
              Copyright (C) wakuwakuwork.jp          pg. 1 / 33 

 

ワクワクワーク 認定講師活動 

 会報 Vol.6 

 

15周年記念号 
 

 

 

2021年 7月発行 
 

 



              Copyright (C) wakuwakuwork.jp          pg. 2 / 33 

～目次～ 

 

１．代表 菅野のなよりメッセージ 

 

 

２．ワクワクワークの沿革 

 

 

３．全国の認定講師からのメッセージ 

 

 

４．鎌倉本校の紹介 

 

 

５．今後のイベント予定 

 

 

６.募集中の講座のご案内 

 

 

７．スタッフからのメッセージ 

 

 

８．創業者 松波苗美よりメッセージ 

 

 

９．編集後記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              Copyright (C) wakuwakuwork.jp          pg. 3 / 33 

１． 代表 菅野のなよりメッセージ 
 

ワクワクワークも創業から 15 周年となりました！ 

 

母とふたりではじめた教室が全国に届き、 

認定されたみなさまがさらに広げてくださっていることに 

感動しています。 

 

素敵で真摯なみなさまとのご縁によって成り立った今だなと 

感謝しかありません。 

 

ずっとお手伝いくださるみなさまも 

新たに来てくださったみなさまも 

本当にありがとうございます！ 

 

まだまだやっていきたいことがいっぱいありますので、 

ここからもたのしく意義のある未来をつくっていきましょう♪ 

 

楽しさ、面白さ、その人らしさ 

意義、大切にしたいこと、全部を大切に 

 

私たちらしく歩むことを根底に守りながら 

食の世界で貢献できるよう前に進みたいと思います。 

 

関わってくださる全てのみなさま 

ここからもどうぞよろしくお願い致します。 
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２．ワクワクワークの沿革 

 
2007.6.30 

代表菅野のな、創業者松波苗美の親子で 

オーガニック料理教室ワクワクワークを創業 

初レッスン開催！ 

 

 

2011.04 

バランス講座 1 期開講 
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2014.12 

初の通信クラスがスタート！ 

最初の通信クラスは、「滋養おやつ基礎クラス」でした。 

 

2015.04.19 

講師養成講座一期スタート！ 

受講生 7 名で記念すべき第一期がスタートしました。 

 

 

2015.12.01 

『子どもと食べたい時短おやつ』出版 

代表菅野のな初の書籍が辰巳出版より発売 

 

 

2016.01 

おでかけキッチンへ移転 
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2017.04.27 

『子どもと食べたい常備菜入門』が辰己出版より発売 

 

 

2017.06.07 

『今日も手作りおやつをひとつ。』出版 

6 月 7 日朝日新聞出版より発売！『卵・乳製品なしでおいしい 今日も手作りおやつをひとつ。』 

 

 

 

2018.03.13 

『ていねいな時短ごはん』出版 

3 月 13 日学研プラスより発売！『ていねいな時短ごはん』 
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2019.06.02 

「0 才から 100 才まで全員参加型のつながるマルシェ。」 

第一回よっといでマルシェ開催 

初開催にして 300 名を越える皆さまにご来場いただきました。 

おにぎりキャラバンのベースとなった、おにぎりワークショップもマルシェにて初開催！ 

 

 

2019.09.06 

『はじめての常備菜』が辰巳出版より発売！ 

 

2019.11.23 

第 2 回よっといでマルシェ開催 

第 2 回は本格的にプラフリーにも挑戦しました！ 
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2020.03.09 

おにぎりキャラバンオンライン初開催！ 

全国でリアル開催予定だったおにぎりキャラバンを 

緊急事態宣言での全国一斉休校を機にオンライン開催としました。 

 

 

 

2020.06～ 

「ごはんとみそ汁シンポジウム 2020」 

全 3 回にわたる初のシンポジウムを開催しました。 

 

2020.08.26 

『みんなで食べたい時短おやつ』出版 

『子どもと食べたい時短おやつ』が 

『みんなで食べたい時短おやつ』になって再販となりました！ 

 

 

2021.02.01 

「おにぎりキャラバン」が、 

農林水産省・消費者庁・環境省連携「あふの環プロジェクト」主催 

「サステナアワード 2020 伝えたい日本の”サステナブル”」にて、 

AgVentureLab 賞を受賞しました。 
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2021.05.28 

