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  平成２５年９月 

各    位 

西洋なしフォーラム実行委員会 

 

第１４回西洋なしフォーラム開催要領 

「西洋なしと料理」 

 西洋なしは、なめらかな肉質と芳香があり高級な果物として人気がありますが、食べ頃

の判定が難しいなどさまざまな問題点を抱えています。西洋なしの消費を増やし産業を活

性化するためには、西洋なしの特性を学ぶとともに生産から消費まで垣根を越えた交流が

必要です。そこで、全国の西洋なし関係者が一堂に会して情報交換を行い、西洋なし産業

の振興や新たな食文化の創造に資することを目的にフォーラムを開催致します。 

 本年度は、「西洋なしと料理」をテーマとして、料理研究家の小川聖子さんに基調講演

を頂くとともに、各地での西洋なしの取組について紹介を行います。また、基礎セミナー

ではレッドコミスの紹介も行います。西洋なしの展示・試食を多数準備しておりますので、

皆様のご参加をお願い申し上げます。 

記 

１．開催日時：平成２５年１１月３０日（土） １３：４５～１６：５０ 

                      （オプション企画 10:00～） 

２．開催場所：南青山会館新館大会議室（〒107-0062、東京都港区南青山 5-7-10, Tel.03-

3406-1365) 地下鉄銀座線・半蔵門線「表参道」駅（B3 出口）から徒歩３分。 

３．主催：西洋なしフォーラム実行委員会 

後援：園芸学会、農研機構果樹研究所、日本園芸農業協同組合連合会、（協）全日本

洋菓子工業会、内閣府認定公益社団法人全日本司厨士協会、（社）日本エス

コフィエ協会、果樹試験研究推進協議会 

４．日  程 

１）フォーラム受付                 13:15～  

 ２）開会・実行委員長挨拶                     13:45-13:50 

 ３）講演 

     「洋梨でおいしく楽しくクッキング」                    13:50-14:40 

      料理研究家   小川 聖子 

    －休憩－                 

４）西洋なし試食・展示                          

      出展者紹介                          14:55-15:15 

      (出展予定：ポストフェリーチェ、ムッティスクーヘン、日東ベストほか） 

    試食（10 種以上の果実や数種の料理・スイーツの試食可能）     15:15-16:05 

 ５）西洋なしトピックス                             16:10-16:50  

      各地での取組を紹介 

  ６）閉会                                            16:50 
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５． 交流会 

