
東京聖栄大学食育推進連携事業「食育サポーター事業 in 葛飾区」

東京聖栄大学・新小岩北口商店会他区内食育サポート店・葛飾区保健所

2015.3～2016.2報告書

かつしか知っ得メモ

店舗名 業種 住所
タッセル 喫茶・軽食 立石 1-9-1
寿し正 すし店 立石 1-11-7
大道鮨 すし店 立石 1-16-18
栄寿司 すし店 立石 1-18-5
寿々喜屋 うどん・そば店 立石 2-20-14
寿し栄 すし店 立石 2-35-6
下町カフェ あみちえ 飲食店 立石 3-15-4
らーめんだいにんぐひびき ラーメン店 立石 3-18-4
中華料理鳳龍 中華料理店 立石 3-28-5
宝塔 中華料理店 立石 3-31-6
木村屋豆腐店 豆腐 立石 4-23-13
炭火焼肉加留美亭 焼肉・ホルモン料理店 立石 4-30-13
葛飾区職員食堂 食堂 立石 5-13-1
旬の定食 八十八 飲食店 立石 5-15-19
浅野屋 うどん・そば店 立石 5-24-4
旬の定食 八十八
ウィメンズパル店 飲食店 立石 5-27-1

中華料理 安楽 飲食店 立石 6-20-9
ヒルズレストラン レストラン 立石 6-33-1 3F
SATHI NEPALI AND 
INDIAN RESTAURANT

ネパール・イン
ド料理店 立石 6-37-7

カフェ cha! cha! cha! 喫茶・軽食 立石 6-38-11
宝来寿し本店 すし店 立石 7-2-6
松月庵 うどん・そば店 立石 7-10-6
吉亀寿司 すし店 立石 7-31-7
寿美鮨 すし店 立石 8-3-6
錦すし すし店 東立石 3-19-3
らマルキ ルミラボ 洋菓子 東立石 3-25-9
マルキパン パン店 東立石 3-25-13
山川屋黒須豆腐店 豆腐 東立石 3-36-13
由利鮨 すし店 四つ木 1-45-3
嘉月寿司 すし店 四つ木 2-8-3
ハトヤ豆腐店 豆腐 四つ木 2-8-4
松鮨 すし店 東四つ木 3-35-13
福寿司 すし店 東四つ木 4-3-4
ランチハウスあすなろ 弁当 宝町 2-2-27
気合豆腐店 豆腐 宝町 2-9-14
車すし すし店 宝町 2-34-20
だいどころMARSUN 中華料理店 堀切 1-25-6
二幸寿司 すし店 堀切 2-30-1
荒川製麺（有） 麺類販売 堀切 2-30-2
セ・ラ・ヴィ 洋菓子店 菓子店（洋菓子）堀切 2-57-12
岡カバン店 かばん店 堀切 3-4-12
美山亭 中華料理店 堀切 3-5-9
カドヤ 婦人衣料品店 堀切 3-7-1
堀切せんべい 菓子店（せんべい）堀切 3-9-4

喫茶 ミモザ 喫茶・軽食 堀切 3-34-1
ウェルピアかつしか内

海老沼精肉店 食肉店 堀切 4-8-12
有限会社 堀口ベーカリー パン・和菓子 堀切 4-9-4
ピッコロ 菓子店（洋菓子）堀切 4-10-7
こみやえん茶店 茶・海苔販売 堀切 4-10-4
牛将 焼肉・ホルモン料理店 堀切 4-10-5
（有）亀むら 菓子店（和・洋菓子）堀切 4-11-1
中華菜庵 鳴 中華料理店 堀切 4-51-10
堀切つけそば照久 麺処 堀切 4-57-15
KOTORI CAFE 喫茶 ･軽食 堀切 4-58-16
デリカ グルマン 弁当・惣菜店 堀切 4-58-16-1F
菜家（サイカ） おでん・惣菜店 堀切 5-4-1
大黒寿し すし店 堀切 5-4-8
上岡肉店 食肉店 堀切 5-5-1
ぜぺっと　 パン店 堀切 5-9-8
kitchen café ISEYA 飲食店 堀切 5-20-1

ロッキー 焼鳥・たこ焼き・
たい焼き 堀切 6-2-10

奥出せんべい 菓子店（せんべい）堀切 7-2-3
埼玉屋食品 豆腐 堀切 7-13-2
すし善 すし店 堀切 7-24-10
にしき すし店 堀切 7-25-15
葵寿司 すし店 お花茶屋 1-12-6
つくば食品 豆腐 お花茶屋 1-12-8
久松寿司 すし店 お花茶屋 1-13-8
南インドカレー ミラーン カレー店 お花茶屋 1-19-8
すし屋の花勘 すし店 お花茶屋 1-19-11
らむね屋本店 飲食店 お花茶屋 1-20-2
新里珈琲 喫茶・軽食 お花茶屋1-26-2 1F

