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出展者大募集!

全国ふりかけグランプリ®2019の様子

2年に1度！世界最大のふりかけの祭典！2年に1度！世界最大のふりかけの祭典！言わずと知れた、日本人のソウルフード『お米』
そのお米のお供として昔から楽しまれてきたのが【ふりかけ】です。

現在ふりかけ商品は地元ならではのオリジナル商品から、全国区で親しまれる定番の商品まで数多くの
種類が出回っています。しかし、あまりにも数が多すぎて選ぶことができず、いつも決まった商品をお買
い上げになられてしまい新商品を作っても中々お客様の手に届かない状況です。

ふりかけグランプリ®は、そんな現状を打破するため開催しております。
(一社)国際ふりかけ協議会が主催するふりかけグランプリ®に以下の役割があります。

❶いろいろなふりかけをお客様に食べていただく試食会
❷自社ふりかけを食べていただきお客様の声を聴くサンプリング会
❸グランプリを決めることでお客様の購入判断としていただく商品のブランド化

これらのことにより、ふりかけ業界の振興・発展に寄与し日本人のソウルフードであるお米の食文化を
守っていければと考えております。

熊本発祥の「ふりかけ」を旗頭に、各地域の「産業、観光、文化」を国内外へ広めることにより、地域振興及
び経済発展並びに国際交流の活性化に寄与することを目的としています。

　盛夏の候、皆様におかれましては益 ご々健勝のこととお慶び申し上げます。
日頃より格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
　国際ふりかけ協議会は、地域振興や経済発展・国際交流の活性化に寄与することを目的
に、熊本発祥のふりかけを国内外に広める活動を行っております。任意団体として設立して
から3年、一般社団法人になってからは1年が経過し、皆様にご報告できることが増えてま
いりました。これも皆様のご支援の賜物と、心より感謝申し上げます。
　つきましては、これまでの活動をまとめた「IFA だより」を発行いたしましたので、ご高覧
いただければ幸いです。今後とも活動を続け、ご報告してまいりますので、どうぞ変わらぬご
支援ご協力をお願い申し上げます。

　当協議会では様 な々団体・企業様にご協力いただき、タイや
ラオスなどの子どもたちのために、現地の幼稚園や小学校など
にふりかけの支援（寄贈）活動を行っております。かつての日
本のように栄養不足に苦しむ ASEAN 諸国や、世界中の人々
の一助になればと思い活動を続けています。
　「ふりかけ支援活動」としては、会員様からの会費により、
ASEAN 諸国を中心とした国外への支援を行っております。ま
た別途「ふりかけ支援小袋プロジェクト」 も実施しております。こ
ちらは熊本県遊技業協同組合様のご協力により、加盟店舗の

端玉の景品として小袋ふりかけを導入し、その売り上げの一部
をラオス人民民主共和国・タイ王国・福島県いわき市へのふり
かけ支援活動に充てています。
　また平成 28 年 4 月に発生した熊本地震に際し、タイの企業
JAPAN QUALITY CO., LTD 様から寄付金をいただき、カメヤ
食品株式会社様からは多くのふりかけや調味料をいただきました。
まずはいただいた寄付金でふりかけを購入し、カメヤ食品様のふ
りかけと一緒に、熊本市や南阿蘇村に寄贈いたしました。皆様の
お心遣いに感謝し、今後とも長期的に支援を行ってまいります。

【タイ】
山田長満小学校、タートパノム中・高校、ドンマファイ私市立保育園、バンバヤオ小学校、バンクナー
ムク小学校、バンティッタイ小学校、バンナラオ小学校、サーマキー高等学校、バンフアイナムイエン小
学校、夢の家、チェンライ県の山岳民族、ナコンパノム県の小学校、はなまる日本語学校、パンコーン学校、
パーデンルワン小学校
【ラオス】
ナムツアム中等学校、フォンチャラン村小学校、ラーコック村小学校、パウクー中等学校、クラン村の
建設中の学校、ナコーサワン私立小学校、タバーク小学校、ホエイカン村小学校、ホンサバン村小学校、
ナムサット村小学校、ナニャンタイ中学校、ナニャンアヌ村小学校、スクマー小学校、コクハン村小学校、
ポンチャルーン小学校
【ネパール】ネパール大地震被災地
【ミャンマー】ミャンマー洪水被災地（チン州北部テディム地区）
【インドネシア】ガルト県
【いわき】いわき市立滝尻保育所、
いわき市林城八反田応急仮設住宅、
いわき市立久之浜保育所、
いわき市立永崎保育所、
いわき市高久第一応急仮設住宅
【熊本】熊本市、あそ望の郷くぎの（南阿蘇村）

