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1.実施概要

■タイトル：消費者の部屋 特別展示
カレーで健康な体つくりを

「カレーのヒミツを探検！」

■開催期間：2016 8月1日（月） 5日（ ）
10:00 17:00（初日は12:00 最終日は13:00まで）

■会場 ： 水 「消費者の部屋」
東京都千代田区霞が関1-2-1 別館１

■内容 ・組合加盟各社のカレー商品展示
・パネル展示
・香辛 （カレーの ）展示
・カレーを構成する植物展示
・カレーのできるまでのDVD放映
・アンケート（大人向け）＆カレークイズ（子供向け）実施
・組合加盟各社のカレー商品サンプリング
・オリジナルカレー粉づくり教室（8/3・4のみ）計4回
・ガラムマサラづくり体験
・各種カレーレシ と の
・カレー図書館



2.結果（来場者数）

日程 来場者数
（名）

アンケート
回収（枚）

ガラムマサラ作り
（名） 備考

1 8月1日（月） 588 568 98 開催12時 17時

2 8月2日（火） 571 544 105
3 8月3日（水） 728 678 108 子どもカレー粉作り

4 8月4日（木） 726 698 109 子どもカレー粉作り

5 8月5日（ ） 657 639 93 開催10時 13時

3,270 3,127 513
1日平均 654

■概況
① も3,270名の入場者があり、子ども霞が関 学デ―期間外の「消費者の部屋特別展示」と

しては人気イベントとなった。
②8月3日、 事 、組合 部が 上食 業 に食品業界の実情について説明 れ、また、

業界紙記者説明会を実施するなど、広報に努めた。
③子どもカレー粉作り体験教室は子ども以上に 親の関 が く、 況で 以上の成果を収めた。

実施に当たりインターネットによる参加募集をし、必要な情報把握ができたことは成果であった。
④大人向けとして、 はガラムマサラ作りを 入し、カレー粉の使い方まで説明できたことは

成果であった。
⑤カレーを構成する植物展示数を9品目に増加し、スパイスの香り、形を多方 から ることが

できたため、子どもだけでなく、大人にとっても初めて るものに きがあった。 もカレー
にまつわる植物を探しに来た子どもが多く、クイズに挑戦し、 解が んだと われる。

⑥カレー製品の製造過程のビデオは、特に子どもに好評であった。

■参考：来場者数過去実績（名）

平成 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

来場者数 4,310 2,699 2,226 2,385 2,654 2,795 3,221 3,166 3,337 5,454 3,270  

アンケート回収 1,905 2,257 2,455 2,668 3,002 2,998 3,178 3,491 3,127

カレー粉づくり 1,145 1,374 1,644 1,653 1,839 1,030 0 60 46

クイズ子ども中心 627 1,520 212

※クイズは、カレー名人認定証を渡した数。ただし、正確な数の把握はできていない。
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4.展示内容①

■パネル展示① ★は 作成したもの
・カレーの種類
★カレー粉ができるまで
★カレールウのできるまで
★レトルトカレーのできるまで
★カレーはみんなが大好きです（カレー生 の り わり）
★カレーの歴史
・カレーはスパイスとハーブの芸術品
・カレーQ&A① ②
■パネル展示②
・カレーなんでもQ&A
・おいしいカレーをつくるワンポイント
・家庭のカレーでワンランク上の味を！
・世界のカレー
・カレーを使用した
・カレーは「バランス食」の優等生 （カレーはからだにおいしい①）
・カレーライスは太りにくい食事！？ （カレーはからだにおいしい②）
・カレーで 性 ！ （カレーはからだにおいしい③）
・カレーで脳の細胞活性化 （カレーはからだにおいしい④）
・カレーでストレス抑制
・カレーを使用した健康
・野菜をたっぷり使ったヘルシーカレー
・夏ベジカレーで健康な体作りを
・カレーと一緒に夏野菜を食べよう
・デコカレーに挑戦しよう１（カレーでお祝い、これもいいね！）
・デコカレーに挑戦しよう２（食べてもいいかな 食べ お！）
・カレーの賞味期限設定について
■パネル展示③
・全日本カレー工業協同組合 組合員名簿
・カレー文化と全日本カレー工業協同組合の歴史

■カレー図書館



4.展示内容②

■カレーを構成する植物展示
①ローレル ②シナモン ③こしょう ④ターメリック
⑤唐辛子 ⑥コリアンダー ⑦フェンネル ⑧セージ
⑨カルダモン

※植物に関するクイズを子供対象に作成。
全問正解者に「カレー名人認定証」授与。

■DVD放映 約32分
①レトルトカレーができるまで
②カレールウができるまで
③カレー粉ができるまで



5.クイズ（こども対象）

正解：植物当てクイズ 問１⑧ 問２⑥ 問３⑤
カレー クイズ 問１② 問２② 問３②



６.オリジナルカレー粉作りに挑戦！について

■開催日：
①8月3日（水）11:00 、13:30
②8月4日（木）11:00 、13:30
■実施時間：各回30分
■対象者 ：小学生以下の子ども（親同伴）・定員10名
■実施者 ：全日本カレー工業協同組合員
■募集方法：カレー組合及び加盟各社ホームページ等で周知
■参加実績：合計46名
■内容
１）カレーの歴史説明（モニターを使用）
２）オリジナルカレー粉作り

6種のスパイスをブレンドして3タイプを試作
３）作成したカレー粉の試食
４）好みの1種類を各 に めて、記 ラベル り



７.ガラムマサラ作りについて

■開催日：会期中12:00 13時を除く毎日
■内容
・7 の イ を の で 合 。
■参加実績：合計513名

8/1（月）（月）（月）（月） 8/2（火）（火）（火）（火） 8/3（水）（水）（水）（水） 8/4（木）（木）（木）（木） 8/5（金）（金）（金）（金） 合計合計合計合計

98 105 108 109 93 513

８.その他

■消費者の部屋近くの「咲くら」（カフェテリア）ではコラボカレー提供。
バナナフリットとトマトオリーブマリネカレー（980円）


