により、本会議は成立でございます。 

 続きまして、本日の資料の確認をお願いいたします。お手元の「会議資料一覧」

をご覧ください。会議次第、仙台市食育推進会議条例、仙台市食育推進会議委員
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名簿、【資料１】【資料 2】【資料 3】【参考資料１】【参考資料 2】をお配りしてお

ります。先に、郵送させていただいております資料と同様のものとなっておりま

す。以上、資料の不足はございませんでしょうか。 

 

＜５．議事＞ 

 それでは議事に入りたいと存じます。 

 

 （１）会長および会長職務代理者の選任について 

 本日は、委員任期が改まりましてから初めての会議となりますので、まず、会

長を選任いただきたいと存じます。仙台市食育推進会議条例第５条の規定によ

り、会長は委員の互選により定めることとなっております。皆様からご発言ござ

いますか。 

 

山形委員 
 髙澤委員を推薦いたします。 

 

進行 

 ただいま山形委員から、高澤委員をご推薦いただきました。皆様、いかがでご

ざいましょうか。（拍手あり） 

 高澤委員、いかがでしょうか。 

 

高澤委員 
 はい。よろしくお願いいたします。 

 

進行 

 ありがとうございます。それでは恐れ入りますが、高澤委員、会長席にお移り

いただきたいと存じます。 

 それでは、高澤会長からご挨拶を頂戴したいと存じます。よろしくお願いいた

します。 

 

高澤会長 

 みなさまこんにちは。改めまして仙台白百合女子大学の髙澤と申します。みな

さまから会長のご推薦をいただきましたのでつつがなく進めていきたいと思い

ます。 

 コロナ禍に入る前は、それぞれのお立場で食育活動をされていたかと思いま

す。そして食育活動の報告をいただきながら情報交換をしてまいりました。です

が、世界的なコロナウイルス感染拡大により、生活様式が変わり食育活動の計画

を立てても余儀なく中止、人数や時間を制限しなければならない状況になってし

まったところではございますが、そういった限られた中で創意工夫をし、食育活

動をしていくかという課題を与えられたような気がします。食はわたしたちの生

活になくてはならない営みでございます。ですので、限られた中で食育活動をそ

れぞれのお立場でぜひ工夫しながら行っていただきたいと思います。本日も時間

の制約がございますので委員の皆様のご協力をいただきながら会議を進めてい

きたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

進行 

 ありがとうございました。 

これからの議事進行につきましては，会長にお願いしたいと存じます。よろし

くお願いいたします。 

 

高澤会長 

 それでは、早速ですが、「会長職務代理者の指名」でございます。仙台市食育

推進会議条例第 5条第 3項の規定により、会長である私が、職務代理者を指名す

ることとなっております。私といたしましては白川委員にお願いしたいと思いま
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す。白川委員は本日ご欠席ではございますが、食育について知識も広く、前期も

会長職務代理者を務めていただきました。白川委員を指名したいと思いますが、

皆様よろしいでしょうか。（拍手あり）それでは、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、議事録署名人の指名でございますが、今回の議事録署名につきま

しては、仙台市保育所連合会の小野寺委員にお願いしたいと思います。よろしく

お願いいたします。 

 

 それでは次の議事に移ります。 

議事（２）令和 2年度食育推進事業計画についてです。 

こちらの計画は、今年度の食育推進事業について、委員の皆様にご提供いただ

いた取り組み事例を事務局でまとめたものでございます。今回の会議では短時間

での開催とさせていただきますため、各団体様からの説明は省略し、資料１をも

って、報告とさせていただきます。今年度は、コロナ禍での事業実施ということ

もあり、各団体の皆様におかれましては、例年実施していた事業が開催できなか

ったり、なかなか計画が立てられなかったりと、ご苦労もあるのではないかと思

います。 

 このような中で、特に工夫しながら食育事業を実施されていることなどがあれ

ば、ぜひご紹介いただきたいと思います。 

 はじめに仙台市健康福祉局からいかがでしょうか。 

 

