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農山漁村等地域の情報集積を活用した持続可能な農山漁村等地域育成への貢献 

 

（13）ＪＡあいち豊田 キッズ・サマースクール 2017 

ＪＡあいち豊田（愛知県） 

 

新規 継続 

  

○ 

（平成 11年 9月） 

 

1 動機（経緯） 

小学生・園児を対象に、保護者と一緒に楽しみながら、「食」の大切さと「農」の楽しさ

を一緒に考えてもらう機会を提供することを目的として、平成 11 年 9 月より当スクール

を開催しています。 

2 概要 
豊田市、みよし市の小学生・園児とその保護者を対象に、地元農産物を紹介しながら「食」

と「農」について、楽しみながら理解してもらうための講演・イベントを行いました。 

3 成果（効果） 

小学生・園児とその保護者、合計 488 名に参加いただきました。（小学生・園児

244名、保護者 214 名、未就園児 30名） 

タレントによる食農講話や、野菜にかかわるお笑いミニステージを通して「食」と「農」

の大切さを楽しく伝えるとともに、買い物体験にて直接農産物に触れて感じてもらう参加

型イベントとしたことで、農産物等に対する興味を引き出すことができたと感じていま

す。 

4 今後の予定 

平成 30 年度についても、豊田市・みよし市の小学生・園児とその保護者を対象に、食と

農について「一緒に楽しく学ぶ・感じる」をテーマに講演・買い物体験の実施を予定して

います。 
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