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１．創業者/武蔵小杉本校校長 松波苗美よりメッセージ 

会報をお読みいただきありがとうございます。 

 

前回の会報から半年あまりが経ち、組織が変化していく中で  

武蔵小杉本校の学校長を仰せつかりました松波です。 

 

教室では、毎日を楽しみながら自分らしくあること、 

日々を積み重ねて楽しむこと、自由でいられることをお伝えしていきます。 

 

また、自己研鑽を重ねて個性そのままに花開いてゆく 

頼もしい認定講師の方がたと一緒に、どんな社会貢献ができるのか、 

この先の未来を思うとワクワクします。 

どうぞ、よろしくお願い致します。 
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２．ワクワクワーク認定講師および講師養成講座受講生の現況 

ワクワクワーク武蔵小杉本校は、提携キッチン「おでかけキッチン」を拠点にしています。 

毎月レッスンやイベントを開催しており、 

受講生全体の数は述べ2,970 人（2018 年12 月現在）となりました。 

 

はじめは代表の菅野のなと、その母である松波苗美（創業者/武蔵小杉本校校長）が 

運営していた教室ですが、現在は認定講師も中心となって運営しています。 

 

2015 年にはじめた講師養成講座も4 年目となり 

ワクワクワークの活動はさらに広がりを見せています！ 

認定講師は神奈川・東京・埼玉・茨城などの関東圏を越えて 

北海道・宮城・京都・大阪・広島・香川・鹿児島･･･と日本全国に続々と誕生しています♪ 

 

2019 年７月現在、認定講師の人数は47 名。 

現在受講中の方を合わせると60 名以上の方がいらっしゃいます。 

認定講師の皆さまのお力添えを、引き続きどうぞよろしくお願い致します。 
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３．最新ワクワクワークニュース 

2019 年もさまざまな活動を行っています。 

 

『最新ワクワクワークニュース』では今年上半期を語るのに欠かせない 

「よっといでマルシェ」と「講師養成講座・関西クラス」の様子をお伝え致します！ 

 

 

・よっといでマルシェ開催報告 

6 月2 日（日）、「よっといでマルシェ」が初開催されました。 

その様子を、よっといでマルシェの副実行委員長であり、認定講師の三浦さやかがお届けします。 

 

“0 歳から100 歳まで、全員参加型のつながるマルシェ”をテーマに企画を進め、 

固定種在来種の農家さん、雑貨屋さん、地域で人気のお粥屋さんやパン屋さん、 

また、認定講師の渡部さやかさんが携わっている米粉パンなど！ 

 

熱い思いを持って物づくりをされている皆さまに出店していただき、 

当日は300 名以上の方にご来場いただきました。 
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ワクワクワークとしては 

キッチンでおにぎりワークショップを開催。 

 

はじめておにぎりを作った男性、 

小さな手で一生懸命なお子さまたちなど 

皆さま楽しみながら作ってくださっている姿が印象的でした。 

 

おにぎりワークショップの様子は 

企画から開催まで中心となって担当した認定講師・井上理恵さんの 

レポートをご覧くださいね。 

▼おにぎりワークショップの裏側レポート 

http://wakuwakuwork.jp/?p=5008 

http://wakuwakuwork.jp/?p=5008
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今回のマルシェでは事前準備から当日のお手伝いまで 

たくさんの認定講師の皆さまにご協力いただきました。 

ありがとうございます！ 

 

初開催のマルシェを、統括リーダーののなさん、 

副実行委員長のあじこさん（水野梓さん）と一緒に担当させていただきましたが、 

 

新しいものを生み出すときに必要な馬力と 

皆を引っ張っていきながら推進していく力の大切さを感じました。 
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アイデアの豊富さ、行動力、スピード感、臨機応変さ、楽しむ余力、 

やると言ったら最後までやり切る粘り強さなど！ 

 

おにぎりワークショップ担当の理恵さん、薫さん、なえみさんも含めた 

マルシェチームの皆さまからの学ばせていただいたことも多かったです。 

 
次回のマルシェは11 月23 日（土）開催です。 

会津木綿でオリジナルグッズを作る企画が進んでいたり、少しずつ計画が進んでいます。 

またお手伝い、ご協力をお願いすることも出てくるかと思いますが 

皆で一緒に楽しみながら作っていけると嬉しいです！ 
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・初開講！講師養成講座関西クラス開催レポート 

