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第２事業年度鶏ちゃん合衆国活動報告 

(2５.7.20～2６.7.1４) 

Ⅰ 交流事業 

（１）鶏ちゃん合衆国議会～国民大交流会 

鶏ちゃんのコアなファンを着実に増やしていく目的で、「鶏ちゃん合衆国議会～国民大交流会」

と称し、県内外各地で様々な鶏ちゃんを食べ比べる交流会を開催しています。県下各地での開催

や、小規模でゆっくり鶏ちゃんを楽しむ集いなど、新たなスタイルの交流会を進めました。 

 

＜実 績＞ 

   ８月２８日（水）鶏ちゃん交流会 in 飛騨古川（飛騨市・スペランツァホテル）７０名 

   ９月 ７日（土）下呂温泉鶏ちゃん大交流会（下呂市・望川館）５０名 

１２月１６日（月）鶏ちゃん合衆国大忘年会（岐阜市・グランヴェール岐山）１０６名 

 ５月２０日（火）鶏ちゃん交流会（岐阜市・柳ヶ瀬ホルモンもつ家）３０名 

 

  

 

（２）長良川鵜飼＆鶏ちゃんを楽しむ夕べ 

交流会の新たなスタイルとして、長良川鵜飼の観覧船に鶏ちゃんを「鶏タリング」し、鶏ちゃ

んと長良川鵜飼を同時に楽しむ集いを、６月１７日（火）に開催しました。２５名が参加しまし

た。川風に吹かれながらの鶏ちゃんは格別でした。 

 

 



2 

  

 

（３）ココイチの鶏ちゃんカレーを楽しむ集い 

１２月１日（日）に、「ココイチ鶏ちゃんカレーを楽しむ集い」を、愛知県一宮市の CoCo 壱

番屋本社で開催し、３０名が参加しました。ココイチ本社併設のキッチンスタジアムで鶏ちゃん

カレーの開発秘話やＣｏＣｏ壱番屋のヒミツなどを聞き、鶏ちゃんカレーを食べるというスペシ

ャルなイベントでした。 

  

Ⅱ 信州・山賊焼との交流 

（１）「鶏和友好条約」の締結 

長野県松本・塩尻地方の鶏肉郷土料理「山賊焼」との交流を始めました。１０月１１日（金）

に、山賊焼を考える会などの皆さんと岐阜市で交流会を行い、１２月１６日（月）の忘年会に合

わせ「鶏和友好条約」の締結を行いました。山賊焼はニンニクなどの入ったタレにつけ込んだ大

きな鶏肉に片栗粉をつけて揚げて食べる料理で鶏ちゃんとの共通点も多くあります。 
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（２）「山賊春の陣」に参加 

３月８日（土）に、「しおじり山賊焼の会」の発足３周年を記念して行われた「山賊春の陣」

に鶏ちゃん合衆国が参加し、会場内で鶏ちゃんをその場で焼いて提供しました。 

初めて鶏ちゃんを食べる方も多く、「ビールに合う」、「おいしい」と大変ご好評をいただき、

鉄板の前には行列ができる一コマもありました。当日参加した合衆国メンバーもステージ上でご

挨拶させていただき、大いに交流を深めました。 

  

 

（３）信州・山賊焼と合同鶏霊供養祭に参加 

３月９日（日）には、山賊焼の方々とご一緒に、松本市大安楽寺で鶏霊供養祭に参加しました。

ご住職の丁寧なおつとめの後、鶏ちゃん合衆国のメンバーも一同焼香し、供養式の後は、本堂隣

にある鶏霊供養塔に全員で参拝し、線香を手向けて、ニワトリの霊を慰めました。 

  

 

