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1月19日（月曜日）

京都ジビエ会議

場　所：京都市左京区下鴨
参加人数：60人
講　師：	マッキー牧元、新保吉伸、

佐々木章太、駒谷信幸	
獣害対策が大きな問題になる中、ジビ
エの価値向上について、第1線の現場
のプロたちが提言

1月18日（日）

自立したスモールファー
マーたちが世界を救う

場　所：京都市左京区下鴨
参加人数：100人
講　師：	レイモンド、村上真平、飯尾

裕光
グローバルな視点で日本の有機農業
実践者の生き方を学ぶ

8月6日（水）

屠畜の文化を学ぶ
セミナー

場　所：京都市左京区下鴨	
参加人数：30人
ハラール和牛の認定を受けた「京たん
くろ和牛」を中心にハラール対応の食
事で交流

10月25日（土）

畜産農家と消費者、流通
業者の交流食事会

場　所：滋賀県草津市
　　　　（サルティンボッカ）
参加人数：10人
京都大学でのシンポジウム後、北海道
からの参加者とともに近江牛で交流

12月14日（日）
吉田先生講演会終了後、

参加者交流食事会（質疑応答）
場　所：三重県伊賀市
参加人数：30人
愛農高校の野菜で皮付き芯付きぶた
汁をつくり、ミネラルたっぷりのアゴのフ
リカケでランチ交流

2月14日（土）

「オトコのための食育講
座」終了後の交流会

場　所：京都市左京区下鴨
参加人数：17人

11月1日（土）

京丹後の農家さんとの交
流会「農のリアル談義」

場　所：京丹後市
参加人数：40人
京丹後の農家さんたちと就農を目指す
都会の若者たちの交流会

1月18日（日）

自立したスモールファーマー
シンポジウム後、交流会

場　所：京都市左京区下鴨
参加人数：65人
北海道・メノビレッジのお野菜も交え、ラ
ンチ交流

11月8日（土）

食と農をベースにしたソー
シャルイノベーション

場　所：京都市左京区下鴨
参加人数：18人	
シンポ後、交流会。地元の京都市内
産・鹿肉も焼肉メニューに登場

1月19日（月曜日）

ジビエ会議後、交流会

場　所：京都市左京区下鴨
参加人数：60人
エゾ鹿、京都鹿、ジビーフの種オス牛、
母牛などをクレメンティアの田渕シェフ
とエレゾの金子シェフが料理

12月1日（月）

「吊るし短角牛」と岩手の
食を味わうランチ交流

場　所：東京都中目黒
参加人数：10人
安穏戊（あんのんつちのえ）を貸切り、
芝浦の屠場で見た牛肉を糖質オフ仕
立ての和食で

1月20日（火曜日）
卓越した肉職人イブ＝マリ・ル＝ブル
ドネックに学ぶフランスの食肉事情
場　所：京都市左京区下鴨
参加人数：50人
日仏の肉の匠が熟成肉のカットも交
え、肉への思いと人材養成について語
り合う

8月20日（水）

吉田先生講演会終了後、
参加者交流食事会

場　所：京都市左京区下鴨
参加人数：30人
生ゴミ堆肥作りとセミナー参加者の情
報交流

10月24日（金）

畜産農家と消費者、研究者
の交流食事会

場　所：京都市左京区下鴨
参加者：30人
草だけで育った乳牛（ブラウンスイス）
や参加者の乳製品も試食し、参加者
交流、畜産システム研究会との共催

12月20日（土）

「一緒に食べる」ランチセミナー
（児童養護施設の子どもたちを招いて）

場　所：京都市左京区下鴨
参加人数：70人
講　師：平嶋好美
クリスマス招待ランチを、食事の準備か
ら接客、後片付けまで体験し、個食で
はなく一緒に食べる大事さを学んだ