健康福祉局長 

 健康福祉局と区保健福祉センターも含めましてお話させていただきます。 

 大人数で集められない状況の中で、多くの団体とリモートやインターネットを

活用して周知啓発をすすめています。参考資料 2にもありますが、新たな取り組

みとして健康政策課で Facebookを用いて食を中心とした健康情報の発信をして

います。 

 若林区保健福祉センターでは、町内会の回覧に食に関する情報も掲載してもら

い働きかけをしてもらっています。 

 生活衛生課では、コロナ禍でテイクアウト、宅配を利用して自宅で食事をする

ことが多くなったので、飲食店に食中毒防止の啓発、注意喚起を図るためにチラ

シを作成するなどして情報提供に努めています。 

 

髙澤会長 

 ありがとうございました。対面ではなかなか難しい状況でインターネットの活

用、食品衛生にも気を付けなければならないのでチラシによる防止対策について

頂戴いたしました。 

 続きまして、私立幼稚園連合会の金山委員いかがでしょう。 

 

金山委員 

 毎年 6月に給食試食会を開催し、保護者に子供たちがどんなものを毎日食べて

いるのかを見ていただく会があります。今年度はコロナの影響で保護者が集まる

機会を設けられなかったので、園のブログ等を通して子供たちの食べている様

子、食べているものを紹介しまして、保護者の方に見ていただくという形をとり

ました。 

 また、保護者が集まっての家庭学級というお勉強会がありますが、今年度はプ

リント等を通して、子供たちの食への関心を高めるようなご家庭での取り組み啓

発を行ってきました。 

 例年ですと、学年に応じたねらいをもった野菜を作ったり、それを調理して食

べたりする活動があるのですが、幼稚園が 6月スタートだったため難しく、園全

体でゴーヤを植えてみんなで観察するという形となりました。しかし、なかなか

食するところまではいかなかったのです。来年度は、職員で環境を整えて子供た
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ちと食をとおしての健康づくり、食に対して興味関心をもつような活動を提供し

ていきたいと思います。以上です。 

 

髙澤委員 

 ありがとうございました。今年度は例年と違った形で活動していることをお話

しいただきました。 

 もう一人お願いしたいと思いますが、働きの若い世代を対象としているみやぎ

くらしと環境ネットワークの山形委員お願いいたします。 

 

山形委員 

 仙臺農塾メインで動いていたのですが、今年は動けないのでいろいろ検討して

みたが実施まで至っていない状況でした。オーガニック・ウィーク・センダイ 2

020を毎年行っておりまして、今年は 11月 13日から 21日で開催しました。19

日には市民広場から当日の様子をインスタグラムや Facebookなどで随時発信し

てきました。11月 28日にメロンフェスタがありまして、オーガニック・ウィー

ク・センダイ 2020の動画を会員に向けて発信して共有しました。 

 

髙澤会長 

 すでに活動をしているということですけども、何か手ごたえみたいなものは感

じましたか。 

 

30：00～ 

 メロンフェスタも会場には集まるのですが、データ発信、情報発信になってし

まって直接的な反応はみられなかったです。それなりに多くの方々に参加しても

らってこうした形も併用してやっていくのがいいのかと思いました。 

 

髙澤会長 

ありがとうございました。それでは、次の議事に移ります。 

議事（３）仙台市「食育推進」ロゴマークの選考についてです。仙台市「食育

推進」ロゴマークについては、昨年度 1月の食育推進会議において作成すること

が承認されましたが、今年度は新しい委員も多くいらっしゃることから、改めて

事務局よりロゴマークについての説明をお願いいたします。 

 