Ⅲ 国立「羽―鶏（はーばーど）大学」活動 

（１）長良川鉄道お座敷列車で行く「鶏ちゃん列車ツアー」 

６月２８日（土）に長良川鉄道のお座敷列車を貸し切って、車内でスペシャル鶏ちゃん弁当や

鶏ちゃんのお話、合衆国国歌の生ライブなどを聞きながら、鶏ちゃんを満喫するツアーを開催し

ました。２５名が参加しました。 

  関駅では乗車前に長良川鉄道の車両整備見学があり、郡上大和駅下車後は、道の駅古今伝授の

里やまとで温泉入浴、鶏ちゃん試食などもあり、満足度の高いツアーとなりました。 
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（２）鶏ちゃんツアーin郡上 

１０月１２日（土）に、岐阜新聞とのコラボで、郡上方面への鶏ちゃんバスツアーを開催し、

３５名が参加しました。 

郡上八幡観光の後、「道の駅古今伝授の里やまと」で郡上大和の丸忠精肉店さんが「食の祭典

in 郡上」でグランプリを取った名作「ケーちゃんスタミナ丼」をいただき、温泉入浴。さらに、

「古今伝授の里フィールドミュージアム」を見学し、最後に、道の駅みなみで鶏ちゃんイベント

に参加するという鶏ちゃんづくしのコースでした。 

羽―鶏大学としては２回目のツアーでしたが、４名の方が前回に引き続いて参加され、見事に

「修士号」を得られました。 

  

 

（３）子ども向け鶏ちゃん講座「キッズキッチン」 

７月３０日（火）に、ＮＰＯ法人クローバ！さんとの共催で、夏休みの子ども向け鶏ちゃん講

座「キッズキッチン」を、岐阜市の市橋コミュニティセンターで開催しました。２～３歳から小

学校高学年までの約３０名が参加しました。 

鶏ちゃんの歴史や文化についてのお話を聞いた後、子どもたち自ら４種類の様々な味の鶏ちゃ

んを焼き、バイキングのように食べ歩くという趣向で、味比べを楽しんでもらいました。 
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（４）鶏ちゃんを楽しもう交流会！～羽ー鶏（はーばーど）大学 in 河川環境楽園 

  １１月１７日（日）に各務原市の河川環境楽園ＢＢＱ広場で、「鶏ちゃんを楽しもう交流会！

～羽ー鶏（はーばーど）大学 in 河川環境楽園」を開催しました。この交流会は、各務原市川島

ライフデザインセンター・短期講座の一環として開催したもので、親子や家族で青空の下、鶏ち

ゃんを楽しもうという企画。６２名の方々が参加されました。 

  

Ⅳ 鶏ＣＩＡ活動 

○郡上北部の鶏ちゃん文化の歴史を調査 

２月２４日（月）に、郡上方面の２回目となる鶏ちゃん文化調査活動－鶏ＣＩＡ活動を行いま

した。郡上市大和町の「佐古尾商店」、牧歌の里の鷲見レストランチーフへのインタビュー、高

鷲町の「森美屋商店」さんと、白鳥町の「フクハチ食肉店」、「いなば鶏肉店」を訪問し、おい

しい鶏ちゃんを食べると同時に、鶏ちゃんのルーツについての大変貴重な情報を得ることができ

ました。 
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Ⅴ イベントの開催・出展 

（１）郡上・道の駅みなみで「おもしろ鶏ちゃんフェスタ」を開催 

１０月１２日（土）に郡上美並の道の駅みなみ２０周年に協賛し、「おもしろ鶏ちゃんフェス

タ」を道の駅みなみで開催しました。 

牧歌の里（塩鶏ちゃんバジル風味）、たまやき本舗（鶏玉）、村山チキンセンター（鶏ちゃん

から揚げ）、萬天龍（鶏ちゃんまぜそば、鶏ちゃんラーメン、鶏ちゃんベトコンラーメン）、道

の駅みなみ（カレー鶏ちゃん）の５店舗が出店しました。 

  

（２）東京・明治公園での「実りのフェスティバル」に参加 

１１月８日(金)・９日(土)の２日間、東京都新宿区の明治公園・霞岳広場で開催された「農林

水産祭・実りのフェスティバル」に鶏ちゃん合衆国からグーテライゼさんが出店。鶏ちゃん焼き

や鶏ちゃんから揚げなどを販売し、好評を博しました。参加は２年連続２回目ですが、鶏ちゃん

の知名度がアップしている手応えが感じられました。 

  