7 月、講師養成講座「卵乳製品なしおやつ講師認定コース」初の、関西クラスが開講しました。 

このクラスの実習で、創業者/武蔵小杉本校校長・松波とともにアシスタント講師を担当した 

大阪府在住の認定講師・松川園子さんに話をお聞きしました。 

 

（写真：一番右が園子さんです。） 

 

-------------------------------------------------- 

前日までの準備(会場手配、買い出しリストやレッスンスケジュールの作成、 

食材や調味料の買い出し)と、 

2 日間のなえみさんのアシスタントを担当しました。  

野菜などの下準備や、オーブンの余熱、温度や焼き時間管理、 

調理器具の後片付けなど行いながらも、 

なえみさんのレッスンに聞き耳をたて(笑)、 

自分の失敗談やコツなどを笑顔でお話するよう心がけました！ 
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レッスンではバナナケーキや、米粉タルトを任せていただき、 

講師の立場も体験することもできました。 

皆さまがメモをしたり写真を撮ったりしながら、1 つ 1 つ真剣に作業されている様子を見て、 

身が引き締まる思いでした。  

試食の時の、皆さんの美味しい！の笑顔に、ホッとし、心からやって良かったと思います。 

 

１つの料理教室を開催するのに、こんなに事前に準備することが多いのだと、 

改めて料理教室運営の大変さを実感しました。  

ですが、なえみさんのおかげで緊張することなく、 

レッスン中は笑いあり、終始楽しく、終わった後の充実感は計り知れません♪  
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地方にいながらも、このような貴重な経験をさせていただき、 

のなさん、なえみさんをはじめ皆さまに感謝です。 

-------------------------------------------------- 

 

関西クラスの皆さまは9 月にプレレッスンを控えています。 

受講生の皆さま、頑張ってくださいね！ 

 

最新ワクワクワークニュース、次回もお楽しみに♪ 
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４．ブランド価値を守ろう！ 

 
認定講師の資格は「講座を開講する権利」だけではなく、 

ワクワクワークの看板を背負う「覚悟と責任を引き受ける」ことでもあります。 

これまで積み上げてきた、 

信頼・実績・受講してくださった皆さまのお気持ち、 

それらを裏切ることの無いよう、 

感謝と想像力をもって活動いただければと思います。 

もちろん自由に、楽しむことを忘れずに♪ 

それぞれがワクワクワークらしさを、 

自分らしく個性的に表現いただけたらとても嬉しいです。 

（認定講師/マネージャー 菊地麻紀子） 
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５．未来構想ミーティングダイジェスト 

７月より取得コース別、新たに始まった部活動別で、 

未来構想ミーティングが開催されています。 

ここまでのダイジェストをご紹介しますね♪ 

 

 

① 卵乳製品なしおやつ講師認定コース 

認定講師のマイプロジェクト開催も進み、関西クラスが開講するなど 

着実に広がりをみせているコースです。 

「シンプルで、簡単につくれて、毎日安心して食べられる」滋養おやつを 

もっと多くの方のお役に立てるよう、向上委員会を設置することになりました！ 

向上委員会を中心に、スキルアップレッスン、持ち寄りパーティなど 

全体の企画案も出つつ、外に正解を求めるばかりでなく、 

自身で作り込んで探求していくことの大切さを共有しました。 

 

② <オンラインクラス>食のお話アドバイザー認定コース 

キッチンが無くても、お話さえできればどこでも活動できる、 

これからの可能性が無限大のお話アドバイザー。 
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お話一本で開催することに不安を感じている認定講師も多く、 

これからできそうなことを皆で話し合いました！ 

少人数でのランチ会開催、 

オーガニックランチツアーでお悩み相談の時間を設ける、など、 

すぐに実践出来そうな前向きなアイデアがたくさん出て、 

これからの活動が楽しみです。 

 

