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1．代表 菅野のなよりメッセージ 

みなさまいつもありがとうございます！ 

認定講師会報も 8 号目となりましたー！ 

認定講師も述べ約 200 名となり（？） 

 

ひとりひとりの活動、ひとつひとつの取り組み 

それぞれがワクワクワークらしく、 

 

自由に、素の在り方で、予測のつかない広がり 

しあわせとなっていてうれしいなと思います。 

 

全国の素敵なみなさまと核なる部分を共にできていることに 

感謝致します。 

 

私自身もまだまだこれから。やりたいこともできてきていて 

たのしみな未来があるなと感じます。 

 

やりたいことをやってみるってワクワクしますね♪ 

 

ご一緒できるかけがえのない日々をたのしんでいけたらと思います。 

今年後半もよろしくお願い申し上げます。 

 

代表 菅野のな 
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2．法人化しました＆会社のビジョン・ミッション・バリュー 

【すべてのひとに食のしあわせを。～会社設立のお知らせ】 

2022 年 2 月 22 日「株式会社ごはんのこと」として会社を設立しました。 

 

2007 年 6 月にオーガニック料理教室ワクワクワークを設立し、 

食と食育に注ぎ込むこと早 16 年目となり、大きな節目を迎えることとなりました。 

母子 2 人で始めた料理教室。 

伝えたいことが伝わるまで、続けていく思いではじめましたが、 

スタッフも 20 名を越え、認定講師も 150 名を越え、受講生も述べ 10,000 人を越え、 

大きな会社さまからご依頼いただくまでになりました。 

 

ここまで関わって下さった全ての方にたくさん支えていただき、 

一緒に作っていっていただいた結果の今だと思います。 

おかげさまで、ここまで来ることができました。改めましてありがとうございます。 
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会社名は「株式会社ごはんのこと」。 

 

（オーガニック料理教室ワクワクワークの名称は変わらず、 

株式会社ごはんのことが運営している教室という形になります。） 

 

教室では「毎日のごはんから私のしあわせを見つける。」を理念としていますが、 

 

株式会社ごはんのことの理念は、 

「すべてのひとに食のしあわせを。」 

 

こちらになります。私たちがこれから何を届けて伝えていきたいか。 

そんな思いを込めて理念としました。 

「食」は生活と密着していて、様々な社会課題とも繋がっています。 

 

外食・即食が進み、食事の簡易化や、孤食、早食い、ながら食い・・・。 

 

郷土料理や伝統食、家庭の味の引継ぎも途絶えつつある一方、 

食べ残しや作りすぎ、家庭からも事業からも生まれる食品ロスなど 

食をめぐる環境の変化や問題は本当に数えきれないほどたくさんあります。 
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「食べる」という根源的で大切なことがないがしろになり、 

心と体が共に健康であるということの実感が難しくなってしまっているのではないでしょうか。 

本当にたくさんの食に関する課題があります。 

 

私たちは現代に合った形で食における社会課題の解決に貢献します。 

おいしいくしあわせな体感がよりよい生活、社会、地球に繋がっていく。 

 

地球の裏側も含めたすべてのひとに食のしあわせを届けること。 

そして消えてほしくないものを守っていく。 

 

新しい理念の元、また新たな船出となりますが、これまで以上に食と食育に取り組み、 

おいしくたのしくワイワイと食から社会に貢献するべく進んでいけたらと思っています。 
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【私たちのビジョン・ミッション・バリューとは？】 

  

法人化にともない、「私たちのビジョン・ミッション・バリュー」を定めました！ 

 

Our Vision 

すべてのひとに食のしあわせを。 

 

これまで教室で届けてきていることはもちろん、 

企業・教育機関、もっと広げて世界まで届けていきたい思いを込めました。 
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Our Mission 

食からもっと社会に貢献する。 

 

加えて 2025 年までに私たちが届けたいこと届け続けて叶えたい未来として、 

具体的な行動として以下４つを掲げます！全国 100 名を越える認定講師とも協力し行動していきます。 

 

Mission 2022－25 

1．おにぎりからお米の消費 UP 

2．「未来に残したい食」を守り、次世代へ届ける 

3．赤ちゃんのママに必要な「食」を伝える 

4.「おいしい食体験」を広げる 

 

 

 

 



              Copyright(C)wakuwakuwork.jp                 9 / 26 

これらを届けていくために私たちが大切にしていく価値観、行動基準となるものは以下です。 

 