西洋なしを味わうパーティーを、当日 17 時 30 分から開催します。参加費は「８．参加

費等の支払い方法」にあります郵便振替口座あて、送金して下さい。 

会場：青山バル 

東京都港区南青山 5-4-31 ニッカウイスキービル B1、Tel.&Fax. 03-6279-0141 

会費 事前支払い：一般 5,000 円、学生 4,000 円（当日支払い：一般 6,000 円、学生 5,0

00 円） 

交通：地下鉄「表参道」駅（B3 出口）から徒歩 5 分。南青山会館より徒歩 3 分。 

６．オプション企画（午前中～昼休みに実施） 

１）西洋なし基礎セミナー                     10:00-10:50 

      西洋なし初心者のための「いろいろな西洋なしの品種に触れるティーパーティー」 

   講師：山形県農業総合研究センター園芸試験場  高橋 由信 

  （定員 20 名、新館小会議室別途参加費 1,000 円必要、同じ企業・機関からのご参加

は 5 名以内とします。フルーツアートも展示） 

２）西洋なし専門セミナー                     11:00-11:50 

      コミスを究める「コミスの栽培からレッドコミスの紹介まで」 

   講師：（地独）青森県産業技術センターりんご研究所 久保 隆 

  （定員 80 名程度、新館大会議室、別途参加費 500 円必要） 

３）生産と実需をつなぐパワーランチ                12:00-12:50 

    （定員 15 名程度。生産、流通販売、加工など西洋なしビジネスに関わる方。お昼を

食べながら情報交換。別途参加費 1500 円必要（ランチ代含む）、名刺持参、同

じ企業・機関からのご参加は 3 名以内とします。場所：フラミンゴカフェグラッ

セリア青山店 Tel.03-6418-5020） 

７．参加申し込み 

 連絡先、フォーラム・交流会・基礎セミナーの出欠、果実・加工品提供の場合は品種名

等内容をご記入の上、11 月 10 日までに下記宛、電子メールまたは郵送にてお申し込み下

さい（別紙１参照）。フォーラムは先着 120 名様まで、交流会は 60 名様まで。なお、定員

を超えた場合は、ご返信差し上げます。 

 事務局：〒305-8517 茨城県つくば市観音台 3-1-1 

     農研機構総合企画調整部 別所あて Tel.029-838-7697 

E-mail: pearforum@yahoo.co.jp  

８．参加費等の支払い方法 

 フォーラムの参加費、交流会費、オプション企画参加費は、郵便局の振替用紙を使用し、

下記の郵便振替口座あて、必要事項（氏名、住所、電話、送金金額内訳（参加内容、オプ

ション企画含む））を記入の上、まとめて送金して下さい（手数料は参加者負担）。 

口座番号：００１３０－０－４１８５６１ 

加入者名：西洋なしフォーラム実行委員会 

事前支払い：一般 3,000 円、学生 2,000 円（当日支払い：一般 4,000 円、学生 3,000 円） 

基礎セミナー、専門セミナー、パワーランチに参加される方は別途、参加費を申し受け

ます（オプション企画のみの参加は不可）。当日支払いでも、事前の申込みが必要です。 
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参加費等一覧 

参加項目 事前支払い 当日支払い 

フォーラム 

（13:45-16:45） 

一般3,000円 

学生2,000円 

一般4,000円 

学生3,000円 

交流会 

（17:30-） 

一般5,000円 

学生4,000円 

一般6,000円 

学生5,000円 

基礎セミナー（オプション企画） 

（10:00-10:50） 
1,000円 1,000円 

専門セミナー（オプション企画） 

（11:00-11:50） 
500円 500円 

パワーランチ（オプション企画） 

（12:00-12:50） 
1,500円 1,500円 

 

９．フォーラム・交流会のキャンセルについて 

 キャンセルは 11 月 25 日までに事務局宛必ずお知らせ下さい。フォーラム終了後に手数

料(1,000 円）を引いた金額をお返ししますので、キャンセルの連絡と一緒に振込先の口座

をお知らせ下さい。11 月 26 日以後のキャンセルについてフォーラム・交流会参加費のい

ずれも返金は致しかねます（当日の資料は送付させて頂きます）。 

１０．出展者募集 

果実、加工品等を御提供頂ける方は 11 月 10 日までに事務局までお知らせ下さい（会場

内での販売不可、ちらし配付可）。シェフや料理研究家の出展も歓迎します。果実や加工

品の送付は 11 月 29 日午前着で南青山会館（フォーラム担当）あて送付下さい。料理やス

イーツの搬入は当日となりますが、詳細についてはご相談下さい。 

１１．協賛企業募集 

 本フォーラムは西洋なしの振興のためにボランティアで運営しております。本フォーラ

ムに意義を感じ、ご協賛いただける方がございましたら、事務局までお知らせ下さい。 

１２．オリジナルレシピ募集 

 西洋なしを使った料理、スイーツについて、オリジナルのレシピを募集します（他から

の転載は固くお断りします）。別紙２にご記載の上、11 月 10 日までに事務局までご提出

下さい（複数応募も可）。頂いた中から 10 点程度を選んでレシピ集として配布する予定で

す。また、応募された方の中から抽選で 1 名様に高級西洋なし 1 箱をプレゼントします。 

１３．西洋なしの話題募集 

 近の西洋なしの話題（トピックス）がございましたら、11 月 10 日までにお知らせ下

さい。研究や取組をポスター等で発表なさりたい方は事務局までご相談下さい。 

１４．その他 

  前日または当日にボランティアとしてお手伝いいただける方がありましたら、11月10日

までに事務局までお知らせ下さい。服装は、軽装でお越し下さい。アンケートの回答に必

要な筆記用具はご持参下さい。また、必要に応じて、試食の際に口をゆすぐミネラルウオ

ーターやアンケートの記載に便利なクリップボードは各自でご持参下さい。 
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（別紙１） 

第14回西洋なしフォーラム出席申込書 

 

                                 機関名                   

                                 申込み代表者名               

                                 住所                        

                                 電話番号                      

                                 FAX番号                      

                                 電子メール                 
 

 

所属・役職名 

 

 

氏  名

 

該当箇所に○、× 備考 

（果実、加工品の

出品、話題提供、

レシピ等） 

フォー

ラム 

交流

会 

基礎

セミ

ナー

専門

セミ

ナー

パワ

ーラ

ンチ 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

注）出席申し込みは、11/10までに下記あてお申し込み下さい（郵送または、メール）。 
 
            [事務局] 

       〒305-8517 茨城県つくば市観音台 3-1-1 

         農研機構総合企画調整部 別所あて Tel.029-838-7697 

E-mail: pearforum@yahoo.co.jp  

 

事務局への連絡事項等（下記にご自由にお書き下さい） 
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（別紙２） 
料理のタイトル：○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

材料（○人分）：○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
作り方：○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

作者：○○県 ○○花子 
 

料理のタイトル：○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
材料（○人分）：○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
作り方：○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

作者：○○県 ○○花子 
＊ １メニュー当たり、Ａ４半ページでまとめて下さい。オリジナル作品に限ります。 