③ オーガニック滋養ごはん講師認定コース 

ワクワクワークが大切にしている、 

「毎日のごはんの大切さ」をダイレクトに伝えられる滋養ごはんコース。 

さらに開催しやすく、幅広い方にお伝えできるよう、 

おにぎりワークショップや常備菜の魅力をお伝えできる、新しいコースの計画が始まっています♪ 

コンテンツに頼るばかりではなく、 

自分が出来ることを一歩ずつしっかり進めることの大切さも共有できました。 

ワクワクワークらしい、「シンプルでほっとするごはん」を皆で伝えていきましょう！ 

 

④ 地方活動部 

認定講師が全国に広がり、 

地域ごとの文化や特色がある中でどう活動していくか、 

その場所だからこそできることは何か、を話し合いました。 

地方活動部も向上委員会の設置が決定し、発信を本校からだけでなく、 

分校という形で地方からも発信できるように整えていこうとなりました。 

ワクワクワークが全国各地の文化拠点となるよう進んでいきましょう！ 
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６．部活動紹介 

現在、認定講師がチームになって活動している「部活動」が誕生しています。 

「食から貢献すること」をミッションに 

それぞれの環境や得意分野を生かしてより多くの方に 

未来につながる毎日のごはんを伝えていきたいですね。 

 

今回は、働くママ部（通称：W 部）の須藤友美さんと 

グローバル部（通称：G 部）の皆さまに普段の活動についてお聞きしました。 

 

【働くママ部（W 部）：須藤友美さん】 

働くママ部（W 部）とは？ 

仕事をしながらワクワクワークの活動もしているメンバーで発足。  

自分たちの想いや意見を出し合い、働くママのリアルな声を聞いて、 

何か皆さまのお役に立てることをしたい！と活動しています。  

 

 

（写真左からW 部の加藤明子さん、須藤友美さん、菊地麻紀子さん、W 部のイベントをサポートしてくだ

さった鈴木薫さん。） 
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現在何を担当していますか？ 

今年 6 月に働くママ向けの１day イベントを初開催しました。 

▼イベントレポートはこちら。 

https://ameblo.jp/wakuwakuwork-nona/entry-12472504141.html 

 

このイベントをきっかけに 

7 月に「働くママのための[食からたのしむライフスタイル講座]」（月 1 回 3 ヵ月コース）が開講。  

こちらは 10 月開講クラスも決定しています。 

https://ameblo.jp/wakuwakuwork-nona/entry-12462767720.html 

 

 

1day イベントや講座を通して感じていることはありますか？  

毎日忙しく生活する中でも、なんとなく気になっていること, 

もっと大切にしたいと思っていることを抱えながら 

頑張っているママたちがたくさんいることを感じています。 

そのちょっと変わってみたいという思いを持って、 

一歩踏み出してみる場として 

ワクワクワークを選んで来てくださることに喜びを感じると共に、 

https://ameblo.jp/wakuwakuwork-nona/entry-12472504141.html
https://ameblo.jp/wakuwakuwork-nona/entry-12462767720.html
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1 人でも多くの方に広げること、 

日々を楽しくどこかほっとする生活を送るお手伝いをしていきたいと思っています。  

 

 

今後の意気込みを教えてください。 

毎日頑張る働くママが 

「働きながらでも出来ること」を見つけられるパワースポットとなる。  

（私にとってワクワクワークがそうなので♪W 部はみんなそう思っているはず！） 

どんな小さなことでも、 

それぞれのご家庭に合わせて実践できることを見つけてほしいと思っているので、 

常に進化していきたいです！ 

イベントや講座も定期的に開催したいです。 
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【グローバル部（G 部）】  

グローバル部（G 部）とは？ 

海外と関係のあるメンバーが 

ワクワクワークのフィロソフィーに沿って 

海外とコラボや多様性についての活動をしたいという思いのもと、 

お互いに助け合おうと結成されました。 

現在メンバーは 3 名です。 

 

 

 

 

  

 

 

 

（認定講師ミーティングでも G 部の活動について話し合いました！） 

 

▼世界にワクワクワークを広げるには？～認定講師ミーティングレポート 

https://ameblo.jp/wakuwakuwork-nona/entry-12456537697.html 

 