６ Values（６つの行動指針・価値基準） 

1．簡単シンプルは最高！ 

2．「つくる」しあわせ 

3．みんなで食べるとおいしい 

4．オーガニックとは在り方。野菜もひとも多様に自由に。 

5．私の思いをまん中に 

6．伝統を未来につなぐ 

 

これらにのっとって私たちは私たちらしく愛をもって進み、社会へ貢献します。 

 

教室運営 16 年の集大成のような感じもしていますが、会社としてははじまったばかりですね。 

ここからもみなさまどうぞよろしくお願い致します！ 
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3．嬉しいニュースがいっぱい！ 

【内閣府首相官邸公式 SNS「JAPAN GOV」でおにぎりキャラバンが紹介されました！ 】 

日本政府の公式 SNS「The Government of Japan」にて 

6 月 18 日の持続可能な食文化の日にちなんで 

ワクワクワークの「おにぎりキャラバン」が紹介されました！ 

 

 

「お米をもっと食べること」に貢献する参加型プロジェクトとして 

2020 年からスタートしている私たちの取り組みが 

こうして紹介していただけること、本当に感動です！ 
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これまでにご参加いただいた 952 組、1,683 名のみなさま、 

いつもご覧いただいてるみなさま、応援してくださっているみなさまのおかげです。 

 

本当にありがとうございます！！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

言葉も距離も時差も越えるおいしくたのしい体験。 

 

おにぎりキャラバンオンラインは、初参加の方も何度もご参加いただいている方も大歓迎です。 

これからも一緒に盛り上げていただけたら嬉しいです！ 

 

▼おにぎりキャラバンオンライン詳細はこちら 

https://wakuwakuwork.jp/?page_id=35578 

https://wakuwakuwork.jp/?page_id=35578
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【日本政策金融公庫総合研究所の書籍にオンライン料理教室の取り組みが紹介されました！ 】 

日本政策金融公庫総合研究所より出版されました、 

「時間と空間の常識に挑む小企業～ニューノーマルの先端をゆく発想～」に 

事例「画面の向こうに食の温もりを」としてコロナ禍からのオンライン料理教室について 

株式会社ごはんのことの取り組みが紹介されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カラーで 10 ページ近くもご紹介いただいています。 

また、以前ご紹介いただいた「調査月報」では全文もご覧いただけます。 

 

内閣府首相官邸公式 SNS に取り上げていただいたり、 

積み重ねてきたことを評価いただく機会が増えていて本当に感慨深いです。 

 

日本政策金融公庫総合研究所のみなさま本当にありがとうございます。 

オンラインでできること、届けたいこと、私たちだからやっていきたいこと、 

これからも精進していきます。 
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【studioCLIP とのコラボ企画がスタートしました♪】 

studioCLIP さんの「おけいこクリップ」内で、 

ママのためのオンラインワークショップを開催させていただくことになりました！ 

 

それにさきがけ studioCLIP 公式、studioCLIP武蔵小杉グランツリー店、ワクワクワーク公式と 

3 か所同時配信でインスタライブを開催しました！ 

 

 

ワークショップの内容や、私たちの理念について 

また、献立の悩みや子どもが野菜を食べない、という 

視聴者さんからのリアルタイムのお悩み相談タイムも交えての 

あっという間の 30 分でした！ 



              Copyright(C)wakuwakuwork.jp                 14 / 26 

 

つくり手のしあわせを中央に置くこと、 

子どもと一緒にたのしい食卓を育むための心がけ 

まずは毎日頑張っている自分にマルをつけることなどをお伝えし、 

「ほっとしました！」と嬉しい感想もいただけました。 

 

ご視聴いただいた皆さま、ありがとうございます！ 
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オンラインワークショップの担当講師は、 

本校幼児クラス代表講師の須藤友美さん、 

本校幼児クラス講師の石鍋茉莉子さんです。 

 

以下、６月に開催した 1 回目のレッスンの様子をご紹介します。 

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

今回は「“栄養満点”時短ごはん」！家族が喜ぶしあわせごはんをつくろう」をテーマに 

ごはん作りをたのしむために知るとラクになるコツをお話しました。 

調理デモは教室でも大人気の乾物ごはん。 

忙しくても時短で滋養あるおいしいごはんが作れます。 
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ご参加の皆さまからも 