・随時　ふりかけ支援活動（タイ・ラオス・いわき・熊本など）
・平成28年10月15日（土）・16日（日）　ふりかけグランプリ®inいわき2016（仮）
・平成29年2月11日（土）・12日（日）　お茶づけグランプリ®（仮）（熊本県）
・平成29年春　全国ふりかけグランプリ®（日程・場所未定）

一般社団法人国際ふりかけ協議会

代表理事　松江　慎太郎

ふりかけが世界を救う！　～ふりかけ支援活動～

【ラオス】チャンパーサック県「スクマー小学校」

【タイ】チェンライ県「パーデンルワン小学校」
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プレミアム国産原料 ふりかけ小魚

御飯の友 贅沢ふりかけ

納豆ふりかけ ラヨネーズふりかけ

金賞
2015年

銀賞
2015年

銅賞
2015年

金賞
2015年

銀賞
2015年

銅賞
2015年

ご挨拶

今後の予定

お知らせ

主な活動

これまでの支援先

合計100kg以上
（25,000食以上）のふりかけを

上記地域・施設等に寄贈〒860-0805熊本県熊本市中央区桜町2番21号 マーカス桜町F02号
ＨＰアドレス　http://www.ifa-furikake.jp/　メールアドレス　info@ifa-furikake.jpTEL 096-227-7501　FAX 096-247-6050

◀ http://fgp-shop.com/
「全国ふりかけグランプリ® online shop」

熊本地震の復興支援として、ふりかけ発祥の地である熊本の自慢の逸品を揃
えた「熊本ふりかけセット」の販売を開始しました！
ショッピングサイトでは他にも「全国ふりかけグランプリ®2015 」で金銀銅賞
を受賞した商品の詰め合わせなどを購入できます。絶品のふりかけをお気軽に
ご自宅で味わえる機会となっておりますので、ぜひご利用くださいませ。

今年6月にショッピングサイト
「全国ふりかけグランプリ® online shop」を
開設しました！

　本
ふりかけセット

ドライふりかけ部門 詰め合わせ ソフトふりかけ部門 詰め合わせ

　今期は通常の東南アジアへのふりかけ支援に加え、熊本地震に際した被災地へのふりかけ
支援活動も行いました。昨年 4 月の熊本地震後、JAPAN QUALITY CO., Ltd. 様等からい
ただいた寄付金やカメヤ食品㈱様からいただいたふりかけ等をもとに、被災した熊本市やあそ
望の郷くぎの（南阿蘇村）、益城町にふりかけを寄贈しました。今後も仮設住宅等へのふりかけ
支援活動を行っていきます。
　また 3 月からは、熊本県の姉
妹都市である台湾・高雄市の小
学校にもふりかけを贈り、交流し
ていきます。

【インドネシア】ガルト県の子どもたち 【ラオス】KP協力の柔道大会参加者 【熊本】あそ望の郷くぎの（南阿蘇村）

「ふりかけグランプリ® in いわき2016」
結果発表の様子

「お茶づけグランプリ® in 奥之院」
結果発表の様子

　早春の候、皆様におかれましては益 ご々清祥のこととお慶び申し上げます。 
日頃より格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
　国際ふりかけ協議会も今年の 2 月で、法人設立から 2 年を迎えました。昨年 4 月の熊本
地震の影響により、活動は一部制限されましたが、皆様の温かいご支援・ご協力のもと無事に
活動を続けられ、4月から新たな期を迎えられることに深く感謝いたします。
　つきましては、本紙にて今期の活動と今後の予定をご報告いたします。
　今後とも変わらぬお付き合いの程、宜しくお願い申し上げます。

代表理事　松江　慎太郎
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ご挨拶

一般社団法人国際ふりかけ協議会 〒860-0805熊本県熊本市中央区桜町2番21号 マーカス桜町F02号
ＨＰアドレス　http://www.ifa-furikake.jp/　メールアドレス　info@ifa-furikake.jpTEL 096-227-7501　FAX 096-247-6050