木村課長 

 事務局より、ロゴマークと、ロゴマークの選考方法について説明させていただ

きます。 

仙台市の食育推進を目的としたロゴマークの作成・活用については令和 2年 1

月 31日開催の令和元年度第２回食育推進会議におきまして、こちらの参考資料

のとおり事務局よりご説明し、ご承認いただいております。仙台市は全国と比較

し、食育に関心がある人の割合が低い状況にありますことから、市民に「食育」

が浸透するよう、共通で使用できるロゴマークを作成し、活用することといたし

ました。食育推進会議関係団体による様々な食育活動とともに、市民が食育のロ

ゴマークを目にする機会が増えることで、食育についての関心が高まることを期

待しております。ロゴマークの作成に当たっては、若い世代が食育について考え

る機会にもなることから、市内のデザイン関係の学科がある大学の学生からデザ

インを募集しました。応募のあった作品は、資料 2-2の通りです。委員の皆様に

はこちらの５作品について評価をお願いしたいと存じます。皆様の評価を選考の

参考とさせていただき、１点を仙台市の「食育推進」ロゴマークとして決定いた

します。 

資料 2-1の中ほどをご覧ください。評価の方法についてご説明いたします。各

作品の評価については、評価表にご記入お願いいたします。資料 2-2及び本日配

布しております CD-ROMに格納しております、学生による作品のプレゼン動画を

ご覧いただいた上で、ご評価いただければと思います。本来は、この会議内で学

生のプレゼンを行うこととしておりましたが、会議時間短縮のため、動画データ
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の配布に代えさせていただきましたのでご了承願います。評価項目は資料 2-1に

記載しております 5項目となり、各項目５点の配点で、点数が大きいほど優れて

いるという評価になります。各作品の各項目について１から５点の間で採点をお

願いいたします。評価項目以外に評価したい点などがありましたら、評価コメン

ト欄にお願いいたします。コメントの内容は、製作者に還元させていただきます。

評価表に点数を入れていただきましたら、12月 11日（金）まで事務局まで FAX

でお送りください。メールでのご回答希望の場合は後程データをお送りいたしま

すので、事務局までお知らせください。 

 評価を頂戴しました後、採用作品を決定し、委員の皆様にお知らせいたします。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

髙澤会長 

ありがとうございます。仙台市でも食育を推進しているという 1つの媒体にな

ると思います。応募のあったロゴマークを見ると宮城の食材を取り入れているな

と見てわかります。 

ただいま、事務局よりロゴマークについての説明がありましたが、ご質問など

はございませんか。 

 

加藤委員 

 宮城県生協連の加藤と申します。各委員から 12月 11日まで評価表を出します

が、作品 5点について同点の作品が出た場合、どのように決めるのかを確認した

いです。 

 

髙澤会長 
事務局のご回答お願いいたします。 

 

木村課長 

 みなさまから評価いただいて同点が出た場合は、事務局で協議の上決定させて

いただきたいと思っています。 

 

髙澤会長 

この方法で委員の皆様、了承いただいてよろしいでしょうか。よろしくお願い

いたします。 

 他にご質問ありませんでしょうか。それでは先ほどお話がありましたように、

12月 11日までにファックスもしくはメールでならば事務局に申し出ていただき

まして、締め切りまでに投票をお願いしたいと思います。 

それでは続いて、議事の(４)に移ります。仙台市「食育推進」ロゴマークの活

用についてです。議事 3で説明のありましたロゴマークですが、決定後は食育推

進会議としても、広く周知・活用していけると良いかと思います。資料 3で仙台

市の今後の活用方法についてと、共通で食育の周知に使用できるツールについて

の案をいただいておりますので、事務局より説明をお願いいたします。 

 

木村課長 

 資料 3-1をご覧ください。仙台市「食育推進」ロゴマークについては、今後、

仙台市で作成する食育の啓発資料等に掲載し、市民に広く周知・啓発をしていく

ほか、関係団体が一体的に食育を推進するための共通のツールとして活用される

よう取り組んでまいります。ロゴマークを市民に知ってもらうための周知の場と

しては、参考資料 2にてご紹介しております健康政策課 Facebookページほか、

仙台市ホームページ、啓発チラシなどを予定しております。 

ロゴマーク活用の場面としては、食育関係各課で作成・配布している資料やお

たよりといった食育啓発媒体やイベントのチラシ等への掲載などを検討してお

ります。また、ロゴマークを活用し、食育推進会議の関係団体で共通で使用でき

る食育啓発チラシ（資料 3-2）を作成予定です。 

皆様が食育事業を実施される際に配布いただきご活用いただければと考えて

おります。ご協力いただける団体の委員の皆様からご意見を頂戴したいと存じま
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す。また、各団体等共通で使用できるツールとして、ポスター、ステッカー、シ

