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 (一社)日本惣菜協会 平成２９年度 

支部セミナー開催のお知らせ 
 

一般社団法人日本惣菜協会 

 

拝啓 残暑の候、時下ますますご清栄のことと、お慶び申し上げます。 

平素は協会事業に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、日本惣菜協会の教育事業である「惣菜管理士資格制度」が今年、創設 25周年を迎えます。つき

ましては、今年度支部セミナーは、「惣菜管理士資格制度 25周年記念」として「食品表示」をテーマに、

公益財団法人食の安全・安心財団、一般社団法人 FOOD COMMUNICATION COMPASS、一般財団法人食品産業

センターから講師をお迎えし、各地域でセミナーを開催致します。 

2015 年 4 月に新たな食品表示法及び食品表示基準が施行され、新たに栄養成分表示の義務化、アレル

ゲン等の表示方法の見直しも行われ、新制度への完全移行期限が２年後と迫る中、適正表示のための管理

体制や切り替え作業が重要となっております。食品業界において大きな関心事であり、当協会の会員のみ

ならず、惣菜管理士を取得しようとする者にとっても必要なテーマと考え、食品表示についてのセミナー

を開催することと致しました。 

大変貴重な機会となりますので皆様お誘い合わせの上、ご参加下さいますようご案内申し上げます。 

敬具 

【テーマ】「新しい食品表示について」 

 

【各会場開催日程】   

日程 支部 セミナー会場 講師 申込期間 

10/19（木） 北海道 札幌全日空ホテル 
（一財）食品産業センター  

企画調査部長 武石 徹 氏 
9/29（金）まで 

11/2（木） 東北 仙台ガーデンパレス 
（公財）食の安全・安心財団 

常務理事・事務局長 中村 啓一 氏 
10/20（金）まで 

11/14（火） 関東 五反田ＴＯＣビル 
（一財）食品産業センター 

企画調査部次長 徳武 昌一 氏 
10/31（火）まで 

11/21（火） 東海 名古屋クラウンホテル 
（一社）FOOD COMMUNICATION COMPASS  

事務局長 森田 満樹 氏 
11/6（月）まで 

11/28（火） 北陸 ホテル金沢 
（公財）食の安全・安心財団 

常務理事・事務局長 中村 啓一 氏 
11/13（月）まで 

2/8（木） 九州 八仙閣 本店 
（一財）食品産業センター 

企画調査部次長 中嶋 一彦 氏 
申込期間前 

2/22（木） 関西 グランキューブ大阪 
（一社）FOOD COMMUNICATION COMPASS  

事務局長 森田 満樹 氏 
申込期間前 

3/1（木） 中四国 
ホテルセンチュリー 

２１広島 

（一社）FOOD COMMUNICATION COMPASS  

事務局長 森田 満樹 氏 
申込期間前 



◆北海道支部 

     日 時： 2017 年 10 月 19 日（木） 受付 13：15～ 

          《セミナー》 14：00～16：00 

会 場： 札幌全日空ホテル 3F「祥雲の間」 

  講  師： （一財）食品産業センター 企画調査部長 武石 徹 氏 

参 加 費： 無料   ※懇親会なし 

    申込締切：  2017 年 9 月 29 日（金）まで 

 

◆東北支部 

     日 時： 2017 年 11 月 2 日（木） 受付 13：15～ 

           《セミナー》 14：00～16：30 

           《懇 親 会》 17：00～19：00 （会場移動予定） 

会 場： 《セミナー》 仙台ガーデンパレス 2F「鳳凰の間」 

        《懇 親 会》 別途参加者の方へご連絡いたします  

  講  師： （公財）食の安全・安心財団 常務理事・事務局長 中村 啓一 氏 

参 加 費： 《セミナー》 無料   

《懇 親 会》 別途参加者の方へご連絡いたします (当日会場にて現金精算) 

 申込後にご都合が悪くなられた際は 10 月 26 日（木）までにご連絡をお願い致します。 

以降のキャンセルは費用をご負担頂く場合がございますのでご了承下さい。 

    申込締切：  2017 年 10 月 20 日（金）まで 

 

◆関東支部 

     日 時： 2017 年 11 月 14 日（火） 受付 13：15～ 

           《セミナー》 14：00～16：00 

           《懇 親 会》 16：10～17：30 

会 場： TOC ﾋﾞﾙ五反田 13F「133・134 会議室」 

  講  師： （一財）食品産業センター 企画調査部次長 徳武 昌一 氏 

参 加 費： 《セミナー》 無料   

《懇 親 会》 会費制 4,000 円（当日会場にて現金精算） 

申込後にご都合が悪くなられた際は 11 月 8 日（水）までにご連絡をお願い致します。 

以降のキャンセルは費用をご負担頂く場合がございますのでご了承下さい。 

    申込締切：  2017 年 10 月 31 日（火）まで 

 



◆東海支部 

    日 時： 2017 年 11 月 21 日（火） 受付 13：15～ 

          《セミナー》 14：00～16：30 

          《懇 親 会》 16：40～18：00 

会 場： 名古屋クラウンホテル セミナー 5Ｆ「鶴」・ 懇親会 3Ｆ「茜」 

  講  師： （一社）FOOD COMMUNICATION COMPASS  事務局長 森田 満樹 氏 

参 加 費： 《セミナー》 無料   

《懇 親 会》 会費制 5,000 円（当日会場にて現金精算） 

申込後にご都合が悪くなられた際は 11 月 14 日（火）までにご連絡をお願い致します。 

以降のキャンセルは費用をご負担頂く場合がございますのでご了承下さい。 

    申込締切：  2017 年 11 月 6 日（月）まで 

 