店舗名 業種 住所

寿司常 すし店 白鳥 4-1-25 ダイヤ
モンドマンション1F

はなちゃya 喫茶 ･軽食 白鳥 4-8-1
白鳥福祉館内

寿司専科 すし店 亀有 1-11-5
グリーンテラス 喫茶・軽食 亀有 2-33-9
味処 三京 飲食店 亀有 3-29-1-B03
すし ねづや すし店 亀有 3-29-1-B10
グルメ &ミートいとかわ 食肉店 亀有 3-30-13
株式会社イトーヨーカ堂
亀有店

スーパーストア・
マーケット 亀有 3-49-3

酔仙楼 中華料理店 亀有 4-18-3
やぶ うどん・そば店 亀有 4-25-4
中華料理 保倉 中華料理店 亀有 4-29-1
仕出し弁当 きた山 弁当 亀有 5-7-6
さかえ寿し すし店 亀有 5-28-8-103
奈可川 うどん・そば店 亀有 5-37-1
ビストロ ミュー フランス料理店 亀有 5-40-10 1F
あまからや 菓子店（和菓子）西亀有 2-51-5
笹鮨 すし店 青戸 1-8-10
藤沢食品 こんにゃく 青戸 1-15-2
源蔵ラーメン ラーメン店 青戸 3-31-4
街の駅 みちのく茶寮 青砥 飲食店 青戸 3-31-4 2F
親子カフェ アリス 喫茶・軽食 青戸 4-15-14
BISUTRO Hiroyoshi レストラン 青戸 5-2-2
長寿庵 うどん・そば店 青戸 5-2-3
鰻いづみ 飲食店 青戸 5-2-4
和料理 錦 飲食店 青戸 5-9-1
+choice 喫茶・軽食 青戸 5-14-5-102
中山そば店 うどん・そば店 青戸 5-25-3
清寿司 すし店 青戸 6-1-5
そば処 越後屋 うどん・そば店 青戸 6-4-21
珍満茶樓 中華料理店 青戸 6-4-22
テクノプラザかつしか
カフェ＆レストラン みずも

喫茶・軽食レス
トラン

青戸 7-2-1 テクノ
プラザかつしか1F

京屋 うどん・そば店 青戸 7-9-18
ミトン 7丁目店 パン店 青戸 7-19-6

グリーンカフェ 飲食店 新小岩 1-49-2
古屋ビル 3F

中国料理 大三元 中華料理店 新小岩 1-51-13

新小岩バンズキッチン レストラン 新小岩 2-2-3 
山本ビル 1F

カフェ・ポーチ 喫茶・軽食 新小岩 2-9-1
杉山ビル 1F

SPOON 飲食店 新小岩 2-10-7

Café Like レストラン 新小岩 2-14-7
AMマンション101

魚大 すし店 新小岩 2-39-10
デリス 洋菓子店 菓子店（洋菓子）東新小岩 5-2-7

中華つけ麺大王 中華料理店 東新小岩 5-14-1
栄コーポ F1

トンカツ マリモ 飲食店 東新小岩 5-14-1

れたす薬局 薬局 東新小岩5-17-26-
102

そば処 小松屋 そば店 東新小岩 5-18-11
手造りおかずの店 
なかむら屋 惣菜・漬物店 東新小岩 5-18-8

焼肉材料専門店 らん 食肉店 東新小岩 5-19-12
まりん接骨院 接骨・柔道整復 東新小岩 5-19-14
みのり商店会お休み処 お休み処兼会館 東新小岩 5-20-3
めん処 竹八 ラーメン店 東新小岩 7-16-4
喫茶 エンゼル 喫茶・軽食 東新小岩 7-29-19
和楽亭 飲食店 西新小岩 1-1-3
ダウンタウン
西新小岩北口店 コンビニエンスストア 西新小岩 1-2-4

ルノアール新小岩店 喫茶・軽食 西新小岩1-2-11 2F
パスタ屋 Bene ベーネ パスタ店 西新小岩 1-3-10
茶の内田園 茶販売 西新小岩 1-5-3
しちりん 焼肉・ホルモン料理店 西新小岩 1-7-1
大衆割烹 のぼる 居酒屋 西新小岩 1-8-4
福家不動産 不動産取引 西新小岩 1-9-2
味処 ひき多 日本料理店 西新小岩 1-9-2
こいづみ 菓子店（洋菓子）西新小岩 1-10-2
すし甚 すし店 西新小岩 3-8-8
都寿司 すし店 西新小岩 4-6-11
カフェ・パルク 喫茶・軽食 西新小岩 4-11-9

