
 

平成２７年度事業報告書 

平成２７年４月 １日から 

平成２８年３月３１日まで 

瀬戸焼そばアカデミー 

 

１．まちおこし事業の推進 

・瀬戸焼皿 1000枚プロジェクトの実施 

・瀬戸焼そば音頭を活用し、市内の盆踊りで披露 

・青森県十和田市で 10 月に開催された「Ｂ-１グランプリ in 十和田」に併催して、「瀬戸

で応援しよまい！楽しもまい！」イベントを開催。 

 

①イベント出展 

H27.5.23～24 愛知県豊川市 豊川市民まつり「おいでん祭」出展 

※ロクロ実演、招き猫メイクも出前実施。 

H27.9.12～13 尾張瀬戸駅西 

名鉄協商駐車場 

せともの祭「瀬戸焼そば広場」 

※Ｂ-１グランプリ in 十和田大会を見据え、瀬戸

焼皿 1000 枚プロジェクトの絵付け、招き猫メイ

ク、ロクロ実演を実施 

H27.11.14 文化センター まるっとせとっ子フェスタ 

※ロクロ実演も併せて実施。 

H27.12.19 瀬戸市役所 瀬戸市庁舎オープニングイベント 

※瀬戸焼皿 1000枚プロジェクトを活用し、瀬戸焼

そばを提供。 

H28.2.20～21 静岡県富士市 吉原まるごとフェスタ 2016出展 

※瀬戸焼の器の展示、招き猫メイクも出前実施。 

 

②イベント出展以外のまちおこし活動 

H27.6.24 市民体育館 瀬戸焼そば音頭 講習会 

H27.7～8 瀬戸市内各所 瀬戸市内の自治会主催の盆踊り大会で「瀬戸焼そ

ば音頭」を披露 

H27.7.27 瀬戸蔵 来る福招き猫まつり 招き猫総踊り＆招き猫メイ

ク講習会 

H27.8.1 瀬戸蔵 トキメキドキドキ瀬戸街なか夏まつりで「瀬戸焼

そば音頭」を披露 

H28.8.1～2 末広町商店街 すえひろ夏まつり 瀬戸焼皿 1000 枚プロジェク

ト絵付け 

H27.8～9 瀬戸窯業高校 

瀬戸少年院 

瀬戸焼皿 1000枚プロジェクト絵付け 

H27.9.17 東山小学校 5 年生 160 名を対象に、子どもたち自身が瀬戸焼



 

そば専用の器をタタラ作陶 

H27.9.27 瀬戸蔵 来る福招き猫まつり 招き猫総踊りで「瀬戸焼そ

ば音頭」を披露 

H27.9.29 瀬戸陶磁器卸商

業協同組合 

瀬戸焼皿 1000枚プロジェクト完成披露 

H27.10.3 パルティせと 「瀬戸で応援しよまい！楽しもまい！」イベント

を開催 

H27.10.28 東山小学校 5 年生 160 名を対象に、子どもたち自身が瀬戸焼

そば専用の器の釉薬かけ。 

H27.12.21 瀬戸商工会議所 グリーンシティケーブルテレビ 瀬戸焼そばアカ

デミー番組上映会 

H28.2.3～5、9 東山小学校 5年生 160名を対象に、瀬戸焼そば調理実習 

H28.3.19 パルティせと ラジオ SANQ10周年イベント 

 

③愛 Bリーグ・Ｂ-１グランプリ関連 

H27.5.16～17 静岡県富士市 愛Ｂリーグ東海北陸支部総会 in富士 

H27.5.21 瀬戸商工会議所 愛Ｂリーグ 本会員登録 記者レクチャー 

H27.5.22 瀬戸市役所 愛Ｂリーグ 本会員登録 市長表敬 

H27.7.11 青森県十和田市 愛Ｂリーグフォーラム＆出展説明会 

H27.8.7 刈谷ハイウェイ

オアシス 

Ｂ-１グランプリ in 十和田 生花リレー 高浜～

瀬戸～豊川 

H27.8.10～ 瀬戸蔵 Ｂ-１グランプリ in十和田 初出展横断幕掲出 

H27.9.4 愛知県公館 Ｂ-１グランプリ出展 愛知県内 3 団体 愛知県

知事表敬訪問 

H27.9.29 深川神社 Ｂ-１グランプリ出展成功祈願祭 

H27.10.1 瀬戸蔵 Ｂ-１グランプリ in十和田 出発式 

H27.10.3～4 青森県十和田市 Ｂ-１グランプリ in十和田 出展 

H27.10.22 瀬戸商工会議所 Ｂ-１グランプリ in十和田 反省会＆慰労会 

H27.10.23 瀬戸信用金庫 Ｂ-１グランプリ in十和田 出展報告 

H27.11.11～14 

H27.11.16～20 

パルティせと Ｂ-１グランプリ in 十和田 出展報告パネル展示

inパルティせと 

H28.1.23 瀬戸蔵他 愛Ｂリーグ愛知ブロック意見交換会 

H28.2.6～7 三重県松阪市 愛Ｂリーグ東海北陸支部総会 in松阪 

H28.3.17～18 瀬戸市内 愛Ｂリーグ本部小川氏来瀬 

 