　5月 6日はふりかけを考案した熊本の薬剤師・吉丸末吉氏の誕生日とい
うことで、当協議会が( 一社) 日本記念日協会に登録申請し、「ふりかけの
日」として制定しました。大正初期、人々に不足していたカルシウムを摂りやす
いように、吉丸氏が考えたふりかけ。その思いを受け継ぎ、当協議会は栄養不
足の子どもたちをはじめ、多くの方々にもっとふりかけを食べてもらえるよう、
支援・普及活動を続けてまいります。

　通常秋に行っていた「全国ふりかけグランプリ®」ですが、昨年は熊本地震の影響で、年内の開催を中止いたしました。
そのようなところに福島県いわき市からお声がけいただき、 「ふりかけグランプリ® in いわき2016」を開催することができました。
東日本大震災後に復興支援として、「ふりかけグランプリ®inいわき」を企画開催したお礼にと、いわき市から義援金もいただきました。
　そして　「ふりかけグランプリ®」の姉妹イベントとして初めて開催した「お茶づけグランプリ® in 奥之院」。
今回は熊本のお寺で開催し、好評を博しました。今後も開催していく予定です。

　平成 29 年 2 月、「国産農産物消費拡大対策事業のうち
国産農林水産物・食品への理解増進事業」を活用し、首都圏
のMD バイヤーが熊本の農林水産物・食品の生産・製造現
場を視察するマッチング事業や、熊本の農産物・加工品に対
する消費者調査等を行いました。
その中で、ふりかけをはじめとする農産物・加工品から成る
「くまもと良いもの」というブランドを立ち上げました。
　当協議会は、熊本発祥の「ふりかけ」を旗頭に、各地域の
産業等を国内外へ広めることにより、地域振興及び経済発
展等に寄与することを目的とし、活動しております。今後「く
まもと良いもの」を発信していくことで、当協議会の目的を果
たしていければと存じます。

●平成28年10月15日(土 )・16日(日 )
「ふりかけグランプリ® in いわき2016」（福島県いわき市）
　ふりかけ出品数：14（東日本1都1道7県）
　金賞：㈱磯駒海苔「のりたっぷり桜えびふりかけ」（静岡県）
　銀賞：㈱守屋「ぶっかけ海苔めし」（千葉県）
　銅賞：㈱JAライフクリエイト福島「麓山高原豚ふりかけ」（福島県）

●平成29年2月11日(土)・12日(日)　
「お茶づけグランプリ® in 奥之院」（熊本県玉名市）
　お茶づけ出品数：6（九州2県）
　金賞：ギャラリー蔵「蔵の鯛茶漬け」（福岡県）
　銀賞：ネクストソサエティ㈱「天草鯛の昆布〆づけ茶漬け～

玉名大浜のり仕上げ～」（熊本県）
　銅賞：㈱高木海藻店「ねばーれお茶漬け」（熊本県）

平成 28年 4 月
 
 

 5 月
 
 
 

 6 月

 10 月

 11月
平成 29年 2 月

 2～ 3月
 3 月

インドネシアふりかけ支援活動②を実施【協力：公益財団法人オイスカ熊本県推進協議会】
タイの水かけ祭りにてJAPAN QUALITY が「ふりかけ・カオラーム」を販売
熊本地震発生に際し、寄付金とふりかけを拝受
自民党本部に学校給食ふりかけ導入のプレゼンテーションを実施
「第二回ブラジルふりかけ祭り」に協力【主催：ブラジル熊本県文化交流協会】
熊本ふりかけ支援①を実施：熊本市・あそ望の郷くぎの（南阿蘇村）
ドン・キホーテ「くまもと特産品復興支援フェア」に支援
登録認定後初の「ふりかけの日」を5月６日に迎える
タイにてJAPAN QUALITY が「くまもとふりかけ」の販売を本格的に開始
「熊本ふりかけセット」を発売、ショッピングサイト「全国ふりかけグランプリ® online shop」を開設
熊本ふりかけ支援②を実施：益城町
タイふりかけ支援活動⑤を実施：さくら寮【協力：さくらプロジェクト】
「ふりかけグランプリ®in いわき 2016」を開催【共催：いわき市】
代表理事が首都大学東京主催の「あんど！大島」プロジェクトにて、ふりかけの実例をもとに、地域産業の新しい活用方法
について講義
ラオスふりかけ支援活動②を実施：柔道大会【協力：KP Co., Ltd.】
「お茶づけグランプリ®in 奥之院」を開催
「国産農産物消費拡大対策事業のうち国産農林水産物・食品への理解増進事業」の補助金を活用し、熊本の会員等の生産加工
現場を視察、ふりかけをはじめとする地域ブランド「くまもと良いもの」を構築
ラオスふりかけ支援活動③を実施中【協力：特定非営利活動法人DEFC】
台湾・高雄ふりかけ交流①を実施中【協力：熊本県国際課・高雄市教育局】

