＜プレスリリース＞

平成 30 年 8 月 2 日

8 月 31 日「やさいの日」、今年は野菜大学で体験学習!?

「ＪＡベジカレッジ」開校！
10 以上の学科を設置し、ファミリーから“今ドキ女子”まで楽しく学べちゃう！
国産野菜を応援する企業８社などの 6 つのコラボ講座も提供

8 月１日(水)より順次、ウェブとリアルで期間限定開催！
全国農業協同組合中央会
全国農業協同組合中央会（以下ＪＡ全中）では、8 月 31 日の『やさいの日』を記念して、今年度は国産野
菜の魅力や楽しみ方をお客様に体験していただける、架空の大学「ＪＡベジカレッジ」を 8 月 1 日（水）から 9 月
１日（土）まで、約 1 か月間開校します。やさいの日イベントとして、国産野菜を応援していただく異業種企業 8
社とコラボレーションし、消費者に向けた 6 つの講座も提供します。
国産やさい新発見!「JA ベジカレッジ」全体概要
ウェブ・リアルの 4 つの会場で展開します。
二子玉川キャンパス

共催：

ＪＡ全農

代官山キャンパス

・日程：8 月 25 日(土)・8 月 26 日(日)

・日程：8 月 30 日(木)～9 月 1 日(土)

・会場：二子玉川ライス ガレリア

・会場：DAIKANYAMA T‒SITE GARDEN GALLERY

・子供も大人も楽しめる体験イベント

・おしゃれ女子やこだわりの大人も楽しめるイベントが中心

・主なコラボ企業：シャープ株式会社、フジパン株式会社

・コラボ企業：さいたまヨーロッパ野菜研究会、

ＪＡふくしま未来、ＪＡ東京中央など

プレジデント社

ミノーレキャンパス

ウェブキャンパス
・日程：8 月 1 日(水)～9 月 1 日(土)
・会場：楽天レシピ 特設サイト
・URL：https://recipe.rakuten.co.jp/sp2/jayasaiai/
・コラボ企業：楽天株式会社（楽天レシピ）

①「やさい睡眠学科」 ・日程：8 月 8 日(水)
・コラボ企業：日本経済新聞社
②「やさい味わい学科」 ・日程：8 月 31 日(金)
・コラボ企業：ＪＡ全農
※会場：農業・農村ギャラリー「ミノーレ」

※各学科の詳細内容は次頁の「開催概要」をご覧ください。

『ＪＡベジカレッジ』は、“国産やさい、新発見!”をコンセプトに、8月31日の「やさいの日」を通じて、野菜のこと
を、知る・感じる・楽しむ機会を提供し、国産野菜の新たな魅力や価値をたくさん発見していただく体験型イベントで
す。野菜をテーマにした様々な『学科』を設置し、各年代に合わせた体験型コンテンツを提供します。
国産野菜のことをあまり知らない方から、もっと知りたい方まで、新しい発見を体験してください！
＊このイベントは国産農畜産物の消費拡大を目指すＪＡグループの
『みんなのよい食プロジェクト』の一環として開催します。
【本件に関するお問い合わせ先】
「ＪＡベジカレッジ」PR 事務局 担当：菱木・武田・田邊
TEL：03‒6825‒3020 / FAX：03‒6685‒5266 /MAIL：ja‒veg@vectorinc.co.jp
全国農業協同組合中央会（ＪＡ全中） 広報部 広報課 担当：市村・林
TEL：03‒6665‒6011 / FAX：03‒3217‒5072

【開催概要】
■タイトル：国産やさい新発見！「ＪＡベジカレッジ」
■主

催：全国農業協同組合中央会（ＪＡ全中）

■概

要：

8月31日の”やさいの日“にあわせ、国産野菜の魅力や楽しみ方を
消費者の皆様に体験もらう架空の大学「ＪＡベジカレッジ」を開校。
国産野菜をテーマにした「学科」をそれぞれ設置し、楽しいコンテンツが
体験できます。
・やさいの日特設ホームページ https://life.ja‒group.jp/event/yasainohi/
【開講スケジュール】（時系列順）
① 8月1日(水)～9月1日(土) 「ウェブキャンパス」
学科

内容
あなたのWeb閲覧履歴データを元に、
夏にぴったりのレシピをご提案します。

やさいAI学科

開催期間

参加方法

主催及びコラボレーション企業

8月1日～9月1日

https://recipe.rakuten.co.jp/sp2/jayasaiai/

JA全中×楽天レシピ

② 8月8日(水) 「ミノーレキャンパス」
・開催時間:19:00～20:40 ・会場：農業・農村ギャラリー「ミノーレ」
（東京都千代田区大手町1－3－1JAビル4階）
学科

内容

開催期間

定員

参加方法

70名

応募終了

主催及びコラボレーション企業

野菜ソムリエ上級プロの西村有加氏とエア

やさい睡眠学科

ウィ―ヴ快眠プロデューサー長谷川恵美氏を

19:00～20:40

講師に迎え、"夏野菜"と"睡眠"をテーマに講

(受付:18:30～)