鮮魚酒場 いさみ 居酒屋 西新小岩 4-25-23
エルマンション1F

コーヒーショップ レイク 喫茶・軽食 西新小岩 4-25-14

店舗名 業種 住所
三和飯店 中国料理 中華料理店 西新小岩 4-36-3
喫茶・居酒屋 初美 飲食店 西新小岩 4-40-25
リヨンライズ 新小岩 パン店 西新小岩 4-42-11
食事処　島村 飲食店 西新小岩 5-8-3
町芳鮨 すし店 西新小岩 5-31-11
パン工房 ももちゃん パン店 奥戸 3-17-4-101
そば処 かどや うどん・そば店 奥戸 4-13-18
味の民芸 葛飾奥戸店 飲食店 奥戸 7-10-10
鳥繁 食肉店 高砂 2-35-8
ヒマラヤレストラン インド料理店 高砂 2-40-2
焼肉 慶尚道 焼肉・ホルモン料理店 高砂 3-8-2
春助煎餅 菓子店（せんべい）高砂 3-10-5
まぐろ寿司 すし店 高砂 3-27-1-101
海老鮨 すし店 高砂 3-27-12
文具のつちや 文具・事務用品店 高砂 3-28-15
葛飾高砂四郵便局 郵便局 高砂 4-2-26-101
高砂福祉館 喫茶ちゃお 喫茶・軽食 高砂 5-10-1
鎌倉福祉館 
アトリエブリーズ 菓子販売 鎌倉 3-7-1

杉戸煎餅 折原商店 菓子店（せんべい）鎌倉 4-32-13
栄寿司 すし店 鎌倉 4-32-14
そば処 朝日屋 うどん・そば店 細田 3-12-5
株式会社フジケン工務店 建設業 細田 3-18-11

旬感工房おおみや スーパーストア・
マーケット 細田 3-33-9

なかよしケアサービス 介護サービス 細田 4-9-3
Sunny Spot/ サニースポット パン教室 細田 5-13-16
葛飾元気野菜直売所 食品販売 柴又 4-28-2
うぐいすあん うどん・そば店 柴又 6-1-5
かなん亭 焼鳥店 柴又 7-1-4
川千家 日本料理店 柴又 7-6-16
手打ちそば やぶ忠 うどん・そば店 柴又 7-7-8
まちの駅　ファンタジア 喫茶・軽食 柴又 7-9-16
かがやけ第 2 弁当 新宿 1-1-15
ファリーヌ 喫茶 ･軽食 新宿 1-1-15
星野ベーカリー パン店 新宿 2-11-1
さくらハウス 菓子販売 新宿2-11-11-201
ゆたか寿し すし店 新宿 2-16-6
新宿図書センター食堂 食堂 新宿 3-7-1
東京理科大学生協葛飾店 売店 新宿 6-3
東京理科大学葛飾キャンパス
学生食堂 食堂 新宿 6-3-1

管理棟 2F
プティ レストラン ミモザ レストラン 金町 2-6-1
末広飯店 中華料理店 金町 4-24-9
広島お好み焼 はなび 飲食店 金町 5-26-5
ときわ食堂 飲食店 東金町 1-19-10
レストランみづほ レストラン 東金町 1-20-3　

Cafe.hakuta 飲食店 東金町 1-27-1
シラユリビル101

すし正 桃太郎 すし店 東金町 1-24-4
SportsCafe ＆ Bar brave 飲食店 東金町2-18-1-106
焼肉 香養 焼肉・ホルモン料理店 東金町 3-30-16
ボンジュール レストラン 東金町 3-33-6　
菓匠 岩月 菓子店（和菓子）東金町 6-7-14
高雅 食堂 水元 2-5-5
居酒屋 北さん 飲食店 水元 2-5-11
うどん　蓮 うどん・そば店 水元 3-10-17
とんかつ　豚八 飲食店 東水元 1-8-1
とんかつ　いしで 飲食店 東水元 1-15-11
石臼碾き手打ちそば 一念 そば店 東水元 1-16-5
讃岐うどん　花もと うどん・そば店 東水元 3-17-17
龍や食堂 中華料理店 南水元 1-23-12
ひまわり 喫茶・軽食 南水元 1-23-13
万点餃子 餃子専門店 南水元 4-14-23
かなみ寿司 すし店 南水元 4-25-9
四季彩　料麺館 中華料理店 南水元 4-26-15 1F
One Plate 飲食店 南水元 4-28-8
すゞきや うどん・そば店 南水元 4-28-10
辰寿し すし店 西水元 3-23-8

食育サポート店一覧（2016年１月25日現在）

〒 124-8530 東京都葛飾区西新小岩 1 ｰ 4 ｰ 6
TEL 03 ｰ 3692 ｰ 0211（代）
E ｰ mail job@tsc ｰ 05.ac.jp
URL http://www.tsc ｰ 05.ac.jp



とは！ 

東京聖栄大学は、平成 年 月から葛飾区の食育推進計画（食育サポーター事業）に基づき、地域

の食育推進をサポートする団体（食育サポーター）として、新小岩北口商店会とともに位置づけられ、

健康づくりに活用していただくための栄養・健康情報（「かつしか知っ得メモ」）を発信しています。

「かつしか知っ得メモ」は、東京聖栄大学の学生が作成した手作りの栄養・健康情報です。

毎月更新され、新しい栄養・健康情報が新小岩北口商店会はじめ区内の食育サポート店（平成 年

月現在 店）に掲示されています。
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報告書 平成 21 年～平成 26 年

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
食育の推進

東京聖栄大学

専門性を発揮し、学生の

作成した卓上メモにより、

栄養・健康情報の提供等

を通じて、地域の食育を推

進します

 