「おにぎりキャラバン」が令和２年度農林水産省食育白書に掲載されました。 

 

 

2021.7.17 

おでかけキッチンありがとうイベント＠認定講師開催 

 

 

2021.08 

鎌倉へ本校移転！ 

着々と準備が進んでいます！ 
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３．全国の認定講師からのメッセージ 
 

6 月 30 日はワクワクワークの創業日、 

そして今年は 15 周年の記念日です！ 

 

のなさんとなえみさん、親子でスタートした料理教室。 

食を伝え続けて 15 年。 

これまで延べ 8,000 名を超える方にご受講いただき、 

2015 年にスタートした講師養成講座も 

今では全国に素敵な認定講師＆受講生が 100 名以上となりました！ 

 

ワクワクワークで食の大切さ、たのしさを学び、 

共に活動している全国の認定講師より、 

たくさんのありがとうとお祝いメッセージが届きました♪ 

 

その一部をご紹介致します！ 

 

 

 

【本間緑さん】 

ついに 15 周年！メモリアルイヤーですね♪ 

のなさん、なえみさん、ワクワクワークを創業し、 

講師養成講座を開講してくださり、ありがとうございます！！！ 

私とワクワクとの出会いは、息子が０歳のとき・・・約７年前！ 

のなさんの、代官山での育休ママ向けお話会に参加したことでした。 

お話会後は、復職直前だったり、神奈川県は遠いなと思いワクワクに通わなかったのですが、 

復職して色々思うところがあり、娘の育休中になってから、 

食育を学びたい！と思ってネットで検索してヒットしたのが、ワクワクワーク！ 

あの時の教室だ！と感動したのが、 

つい昨日のことのようです。 

 

私がワクワクを知るきっかけとなった「育休中のママのための食育講座」を、 

今度は私自身が開催したり、講義する側に立たせていただいている今が、本当に感慨深いです。 

 

ちなみに、３年前の今日は、私の初マイプロの日です＾＾♪ 

こんなところにも、ご縁を感じずにはいられません。 
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これからも、ワクワクの刻む歴史の１ページを一緒に作れるように、 

楽しく進んでいきたいです。 

皆さま、これからもよろしくお願いします♪ 

 

 

 

【加藤明子さん】 

のなさん、なえみさん、15 周年おめでとうございます！ 

ワクワクワークに出会ったおかげで、新しい生活や自分にたくさん出会えていること、 

ワクワクワークから始まった人との出会いなど、まだ 3年ほどですが人生への影響は 

果てしなく大きいです♪ 

続けていくこと、進んでいくことの大切さをワクワクワークの 15 周年から、改めて感じます。 

各所で何度もお伝えしていますが、ワクワクワークを生み出し、 

続けてくださりありがとうございます！ 

これからもよろしくお願いします^^ 

 

 

 

【大西くみさん】 

のなさん、なえみさん、15 周年おめでとうございます。 

私がワクワクワークの門をたたいたのは 2017 年の 11 月でした。 

講師養成の説明会当日に申し込んでのなさんにお会いし、 

お話をうかがってその日のうちに受講を決めました。 

ずっと食を伝えたいという思いを持ちながら自分では形にできなかったものを、 

ワクワクワークならできそう！と小さな確信を持ったことを思い出します。 

講師養成講座受講中の頃、頭でっかちでガチガチだった私が 

「排出しやすい身体にするために一番必要なことはなんですか？」 

と質問したことに、なえみさんが笑顔で 

「気持ちですね！」 

と答えて下さったこと、今思えばそこが大きなターニングポイントです。 

大きな志と深い愛と広い懐、いつもいつもありがとうございます♡ 

この先もずーっとよろしくお願いします！！ 
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【森晶子さん】 

のなさん、なえみさん、15 周年おめでとうございます！ 

ワクワクワークに集う皆さまと出会うことができ、 

人生がとってもとっても豊かになっています♪  

お 2 人が大切に続けてこられたワクワクワークを、 

こうして広げてくださりありがとうございます♡ 

 

大切な核をしっかりと大切にし続けていけるよう、 

引き続きよろしくお願いいたします＾＾ 

 

 

 