平成28年度　国際ふりかけ協議会実績・ふりかけ関連活動一覧

　 国内で安全・安心で品質管理されたものであること
　 味・形・色などのクオリティが優れておりブランドになりうるものであること
　 地元の素材を使い、作り手がこだわったストーリー性のあるものであること

くまもと良いものとは

ふりかけ支援・交流活動１
Pick up!

地域ブランド「くまもと良いもの」4
Pick up!

5 月 6日は「ふりかけの日」2
Pick up!

グランプリ開催情報3
Pick up!

「全国ふりかけグランプリ®２０１７」

（熊本県熊本市：中心市街地一帯）開催！

平成29年 4月15日(土)・16日(日)

　平成 29 年 4 月 15 日・16 日の 2 日間、熊本市中心市街地一帯にて「全国ふり
かけグランプリ®2017」が開催されました。ちょうど熊本地震から1年ということもあり、
復興をテーマにしたイベントも同時開催。
　当協議会からもご飯とスープの売上の一部を熊本城災害復旧支援金として寄付いた
しました。
　寄付の金額とグランプリ結果につきましては、協議会ホームページをご覧ください。
（ふりかけグランプリ®2019　関東開催予定のバナーをクリック）
　また、会員の皆様に先日メールにてご案内させていただきました通り、2019 年に全
国ふりかけグランプリ®を関東にて開催できるよう、目下準備・調整中です。
　そのため 2018 年にはグランプリの開催がありませんが、詳細が決定次第お知らせ
して参りますので、今しばらくお待ち頂ければと存じます。

【タイ】昼食にふりかけを食べる子どもたち

「全国ふりかけグランプリ®2017」　開催の様子

「全国ふりかけグランプリ®2017」　結果発表の様子

【タイ】昼食にふりかけを食べる子どもたち【タイ】ふりかけ支援活動

東峰村役場より頂いたお礼状

　早春の候、皆様におかれましては益 ご々清祥のこととお慶び申し上げます。
　平成 29年度は全国ふりかけグランプリ®2017にて皆様にご協力いただき、盛況のうちにイ
ベントを終えることができました。
　また、おかげさまで国際ふりかけ協議会は、一般社団法人となって 4 年目の年を迎えます。
ふりかけの可能性を広げながら、手助けを必要とされている方への支援も同時に行うという国際
ふりかけ協議会にふさわしい活動が今年度もできたのではないかと思います。これも会員の皆様
の、日頃よりの暖かいご協力とご支援あってのことです。心より御礼申し上げます。
　今年も一年の活動をまとめた「IFAだより」を発行いたしました。ご覧頂ければ幸いです。
今後とも変わらぬお引き立ての程、どうぞ宜しくお願い致します。

代表理事　松江　慎太郎
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ご挨拶

一般社団法人国際ふりかけ協議会 〒860-0805熊本県熊本市中央区桜町2番21号 マーカス桜町F02号
ＨＰアドレス　http://www.ifa-furikake.jp/　メールアドレス　info@ifa-furikake.jpTEL 096-227-7501　FAX 096-247-6050

　11月、当協議会の代表理事がタイ・バンコクにある児童施設2箇所を訪問し、昼食時にふりかけを配布しました。
　施設には孤児や貧困等、様々な理由でやってきた子どもたちが集まっており、生活をともにしています。日本ではこうした施
設に補助金が出ることが多いですが、タイでは基本的に運営資金が寄付でまかなわれる厳しい状況にあります。
　そんな子どもたちにふりかけで栄養を補ってほしいと、現場ではふりかけの栄養価についての説明も行いました。
はじめて口にするふりかけの味はタイの子どもたちにも喜ばれ、美味しいと大喜びでした。