 

（３）名古屋テレビ塔下「居酒屋あさこ」に「赤味噌ダレ国産鶏ちゃん」を提供 

２月から３月末まで、名古屋テレビ塔下のイベントス

ペースで開催された「オイスターガーデン」に、中京テ

レビ＜ＰＳ三世＞の人気企画「居酒屋あさこ」が出会っ

たメニューとして、鶏ちゃん合衆国のアレンジで、「赤

味噌ダレ国産鶏ちゃん」が提供され、好評を博しました。 
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（４）東京のイベントで鶏ちゃんパスタバジル風味をメニュー提供 

１０月１日（火）から表参道、お茶の水の「ご当地キッチン＋ＳＡＫＥ えまるしぇ」で開催

された「岐阜ＶＳ富山」対決グルメメニューに、鶏ちゃん合衆国から、鶏ちゃんパスタバジル風

味と、萩原チキンセンターの鶏ちゃんが週替わりで違う味で販売され、好評を博しました。 

 

（５）大阪での「てんま天神梅まつり 2014」に鶏ちゃんを提供 

大阪天満宮で３月８日（土）、９日（日）に開催された「てんま天神梅まつり２０１４」の最

終イベント「ふるさと観光物産展うめ～もん市」で鶏ちゃんが販売されました。 

出展された関西岐阜県人会連合会さんの要請を受け、鶏ちゃんの手配のほか、のぼりやガイド

ブックなどを提供しました。 

  

（６）下呂・望川館で鶏ちゃん祭りを開催 

６月２９日（日）より不定期に、望川館ビアガーデンと鶏ちゃん合衆国とキリンビールのコラ

ボで、下呂の５種類の鶏ちゃんをチョイスし、ビールと一緒に楽しめる「鶏ちゃん祭り」が開催

されています。 

  

 

Ⅴ 鶏ちゃん及び関連商品開発活動 

（１）ぎふチャンとのコラボによる「ぎふチャンケイちゃん」の開発 

ぎふチャン（岐阜放送）とコラボして、新しい鶏ちゃんパック商品の開発を進めています。 

ぎふチャンテレビの放送チャンネル「８」と、近代養蜂発祥の地である岐阜県にちなんで、ハ

チミツ入りとし、鶏肉はヘルシーなムネ肉を使い、郡上の味噌で味付けする予定で、現在、秋の

発売を目指して準備を進めています。５月１日（火）にはＪＲ岐阜駅アクティブＧで公開試食会
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を行い、アンケートで皆さんのお声をお聞きしました。 

  

 

（２）コンビニとのコラボ商品 

  この１年間に、ローソンから鶏ちゃん焼き、鶏ちゃん弁当、鶏ちゃんおにぎり、鶏ちゃんロー

ルの４商品（２５年８月）、ファミリーマートから鶏ちゃん焼き弁当（８月）、鶏ちゃんパスタ

（塩バジル風味）と鶏ちゃんおにぎり（２６年１月）の計３商品、ココストアで鶏ちゃん弁当（２

６年４月）の合計８商品が販売されました。 

いずれも、鶏ちゃん合衆国のロゴ、名称をラベルなどに印刷し、鶏ちゃん及び鶏ちゃん合衆国

のＰＲにご協力いただいています。 

  

 

（３）益田清風高校の生徒とのコラボによる「ぎふチャンケイちゃん」の開発 

益田清風高校総合学科の生徒たちと、下呂市金山の「道の温泉駅

かれん」、鶏ちゃん合衆国メンバーがコラボした八丁味噌だれ鶏ち

ゃんが１月より発売されました。 

制作にあたっては、鶏ちゃん合衆国の長尾大統領が総合プロデュ

ースを担当し、益田清風高校の生徒たちがネーミングとパッケージ

デザインを行い、下呂市の村山チキンセンターが製造を担当しまし

た。今後、生徒たちが販売セールスのポスターを制作し、都市部の

デパートなどでの販売実習なども行っていく予定です。 
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Ⅵ 学校教育との連携活動 