ールなどの作成・配布を考えております。 

ロゴマークの使用については、事務局で利用規約を作成し、仙台市のホームペ

ージよりデータをダウンロードできるようにし、本会議の各団体が食育活動に使

用する場合は自由にお使いいただけるようにいたします。食育推進会議の関係団

体以外の団体等がロゴマークの使用を希望する場合は、事前の申請と活用状況の

報告をいただくこととします。食育推進会議の場では、各主体のロゴマーク活用

状況などを情報共有させていただければと考えております。以上となります。 

 

髙澤会長 

ありがとうございました。 

ただいま、啓発用の媒体として案をいただきましたが、こちらについてご意

見・ご質問等はありますでしょうか。他にも、こんなものがあると配布しやすい、

活用しやすいというものがあれば、ぜひご提案いただきたいと思います。 

 

加藤委員 

 加藤でございます。質問です。ロゴマーク活用にあたって各団体が共通で使用

できるツールは使用期限があるのか、それとも経年で使えるのか。あと、活用場

面で考えられるのは、仙台市内の食育を意識しているような飲食店や親子で食事

をするようなところに置いておけるようなツールがあると目に留まるし、お子さ

んが見つけると親も見るという流れになってよろしいのかなと思いました。以上

です。 

 

髙澤会長 
 事務局からお願いします。 

 

木村課長 

 ポスター、シール、ステッカーの使用期限ですが、今後団体様とも協議しなが

らその辺は検討していきたいと思っています。広く周知啓発していくために長く

使えるようなものをと思いますけれど、経費等の関係もございますので使用する

団体様と協議していきたいと考えております。 

 

髙澤会長 

 ポスター、シール、ステッカーの作成ですね、いつごろ制作完了、配布する予

定ですか。 

 

木村課長 
 次年度の予算の中で制作していきます。 

 

髙澤会長 
 今年度内ではできないのでしょうか。 

 

木村課長 
 ロゴマーク決定がこれからなので今年度内は難しいです。 

 

髙澤会長 

 委員の皆様はご自由に、そのほかの皆様に関しては申請をしていただくことに

なります。 

 ロゴマーク活用のご提案がありましたら、ぜひ委員の皆様からご発言いただき

たいがいかがでしょう。仙台市 PTA協議会の今野委員いかがでしょう。 

 

今野委員 

 今野でございます。ロゴマークの活用等についてはっきりと何かと連携づけて

とは考えておりませんけれども、1つ気になっていたのはカラーと白黒だと割と

印象が変わってしまうというのがございまして、今はメディア等カラーで挙げら

れると思いますが、カラーで使われるのが多いのか、白黒で使われるのが多いの

か、どっちかなと思っていました。評価するうえでカラーではいいなと思っても

白黒でみると印象が変わってしまうなと。仙台市ではカラーでホームページに載
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せると思うのですが、例えば PTAで使うとするとほとんどが白黒になってしまう

のです。いろんな方に使用していただくうえで白黒のほうが多いのではないかな

と思いながらみていました。どういう状況を想定してロゴマークを使用するの

か、分かることがあれば教えてほしいと思います。 

 

髙澤会長 
 事務局からお願いします。 

 