【須藤友美さん】 

のなさん、なえみさん、15 周年おめでとうございます！！ 

アメブロをひたすら読んで、勇気を出して申し込んだ説明会。 

のなさんと 1 対 1 でお話して（なんと贅沢な！！） 

「気になるってことはやりたいってことだと思いますよ」の言葉がささり・・今に至ります♡ 

 

たくさんの出会いとたくさんの学びがあり、 

今の落ち着いた生活とメンタルがあるのもワクワクで基礎をがっちり整えられたから！ 

もうこれは人生の財産だと思っています！ 

頑張ったらほめてくださり、落ちても笑あたたかく見守ってくださり、 

どんな時もひとりひとりのいいところを見つけ、信じてくださりありがとうございます！ 

愛情をいただいた分、わたしもワクワクワークの大切なところ守っていきたいです！♡ 

 

 

 

【南亜紀子さん】 

のなさん、なえみさん♡15 周年おめでとうございます！ 

Facebookでフィードを 1 年ほど追いかけてえいやっ！と飛び込んだあの日。 

そこから距離はあってもできるんだ！ということを実感できた最初の一年間。 

まだまだやりたいことがあるものの、なかなか形にできずにいる今。 

どこのステージにいても、いつもたくさんの刺激をいただいて本当にありがとうございます！ 

これからもどうぞよろしくおねがいいたします♡♡♡ 
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【松田優子さん】 

ワクワクワーク 15 周年おめでとうございます！ 

北海道の端っこに住みながら、のなさん、なえみさん、そして、食について熱く語れる 

全国のワクワクワーク講師のみなさんとつながれたことに感謝です！ 

どんな自分も受け入れて、弱い自分も認めてくれる、そんなやさしさにあふれていて、 

アイデアや楽しい企画が次々と生まれる【とんだまっすぐ集団】！ 

オンラインの機会も多く、参加するたびに刺激とパワーをもらい、この集団の居心地の良さに 

はまっています！ 

 

ワクワクワークの理念を持ちながら、講師のみなさんがそれぞれの活動を広げ、 

ワクワク ismをひろめている姿を目の当たりにしてきました。 

特に、息子たちと参加した思い出深い「おにぎりキャラバン」は、コロナ禍でのオンラインでだったか

ら参加できた活動。さらなるアイデアで進化していくみなさんの仲間でいられること 

幸せです。未来へと食を伝える人になるためにこれからも学ばせて下さい！ 

いざ鎌倉！も叶えますぞ♡ 
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【山本まり子さん】 

のなさん、なえみさん、15 周年おめでとうございます！ 

こんなに素敵な場所をつくってきてくださったこと、そんな場所に出会えたことに 

感謝しています。 

私がワクワクワークに出会ったのはほんの半年前ですが、それからというもの、 

毎日がワクワクと刺激、LOVE の連続で、気付けばワクワクワークが私の生活の中の 

とっても大切な場所になっています。 

去年の 11 月 11 日にあなたの 3 年後は？というワークをしました。 

『どんな人たちと一緒に仕事をしていますか？』という質問に、 

『明るくて、気持ちがポジティブで成長意欲がすごくて、エネルギッシュで、尊敬できて、 

また会いたい！と思える人たち』 

と強く信じて答えていました。 

まさに！のなさん、なえみさん、私の中の『ワクワクな人たち』です！ 

3 年かからずにたどり着けました！笑。ありがとうございます＾＾ 

知れば知るほど、大好きなワクワクワークの皆さま、これからも宜しくお願いいたします！ 

 

 

 

【石鍋茉莉子さん】 

ワクワク 15 周年おめでとうございますー！ 

のなさん、なえみさん、ありがとうございます！ 

約 2 年前中原区主催の、のなさんのお話会から豆コネクトさんで 

なえみさんに遭遇したことは忘れません！ 

食も心も全然整っていない私でしたが、ワクワクワークの良質化ポンプのおかげで 

振り返ればすごく変化したと驚いています！ 

こんな風に常備菜やおやつを毎日手づくりする日々がくるなんて、 

ワクワクワークに出会う前の私には想像も出来なかったです！ 

勇気を出して飛び込んだ講師養成講座も本当に素晴らしい場所で、 

素敵な皆さまと出会え学び進めていけることが嬉しいです！ 

 

鎌倉に住むことになったのも勝手に運命感じています！笑 

まだまだ成長していきたいです！ 

これからもどうぞよろしくお願いいたします♡♡(♡を無限につけたい笑) 
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【宮本友子さん】 