食育サポーター店

お店のテーブルやカウン

ターに卓上メモを置いた

り、ポスターの掲示など

を通じて、身近な場所か

ら食育を推進します

 
 

葛飾区保健所

大学、商店会の連絡調整や

進行管理を行うとともに、栄

養メモなどについて区のホー

ムぺージや広報誌に掲載し

区民へのＰＲを行います

 

協働・連携

３　この企画に参加してよかったと思いますか。 ４　今後も継続してよいですか。

５　知っ得メモを掲示して何か変わりましたか。 ※継続したくないと答えた店は、今年で廃業するためと記載されていた

変わった点

・お客様より質問を受けたりします。（２）

・食に今以上興味を持ってくれている。

・食材にもこだわるようになったと話してくれる人もいる。

・教室にいらした方との話題作りに役立つ。

・食により関心を持ってもらえる。

・見たことのないお客様に来てもらえた。

・見ているだけで質問はなかった。

・店側の意識に季節感を感じられるようになった。

・お客様との会話が増えた。（２）

・うちは見るものが無いので待っている間、見ているみたいです。

・勉強になったといっていました。

・季節感や地域の歴史が知られる。

 　◎その他お客様からのご意見、ご要望（抜粋）

・販売などで忙しく、遅れて申し訳ありません。今後もよろしくお願いいたします。

・旬の食材の紹介等は知らなかった事も多く大変勉強になりました。引き続き、情報提供をお願いします。

・名店の旬の食材を使った料理なども知りたいと思います。毎回、勉強になります。

・ご当地シリーズの郷土料理、名物の企画は、とても楽しみにしています（また、参考になります。）

・卓上タイプのみを希望します。大きいものをはるスペースがなくなりました。

・集計結果を教えてほしい　パンフレットを持参してメニューを頼まれる方は少なくなかったと思います。

・客の大半が中高年のため見づらいらしい、ルビが多すぎ、減らして字を大きくしてくださいとのこと。　

・色の配分がきれいになってきた。

・話題の一つになった。あ～そうなんだといった感じです。

・店内に掲示していたが見ている人は少なかったと思います。

・都道府県の名物を知るきっかけになったようです。

・その時のテーマを使った簡単調理を維持してほしい。

・旬の食材の栄養価などをもう少し知りたい。

・ルビが多く見ずらい　誰が対象なのか？子供？

・廃業予定なので今年度いっぱいでお願いします。

参加 

普通 
41% 

良かった 
55% 

継続 
わからない 

5% 

継続 
93% 

変化 

変わらなかった 
70% 

変わった 
16% 

変わらなかった 
70% 

無解答 
14% 

良くなかった 
0% 

継続したくない 
2% 

無回答 
0% 

無回答 
4% 

普通
41％

よかった
55％

無回答
4％

よくなかった
0％

参加

継続
93％

※継続したくない
2％

無回答
0％

わからない
5％

継続

変わらなかった
70％

変わった
16％

無回答
14％

変化
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東京聖栄大学食育推進事業
　　「食育サポーター事業 in葛飾区」取組み経過

平
成
27
年
度

4 月 葛飾区から葛飾食育サポーター事業の協力継続依頼

新３年生により、栄養メモ作成開始
　（今年度８、９月号は、葛飾区食育ネットワークの団体が作成した）

6月
20日（土）～
21 日（日）

「第 10 回食育推進大会 in 墨田」に「かつしか元気食堂推進事業」を出展し、
葛飾区と東京聖栄大学協働の事業として全国に紹介した

9月
19日（土）

「かつしかの元気食堂1周年記念試食会」において
東京聖栄大学の学生が提案するメニューの試食会を実施

11月
21日（土）～
22 日（日）

フードフェスタ
「かつしかの元気食堂」の普及効果をはかるため
アンケート調査を実施

11月
7日（土）～
　8日（日）

聖栄葛飾祭（大学祭）「食育サポーター事業 in 葛飾区・かつしか」
「知っ得メモ」コーナーにおいて展示

1月 「かつしか知っ得メモ」についてのアンケート実施

3月 東京聖栄大学食育推進連携事業「食育サポーター事業 in 葛飾区」の報告書作成

これらのメニューは「かつしかの元気食堂」２店で
９月 24日～ 12 月 24 日まで販売された



2



3



4

 03(3602)1268



5

 03(3602)1268



6

 03(3602)1268



7



8

27 9



9

1100

 03(3602)1268



10

2277 1111

 03(3602)1268



11

2277 1122





12

2288 11



13



ょ

2288 22

1 2



14

「かつしか知っ得メモ」アンケート調査結果
１　調査の目的　 「かつしか知っ得メモ」の普及啓発の情報を得るため調査を行う。
２　対象および方法

（１）調査店舗 食育サポート店５６店/２２９店(アンケート回収率２４．５％）
（２）調査時期 平成２７年１２月～平成２８年１月
（３）調査方法 店舗訪問による聞き取りおよび郵送・ファクスによる調査