木村課長 

 そこは委員の皆様から意見をいただきたいと思っていたところでした。ホーム

ページにはカラーで載ります。それぞれの団体で媒体を作るときにカラーで作る

ときはこのままでいいと思いますが、白黒で使われる場合にそれほどのインパク

トがないことは確かにあるとは思います。ロゴマークを使っていただくときはカ

ラーでも白黒でもどちらでも使っていただいて構わないのですが、団体によって

どういう使い方をすることが多いのか、先ほど PTAさんから白黒のほうが多いか

なというお話だったのですが、今後いろんなイベントやおたよりを出すときにカ

ラーが多いのか白黒が多いのかを考えたときに委員のみなさまからご意見をい

ただきたいと思います。 

 

加藤委員 

 

 学生の方にロゴマークを依頼するにあたって、行政の場合ロゴマークを募集し

て印刷にかけるときに予算上オールカラーは難しいので白黒のほうが多くなる

と思います。作成をお願いした学生の方にはどういう依頼の仕方をしたのか、カ

ラーで印刷して使うのでそれを基調にして考えてくれなのか、もしくは白黒でも

ありえるからカラーでも白黒でもインパクトのあるようなものを考えてくれと

依頼したかによって、わたしたちが白黒になった場合を想定して選ぶのと、コメ

ント欄で学生の人がそんな話を聞いてないよとならないようにだけ確認をした

いと思います。 

 

木村課長 

 募集をする際には、学生にはカラーで提出していただいているのですが白黒に

なることもあると伝えて作成してもらっています。 

 

髙澤会長 

 いま加藤委員から、カラーなのかモノクロなのかといったところもお話しいた

だいたのですが、父母会だよりとかに食育のロゴマークをいれてみようとなった

時に白黒になるかと思います。例えばシールの場合はサイズとかでおたよりとか

に貼れるようなサイズなのか、あるいは大きいサイズなのか。シールはだいたい

どのくらいの大きさを想定しているのでしょうか。カラーであるならば貼っても

らってお知らせできるかなと思いますが。 

 

木村課長 
 シールは 2㎝×2㎝のカラーで考えていた。 

 

髙澤会長 
結構小さめですよね 

 

木村課長 
 はい。 

 

髙澤会長 

 ありがとうございます。他にこんな風に使えますというところがありますでし

ょうか。 

小学校長会の目黒委員いかがでしょうか。 

 

目黒委員 
 学校現場で使うことを考えると白黒がほとんどだと思うので、限られるところ

もあります。これは今から候補を絞って色味具合を変更というのは可能なのでし
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ょうか。 

 

木村課長 
 ロゴは作成したまま使用するので、色味等の変更はありません。 

 

目黒委員 

 であれば学校からいうと白黒にしたときに見栄えが良くわかりやすいものを

選ばせてもらうことになると思います。 

 

髙澤会長 

カラーと白黒両方考えた場合で委員のみなさまには評価をいただけばと思い

ます。私も大学では学科のブログがありますので、ブログに載せることが可能か

なと思っています。 

他にございませんでしょうか。ないようですので、以上で議事を終了させてい

ただきます。皆様からさまざまなご意見をいただき、ありがとうございました。

では、事務局に進行を引き継ぎたいと思います。 

 

進行 

髙澤会長ありがとうございました。委員の皆様、本日は短時間での開催ではあ

りましたが、ご協力ありがとうございました。最後に事務局より事務連絡がござ

います。毎年、2月にその年度の食育推進事業の取組事例を各主体の皆様より募

集し、3月に事例集を作成しておりますが、今年度についてはコロナ禍の中、新

しい生活様式の中で活動が限られた状況だと思いますが、その中で工夫されて取

り組んでこられたものをぜひ事例としてまとめさせていただきたいと思ってい

ます。おそらくコロナに関しては来年度以降も感染を防止していきながら取り組

みを続けていくため、工夫されている事例などが生かされる活動であってほしい

と思っていますので、年度末に一度事例の照会をさせていただきたいと思ってい

るので、その際はご協力をお願いいたします。事務連絡は以上です。 

 

＜６．閉会＞ 

以上をもちまして、仙台市食育推進会議を閉会いたします。本日はありがとうご

ざいました。 

 

 
─了─ 

 

 

令和 2年   月   日 
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