JA全中
×
日本経済新聞社

演します。

③ 8月25日(土)・26日(日) 「二子玉川キャンパス」

※共催：

全国農業協同組合連合会

・開催時間:11:00～18:00 ・会場：二子玉川ライズ ガレリア（東京都世田谷区玉川2丁目21‒1)
学科

内容

開催時間

都会の子供たちが日常触れ ている”野菜”に
ついて体を使って楽しく学んでもらう収穫体

やさい収穫学科

験。夏休み の宿題にも最適です。
※天候により、時間が変更する場合がありま
す。

1日3回実施予定
1) 11:00～
2) 15:00～
3) 16:00～

定員

参加方法

・10組まで/1回

当日10:00より

・1組あたり2名の

受付開始

お子様まで。

1日3回実施予定

やさいサイエンス学科

小学生向けに野菜を使った実験を行います。

1) 11:30～

・1回あたり

もちろん、夏休みの自由研究にも最適です。

2) 13:30～

体験人数30名まで

3) 15:30～

インスタ映えする野菜の巨大オブジェ
が会場内に出現します。

やさいインスタ映え科

（定員に達し次第終了)

主催及びコラボレーション企業
JAグループ
×
二子玉川ライズ
箱根植木株式会社

当日10:00より
受付開始

JAグループ

（定員に達し次第終了)

常時

なし

常時

JAグループ

11:00～18:00

なし

常時

JAグループ

11:00～18:00

なし

常時

野菜に関するクイズを出題。魚釣りのように、

やさい博士学科

野菜を釣り上げて答えあわせ。正解者にはお
みやげをご用意！

2つのJAから新鮮な国産野菜が届きます。

やさいマルシェ学科

生産者とJAが説明しながら販売します！
(※品切れになる場合があります。）

未来調理学科

「家庭で簡便に野菜料理」をテーマに、シャー

※会 場:二子 玉川 蔦屋 家電
(二 子玉 川ライズ内 )

プ「ヘルシオ」シリーズを使った国産農産物の
調理実演・メニューの紹介・試食を実施。

1日3回実施予定
1) 11:00～12:00
2) 13:30～14:30
3) 16:00～17:00

やさいドーナツを食べながら、やさいクレヨンで

おやさい嫌いバイバイ学科

お絵描きができる！野菜を使った商品で、お

11:00～18:00

いしい楽しい体験ができます。

各回30名
（事前予約25名 当
日枠5名）

5組（20名程度）
/1回20分

JAグループ
（JAふくしま未来・JA東京中央）

ココロメンバーズで募集＆
入会必須。
応募は18歳以上。
同伴は1名まで(小学生以上)

シャープ株式会社・JA全農
×
JA全農青果センター株式会社
JAグループ

当日10:00より受付開始
（会場ブース前にて整理券配
布）

×
フジパン株式会社
おやさいクレヨン(mizuiro株式会社)

(画像はイメージです)

『やさい収穫学科』

『やさいサイエンス学科』

『やさいインスタ映え科』

『やさい博士学科』

④ 8月30日(木)～9月1日(土) 「代官山キャンパス」
・開催時間:10:00～21:30（※8月30日(木)は15:00～18:00 やさいビューティー学科のみ実施）
・会場：DAIKANYAMA T‒SITE GARDEN GALLERY (東京都渋谷区猿楽町16‒15)
学科

内容

やさいビューティー学科

小倉優子さん監修の、オリジナルやさいス
ムージーが体験できます！

開催時間
10:00～18:00

定員

参加方法

各日

常時実施

なくなり次第終了

★有料

なし

常時

家庭でも気軽に作れ る「やさいスムージー」の

やさいマルシェ学科

材料になる 野菜など、新鮮な国産野菜がそ
の場で購入できます。

フォトジェニックなおしゃれインテリアとして注目
されている 、野菜のハ ーバリウムを作ります。

やさいおもてなし学科

た大人気実力派バー「Be n Fiddich」が監

×
さいたまヨーロッパ野菜研究会

10:00～18:00

各日

常時

先着100名

（無料）

JA全中

要予約

プレジデン ト社のグルメ雑誌「dancyu」でも
取材され、 Asia Be st Ba r 50にも選出され

JA全中

JAグループ
10:00～18:00

(※品切れ になる場合があります。）

やさいデザイン学科

主催及びコラボレーション企業

18:30～21:30

★参加費:1500円

JAグループ

https://jave ge colle ge cockt

プレジデント社

各日
96名

修したオリジナル野菜カクテルを提供。

×
ail.pe atix.com

(画像はイメージです)

『やさいデザイン学科』

『やさいマルシェ学科』 『やさいおもてなし学科』

「ミノーレキャンパス」
・開催時間:11:30～13:30 ・会場：農業・農村ギャラリー「ミノーレ」
（東京都千代田区大手町1－3－1JAビル4階）

⑤ 8月31日(金)

学科

内容

やさい味わい学科

ミノーレでやさいの日（8月31日）にちなん
で、サラダバーを提供。

『やさい味わい学科』

開催期間

定員

参加方法

主催及びコラボレーション企業

11:30～13:30

なし

参加自由

JA全中×JA全農