「『時短した時間まで時短しない』もう、名言！いつもなんかしら動いちゃう自分を思い返してドキッ

としちゃいました。」 

「最近、娘の偏食がすごく、同じものしか食べない&野菜食べないマンになっちゃって、作っても落ち

込むことばかりでしたが、同じようなメニューでも大丈夫って読んでちょっと元気が回復しました！！ 

炊き込みごはんと、味噌汁ならわりと野菜食べられるから今日から頑張ってみます！！ 

また見たいし、鎌倉校にも行ってみたいです！」 

など嬉しいご感想をいただきました！ 

 

 

今回の開催を経て、全国の認定講師の皆さまと一緒に 

studioCLIP のワークショップを担当する未来を作っていきたいと思っています！ 
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4．認定講師の活動 

【認定講師の活躍が急拡大中です！】 

 

 

最近の認定講師のみなさま大集合！ 

みんながたのしそうでうれしい・・・！ 

 

私達の価値基準に沿った広がりへ 

6 Values（６つの行動指針・価値基準）という会社の価値観を定めていますが、 

その中のひとつがオーガニックとは在り方。野菜もひとも多様に自由に。というもの。 



              Copyright(C)wakuwakuwork.jp                 18 / 26 

 

 

教室をはじめて 16 年。 

あれだめこれだめではない、食の世界で守りたいもの繋ぎたいもの、届けたいものを届けている結果、

教室でも多様なものをお届けしていますが、 

（本校通学はもちろん、通信クラスに、オンラインクラスに、 

おいしすぎる島根県浜田港のお魚から和歌山のオーガニックな梅など旬のものも売っていますし、 

オリジナルエプロンもクロスも子ども用もあり、実に多様です・・・！） 

認定講師の世界も多様なものへ 

 

認定講師の世界も今はとても広がっていて、 

それぞれが独自に進みたい方向に進んでいることがうれしいこの頃です。 
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何がそんなに多様なのか？まとめますと・・ 

私たち食を伝える認定講師は、以下３つの多様な要素があります！ 

 

①多世代で構成されている。 

②全国でのエリア（地域活動）で活動！ 

③多様な活動の仕方がある。 

ひとつひとつ解説させてください！まず、ひとつめ。 

 

①多世代で構成されている。 

現在 70 代の母が 50 代の時に一緒に起業した料理教室であることが発端となっていて、 

現在は 20 代～70 代まで多様な世代のみなで構成されています。 

育児ど真ん中の世代、ひと段落した世代、さらにはお孫さんとの日々をたのしむ世代が 

上も下もなく支え合ったり、一緒に過ごしたり、励まし合ったりと 

なかなかないコミュニティになっています。 
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リアルでもオンラインでも熱く、深く繋がっていくのも特徴的かもしれませんね。 

数年オンラインで顔を合わせて実際に会える感動といったら・・・！最高ですね。 

 

おんなの一生の問題（育児から更年期・・もっともっと先のおたのしみまで。）を共有したり 

先行く先輩が知恵を残したりと、価値あるものを共有していくことを計画しています。 

 

②全国でのエリア（地域活動）で活動がわらわらと動いている！ 

北海道、関西、中部、東京、九州、千葉、地域別の集まりが広がっています。 

地域で繋がりやすくなって、みなたのしそうでもあり、素敵な取り組みのひとつとなりました！ 

リアルに会えることの凄みというのも、今だからこそ染み入るところがありますね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こちらは東京チームのリアルミーティング♡ 
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③多様な活動の仕方がある。 

「普段つるまないひとがなぜか集えるワクワクワーク」なんて言葉があるように、 

私達はグループでの取り組みだけではなく、個々の一歩先の支援というのも並行しています。 

ひとそれぞれ事情がありますし、色んなペースもあるので、自分なりの一歩で OK！ 

ちょっとお休みしたり、また復活したり、はじめたり、止まったり、活動する方を応援したり、 

どれも素晴らしい活動と話しています。 

 

それぞれの一歩がそれぞれのしあわせであり、 

食の大切さを伝えていくという全体への貢献と広がりに繋がっていると感じる日々です。 

本当にみなさまが素敵でいつも感動しています・・！ありがとうございます！ 

 

定期開催の認定講師 MTG、進路相談会、ひだまりほっとステーション、フレッシュメンバー交流会など 

活動をサポートする場がたくさんありますので、ぜひご活用くださいね。 

 

独立開講組の活動も非常に盛んです。 
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他にも書き切れないみなさまが、素敵にげんきにモリモリと独立開講しています！！ 

 

 

鎌倉本校講師としてクラス担当になる方も・・！ 

 