現在何を担当していますか？ 

公式ホームページの、のなさんのコラムやワクワクのフィロソフィーを 

あじこさん（水野梓さん）を中心に翻訳しています。 

（あじこさんの翻訳が素敵なのでぜひ皆さまに見ていただきたいです！） 

 

https://ameblo.jp/wakuwakuwork-nona/entry-12456537697.html
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--------------------------------------- 

▼代表菅野のな・翻訳付きコラムはこちら。 

・毎日のごはんがもたらすしあわせ【翻訳付】 

http://wakuwakuwork.jp/?p=4651 

・ほんとうにおいしいとは何か【翻訳付】 

http://wakuwakuwork.jp/?p=4774 

----------------------------------- 

 

翻訳があることによって、海外の人からもアクセスし易くなると思います。 

 

また、G 部初開催のイベントとして、 

9 月 16 日（祝・月）にスウェーデンから持続可能な社会への取り組みをしている 

クリスティーナさんをお迎えしたお話会を開催します。 

 

▼イベント詳細はこちらです。 

https://ameblo.jp/wakuwakuwork-nona/entry-12495902651.html 

 

11 月にも企画イベントを控えており、 

今後益々アイデアを出し合って活動が活発になる予定です！ 

 

今後の意気込みを教えてください。 

ワクワクワークのフィロソフィーに沿いながら 

"地球の一体感"という視点を加えて新たな発見や学びがある、 

そんなワクワクする活動をしたいと考えています。どうぞよろしくお願いします！ 

 

 

 

http://wakuwakuwork.jp/?p=4651
http://wakuwakuwork.jp/?p=4774
https://ameblo.jp/wakuwakuwork-nona/entry-12495902651.html
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７．部活動スローガン 

 

どんどん広がっている部活動やプロジェクト。 

活動する上で心掛けたいことをスローガンにしました。 

------------------------------------- 

部活動&プロジェクトスローガンと解説 

1. 何か目標に向かおう！ 

楽しいだけのサークルとは異なります。 

楽しさの中にも真剣さを忘れず、常に目標に向かって行動しましょう♪ 

 

2. アクティブに楽しもう！ 

失敗を恐れずチャレンジしましょう！ 

意見を出すだけではなく、行動をセットにしましょう。 

発言と行動の一致が、信頼を生みます。 
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3. 活動できない時は休もう！ 

忙しかったり、体調不良だったり、思うように進めない時は誰しもあります。 

そんな時は思い切って休みましょう！ 

無理して参加すると、チーム全体のパフォーマンスに影響します。 

------------------------------------ 

ぜひこれらを心に留めて突き進んでいただければと思います♪ 

（認定講師/マネージャー 菊地麻紀子） 

 

 

８．マイプロ体験談 

・宮城県でのお話会開催 

6 月に宮城県で行われた代表菅野のなのお話会。 

このお話会を主催した 

宮城県在住の食のお話アドバイザー認定講師・南亜紀子さんに 

当日の様子をレポートしていただきました！

 

（写真左が南さんです。代表菅野のなと。） 
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------------------------------------------------ 

お話会当日は、 

フルタイム勤務でお仕事をされている方、 

小さなお子さまの育児中の方から子育ては一段落、という方まで 

たくさんの方にご参加いただきました！ 

和やかなムードの中、 

参加者様同士でワークをしながら意見交換や、個別相談で 

色々なお話、お悩みを聞きました。 

 

皆さまのお話を伺いながら、 

『食の悩みはどんな方にもある』ということを感じました。 
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こうして色々な方とお話をすることで 

自分の悩みの解決に繋がるヒントがあったり 

視点が変わって、気持ちが楽になったり 

ワクワクワークのお話会を通して 

毎日のごはんづくりを頑張る皆さまの心が、 

ホッとできるきっかけ作りができると良いなぁと思います。 

------------------------------ 

 

南さんありがとうございます！ 

これからマイプロジェクトを開催したいと考えている方に  

アドバイスはありますか？と伺ったところ、 

「地道な声がけと発信が何よりも大切。 

チラシを作ったり置いてもらえる場所を探したりするのは大変だけど 

それができても人が来てくれるわけではないよ、ということですね！」とのこと。 

 