　平成 29 年 7 月に起こった九州北部豪雨災害の支援のため、当協会より福岡
県朝倉郡東峰村へ、ふりかけ6kgを発送しました。
　その後 10 月に東峰村役場より丁寧なお礼状が届き、徐々に復興が始まってい
ることをお知らせいただきました。
　国際ふりかけ協議会の所在地である熊本市も、2016 年 4 月に地震で大きな
被害を受けました。しかし、多くの皆様の暖かいご支援を受け、発災後すぐに被災
地への支援を開始することができました。また、熊本地震を通してふりかけが災害
時にも役に立つ、たいへん優秀な食品であることを身をもって実感しました。
　これからも様々な経験を踏まえつつ、国内外問わずふりかけを通した支援活動
を継続してまいります。

　平成 29 年 4 月より、熊本県国際課と台湾の高雄市教育局の協力で、高雄市立光栄国民小学・高雄市立福山国民小学
へのふりかけ寄贈による交流がスタートしました。
　平成29年 1月に熊本県と熊本市、高雄市が友好交流協定を締結したことを受け、高雄市の子どもたちに熊本発祥のふり
かけを食べてもらい、良さを知ってもらうことを目的と
しています。
　当団体が贈ったふりかけを食べる子どもたちの様
子は現地メディアにも取材され、ニュース番組等で注
目を集めました。子どもたちの評判も良く、日本のふり
かけの良さを海外に広める有意義な交流となりまし
た。この活動は、今後も継続していく予定です。

平成 29年 4 月
 
 5 月

 7 月

 8 月
 9 月
 10月
 11月

平成 30年 1 月
 2 月

全国ふりかけグランプリ®2017を熊本市花畑広場と新市街アーケードにて開催
ご飯とスープの売上の一部を熊本城災害復旧支援金に寄付
去年に引き続き、台湾ふりかけ支援活動を実施（隔月・年6回実施）
台湾・高雄市の光栄小学校・福山小学校へふりかけ合計3kg を発送【協力：熊本県・高雄市教育局】
九州北部豪雨の支援活動を実施
福岡県朝倉郡東峰村にふりかけ合計6kg を寄付
【交流事業】台湾・高雄市へふりかけ3kg を発送
シンガポールの日系企業、イベント会場などで日本のふりかけのPRを目的とした試食会と販売を行う
【交流事業】台湾・高雄市へふりかけ3kg を発送
マリンメッセ福岡にて開催された「しんきん合同商談会」熊本復興応援コーナーに出店、ふりかけを販売
タイにてふりかけ支援活動を実施。バンコクの児童施設で昼食時にふりかけを配布
【交流事業】台湾・高雄市へふりかけ3kg を発送
【交流事業】台湾・高雄市へふりかけ3kg を発送
ラオスのイベント「日本まつり」にて、試食配布でふりかけをPR

平成29年度　国際ふりかけ協議会実績・活動一覧

ふりかけグランプリ®2017 開催と
2019 年開催予定について１

Pick up!

タイの児童施設へ  ふりかけ支援活動2
Pick up!

九州北部豪雨  ふりかけ支援3
Pick up!

台湾ふりかけ交流・支援活動4
Pick up!

【台湾】現地メディアに取材されている様子【台湾】光栄国民小学の子どもたち

　去年より開催予定をお伝えしておりました「ふりかけグランプリ®2019」は、2019
年11月16日、17日に、川崎競馬場にて開催が決定しました。
　これまで、「ふりかけ発祥の地・熊本」で開催してきたふりかけグランプリ®です
が、九州外の出展者様を中心に、「遠くて参加できない」「関東圏であれば参加で
きるのですが…」というお声をいただいておりました。
　そうしたお声に応えるとともに、さらに大きな集客が見込める会場はどこか、当
協議会でも会場の選定を進めてまいりました。
　結果、神奈川県川崎市の川崎競馬場を会場として手配することができました。
（募集、詳細案内につきましては同封の資料をご覧ください）
　会員の皆様におかれましては、奮ってご参加いただきますよう、どうぞよろしくお
願いいたします。
　現時点でのイベント情報は、国際ふりかけ協議会ホームページでもご覧いただ
けます。
http://www.furikake-gp.com/　（随時更新）