鎌倉本校の各通学コースはもとより 

幼児クラスや小学生クラスでもたくさんの認定講師が活躍。 
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こちらは法人向けオンライン料理教室の様子です。 

 

法人向けレッスンでも認定講師が大活躍！ 

鎌倉本校から遠くに住んでいる本校オンライン講師とも連携。 

遠方からのご依頼にその地域に住む認定講師が担当したり。嬉しい広がりになっています。 

このまま食の大切さを伝え続けるゾと日々燃えている私たちなのでした！ 
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5．認定講師および講師養成講座受講生の現況 

講師養成講座は 2022 年前半もたくさんの方にご受講いただいています。 

数年前は通学のみの受講形式でしたが、今ではオンラインを中心に 

北海道から九州まで全国各地からご受講いただいています。 

 

【卵乳製品なしおやつ講師認定コース】・【オーガニック滋養ごはん講師認定コース】 

1 月開講クラス（26 期）は総勢 18 名の大所帯！続々と認定講師が誕生中。 

4 月開講クラス（27 期）は本会報発行日がドキドキのプレレッスンの日！いかがでしたでしょうか？ 

そして、7 月開講クラス（28 期）はスタートしたばかりのフレッシュなクラス。 

 

【＜オンラインクラス＞お話アドバイザー養成講座】 

1 月開講クラス（19 期）は総勢 10 名！たくさんのお話アドバイザーが誕生しています。 

4 月開講クラス（20 期）は 2 名と少人数ながらも学び深い賑やかなレッスンに！ 

6 月開講クラス（21 期）はプレレッスンが終わったばかり！順次認定試験、頑張ってくださいね。 

 

追加認定コースは 

【子ども台所力育成講師追加認定コース】 

【赤ちゃんママ食のお話講師追加認定コース】の他、 

【本校講師育成講座】 

【常備菜講師追加認定コース（春夏コース）】を新たに開講しました。 

 

追加認定の受講や、昨年より開始した「先輩トラベラー」での再受講も多く、 

学びを深める認定講師の方が多くいらっしゃいます。 

 

これまでのワクワクワークのレッスン、イベント、通信クラス 

および外部で実施の講座に参加された受講生数は 11,663 名！（2022 年 6 月時点） 
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2015 年にはじめた講師養成講座は 28 期生を迎え、 

ワクワクワークの活動はますます広がりを見せています！ 

 

認定講師は全国に続々と誕生しており、 

2022 年 6 月現在でこれまでに認定された認定講師の人数は 169 名。 

現在受講中の方を合わせると 200 名以上の方がいらっしゃいます。 

 

※マップは 4 月時点となります。 

 

追加認定がいいのか再受講がいいのかわからない、 

どのように学びを深めていいか聞いてみたいなどありましたら 

ぜひ随時開催している「追加認定説明会」にお越しいただくほか、 

事務局までお気軽にお問合せくださいね＾＾ 

皆さまのご受講をサポートさせていただきます。 
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6．編集後記 

前回の会報から半年が過ぎました！ 

あっという間の半年、月日の流れの早さに驚かされます。 

 

数年前に「認定講師向けの会報を作りたい！」 

そんな私の提案から始まった会報が、こうして8号を発行する運びとなったことはとても感慨深いです。 

 

受講生としてお迎えし、認定講師となっていく皆さまには 

事務局チーム一同も、おひとりおひとりにたくさんの思いが詰まっています。 

これからも精一杯サポートさせていただきますね。 

 

皆さまとの認定講師コミュニティもたのしみにしています。 

事務局の奥秋でした。 

 

 

それぞれの一行編集後記♪ 

三浦さやか：前半のニュースだけでも盛だくさん！後半もどんな展開があるかとてもたのしみです！ 

菊地麻紀子：あっという間の半年間！  

2022 年後半も、皆さまと一緒に進んでいけることとてもたのしみにしています＾＾ 

井上理恵：濃厚な半年間！ 

どんどん進化する認定講師ワールド、この先も皆さまと作っていくことがたのしみです。 

大西くみ：進化し続けるワクワクワーク！  

2022 年後半も皆さまと一緒に歩んで行けることをとてもたのしみにしています！ 

黒沢亜希子：「食」を真ん中に、たくさんの方と関わることができて嬉しいです！^^ 

渡邉一心：みなさんと関わるのが新鮮で人生で二度とない経験だなと思っています。 

今を大切に学びを深めて行きたいです！ 

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

毎日のごはんから私のしあわせを見つける。 
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