３　結果の概要
今回の調査対象は、食育サポート店２２９店（平成２７年１２月現在）で、回収率は２４．５％であった。
「かつしか知っ得メモ」の内容（６９％）・テーマ（70％）の人がわかりやすいとの回答で、お客様の３６％の人
が興味を示し、２３％の人から質問があったとのことである。
そして、調査した店の９３％が、今後も継続していきたいとの回答があった。
旬の食材や郷土料理など毎月楽しみにしているお客様も見受けられ、すっかり定着してきている様子が
うかがえるが、今回は内容について、わかりずらい（ルビがあり見ずらい）とのご意見もいただいた。
以前アンケートでルビを入れてほしいとの希望があり、入れている経過がある。
このようなご意見がいただけるのも、お客様の関心の高さをうかがうことが出来る。

　　Q１「かつしか知っ得メモ」について

１　内容はいかがでしたか。 ２　テーマはいかがでしたか。

　　Q2「かつしか知っ得メモ」に対する反応について

１　お客様は興味を示しましたか。 ２　お客様から質問はありましたか。

お客様からの質問

・かつしか知っ得メモに書いてある物を買っていけるのかを聞かれました。

・レシピのコピーがほしい。明日のおかずにコピーしてほしい。

・毎月発行されるのですか？どこの機関が作成しているの？

・このメニュー（写真）はこの店においてありますか？と聞かれた。

テーマ 内容 

無回答 
4% 

お客様 興味 

余り示さない

示さない

示した 
36% 

無解答

無回

答 
2% 

質問 

なかった 
75% 

あった 
23% 

無回答 
2% 

わかりにくい 
2% 

無回答 
2% 

わかりやすい 
69% 

普通 
27% 

普通 
27% 

良い 
70% 

無回答 
3% 

普通
27％

わかりやすい
69％

無回答
2％

わかりにくい
2％

内容

あまり
示さない

57％

示した
36％

無回答
4％

示さない
3％

お客様 興味

普通
27％

良い
70％

無回答
3％

良くない
0％

テーマ

なかった
75％

あった
23％

無回答
2％

質問



とは！ 

東京聖栄大学は、平成 年 月から葛飾区の食育推進計画（食育サポーター事業）に基づき、地域

の食育推進をサポートする団体（食育サポーター）として、新小岩北口商店会とともに位置づけられ、

健康づくりに活用していただくための栄養・健康情報（「かつしか知っ得メモ」）を発信しています。

「かつしか知っ得メモ」は、東京聖栄大学の学生が作成した手作りの栄養・健康情報です。

毎月更新され、新しい栄養・健康情報が新小岩北口商店会はじめ区内の食育サポート店（平成 年

月現在 店）に掲示されています。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜作成イメージ図＞

 
 

報告書 平成 21 年～平成 26 年

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
食育の推進

東京聖栄大学

専門性を発揮し、学生の

作成した卓上メモにより、

栄養・健康情報の提供等

を通じて、地域の食育を推

進します

 

食育サポーター店

お店のテーブルやカウン

ターに卓上メモを置いた

り、ポスターの掲示など

を通じて、身近な場所か

ら食育を推進します

 
 

葛飾区保健所

大学、商店会の連絡調整や

進行管理を行うとともに、栄

養メモなどについて区のホー

ムぺージや広報誌に掲載し

区民へのＰＲを行います

 