ふりかけグランプリ2017 の様子（参考）

ふりかけグランプリ2017 の様子（参考）

　早春の候、皆様におかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
　国際ふりかけ協議会は、平成30年度、メーカー各社の皆様、当協議会事務局ともに、ふりかけ
グランプリ®2019への準備期間にあてさせていただくため、イベントを実施いたしませんでした。
　そのため、二度の海外支援を除いては活動内容が控えめになりましたが、11月のふりかけグ
ランプリ®2019に向けて、鋭意準備、調整を重ねております。
　来場者様だけでなく、出展社の皆様にもお楽しみいただけるグランプリを目指してまいります
ので、会員の皆様におかれましては、奮ってご参加いただきますよう、どうぞよろしくお願いいた
します。
　今年も一年の活動をまとめた「IFAだより」を発行いたしました。ご覧頂ければ幸いです。
今後とも変わらぬお引き立ての程、どうぞ宜しくお願い致します。

代表理事　松江　慎太郎

2019.
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International FURIKAKE Association

ご挨拶

一般社団法人国際ふりかけ協議会 〒860-0805 熊本県熊本市中央区桜町 2番 21 号 マーカス桜町 F02 号
ＨＰアドレス　http://www.ifa-furikake.jp/　メールアドレス　info@ifa-furikake.jpTEL 096-227-7501　FAX 096-247-6050

平成 30 年 4月

 5月 
 6 月
 10月
 11月
平成 31 年 3月

年月日 実績・活動内容
くまもと防災食フェアにブース出展。（ふりかけ委託販売あり）
「防災食としてのふりかけ」をPR
ドン・キホーテ店舗にて「ふりかけの日」PRコーナー展開
海外支援　ラオスのサッカーチーム「ラオトヨタF.C.」へふりかけ 500 袋を寄付
協議会ホームページにて「ふりかけグランプリ®2019」の告知開始
海外支援　カンボジアのソク孤児院へふりかけを寄付
読売新聞にて国際ふりかけ協議会が紹介される

平成 30年度　国際ふりかけ協議会実績・活動一覧

ふりかけグランプリ®2019 について1
Pick up!

ラオス　ふりかけ海外支援活動2
Pick up!

　11月、当協議会の代表がカンボジアを訪れ、ソク孤児院へ、ふりかけ200袋を寄贈しました。
　ふりかけは株式会社フタバ様より、「御飯の友」小袋を寄贈いただきました。
カンボジアの主食はお米だそうです。
子どもたちに、日本の食文化に親しみながら栄養補給していただければ嬉しく思います。

カンボジア　ふりかけ支援活動3
Pick up!

　6月、当協議会の代表理事がラオスのプロサッカーチーム「LAO Toyota F.C.」を訪問し、ふりかけ小袋500袋を寄贈しました。
　LAO Toyota F.C.は2013年に設立されたチームで、監督や選手にも日本人が在籍しています。
　ラオスでもサッカーは子どもたちに人気のあるスポーツで、現地の児童との交流イベントも多く開催されているそうです。
　そういった催しや試合などを通して、参加した子どもたちにふりかけを配布してくださるとのことでした。
　いつもは協議会スタッフが直接子どもたちにふりかけをお渡ししていますが、憧れのサッカー選手からふりかけを渡して
いただくことで、さらに子どもたちに日本の味・ふりかけが親しみやすい食べ物になってくれることを願っております。

https://www.facebook.com/laotoyotafootballclub/

【カンボジア】　寄付窓口の職員さんと代表理事 【カンボジア】　ソク孤児院の子どもたちに贈られたふりかけ

【ラオス】　ラオトヨタF.C.の選手たちと代表理事。贈ったふりかけと一緒に

【カンボジア】　ソク孤児院
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5月 6日は 「ふりかけの日」              

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

10月 15日マツコの知らない世界 （2019年 10月 15日放送） 

 
 

 

11月 9日～11月 10日 全国ふりかけグランプリ® in KAWASAKI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
海外ふりかけ支援活動 
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新緑の候 皆様方にはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。 