④諸会議・打合せ等 

H27.5.18 瀬戸商工会議所 第 14回幹事会 

H27.5.27 瀬戸商工会議所 監査会 

H27.6.12 瀬戸商工会議所 第 15回幹事会 



 

H27.6.30 瀬戸商工会議所 打ち合わせ 

H27.7.2 瀬戸商工会議所 平成 27年度総会 

まちづくり講演会 

講師：一般社団法人愛Ｂリーグ本部 

   専務理事 俵 慎一氏 

演題：地域の宝「ご当地グルメ」でふるさとを元

気に！ 

H27.7.16 瀬戸商工会議所 正副会長会議 

H27.7.23 瀬戸商工会議所 リーダー会議 

H27.8.11 瀬戸商工会議所 リーダー会議＆ボランティア説明会 

H27.8.24 瀬戸商工会議所 リーダー会議 

H27.9.2 瀬戸商工会議所 ボランティア会議 

H27.9.9 瀬戸商工会議所 リーダー会議 

H27.9.16 瀬戸商工会議所 ボランティア会議 

H27.9.28 瀬戸商工会議所 第 16回幹事会 

H27.12.21 瀬戸商工会議所 第 17回幹事会 

H28.3.7 瀬戸商工会議所 第 18回幹事会 

 

 

２．情報発信および情報提供事業 

①ホームページ、フェイスブックページ 

・公式ホームページ   http://setoyakisoba-ac.com/ 

・フェイスブックページ http://www.facebook.com/setoyakisoba.ac 

 

②報道 

H27.5.22 中日新聞 瀬戸焼そば「Ｂ-１」へ出場権 

H27.5.23 朝日新聞 「瀬戸焼そばアカデミー」、愛Ｂリーグ正会員に 

H27.5.25 中部経済新聞 「瀬戸焼そば」Ｂ-１グランプリ出場 盛り上がる

まちおこし機運 

H27.6.9 毎日新聞 Ｂ-１グランプリ 瀬戸焼そばが出場権 本大会

へ 

H27.7.23 中部経済新聞 I LOVE 中部 観光⑨ 焼そばでＢ-１GP出場 

H27.7.31 中部経済新聞 瀬戸焼そばの皿 市民で絵付け 

H27.8.2 中日新聞 「Ｂ-１」用の皿 絵付け 

H27.8.9 中日新聞 「Ｂ-１」十和田大会へ友好のバラ 生花リレー 

豊川を通過 

H27.8.11 中部経済新聞 Ｂ-１グランプリ出場で「生花リレー」つなぐ 

H27.8.31 中日新聞 見に来てネ遊びに来てネ せともの祭楽しんで 

H27.9.6 中日新聞 「瀬戸焼そば」など健闘誓う 「Ｂ-１グランプリ」

http://setoyakisoba-ac.com/
http://www.facebook.com/setoyakisoba.ac


 

控え知事訪問 

H27.9.30 中日新聞 瀬戸焼そばの皿 完成 「Ｂ-１」用 1000枚 市

民ら絵付け 

H27.10.1 朝日新聞 瀬戸焼そばの皿１千枚荷造りへ 

H27.10.2 中日新聞 瀬戸焼そば広めるぞ 青森「Ｂ-１」参加へ出発式 

H27.10.3 中日新聞 Ｂ-１グランプリ開幕 

H27.10.4 中日新聞 瀬戸焼そば初参加 地元での応援熱く Ｂ-１グ

ランプリ 

H27.10.6 中日新聞 瀬戸らしく 焼そば PR 

H27.10.23 食品新聞 Ｂ-１グランプリ初出展 瀬戸の街や産業を PR 

H27.11.2 食品新聞 Ｂ-１初出展の反省会 瀬戸 PRのため意見交換 

H27.11.29 GCTV 瀬戸焼そばアカデミーの挑戦 Ｂ-１グランプリ

in十和田 

H28.1.1～3 GCTV 瀬戸焼そばアカデミーの挑戦 Ｂ-１グランプリ

in十和田 再放送 

 

３．ブランド化 

①登録商標 

食品メーカーに対して登録商標の使用を許可し、ロイヤリティ収入を得ている。 

（平成２７年２月分～平成２８年１月分） 

パッケージ商品「瀬戸焼そば」 １４，１２７パック 

 タレ「瀬戸焼そばの素」    ２２，４８０パック 

 中食惣菜           ４０，０００パック 

 

 

 

４．会員 

①ファンクラブ会員（市民応援団） ２９０名 

②焼き焼き会員（事業所会員）   ２２事業所 

 

 