（１）益田清風高校が鶏ちゃんをテーマに「観光甲子園」で優秀賞を獲得 

鶏ちゃん合衆国の長尾大統領の指導により、益田清風高校が第５回全国高校生観光プランコン

テスト「観光甲子園」の本選に出場し、観光プラン～親子で羽ばたく「鶏ちゃん」めぐり、『心

もカラダも温（ぬく）とまろ～！』で、優秀賞の日本ホテル協会会長賞を受賞しました。 

  

（２）寝屋川市立第４中学校生徒が下呂市への修学旅行で鶏ちゃんを体験 

９月１９日（木）、大阪の寝屋川市立第四中学校の２年生（１０３人）が下呂市へ体験型修学

旅行に訪れました。鶏ちゃん合衆国長尾大統領らが支援を行いました。生徒たちは稲刈り体験の

後、農家の庭で「龍の瞳」を釜で炊き、鶏ちゃん焼きを味わいました。 

  

（３）中部学院大学で鶏ちゃんの特別講義を実施 

６月２日（月）に中部学院大学教養科目「岐阜の自然」で、長尾伴文大統領と野口晃一郎報道

長官による特別講義が行われました。学生さん約１３０人に向けて、鶏ちゃん文化の魅力や鶏ち

ゃん合衆国の活動、商品開発などについて話されました。 

Ⅶ 大使の任命、鶏ちゃん合衆国応援番組の認定 

鶏ちゃん合衆国や鶏ちゃんのＰＲなどに貢献していただける方

を「大使」として任命しています。 

１２月に、フリーアナウンサーで、岐阜エフエム「Ｒａｄｉｏ８

０」パーソナリティーの小倉理恵さんと、ぎふチャンアナウンサー

の浅井美幸さんを、新たに「プロモーション大使」として任命しま

した。また、ぎふチャンラジオ「ビビっと！モーニングステーショ

ン」を「鶏ちゃん合衆国応援番組」として認定しました。 
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Ⅷ ＰＲアイテムの制作 

（１）鶏ちゃんガイドブック 

岐阜県産業経済振興センターの地域活性化ファンド助成金の採択を受け、２万部作成し、鶏

ちゃん合衆国加盟州のほか、道の駅や観光拠点などに配布しました。改訂版は建国２周年に合

わせ、７月中旬より２万５千部を配布する予定です。 

（２）パスポート 

鶏ちゃん合衆国の国民であることを証明する「公文書」で、合衆国加盟飲食店の食べ歩きや、

パック商品の食べ比べに使えるスタンプラリーの台紙にもなっています。 

（３）食べ比べスタンプラリー台紙 

   パスポートと同様に、食べ比べスタンプラリーに使用する台紙です。２６年夏のガイドブッ

ク改訂と同時に配布します。 

（４）鶏ちゃん詰め合わせセット用ステッカー 

鶏ちゃん詰め合わせ販売時に保冷袋に貼るステッカーを改訂しました。合衆国加盟の鶏ちゃ

ん販売店で利用していただきます。 

 

 

Ⅸ マスコミ等掲載・放映実績 

（１）テレビ（バラエティ等） 

  ８月１６日 「所さんの学校では教えてくれないそこんトコロ！」（テレビ東京系列） 

  ９月１９日 「秘密のケンミンＳＨＯＷ」（日本テレビ系列） 

１月２６日 「前略、大徳さん」（中京テレビ） 
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（２）テレビ（ニュース） 

７月２２日 ぎふチャンテレビ（建国１周年） 

  １２月１７日 ぎふチャンテレビ（山賊焼鶏和友好条約） 

   ５月 １日 ぎふチャンテレビ（ぎふチャンケイちゃん試食会） 

   ６月２８日 ぎふチャンテレビ（鶏ちゃん列車ツアー） 

 