すでに次回のお話会の構想も考えているそうです。 

これからの南さんの活動が楽しみです！ 
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９．認定講師紹介 Vol.2 

今や、全国に広がってきている認定講師の輪。 

認定講師一人一人の活動はさまざまですが、 

“食から家族や地域に貢献する”という熱い想いは共通です。 

 

今回は3 名の認定講師に、講師養成講座に申し込んだきっかけや、 

直近の活動、今後の想いなどを聞いてみました。 

 

【認定講師 水野梓さん】 

初開催の「よっといでマルシェ」では、副実行委員長として活躍された水野さん。 

（皆からは“あじこさん”と呼ばれています♪） 

マルシェを通じて体感したこと、そして、その学びを糧に、 

これから実現していきたいことなど、いろいろと聞いてみました！ 

 

（写真左が水野さんです。） 

 

ワクワクワークでどんな活動されていますか？ 

今はお休みになっていますが、カフェの滋養ランチ提供スタートからリーダーとして 
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精鋭部隊のバックアップをしたり、また、マルシェの企画運営に携わらせていただいたり。 

英語ができるので、のなさんのコラムなどの翻訳もしています。 

また、G 部（グローバル部）メンバーとして、イベント企画もしています。 

 

よっといでマルシェでは何を担当されましたか？ 

副実行委員長として、コンセプト・企画出しから、全体のレイアウト・設備備品準備、 

人員配置計画、会計等々です。 

初めてのマルシェですので、どんなタスクがあるかもわからないまま、 

できることを突っ走るという感じでした。 

 

マルシェを終えて感じたこと、学んだことを教えてください。 

ひとりでは不可能なことだらけです。 

だけど、ご縁がご縁をよび、可能になっていく。 

本当に有難く、この過程は感動だらけでした。 

そして、1 回で終わらせないぞと決意もしています。 

学んだことは、加えて、「目的」を言語化することは大事ということ。 

はじめに集まったメンバーでどんなマルシェにしたい？というのを 

しっかり話し合ったことが終始効いていました。 

また、時間を最大化するのは「集中力」だということ。 

もっというと、集中力を高める状況を作ること。 

自分を待ってくれている人がいる、という温かさや、夫の協力なしにはできませんでした。 

結論、「愛」ですね！ 
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これからワクワクワークで実現したいことがあれば教えてください。 

たくさんあって… 

・家庭菜園部が立ち上がりかけていますが、 

これはどんな役割でもよいので実現したいし部員になりたいです。 

野菜を自給しておいしく食べたり、自家採取の種の交換が当たり前に行われる未来を作りたい。 

・のなさんの英語訳つき本 

・マルシェの継続 

・SDGs の取り組みも、拡げていきたいです。 

G 部イベントも今年後半盛り上がりますが、 

そこから何か派生・発展しないか、全感覚たくましくしてキャッチしたい。 

また、ワクワクのごはんは、ノーボーダー。 

アレルギーがあろうと、ベジーだろうと、みんなで食べられます。 

そこの魅力も伝えたいです。 

自分自身も、私らしいマイプロを少しずつですが考えています。 
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【認定講師 久保恵梨さん】 

食のお話アドバイザー・久保さんは京都府在住です。 

距離を超えて、ワクワクワークと繋がってくださったきっかけや、今後の想いなどをお聞きしました。 

 

（写真左が久保さん。現在関西クラスでおやつコースを受講中です。） 

 

何が決め手で講師養成講座に申し込みましたか？ 

継続できそう、素材の質にこだわる、シンプル調理、 

華やかさよりも質、子どもと一緒に食べられる、など、 

決め手は色々とあるのですが、京都に住んでいるので、 

現実的に武蔵小杉に通うのは厳しいと思い諦めていました。 

なので、最終的な決め手は、やはりオンライン受講できる、ということです。 

 

受講中に印象に残っている出来事や言葉はありますか？  

受講を始めて間もない頃に、のなさんが京都に出張に来られることがあったのですが 

まだ受講をはじめたばかりなのに、すでに認定講師の一員のように 

接していただいたのがとても嬉しく、印象に残っています。 
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また認定講師のミーティングに一緒に参加させていただけることなど、 