協働・連携

３　この企画に参加してよかったと思いますか。 ４　今後も継続してよいですか。

５　知っ得メモを掲示して何か変わりましたか。 ※継続したくないと答えた店は、今年で廃業するためと記載されていた

変わった点

・お客様より質問を受けたりします。（２）

・食に今以上興味を持ってくれている。

・食材にもこだわるようになったと話してくれる人もいる。

・教室にいらした方との話題作りに役立つ。

・食により関心を持ってもらえる。

・見たことのないお客様に来てもらえた。

・見ているだけで質問はなかった。

・店側の意識に季節感を感じられるようになった。

・お客様との会話が増えた。（２）

・うちは見るものが無いので待っている間、見ているみたいです。

・勉強になったといっていました。

・季節感や地域の歴史が知られる。

 　◎その他お客様からのご意見、ご要望（抜粋）

・販売などで忙しく、遅れて申し訳ありません。今後もよろしくお願いいたします。

・旬の食材の紹介等は知らなかった事も多く大変勉強になりました。引き続き、情報提供をお願いします。

・名店の旬の食材を使った料理なども知りたいと思います。毎回、勉強になります。

・ご当地シリーズの郷土料理、名物の企画は、とても楽しみにしています（また、参考になります。）

・卓上タイプのみを希望します。大きいものをはるスペースがなくなりました。

・集計結果を教えてほしい　パンフレットを持参してメニューを頼まれる方は少なくなかったと思います。

・客の大半が中高年のため見づらいらしい、ルビが多すぎ、減らして字を大きくしてくださいとのこと。　

・色の配分がきれいになってきた。

・話題の一つになった。あ～そうなんだといった感じです。

・店内に掲示していたが見ている人は少なかったと思います。

・都道府県の名物を知るきっかけになったようです。

・その時のテーマを使った簡単調理を維持してほしい。

・旬の食材の栄養価などをもう少し知りたい。

・ルビが多く見ずらい　誰が対象なのか？子供？

・廃業予定なので今年度いっぱいでお願いします。

参加 

普通 
41% 

良かった 
55% 

継続 
わからない 

5% 

継続 
93% 

変化 

変わらなかった 
70% 

変わった 
16% 

変わらなかった 
70% 

無解答 
14% 

良くなかった 
0% 

継続したくない 
2% 

無回答 
0% 

無回答 
4% 

普通
41％

よかった
55％

無回答
4％

よくなかった
0％

参加

継続
93％

※継続したくない
2％

無回答
0％

わからない
5％

継続

変わらなかった
70％

変わった
16％

無回答
14％

変化



東京聖栄大学食育推進連携事業「食育サポーター事業 in 葛飾区」

東京聖栄大学・新小岩北口商店会他区内食育サポート店・葛飾区保健所

2015.3～2016.2報告書

かつしか知っ得メモ

店舗名 業種 住所
タッセル 喫茶・軽食 立石 1-9-1
寿し正 すし店 立石 1-11-7
大道鮨 すし店 立石 1-16-18
栄寿司 すし店 立石 1-18-5
寿々喜屋 うどん・そば店 立石 2-20-14
寿し栄 すし店 立石 2-35-6
下町カフェ あみちえ 飲食店 立石 3-15-4
らーめんだいにんぐひびき ラーメン店 立石 3-18-4
中華料理鳳龍 中華料理店 立石 3-28-5
宝塔 中華料理店 立石 3-31-6
木村屋豆腐店 豆腐 立石 4-23-13
炭火焼肉加留美亭 焼肉・ホルモン料理店 立石 4-30-13
葛飾区職員食堂 食堂 立石 5-13-1
旬の定食 八十八 飲食店 立石 5-15-19
浅野屋 うどん・そば店 立石 5-24-4
旬の定食 八十八
ウィメンズパル店 飲食店 立石 5-27-1

中華料理 安楽 飲食店 立石 6-20-9
ヒルズレストラン レストラン 立石 6-33-1 3F
SATHI NEPALI AND 
INDIAN RESTAURANT

ネパール・イン
ド料理店 立石 6-37-7

カフェ cha! cha! cha! 喫茶・軽食 立石 6-38-11
宝来寿し本店 すし店 立石 7-2-6
松月庵 うどん・そば店 立石 7-10-6
吉亀寿司 すし店 立石 7-31-7
寿美鮨 すし店 立石 8-3-6
錦すし すし店 東立石 3-19-3
らマルキ ルミラボ 洋菓子 東立石 3-25-9
マルキパン パン店 東立石 3-25-13
山川屋黒須豆腐店 豆腐 東立石 3-36-13
由利鮨 すし店 四つ木 1-45-3
嘉月寿司 すし店 四つ木 2-8-3
ハトヤ豆腐店 豆腐 四つ木 2-8-4
松鮨 すし店 東四つ木 3-35-13
福寿司 すし店 東四つ木 4-3-4
ランチハウスあすなろ 弁当 宝町 2-2-27
気合豆腐店 豆腐 宝町 2-9-14
車すし すし店 宝町 2-34-20
だいどころMARSUN 中華料理店 堀切 1-25-6
二幸寿司 すし店 堀切 2-30-1
荒川製麺（有） 麺類販売 堀切 2-30-2
セ・ラ・ヴィ 洋菓子店 菓子店（洋菓子）堀切 2-57-12
岡カバン店 かばん店 堀切 3-4-12
美山亭 中華料理店 堀切 3-5-9
カドヤ 婦人衣料品店 堀切 3-7-1
堀切せんべい 菓子店（せんべい）堀切 3-9-4

喫茶 ミモザ 喫茶・軽食 堀切 3-34-1
ウェルピアかつしか内

海老沼精肉店 食肉店 堀切 4-8-12
有限会社 堀口ベーカリー パン・和菓子 堀切 4-9-4
ピッコロ 菓子店（洋菓子）堀切 4-10-7
こみやえん茶店 茶・海苔販売 堀切 4-10-4
牛将 焼肉・ホルモン料理店 堀切 4-10-5
（有）亀むら 菓子店（和・洋菓子）堀切 4-11-1
中華菜庵 鳴 中華料理店 堀切 4-51-10
堀切つけそば照久 麺処 堀切 4-57-15
KOTORI CAFE 喫茶 ･軽食 堀切 4-58-16
デリカ グルマン 弁当・惣菜店 堀切 4-58-16-1F
菜家（サイカ） おでん・惣菜店 堀切 5-4-1
大黒寿し すし店 堀切 5-4-8
上岡肉店 食肉店 堀切 5-5-1
ぜぺっと　 パン店 堀切 5-9-8
kitchen café ISEYA 飲食店 堀切 5-20-1