2月14日（土曜日）

オトコのための食育講座

場　所：京都市左京区下鴨
参加人数：25人
講　師：徳野貞雄
食べるとは、働くとは、家族とは、オトコ
の生き方・死に方とは！　社会学者が
読み解く

交流イベント

8月23日・24日

牛肉サミット

場　所：滋賀県大津市
参加者：2500人	

（13万人来場）で食育事業の広報チラ
シ配布と、牛肉プロジェクトのカレー販
売支援、愛農高校生が「高校生の育
てた牛1頭まるごといただキーマカレー」
を2500食完売し、準優勝

「いただきます・ありがとう
協働隊」HPを作成

「いただきます・ありがとう協働隊」の
活動報告サイト
http://itadakimasu-arigato.com/広報活動

農林水産省 平成26年度 フードチェーン食育活動推進事業「いただきます・ありがとう協働隊」活動報告
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農林水産省 平成26年度 フードチェーン食育活動推進事業「いただきます・ありがとう協働隊」活動報告

事業報告：米づくり体験  「草取りと生き物観察」

実施日時：2014年7月30日
実施場所：京都市左京区静原
参加人数：46名 

担当：スモールファーマーズ 岩崎吉隆    協力：カフェミレット 隅岡敦史                          

5月に一株づつ手植えした稲の間に生える雑草を抜き取ります。この作業は何のために必要なのか？この作業は、どのように自分への

恵みとして帰ってくるのか？なども体験しながら学びます。また知らない子ども同士の交流を通じ友達を作ったり、一緒に遊んだりする人
間性も高めていきます。

活動レポートの詳細は下記のURLをご参照ください。

http://itadakimasu-arigato.com/report/hagukumu/40                          

5月に泥んこまみれになって一株づつ手植えし

た稲も大きく育ち、その間には雑草がびっしりと
生えていました。稲の成長を助けるために、田
の栄養を吸収する雑草を抜き取っていきます。

田植えと違い、生命力の強い雑草は根を大きく
泥の中に張り巡らし、小さな子どもにはなかなか
抜けません。

子どもたちは、自分のエリアが終わるとカエルを
採ったり、水生昆虫を採ったり、初めて合う子供
達で仲良く遊んでいました。草取り終了後は、川
のそばでステキなツリーハウスのあるカフェミ
レットさんのお庭をお借りしてBBQをしながら楽
しいひと時を過ごしました。

実施概況

参加者の声

田植えに続き二度目の参加でしたが、ＢＢＱの
魅力か、参加者が多くてびっくりでした。小さな
子どもたちがなついてくれ、川遊びやBBQが楽

しくて、すっかり癒されました。大人にも子どもに
も素敵な夏の思い出になりました。                                  
                          Kさん

事業報告：米づくり体験  「みんなで田植え」

実施日時：2014年5月17日
実施場所：京都市左京区静原
参加人数：32名 

担当：スモールファーマーズ 岩崎吉隆    協力：カフェミレット 隅岡敦史                          

農業・食の安全に関心のある親と子どもを対象にしたプチ農業体験活動。
田植えから、稲刈り、そして収穫した米からお餅をついて食べるまでの過程を体験します。
普段どろんこになることの無い子ども達にプチ農業を体験することだけではなく自然に親しみ、自然を慈しむ心も養います。

活動レポートの詳細は下記のURLをご参照ください。

http://itadakimasu-arigato.com/report/hagukumu/36                           

当日は晴天と爽やかな風に恵まれ、清々しい天
候のもと田植えや、泥遊び、生き物観察を楽し
むことができました。

機械で植えればすぐに終わる作業を、大勢で泥
んこになって大騒ぎしながらの田植えでした。虫
が嫌いと言っていた子どもたちも、泥にまみれ、
アメンボに親しみ、また来たいと言ってくれまし
た。
苗3本ひと刺しが、ご飯一膳分ということ話を聞

き収穫までの農家の苦労を知るとともに、普段
の食に対しての有り難さを子ども、またその両
親ともに分かっていただけたのでは無いかと思
います。

実施概況

参加者の声

裸足で泥の中に入る感触が病みつきになりそう
です。児童養護施設の子どもたちとも仲良くな
れ、大人も気軽にも参加できてよかったです。
                          Fさん

泥んこになっても叱られない、のびのびとした体
験を子どもにさせられて、最初は嫌がっていた
子が大胆になる様子や、最後まで植えきった達
成感がさわやかでした。           Mさん     
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事業報告：米づくり体験  「お餅つき」