日頃より当会活動にご理解とご協力、ご支援を賜り 心より感謝と御礼を申し上げます。 
 

昨年度は、２回の海外へのふりかけ支援と全国ふりかけグランプリ®開催などの活動をさせて

いただきました。特に、全国ふりかけグランプリ®2019 in KAWASAKIでは、2日間の開催で約

3万人を動員。大盛況のうちに終えることができました。各種メディアにも取り上げていただ

くなど 全国ふりかけグランプリ®の知名度も上がってきており、ふりかけ業界の盛り上がり

と注目度の高さを実感しております。 
 

現在、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、当会の活動も自粛せざるを得ない状況で

はございますが、当会ホームページや facebookを通じて、微力ではございますが 日頃 ご支

援いただいている法人様の商品や会社アピールなども積極的に進め、来年開催予定のふりか

け 

 

代表理事 松江慎太郎が【マツコの知らない世界】で「再現ふりかけの世界」と題し、

マツコ・デラックスさんと共演。ふりかけの歴史、ふりかけの分類などわかりやすく

説明。色々なふりかけを紹介しながら その魅力を語りました。 

②ラオス：サバイディ ジュニア アカデミー 

3月 12日 

ふりかけを持ってラオスへ渡りましたが、新型コロナウイルス感染防止対策のため、緊急に外国人に対して活動制限

が敷かれ、子供達へふりかけを手渡しすることが出来なくなりました。しかしながら、ラオスで学校経営をされてい

る Buasone様 のご協力の元、サバイディ ジュニア アカデミーの子供達へのふりかけ配布と私たちの想いを伝えてい

ただけることになりました。また、Buasone様には 当会とラオスの子供達との架け橋として今後もご協力いただける

ことになりました。 

 

2019年 5月 「 5月 6日は『ふりかけの日』」PR活動 

        於：ふくぎん本店広場（福岡市中央区天神） 
 

2019年 10月 「合志市秋まつり」にて ふりかけ PR活動 

               於：熊本県農業公園カントリーパーク（熊本県合志市栄） 
 

2019年 11月 「全国ふりかけグランプリ® in KAWASAKI」開催 

於：川崎競馬場 内馬場芝広場及びサンサン広場（神奈川県川崎市川崎区富士見） 
 

日本財団「海と日本 PROJECT in くまもと」に協力 

於：熊本市立 奥古閑小学校、天草市立 牛深小学校 
 

2020年 1月  海外ふりかけ支援活動① 

於：ラオス ラーサーン小学校 
 

2020年 3月  海外ふりかけ支援活動② 

於：ラオス サバイディ ジュニア アカデミー 

 

日本では当たり前の学校給食ですが、ラオス国内での給食の普及はまだまだです。

恵まれた学校には給食がありますが、それでも日本の学校給食のように成長に必要

な栄養、バランスを考慮しているものではなく、空腹を満たすことに重きをおいて

います。現状、学校に通う多くの子供達が昼休みにいったん家に昼食を食べに帰っ

たり、家庭によっては経済的な理由で十分に食事がとれないこともあるようです。 
 

ラオスには海がありません。私たちは、日本と同じ「米を主食」とするラオスの子

供達に「海の恵み（ミネラル）たっぷりのふりかけ」を届け、少しでも「ふりかけ

を通じた栄養支援」ができればと考え、今後もラオスの子供達への支援活動を継続

して参ります。 

 

2019年 11月 9日（土）～11月 10日（日）の 2日間、川崎競馬場 内馬場

芝広場およびサンサン広場にて「全国ふりかけグランプリ® in KAWASAKI」

を開催いたしました。 
 

これまで熊本で開催してきましたが、九州外のメーカー様より「遠くて参

加できない」「関東圏内であれば参加できるのですが・・・」というお声が多

く寄せられており、皆様方のご理解とご協力の元、この度 初の関東での開催

が実現いたしました。 
 

今回は全国各地より 14種類のふりかけが集合。来場者の投票により 2019

年の金・銀・銅が選ばれました。おめでとうございます。  

 

 

一般社団法人 国際ふりかけ協議会 
TEL 096-227-7501 FAX 096-247-6050 

 

〒860-0805熊本県熊本市中央区桜町 2番 21号マーカス桜町 F02号 

ホームページ http://www.ifa-furikake.jp/  メールアドレス info@ifa-furikake.jp 

 

☆金賞  浦島海苔 鹿児島 黒豚ふりかけ （日本海水） 
 

☆銀賞  若生ふりかけ （井口食品）   
 

☆銅賞  納豆ふりかけ （通宝）     
写真:左から金・銀・銅 
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支援先 