受講の段階からの受け入れモードがとても温かく、 

取得後を見据えた対応をして下さるのがとても心強かったです。 

 

 

受講してから変化を感じること、よかったことはありますか？ 

以前は、食に関してこうあるべき！という自分のこだわりにとらわれてしまって、 

家族とぶつかることや、料理を楽しめないことがあったのですが、 

講座の中のワークや、なえみさん、のなさんのお話を聞いて、 

肩の力を抜いて、その時の家族の希望や気持ちにも寄り添いながら 

柔軟に対応できるようになりました。 

 

 

これからのやってみたいことや意気込みなどがあれば教えてください！ 

関西では、まだまだ認定講師の数も少なく、 

ワクワクワークを知らない方も多いので、 

関西でワクワクを盛り上げ、もっとワクワクワークの考えを知ってもらいたい！ということで、 

関西メンバー3 人で、のなさんのお話会やワークショップなど開催したく、ただいま企画中です。  
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個人でも、ワクワクワークの食の話をより多くの方に届けられるよう、 

お話会や滋養おやつ試食会など、これから開催できればと思っています。 

 

【認定講師 須藤友美さん】 

平日仕事をしながらも、認定講師として精力的に活動されている須藤さん。 

オーガニック滋養ごはんコース・親子クラスの認定講師であり、働くママ部（通称：Ｗ部）の 

リーダーでもあります。講座受講の決め手や、最近の活動を通して実感したことを、伺ってみました。 

 

（写真・右手前が須藤さんです。） 

 

何が決め手で講師養成講座に申し込みましたか？ 

夏期集中クラスのタイミングです。 

仕事もしているので、あまり休めないし家族との時間も削りたくないし、 

やるなら短期集中！と思っていました。 

 

受講中に印象に残っている出来事や言葉はありますか？  

色々なところから（栃木県から来ている方と一緒でした♪） 

色々な思いを持って集まる仲間。 
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知らなかった世界を見たり、色々な意見交換が出来たり、 

ただ学ぶだけではない刺激的な日々でした。 

 

ここ数か月の活動を通して感じたことは何ですか？ 

仕事の休みが思うように取れなかったり、参加したいものに参加出来なかったり 

活動の仕方に悩んでいた数か月前。 

それはどこかで、ここに参加しなければというような 

「ねばならない、こうあるべき」があったのだと思います。 

やりたいこと と出来ることを天秤にかける日々を越えた今は、 

自分や家族にとっていいバランスを発見しやりたいことを楽しめています。 

無理は続かない、もやっとしたら止まってみる。 

自分らしく活動出来るのがワクワクワークの素敵すぎるところです！ 
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１０．代表 菅野のなよりメッセージ 

認定講師の活動、半年間を振り返る会報vol2 ができました。 

 

全体の広がりとそれぞれの真剣な食への思いの実現が 

着実に進み、感慨深いものがあります。 

 

本当に素敵な認定講師による 

積極的で美しいチームワークが各所に誕生しています。 

 

小さなお子さんを育てながらのママたちはもちろん、 

お孫さんがいる方も、働きながらのダブルワークチームも、 

プロボノ型も。仙台や北海道、関西と遠く離れていても。 

 

多種多様な関わりが生まれていて 

ワクワクワークのチームは銀河のよう！？ 

 

外部の方たちとのたくさんの食プロジェクトも現在多数進行中。 

vol３ではその結果もお届けしていきます。 

 

活動の場が拡がっているので、人手不足・・な箇所も多々！ 

皆さまの活動を色々なところが待っていますよ。 

今後が本当に楽しみですね。 

 

2019 年後半は私自身は、届けていきたいことを 

まとめることをテーマに努めていきます。 

 

いま一緒に進んでいる認定講師のみなと一丸となって 

さらなる食への貢献「届けていくこと」「活動すること」に 
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一緒に力を一層注いでいきましょう！ 

 

2019 年7 月31 日 

オーガニック料理教室ワクワクワーク代表 菅野のな 
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