ロッキー 焼鳥・たこ焼き・
たい焼き 堀切 6-2-10

奥出せんべい 菓子店（せんべい）堀切 7-2-3
埼玉屋食品 豆腐 堀切 7-13-2
すし善 すし店 堀切 7-24-10
にしき すし店 堀切 7-25-15
葵寿司 すし店 お花茶屋 1-12-6
つくば食品 豆腐 お花茶屋 1-12-8
久松寿司 すし店 お花茶屋 1-13-8
南インドカレー ミラーン カレー店 お花茶屋 1-19-8
すし屋の花勘 すし店 お花茶屋 1-19-11
らむね屋本店 飲食店 お花茶屋 1-20-2
新里珈琲 喫茶・軽食 お花茶屋1-26-2 1F

店舗名 業種 住所

寿司常 すし店 白鳥 4-1-25 ダイヤ
モンドマンション1F

はなちゃya 喫茶 ･軽食 白鳥 4-8-1
白鳥福祉館内

寿司専科 すし店 亀有 1-11-5
グリーンテラス 喫茶・軽食 亀有 2-33-9
味処 三京 飲食店 亀有 3-29-1-B03
すし ねづや すし店 亀有 3-29-1-B10
グルメ &ミートいとかわ 食肉店 亀有 3-30-13
株式会社イトーヨーカ堂
亀有店

スーパーストア・
マーケット 亀有 3-49-3

酔仙楼 中華料理店 亀有 4-18-3
やぶ うどん・そば店 亀有 4-25-4
中華料理 保倉 中華料理店 亀有 4-29-1
仕出し弁当 きた山 弁当 亀有 5-7-6
さかえ寿し すし店 亀有 5-28-8-103
奈可川 うどん・そば店 亀有 5-37-1
ビストロ ミュー フランス料理店 亀有 5-40-10 1F
あまからや 菓子店（和菓子）西亀有 2-51-5
笹鮨 すし店 青戸 1-8-10
藤沢食品 こんにゃく 青戸 1-15-2
源蔵ラーメン ラーメン店 青戸 3-31-4
街の駅 みちのく茶寮 青砥 飲食店 青戸 3-31-4 2F
親子カフェ アリス 喫茶・軽食 青戸 4-15-14
BISUTRO Hiroyoshi レストラン 青戸 5-2-2
長寿庵 うどん・そば店 青戸 5-2-3
鰻いづみ 飲食店 青戸 5-2-4
和料理 錦 飲食店 青戸 5-9-1
+choice 喫茶・軽食 青戸 5-14-5-102
中山そば店 うどん・そば店 青戸 5-25-3
清寿司 すし店 青戸 6-1-5
そば処 越後屋 うどん・そば店 青戸 6-4-21
珍満茶樓 中華料理店 青戸 6-4-22
テクノプラザかつしか
カフェ＆レストラン みずも

喫茶・軽食レス
トラン

青戸 7-2-1 テクノ
プラザかつしか1F

京屋 うどん・そば店 青戸 7-9-18
ミトン 7丁目店 パン店 青戸 7-19-6

グリーンカフェ 飲食店 新小岩 1-49-2
古屋ビル 3F

中国料理 大三元 中華料理店 新小岩 1-51-13

新小岩バンズキッチン レストラン 新小岩 2-2-3 
山本ビル 1F

カフェ・ポーチ 喫茶・軽食 新小岩 2-9-1
杉山ビル 1F

SPOON 飲食店 新小岩 2-10-7

Café Like レストラン 新小岩 2-14-7
AMマンション101

魚大 すし店 新小岩 2-39-10
デリス 洋菓子店 菓子店（洋菓子）東新小岩 5-2-7

中華つけ麺大王 中華料理店 東新小岩 5-14-1
栄コーポ F1

トンカツ マリモ 飲食店 東新小岩 5-14-1

れたす薬局 薬局 東新小岩5-17-26-
102

そば処 小松屋 そば店 東新小岩 5-18-11
手造りおかずの店 
なかむら屋 惣菜・漬物店 東新小岩 5-18-8

焼肉材料専門店 らん 食肉店 東新小岩 5-19-12
まりん接骨院 接骨・柔道整復 東新小岩 5-19-14
みのり商店会お休み処 お休み処兼会館 東新小岩 5-20-3
めん処 竹八 ラーメン店 東新小岩 7-16-4
喫茶 エンゼル 喫茶・軽食 東新小岩 7-29-19
和楽亭 飲食店 西新小岩 1-1-3
ダウンタウン
西新小岩北口店 コンビニエンスストア 西新小岩 1-2-4

ルノアール新小岩店 喫茶・軽食 西新小岩1-2-11 2F
パスタ屋 Bene ベーネ パスタ店 西新小岩 1-3-10
茶の内田園 茶販売 西新小岩 1-5-3
しちりん 焼肉・ホルモン料理店 西新小岩 1-7-1
大衆割烹 のぼる 居酒屋 西新小岩 1-8-4
福家不動産 不動産取引 西新小岩 1-9-2
味処 ひき多 日本料理店 西新小岩 1-9-2
こいづみ 菓子店（洋菓子）西新小岩 1-10-2
すし甚 すし店 西新小岩 3-8-8
都寿司 すし店 西新小岩 4-6-11
カフェ・パルク 喫茶・軽食 西新小岩 4-11-9