のなさん、なみえさん 15 周年おめでとうございます♪ 

ワクワクワークに出会って、３か月になります。 

 

Facebook で、ワクワクワークに出会いました。 

ずっと食に携わる活動がしたいと思っていて、悩みながら日々すごしている中で、 

ふと目にとまった記事でした。 

皆さんの笑顔の写真をみて、自分もこうなりたいと思い、説明会に申し込みました。 

 

「食のお話アドバイザー養成講座」を受講し、食だけではなく、 

人として大切にしなければならない多くのことを、学ばせていただきました。 

最近、家族で食卓を囲むとき、子どもたちがおかずの味にちょっと敏感になり、 

「これなんの味？」とか聞くことが増えてきました。 

素材であったり、出汁であったり、想いが少しずつ伝わってきているのかなと 

感じることが増えて献立を考えることが楽しくなってきています。 

ワクワクワークに出会えてから、本当に「衣・食・住」が整ってきています(^^♪ 

皆様に出会ったこと、学んだことは、私の宝物です！ 

素敵なご縁に感謝いたします。 

子どもたちの未来のために、100年先の未来のために、 

これからも、皆さんと一緒に学びを深めて活動していきたいと思います。 

これからも末永く、どうぞよろしくお願いいたします！ 

 

 

 

【黒沢亜希子さん】 

なえみさん、のなさん、15 周年おめでとうございます！ 

私はワクワクワークと出会ってまだ半年ですが、発見・変化・衝撃などなど 

盛りだくさんの人生最大級の濃厚な半年になりました＾＾ 

ワクワクワークに出会えたことに心から感謝しています♡ 

 

20 周年、25 周年… 

その時にはさらにワクワクワークと深く関わっていたいと思います♪ 

これからもどうぞよろしくお願いいたします！ 
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【入澤治子さん】 

のなさん、なえみさん、15 周年おめでとうございます！ 

ワクワクワークに出会えたこと、ワクワクワークに携わる全ての人に出会えたことは奇跡です！ 

これからもたくさん学ばせてください♪ 

15 年って本当すごいですね。私の中で 15 年続いたことってあるのかしら？と 

色んなことを思い出していました。ピアノ 8 年、フラ 11 年、今の仕事 8 年？と考えると、 

生きてること、生きてることに必要な最低限の事柄以外で 15 年続いたことって 

ないみたいです（笑） 

続けることの大切さ、沁みてます。 

新たに鎌倉から始まる new ワクワクワーク、とっても楽しみにしています！ 

 

 

 

【堀田知里さん】 

なえみさん、のなさん、15 周年、おめでとうございます！ 

長男が今よりもまだ小さな頃、書店で何気なく手にした時短おやつの本。 

その後、幾度となく開催されたレシピ本の断捨離大会を、数年に渡り見事勝ち抜いてきたのは、のなさ

んの本でした！ 

そんなわたしにとって、今、ワクワクワークに携わらせて頂けているという事実は 

本当に夢のようで、大袈裟ではなく、本当に誇りに思っています！ 

そして、いつも温かい言葉をかけて下さるなえみさん。 

ワクワクワークの土壌となり、種となるわたし達を大切に見守って育てて下さり、 

本当にありがとうございます！ 

これからもよろしくお願い致します！ 

 

 

 

【中山愛さん】 

苗美さん、のなさん、15 周年おめでとうございます！ 

Facebookでワクワクワークのページを初めて見た時の「これだ！」という感動、 

スタッフの皆さんの飛び切りの笑顔、そして「鳥取県初の講師になりませんか？」という 

のなさんからのメール、一つ一つが私にとって宝物です！ 

 

認定講師も今では 100 人超えです。 

講師一人一人と向き合い、輝きを引き出して行かれる姿は尊敬しかありません。 
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私はまだ駆け出し講師です♪ 

学ぶべき事が山のようにありますが、このワクワク感はたまりません、、笑 

相変わらずマイペースですが、ワクワクワークで学び続けますので、 

今後とも宜しくお願い致します！ 

 

 

 