◆北陸支部 

 日 時： 2017 年 11 月 28 日（火） 受付 13：15～ 

          《セミナー》 14：00～16：00 

          《懇 親 会》 16：10～17：30 

会 場： ホテル金沢 4F「エメラルド」 

  講  師： （公財）食の安全・安心財団 常務理事・事務局長 中村 啓一 氏 

参 加 費： 《セミナー》 無料   

《懇 親 会》 会費制 6,000 円（当日会場にて現金精算） 

申込後にご都合が悪くなられた際は 11 月 22 日（水）までにご連絡をお願い致します。 

以降のキャンセルは費用をご負担頂く場合がございますのでご了承下さい。 

  申込締切：  2017 年 11 月 13 日（月）まで 

 

※年明け開催の支部セミナーにつきましては、11月頃に改めてご案内させて頂きます。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発刊 13 年目を迎える業界唯一の統計資料 

「2017 年版 惣菜白書」（2017 年 5 月 23 日発刊） 

各支部セミナー会場にてご購入頂けますので、 

購入ご希望の方は受付にてお申し付けくださいませ。 



 

【講師プロフィール】 

 

 

公益財団法人  食の安全・安心財団   常務理事・事務局長  中村 啓一 氏 

1968 年農林水産省入省。近畿農政局消費生活課長、消費・安全局表示・規格監視室長、

総合食料局消費流通課長などを歴任。「食品Ｇメン」の指揮官として食品表示の監視・摘発

業務に携わり、食品偽装や事故米問題を担当。2011 年 財団法人食の安全・安心財団    

事務局長、2013 年 公益財団法人食の安全・安心財団 理事・事務局長、2017 年より現職。

食に関わるリスクコミュニケーションの研究と実施を中心に活動中。 

 

 

一般社団法FOOD COMMUNICATION COMPASS 事務局長   森田 満樹 氏 

消費生活コンサルタント、東京海洋大学非常勤講師。食品会社研究所、民間研究機構勤務

等を経て、現在は科学的根拠に基づく情報を発信する消費者団体である一般社団法人

FOOD COMMUNICATION COMPASS を運営し、食品安全、食品表示、消費者関連につ

いて講演・執筆活動を行なっている。農林水産省ＪＡＳ調査会（農林物資規格調査会）部会

委員、「外食における原産地等の表示に関する検討会」委員、消費者庁「食品表示一元化検

討会」委員、「食品の新たな機能性表示制度に関する検討会」委員などを歴任。 

   

  著書：『新しい食品表示が分かる本』（女子栄養大学出版部）2016 年 

 

 

一般財団法人食品産業センター       企画調査部長  武石  徹  氏 

1979 年農林水産省入省。内閣府沖縄振興局振興第二課長、関東農政局次長などを

経て 2015 年北海道農政事務所所長を最後に退職。同年より現職。2016 年には消費

者庁・農林水産省の「加工食品の原料原産地表示に関する検討会」の委員を務め、現

在は消費者庁の「遺伝子組換え表示制度検討会」の委員を務めている。 

 

尚、関東支部では、同センターの企画調査部次長 徳武 昌一 氏、九州支部では、

同センターの企画調査部次長 中嶋 一彦 氏にご講演頂く予定です。 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせは事務局 田中（TEL:03-3263-0957）までお願い致します。 

FAX：03-3263-1325 / Email: js@nsouzai-kyoukai.or.jp 



 日本惣菜協会 支部セミナー参加申込書（2017 年 10 月・11 月開催分）  

日本惣菜協会 事業推進チーム 田中宛 

（ＦＡＸ:０３-３２６３-１３２５） 

 

 ご出席を希望されます方は、各会場の締め切りまでに下記へ必要事項をご記入の上、日本惣菜協会まで、

ＦＡＸまたはメールで返信願います。また、ＷＥＢからも申込が可能となっておりますので、ＷＥＢ申込ご

希望の方はこちら（http://www.nsouzai-kyoukai.or.jp/2017_seminarform/）からお申込頂けます。 

 

     御社名：                               

 

     申込ご担当者様氏名：                         

 

     ＴＥＬ：            ＦＡＸ：               

注）東北支部懇親会にお申込の方は必ずＦＡＸ番号をご記入下さい。追って詳細をご案内いたします。 

◆出席を希望される会場を選び ○ を付けて下さい。 

出席 

○を記入ください 
日程 支部 セミナー会場 申込締切 

 10/19（木） 北海道 札幌全日空ホテル 9/29（金）まで 

 11/2（木） 東北 仙台ガーデンパレス 10/20（金）まで 

 11/14（火） 関東 ＴＯＣビル五反田 10/31（火）まで 

 11/21（火） 東海 名古屋クラウンホテル 11/6（月）まで 

 11/28（火） 北陸 ホテル金沢 11/13（月）まで 

 ※締切を過ぎてもお席に余裕がございましたら受付致しますのでご連絡下さい。 

 ※年明け開催の支部セミナーにつきましては 11 月頃に改めてご案内致します。 

◆ご出席者氏名記入欄             ※出席は○、欠席は×をご記入ください 

所属・お役職 お名前 セミナー※ 懇親会※ 

    

    

    

    

★惣菜管理士受講生の皆様へ 

今回、支部セミナーへの出席は、惣菜管理士受講生の集合研修への出席扱いになります。(関東除く） 

ただし、お申込方法が異なりますので、別途差し上げるご案内をご確認の上、 

10/1 以降、受講生用マイページから申込をお願い申し上げます。 