（３）ラジオ 

８月２７日 ＺＩＰ－ＦＭ「ＷＯＷ！」（都竹国務長官出演） 

１月２５日 ぎふチャン「ラジオ土曜便」（日下部副大統領出演） 

５月２３日 ＮＨＫ全国放送「ラジオ深夜便」（長尾大統領出演） 

   ６月１０日 ぎふチャン「月～金ラジオ２時６時」（都竹国務長官出演） 

   ６月１８日 エフエム岐阜（長尾大統領出演） 

   ７月１２日 ＣＢＣラジオ「広瀬隆のラジオでいこう」（都竹国務長官出演） 

   ※このほか、ぎふチャン「モーニングステーション」に日下部副大統領が月１回出演 

 

（４）新 聞 

７月２１日 日経、読売新聞（建国１周年） 

７月２７日 朝日新聞（建国１周年） 

７月２９日 中日新聞、岐阜新聞（建国１周年） 

８月 ２日 中日新聞（酒井交流長官紹介） 

８月２４日 朝日新聞（益田清風高校・鶏ちゃんプラン） 

９月２２日 読売新聞（どうさん楽市） 

  １０月 ９日 中日新聞（十六総合研究所コラム） 

  １０月２１日 朝日新聞（下呂通信による紹介） 

  １０月３０日 岐阜新聞（山賊焼との交流） 

  １２月 ７日 松本平タウン情報（山賊焼との交流） 

  １２月 ７日 信濃毎日新聞（山賊焼との交流） 

  １２月１３日 食品新聞（ココイチ鶏ちゃんカレー交流会） 

  １２月２０日 食品新聞（大忘年会、鶏和友好条約締結） 

  １２月１７日 中日新聞、岐阜新聞、日本経済新聞（大忘年会、鶏和友好条約締結） 

   １月 １日 日経ＭＪ（ご当地ヒット商品・サービス） 
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   １月１７日 朝日新聞（益田清風高校との商品開発） 

   ２月１３日 岐阜新聞（都竹国務長官の地域に飛び出す公務員アウォード受賞） 

   ２月２３日 岐阜新聞（お笑い大使・ステレオ太陽族） 

   ３月 １日 朝日新聞（郡上通信・鶏ＣＩＡ活動） 

   ４月２９日 岐阜新聞（ぎふチャンケイちゃん試食会） 

   ５月 ２日 岐阜新聞（ぎふチャンケイちゃん試食会） 

   ５月 ５日 共同通信・全国配信（鶏ちゃん合衆国紹介） 

   ６月 ５日 岐阜新聞（中部学院大学における長尾大統領の講義） 

   ６月 ６日 中日新聞（中部学院大学における長尾大統領の講義） 

   ６月２０日 岐阜新聞（鶏ちゃん＆長良川鵜飼の夕べ） 

   ６月２９日 岐阜新聞（鶏ちゃん列車ツアー） 

 

（５）雑誌等 

・日経グローカル（２６年９月） 

・十六総合研究所「経済月報９月号」（地域のチカラ）（２６年９月） 

・I.m.Press（楽天大学・仲山進也学長による紹介）（２６年１０月） 

・「hitomi」秋号「鶏ちゃん特集」（２６年１０月） 

・岐阜グルメガイド「ギフラン８０ Ｖｏｌ．５」（２６年１１月） 

・生活情報誌「月刊ぷらざ１１月号」（２６年１１月） 

 

（６）講演等 

・地域に飛び出す公務員アウォード授賞式（１月２５日、千葉県山武市）（都竹国務長官） 

・楽天新春カンファレンス東京（１月２８日・プリンスホテル新高輪）（都竹国務長官） 

 

（７）寄稿 

・毎日新聞全国版「発言・地方から」（８月２８日）（都竹国務長官） 

・飛騨法人会「飛騨法人会だより」２０１３年夏号（長尾大統領） 

・共同通信社「Kyodo Weekly」２０１４年第５号（都竹国務長官） 

 