【尾崎美津代さん】 

のなさん、なえみさん、15 周年おめでとうございます！ 

ワクワクワークの醸し出す空気に吸い込まれて、食のお話アドバイザー養成講座の受講を 

直感で決めることができました。2020 年 10 月のことです。 

ひとつひとつの講座、やりとり、言葉かけなど、心で学ぶ事が多すぎて、嬉しくて、楽しくて、気付き

過ぎて、まさにワクワクワークです。 

食と心、人生をシンプルに見直す機会をいただき自分覚醒が起こっています～ 

 

のなさん、なえみさんが思いを形にし、周りを幸せにしている姿に心揺さぶられています。 

これからもさらに、幸せの積み重ねが広がりますように！ 

ワクワクワークの素敵な仲間と共に『毎日のごはんから私のしあわせを見つける』思いを 

共有し、伝えていきます♪ 

いつもありがとうございます。感謝です。 

 

 

 

たくさんのお祝いメッセージをありがとうございます！＾＾ 

 

活動する場所は違っても心は一つ！ 

15 年前と変わらぬ思いを胸に、新たに広がる活動にもチャレンジしながら 

食の大切さをお伝えしていきます！ 
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４．鎌倉本校の紹介 
 

私たちワクワクワークは、武蔵小杉より鎌倉へ、8 月から本格的に移転となります。 

 

（1）鎌倉本校について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鎌倉本校は鎌倉駅からまっすぐ徒歩 5 分以下。 

（鎌倉駅からのアクセス方法はこちら。） 

 

ヨガとピラティスの SUGATA さんの１階キッチンスタジオです。 

明るく素敵なキッチンで、たくさんの光差し込むとても気持ちのいい場所です。 

 

大変ありがたいことに 

私たちのことを温かく迎えてくださっている SUGATA の皆さま。 

ゴールデンウィークにはコラボレッスンも開催させていただきました。 

https://wakuwakuwork.jp/?page_id=27351
https://www.sugata.co.jp/
https://wakuwakuwork.jp/?p=27923
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夏休みもコラボレッスンの計画が進んでいます♪ 

 

これからご一緒させていただけることが 

本当にありがたく、たのしみです。 

 

新天地のご縁をいただきました鎌倉の皆さま、ありがとうございます！ 

 

(2)鎌倉本校移転に向けて 

 

現在はイベントを開催しながら本格移転に向けて準備中。 

・お子さま連れだとどんな感じ？ 

・オーブン、調理人数のベストは？ 

・新しく必要なものは？ 

 

など、本校講師でキッチンに集まりながら話し合いを重ねています。 
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ベストなテーブルの大きさを確認したり、 

実際にごはんやおやつも作ったりしてみています。 

 

また、先日は食の学び温故知新クラス、食の在り方講座～風土編の 

ゲスト講師でお世話になっている茶道師範の目黒公久さんの提案で 

鎌倉の沖合の水で塩を作ってみました♪ 

 

海水は SUGATA のりょうたさんが 

和賀江島付近で朝から採取してくださり！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://wakuwakuwork.jp/?page_id=3477
http://wakuwakuwork.jp/?page_id=6217
https://ameblo.jp/hoshimado-sadou/
https://www.sugata.co.jp/
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クツクツとだんだんとシャーベットのように塩になっていく様子に 

キッズたちも大人も興味津々！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

天日干しはまだですが、できあがった塩でおにぎりを握りました♪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

レッスンに使う道具は 

国産・手作りの料理道具のお店「つきじ 常陸屋」さんへ！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.hitachiya.com/
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蒸篭や鉄のフライパン、土鍋、包丁など続々とキッチンに到着しています。 

 

 

 

 

（3）武蔵小杉本校から鎌倉本校へ 

現在の提携キッチン、武蔵小杉本校であるおでかけキッチンでのレッスンは 4 年間。 

振り返れば長く、思い出がいっぱいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

たくさんの思い出のキッチンがなくなってしまうのは悲しいけど、 

新しいご縁となった新天地、鎌倉。 

 

https://www.rental-kitchen.com/


              Copyright (C) wakuwakuwork.jp          pg. 23 / 33 

 

 

SUGATA さんのキッチンスタジオでの鎌倉本校のスタートは、 

ドキドキ＆とってもたのしみでもあります。 

ありがとう武蔵小杉本校！！ 

こんにちは鎌倉本校！！ 

  

私たちも気合を入れて新しい本校づくりに努めて参ります。 

 

 