鮮魚酒場 いさみ 居酒屋 西新小岩 4-25-23
エルマンション1F

コーヒーショップ レイク 喫茶・軽食 西新小岩 4-25-14

店舗名 業種 住所
三和飯店 中国料理 中華料理店 西新小岩 4-36-3
喫茶・居酒屋 初美 飲食店 西新小岩 4-40-25
リヨンライズ 新小岩 パン店 西新小岩 4-42-11
食事処　島村 飲食店 西新小岩 5-8-3
町芳鮨 すし店 西新小岩 5-31-11
パン工房 ももちゃん パン店 奥戸 3-17-4-101
そば処 かどや うどん・そば店 奥戸 4-13-18
味の民芸 葛飾奥戸店 飲食店 奥戸 7-10-10
鳥繁 食肉店 高砂 2-35-8
ヒマラヤレストラン インド料理店 高砂 2-40-2
焼肉 慶尚道 焼肉・ホルモン料理店 高砂 3-8-2
春助煎餅 菓子店（せんべい）高砂 3-10-5
まぐろ寿司 すし店 高砂 3-27-1-101
海老鮨 すし店 高砂 3-27-12
文具のつちや 文具・事務用品店 高砂 3-28-15
葛飾高砂四郵便局 郵便局 高砂 4-2-26-101
高砂福祉館 喫茶ちゃお 喫茶・軽食 高砂 5-10-1
鎌倉福祉館 
アトリエブリーズ 菓子販売 鎌倉 3-7-1

杉戸煎餅 折原商店 菓子店（せんべい）鎌倉 4-32-13
栄寿司 すし店 鎌倉 4-32-14
そば処 朝日屋 うどん・そば店 細田 3-12-5
株式会社フジケン工務店 建設業 細田 3-18-11

旬感工房おおみや スーパーストア・
マーケット 細田 3-33-9

なかよしケアサービス 介護サービス 細田 4-9-3
Sunny Spot/ サニースポット パン教室 細田 5-13-16
葛飾元気野菜直売所 食品販売 柴又 4-28-2
うぐいすあん うどん・そば店 柴又 6-1-5
かなん亭 焼鳥店 柴又 7-1-4
川千家 日本料理店 柴又 7-6-16
手打ちそば やぶ忠 うどん・そば店 柴又 7-7-8
まちの駅　ファンタジア 喫茶・軽食 柴又 7-9-16
かがやけ第 2 弁当 新宿 1-1-15
ファリーヌ 喫茶 ･軽食 新宿 1-1-15
星野ベーカリー パン店 新宿 2-11-1
さくらハウス 菓子販売 新宿2-11-11-201
ゆたか寿し すし店 新宿 2-16-6
新宿図書センター食堂 食堂 新宿 3-7-1
東京理科大学生協葛飾店 売店 新宿 6-3
東京理科大学葛飾キャンパス
学生食堂 食堂 新宿 6-3-1

管理棟 2F
プティ レストラン ミモザ レストラン 金町 2-6-1
末広飯店 中華料理店 金町 4-24-9
広島お好み焼 はなび 飲食店 金町 5-26-5
ときわ食堂 飲食店 東金町 1-19-10
レストランみづほ レストラン 東金町 1-20-3　

Cafe.hakuta 飲食店 東金町 1-27-1
シラユリビル101

すし正 桃太郎 すし店 東金町 1-24-4
SportsCafe ＆ Bar brave 飲食店 東金町2-18-1-106
焼肉 香養 焼肉・ホルモン料理店 東金町 3-30-16
ボンジュール レストラン 東金町 3-33-6　
菓匠 岩月 菓子店（和菓子）東金町 6-7-14
高雅 食堂 水元 2-5-5
居酒屋 北さん 飲食店 水元 2-5-11
うどん　蓮 うどん・そば店 水元 3-10-17
とんかつ　豚八 飲食店 東水元 1-8-1
とんかつ　いしで 飲食店 東水元 1-15-11
石臼碾き手打ちそば 一念 そば店 東水元 1-16-5
讃岐うどん　花もと うどん・そば店 東水元 3-17-17
龍や食堂 中華料理店 南水元 1-23-12
ひまわり 喫茶・軽食 南水元 1-23-13
万点餃子 餃子専門店 南水元 4-14-23
かなみ寿司 すし店 南水元 4-25-9
四季彩　料麺館 中華料理店 南水元 4-26-15 1F
One Plate 飲食店 南水元 4-28-8
すゞきや うどん・そば店 南水元 4-28-10
辰寿し すし店 西水元 3-23-8

食育サポート店一覧（2016年１月25日現在）

〒 124-8530 東京都葛飾区西新小岩 1 ｰ 4 ｰ 6
TEL 03 ｰ 3692 ｰ 0211（代）
E ｰ mail job@tsc ｰ 05.ac.jp
URL http://www.tsc ｰ 05.ac.jp




