
 

平成２９年度事業報告書 

平成２９年４月 １日から 

平成３０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 

・愛Ｂリーグ東海北陸支部総会 in瀬戸の開催 

・ラジオＳＡＮＱの協力により「瀬戸焼そばプレス」を４月から毎月１回生放送 

・地元のイベントへの協力 

 

①イベント出展 

H29.4.15～16 瀬戸蔵屋外広場 せと陶祖まつり出展 

※自分で瀬戸焼そばを焼いて、瀬戸焼の器に盛っ

て食べよう 

H29.8.19 文化センター 危険物安全協会創立 60周年記念事業 夏祭り・こ

ども火祭り出展 

H29.9.9～10 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」 

※『豊川いなり寿司で豊川市をもりあげ隊』及び

『高浜とりめし学会』と協力。 

H29.9.23～24 文化センター 来る福招き猫まつり in瀬戸 

※限定瀬戸焼そばとセット販売 

H29.11.11 文化センター 瀬戸市まるっとせとっ子フェスタ出展 

H29.12.2 愛・地球博記念

公園 

愛知駅伝 愛知ふるさと市出展 

H30.2.22 瀬戸総合卸売市

場 

瀬戸市奉賛会大鏡餅餅つきで瀬戸焼そば提供 

 

②イベント出展以外のまちおこし活動 

H29.4.11 ラジオ SANQ 「瀬戸焼そばプレス」放送 

H29.4.18 瀬戸商工会議所 瀬戸北 RC卓話 鈴木会長講演 

H29.5.9 ラジオ SANQ 「瀬戸焼そばプレス」放送 

H29.6.13 ラジオ SANQ 「瀬戸焼そばプレス」放送 

H29.7.11 ラジオ SANQ 「瀬戸焼そばプレス」放送 

H29.7.12～13 東山小学校 5 年生 155 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 

H29.7.18 深川小学校 4～5 年生 17 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 

H29.8.8 ラジオ SANQ 「瀬戸焼そばプレス」放送 

H29.9.12 ラジオ SANQ 「瀬戸焼そばプレス」放送 



 

H29.10.6 八幡小学校 6年生 50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 

H29.10.10 ラジオ SANQ 「瀬戸焼そばプレス」放送 

H29.10.11、13 東山小学校 5 年生 155 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 

H29.10.17 深川小学校 4～5 年生 17 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 

H29.11.14 ラジオ SANQ 「瀬戸焼そばプレス」放送 

H29.12.12 ラジオ SANQ 「瀬戸焼そばプレス」放送 

H29.12.19 八幡小学校 6年生 50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。 

H30.1.9 ラジオ SANQ 「瀬戸焼そばプレス」放送 

H30.1.25～26、30

～31 

東山小学校 5 年生 155 名を対象に、瀬戸焼そばの調理実習を

行い、子どもたち自身が造った瀬戸焼そば皿で食

した。 

H30.2.8 深川小学校 4～5 年生 17 名を対象に、瀬戸焼そばの調理実習

を行い、子どもたち自身が造った瀬戸焼そば皿で

食した。 

H30.2.13 ラジオ SANQ 「瀬戸焼そばプレス」放送 

H30.2.19～20 八幡小学校 6年生 50名を対象に、瀬戸焼そばの調理実習を行

い、子どもたち自身が造った瀬戸焼そば皿で食し

た。 

H30.3.6 長根小学校 6年生の郷土学習「瀬戸焼そば」協力 

H30.3.13 ラジオ SANQ 「瀬戸焼そばプレス」放送 

H30.3.27 原山小学校 瀬戸 RC 主催外国人児童向け瀬戸焼そばイベント

協力 

 

③愛 Bリーグ・Ｂ-１グランプリ関連 

H29.5.26 瀬戸商工会議所 支部総会打合せ 

H29.6.22 瀬戸商工会議所 支部総会打合せ 

H29.7.10 瀬戸商工会議所 支部総会打合せ 

H29.7.15 瀬戸蔵・ルパン 愛 Bリーグ東海北陸支部総会 in瀬戸（エクスカー

ション・支部総会・交流会） 

H29.11.18 あんぜん文化村 愛 Bリーグ東海北陸支部総会 in亀山（エクスカー

ション・支部総会・交流会） 

H30.2．24 四日市市 愛 Bリーグフォーラム in四日市 

H30.3.18 高浜市 春の鬼みちまつり×B-1グランプリ出展 

 

 



 

④諸会議・打合せ等 

H29.4.19 瀬戸商工会議所 ひまわりネットワーク（ケーブルテレビ）打合せ 

H29.4.27 サンワフード 

ブラザーシップ 

ひまわりネットワーク（ケーブルテレビ）取材対

応 

H29.5.15 瀬戸商工会議所 筑波大学付属駒場高等学校学生 瀬戸焼そば調査

対応 

H29.6.2 瀬戸商工会議所 幹事会 

H29.7.25 八幡小学校 瀬戸焼そば授業打合せ 

H29.8.2 瀬戸商工会議所 監査会 

H29.8.24 尾張瀬戸駅周辺 まるっとおもてなしクリーンアップ大作戦 

H29.8.24 瀬戸商工会議所 総会 

H29.9.4 瀬戸商工会議所 せともの祭打合せ会 

H29.9.19 瀬戸商工会議所 中日新聞多治見支局 取材対応 

H29.11.16 東海テレビ 愛知ふるさと市出展者説明会 

H29.12.19 瀬戸商工会議所 幹事会 

H30.2.16 ブラザーシップ 長根小学校瀬戸焼そば授業打合せ 

H30.2.26 深川小学校 感謝の会 

H30.2.28 瀬戸商工会議所 中部経済新聞 取材対応 

H30.3.15 瀬戸商工会議所 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 

H29.5.13 ひまわりネット

ワーク 

『じもサタ』番組放送 

H29.9.10 中日新聞 せともの祭 開幕 陶都にぎわう 

H29.9.12 中部経済新聞 せともの祭 日本遺産イベントも盛況 

H29.10.15 中日新聞 東濃・瀬戸② 胃袋つかむ新焼き物 

H29.12.4 NHK総合 『鶴瓶の家族に乾杯』ぱんだ家を紹介 

H30.3.26 JR東海 JR Highlights Travel ホームページに掲載 

https://japan-highlightstravel.com/jp/spot/1145/# 

H30.3.31 中部経済新聞 食と文化東海の味めぐり 瀬戸焼そば 

 

 

 

 

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


 

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２９年４月分～平成３０年３月分） 

パッケージ商品「瀬戸焼そば」         ４５５パック 

  タレ「瀬戸焼そばの素」（袋入）     ３２，１５０パック 

  タレ「瀬戸焼そばの素」（ボトル入）    ８，７６０本 

  中食惣菜                ２０，０００パック 

  お菓子                  ７，０４０個 

 

 

４．会員 

①ファンクラブ会員（市民応援団） ２７８名 

②焼き焼き会員（事業所会員）   １８事業所 

 

 