５．今後のイベント＆講座の予定  
 

2021 年 6 月 

・食の在り方講座オンライン特別編 

「鎌倉とは何か。日本史上重要な 148 年間を紐解く」 

 

茶道師範の目黒公久さんから鎌倉の食と歴史について深く学ぶ 3 ヵ月のオンライン講座。 

鎌倉の地名や地形について、禅・精進料理について、風土や自然について学びます。 

 

7 月  

・武蔵小杉ありがとう！認定講師ミーティング 

武蔵小杉最後の認定講師イベント。 

おやつを持ち寄って写真とともにこれまでの思い出を振り返りました。 

https://wakuwakuwork.jp/?page_id=28280
https://ameblo.jp/hoshimado-sadou/
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・鎌倉本校にて「夏休み！キッズクッキングイベント」 

幼児クラスでは夏野菜を使ったごはん作り、小学生クラスではバナナケーキとゼリーを作りました！ 

・講師養成講座夏期集中クラス開講 

 

8 月 

・「ありがとう武蔵小杉こんにちは鎌倉」イベント開催（武蔵小杉にて） 

 

9 月 

・こんにちは鎌倉イベント開催予定 

・食と心のバランス講座・鎌倉 1 期開講（日曜・火曜クラス） 

・未来の台所力育成！子ども料理教室＜小学生クラス＞鎌倉 1 期開講 

 

10 月 

・未来の台所力育成！子ども料理教室＜幼児クラス＞鎌倉 1 期開講 

・季節のごはんクラス・鎌倉 1 期開講 

・講師養成講座 10 月クラス開講 

 

 

６.募集中の講座のご案内 

 

〈通学クラス〉 

◆月 1回半年コース 食と心のバランス講座～鎌倉本校 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://wakuwakuwork.jp/?page_id=26845
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通学一番人気のクラス！ 

半年後、無理なく自分らしく、毎日のごはん作りを効率よく楽しむ。 

常備菜の用意も、献立の組み立ても迷わない。 

家族も、自分も大切にしながら「ていねいな時短」でできた時間も活用できる！ 

そんなことを楽しみながら学ぶ講座です。  

 

 ◆月 1回半年コース 未来の台所力育成！子ども料理教室＜小学生クラス＞～鎌倉本校 

 
 

“ごはん作り”という体験を通して、 

お子さまの豊かな感性と五感を育みませんか？ 

子どもたちの「やってみたい！」気持ちを大切に、 

毎回テーマに沿ったお話や体験を通してたのしく食を学びます。 

 

 ◆月 1回半年コース 未来の台所力育成！子ども料理教室＜幼児クラス＞～鎌倉本校 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://wakuwakuwork.jp/?page_id=26897
http://wakuwakuwork.jp/?page_id=26897
http://wakuwakuwork.jp/?page_id=26897
http://wakuwakuwork.jp/?page_id=26897
http://wakuwakuwork.jp/?page_id=26897
https://wakuwakuwork.jp/?page_id=29052
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お手伝いしたい！を叶える。自立する子どもを育てる親子レッスンです！ 

昔から続いてきた行事の意味を知り、行事食を身近に感じられるよう、 

絵本やクイズなどを使いながら楽しく学びます。  

 

 ◆New 季節のごはんクラス~鎌倉本校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

季節に応じたごはん作りや仕込みを通して、 

食材とゆっくり向き合いながらほっと気持ちがゆるんだり、 

リラックスしたりできる時間を大切に進めていく、初開講のクラスです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wakuwakuwork.jp/?page_id=28140
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〈オンラインクラス〉 

◆食材が届く♪毎日のごはん入門講座オンライン 

 

 

月 1 回 3 ヵ月のオンラインクラスで、 

毎日のごはんの基礎を整えませんか。 

オンラインでも、新鮮で大切に育てられた食

材のおいしさを知っていただけるよう、 

毎回テーマに沿った食材がご自宅に届きま

す。 

 

 

 

 

 

〈通信クラス〉 

◆子どもと食べたい常備菜入門通信クラス 

 

 

通信クラス人気 No1 の講座です。 

ずっと使える毎日のごはん作りの負担軽

減の秘訣を学ぶクラス。 

簡単アレンジから自在に展開し、常備菜

づくりのテクニックを学び、今よりも効

率よく食をたのしみましょう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://wakuwakuwork.jp/?page_id=16792
https://wakuwakuwork.jp/?page_id=7505
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◆滋養ごはんと毎日スープ通信クラス 