①ラオス：ラーサーン小学校 

1月 29日 

NHKの取材も入り、ラオスのラーサーン小学校の子供

達にふりかけを配布してきました。 
 

 

2019年度の 2回の海外ふりかけ支援活動については、セルモグループ サンセルモ 様よりオリジナルふりかけをご提

供いただきました。有難うございました。 

 ラオスはメコン川が南北に流れ、山岳地帯や高原が国土の約 70％を占めるアジアで最も貧しい国のひとつと言われて

います。 
 

 

グランプリ®に備え、準備を整えて参りたいと存じます。 
 

皆様方のご健康と新型コロナウイルスの一日も早い終息を心から祈っております。 

今後とも変わらぬお引き立てのほど、何卒よろしくお願い申し上げます。 

代表理事 松江 慎太郎 
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2019年 5月 6日(月祝）。ふくぎん本店広場（福岡市中央区天神）にてふりかけ PRを

行いました。今回は、熊本市西区フェスタ in FUKUOKAにて、PRブースを出展させて

いただき、全国ふりかけグランプリ®2017（ドライふりかけ部門）で金賞を受賞した

「贅沢うにふりかけ（日本海水）」のサンプリングや、当会活動を紹介するパネルの

展示などを行いました。ステージにはくまモンも登場。多くの来場があり、当会とし

ても大変有意義な PR活動ができたと感じております。 

 ※例年 5月 6日ふりかけの日に PR活動を行っておりますが、今年は、新型コロナウイルスの影響の為、当初予定して

いた街頭での活動を取り止め、日本海水 様よりふりかけ小袋（スーパー大麦）1000袋をご提供いただき、こどもキ

ッチンブルービー様 他にふりかけをお届けして参りました。学校給食がストップし、子供達の食事の偏りが懸念され

る中、素晴らしいふりかけをご提供いただき有難うございました。一日も早く学校に子供達の笑顔が戻ることを願っ

ております。 

■今年度 2020年度より、事務手続きの都合上、会員期間を下記のとおり変更させていただきました。 

【旧】3月 1日 ～ 2月末日まで 

【新】5月 1日 ～ 4月末日まで 

■ホームページへの会員情報掲載について：現在 2019年度の情報を掲載中。2020年度会員情報については 6月中旬 

頃までに更新予定。 

5月 6日はふりかけを考案した熊本の薬剤師 吉丸末吉 氏の誕生日ということで、当協議会が一般社団法人 日本記念

日協会に登録申請し、「ふりかけの日」として制定しました。 

大正初期、人々に不足していたカルシウムを摂りやすいように、吉丸氏が考案したふりかけ。私たちは、その想いを

受け継ぎ、栄養不足の子供達への支援をはじめ、多くの方々にもっとふりかけを食べてもらえるよう普及活動を続け

て参ります。 

活動内容
を掲載し

た

情報誌を
発行して

います。

全国ふりかけグランプリ®について

一般社団法人 国際ふりかけ協議会（略称：IFA）

出展料金

2日間・・・・・・・70,000円（税別）

スタッフ配置（2人／2日間）・・・20,000円（税別）

※IFA未会員様は別途24,000（税込）をお願いいたします。

一般社団法人 国際ふりかけ協議会／全国ふりかけグランプリ®実行委員会
TEL : 096-227-7501     E-mail : f-gp@ifa-furikake.jp

お問い合わせは

オプション



写真は全国ふりかけグランプリ®2019の様子です。
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2021年11月
熊本で開催します。

全国ふりかけグランプリ®2021は

2年に1度
だから

新作ふりか
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場
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※詳細は決定次第発表します。

今、多数のメディアに取り上げられています！
▶2019/10/15　マツコの知らない世界
▶2020/3/27　RKB今日感テレビ
▶5/17　毎日新聞（地域面/九州・山口）
▶5/28　UHB北海道文化放送みんテレ（ふりかけ特集）
▶6/16　【日本テレビ「バゲット」】
　気分が上がるランキング（ふりかけ特集）
▶【女性セブン】（7月9日号）
　『ひと振りで梅雨時の食欲不振を吹き飛ばすふりかけ』
▶（イオン会報誌）ｍom　9月号

今
、ふ
り
か
け
が
熱
い
！

メ
デ
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ア
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載
の
経
済
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は

１
億
円
以
上
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