 

 

ごはんとスープだけでも十分。 

ごはんと味噌汁でしっかり滋養。 

それに常備菜が１－２品あったら 

もっといい。 

 

毎日のごはんをより簡単に作り、実践し

続けられる滋養ある食生活をサポートし

ます。 

 

◆伝統を学ぶ！子どもと食べたい旬と行事食の通信クラス 

 

 

日本の伝統・行事食の意味・在り方につ

いて知識が深まる！ 

旬野菜について学び、毎月届くレシピで 

実践し続けられるクラスです。 

 

 

 

 

 

 

 

他にもたくさんの講座をご用意しています＾＾ 

▼詳細はこちらをご覧くださいね。 

現在募集中の講座いろいろ 

 

 

 

https://wakuwakuwork.jp/?page_id=7630
http://wakuwakuwork.jp/?page_id=6820
https://wakuwakuwork.jp/?p=7786
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７．スタッフからのメッセージ 
 

★三浦さやか（経営マネージャー/鎌倉本校代表） 

ワクワクワーク 15 周年、おめでとうございます！ 

8 年前、「武蔵小杉 料理教室」で検索して見つけた HP に 

「私が探していたのはこういうところ！」とビビビッときたことを 

今でもつい最近のことのように思い出せます。 

 

美味しそうなごはんやおやつに 

自由さやたのしさが垣間見える考え方。 

思い切って飛び込んだら、想像以上にたのしく美味しく自由な未来が待っていました♪ 

 

ワクワクワークとの出会いは 

間違いなく私の人生のターニングポイントです。 

ここからは、全国の認定講師の皆さまと一緒に私たちも届けていく番。 

大事にしたいものを絶やさず繋ぎ、 

100 年先の未来も食から貢献している団体でいるために、 

ガハガハ笑いながらまっすぐ真剣に進んでいきましょう♪ 

 

★菊地麻紀子（経営マネージャー/本校代表講師） 

ワクワクワーク 15 周年、おめでとうございます！ 

15 年前の自分は何をしていたかな、と考え、 

そのころから実直に食をお伝えし続けていること、本当に感謝と尊敬の気持ちです。 

 

私はワクワクワークに出会い、それまで自分が食に抱いていた捕われが 

ぽろぽろと剥がれ落ちていきました！ 

おいしくて、たのしくて、夢中で進んでいて、 

ふと気づくと生活も、家族との関りも、仕事も全てが変わっていました。 

でもそれはあくまでも結果であって、 

私はただおいしいごはんを食べてたのしんでいただけなのに、 

すごすぎる！！とますます感動。 

 

毎日のごはんのしあわせやパワー、たのしさを、 
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全国にいる素敵すぎる認定講師＆受講生の皆さまと一緒に 

これからも届けていきたいです。 

 

この先の 15 年、その先の 100 年に向けて、 

とんだ真っすぐ集団で進んで行きましょう♪ 

 

★井上理恵（本校運営マネージャー／本校代表講師） 

のなさん、なえみさん 15 周年おめでとうございます！ 

 

ワクワクワークに出会って人生が変わったという方、 

本当にたくさんいらっしゃると思います。 

私ももちろんそのうちの一人です！ 

 

同じようにワクワクに惹かれ、 

同じ目標にむかって進む素敵な皆さまと出会えたことも宝物！ 

「食はもっとシンプルで、たのしくておいしくてしあわせ」ということを 

たくさんの方に届け、それが当たり前になってほしい。  

 

たのしい未来を想像しながら、この先も皆さまと一緒に進んでいきたいです♪ 

 

★鈴木薫（本校代表講師） 

ワクワクワーク 15周年おめでとうございます！ 

 

ワクワクに出会って 8年、認定講師になって 5年が経ちました。 

「料理が好き」を「ごはん作りから人の役に立つことができる！」という気持ちにまで 

引き上げてくださった、のなさん、なえみさん、 

そしてワクワクワークに感謝の気持ちでいっぱいです。 

今も続くたくさんの学びと出会い、 

広がり続けるワクワクをずっと見ていきたいです！ 

 

社会の動きだけでなく、自分や家族の状態によって、 

時には自分の歩みが止まってしまうこともありますが、 

ワクワクはいつでも戻って来られる「実家」です。 

自分らしく、たのしさや幸せを感じながら一緒に進んでいきましょう！！ 
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★橘木さゆり（発信部運営リーダー／本校講師） 

ワクワクワーク 15 周年おめでとうございます！ 

ワクワクワークの考え方が好きで、月に 1 回なら 

遠くても通えない距離ではないなと飛び込み、学び始めたら、楽しくて♪ 

いつの間にか、月に何度も通ったおでかけキッチン。 

 

ホッとできて、おいしいものがたくさん！ 

レッスンの度にどんどん自由になっていく自分がいます。 

この素敵な学びの場を作っていただいたことに感謝です！ 

 

認定をいただいたその先も一緒に進む仲間がいる。 

挑戦できる環境がある。 

こんな居場所はなかなかありません。 

 

一生続く食の事。熱い思いを鎌倉で次のステージへ！ 

そして全国、海外へもみんなで広げていきたいと思います＾＾ 

 

★山田茉利子（本校運営マネージャー／本校講師） 

ワクワクワーク創業 15周年おめでとうございます！ 

いつも元気をもらえる私のパワースポット、ワクワクワーク！ 

これから先の自分の人生に漠然とつまらなさを感じていた頃に出会い、 

そこから自分の人生がどんどん豊かになっていきました。 

 

食に本気で真っすぐに向き合う認定講師の仲間の皆さまと、 

これから共にどんな山を登り、そしてどんな景色がみられるのか、 

本当に楽しみで仕方ありません！ 

 

これからも引き続きどうぞよろしくお願いいたします。 

 

★奥秋美香（財務経理管理／事務局長） 

ワクワクワーク 15 周年おめでとうございます。 

今から 5 年前、知り合いが Facebook で「いいね！」していることで 

私のフィードにあがってきたワクワクワーク。 

数日後に始まるバランス講座に申込み、 
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私のワクワクライフが始まりました。 

 

事務局に採用され、食だけにとどまらず、 

仕事への取り組む姿勢、考え、自由な働き方を 

のなさん、なえみさんにいただけていることは感謝しかありません。 

 

受講生や認定講師の皆さんとのメールなどでのやり取りで、 

おひとりおひとりに寄り添っていくことは 

私にとってたのしい時間で 

受講生から認定講師になり、活躍されている姿を見るのは 

本当にうれしいかぎりです！ 

 

これから先もずっとずっと！一緒にたのしく進んでいきましょう！ 

 

 

８．創業者 松波苗美よりメッセージ 
 

認定講師のみなさま 

15 年、おかげさまで、ここまで続けてくることができました。 

長い道のりだったと感じています。 

 

素敵で、真剣で、素直で、おなかの底から笑う、 真摯でたのしいみなさま。 

みなさまに出会えたことに深く感謝したいと思います。 

 

そしてここから 

100 年先までも思いを馳せながら、 

それぞれが、自分という存在を考え、 

生き生きと力を発揮し、 

働くことに喜びを感じることができたら。 

そんな幸せを大切にしたいと思っています。 

いつもありがとうございます。 

 

松波 苗美 
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９．編集後記 
 

今回は 15周年記念号として、 

これまでのワクワクワークを振り返りましたがいかがでしたか？ 

 

ここからのワクワクワークも 

皆さまと元気いっぱいに進んでいきたいと思いますので、 

気になったところにぜひどんどん参加してみてくださいね♪ 

いつでもどこからでも大歓迎です！ 

 

またまた大ボリュームの会報になりましたが、 

最後まで読んでくださってありがとうございます！！ 

 

マネージャー三浦さやか 

 

 

それぞれの一行編集後記♪ 

三浦さやか：次の15年、100 年に向けてここからまた進んでいきます♪ 

菊地麻紀子：15年の歴史を感じました！これからのワクワクワークもたのしみです♪ 

橘木さゆり：15年の節目と新たなスタートに携われてうれしいです！ 

奥秋美香：大きな節目からさらにたのしく突き進みます！ 

 

最後までお読みいただきありがとうございます♡ 

 

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

毎日のごはんから私のしあわせを見つける。 
ワクワクワーク 認定講師 会報 vol.6 

2021 年 7月 31日発行 

 

本会報の掲載内容についてワクワクワークの許可なく無断転送転載は禁止致します。 