実施日時：2014年12月26日
実施場所：京都市左京区静原
参加人数：35名 

担当：スモールファーマーズ 岩崎吉隆    協力：カフェミレット 隅岡敦史                          

春から始めた稲作体験の締めくくりとして、自分たちで育てた餅米と大豆を、それぞれお餅ときな粉にして食べるところまで一連の流れ

を体験することができ、食の大切さや自然の恵みへの感謝を改めて感じる機会となりました。

活動レポートの詳細は下記のURLをご参照ください。

http://itadakimasu-arigato.com/report/hagukumu/591                          

実施概況

参加者の声

種まきした大豆が、夏に枝豆になったのには
びっくりしたけれど、冬になって枯れたように見
えた大豆を、さやからだして石臼で引いたらきな
粉になったのにはもっとびっくりしました。
おもちがすごくおいしかったです。
                          Mくん                       

春から子ども達ががんばって自分たちで育てた
お米（餅米）や大豆を食べることになりました。

自分たちで育てたお米での餅つき。小さい子も、
大きな子も、ひとりひとりが思いを込めて、ぺっ
たん、ぺったんと頑張ってつきました。

お餅つきと並行して、６月にみんなで種まきした
大豆を使った「きな粉」づくりも行いました。

お餅がつけたら、次はお餅を丸める作業に。 
みんな一生懸命丸めてくれて、個性豊かな形の
お餅がたくさんできあがりました。
そしてみんなで手をあわせて「いただきます！」

お米を最初から育ててきただけに、「いただきま
す」の重みがいつもと違うような気がしました。

事業報告：米づくり体験  「稲刈り」

実施日時：2014年9月20日
実施場所：京都市左京区静原
参加人数：25名 

担当：スモールファーマーズ 岩崎吉隆    協力：カフェミレット 隅岡敦史                          

5月からスタートした農業体験の第三弾。田植え、草取りに続き、お米が取れるまでの体験を大人、子どもが一緒になりながら行っていく

活動です。農や食、自然へ感性を育み、また子ども同士のコミュニケーションを養っていきます。

活動レポートの詳細は下記のURLをご参照ください。

http://itadakimasu-arigato.com/report/hagukumu/307                          

春から田植え、除草と自分たちの手で育てて来
たイネをいよいよ刈り取る収穫体験です。イネを
刈る子ども、刈ったイネを集める子ども、それを
束ねる子ども、と役割分担をしながら、進めて行
きます。

最後に、竹やぶから切り出した竹を組んで、イネ
を天日干しにしてできあがりです。
果たして何kgとれたかな？自分たちで育てたお

米を食べるのを心待ちにしながらの終了となり
ました。今回は近くにある乗馬クラブを訪問して、
乗馬体験へ。小さい子どもたちも馬の背中に乗
せていただいて、貴重な体験に満足した様子で
した。

実施概況

参加者の声

田植え、草取り、稲刈りと続けて子どもたちに体
験させられたことは、本当にありがたいことでし
た。子どもたちは心地よい疲れでぐっすりお昼
寝してくれました。地域の方の暖かいお心遣い
で乗馬体験もさせていただき、多くの大人の思
いやりにつながってくれたことにも感謝です。       
                    施設職員Sさん                                                 



◦21◦

事業報告：野菜づくり体験 「生ゴミ先生（吉田俊道先生）の実習＆講演会 in 京都」

実施日時：2014年8月20日
実施場所：京都市左京区下鴨 きたやま南山
参加人数：80名 

担当：スモールファーマーズ 岩崎吉隆 講師：吉田俊道                            

生ゴミ堆肥づくりを通して、農と食、地球上の命の循環を肌で感じ、日常の食生活（食育）の改善にという想いの元、「いのち いただきま
す！ありがとう！ 元気野菜作りと元気人間作り 〜生ゴミ先生（吉田俊道先生）の実習＆講演会 in 京都」と題し開催。菌ちゃん先生の
愛称で知られる吉田俊道先生を講師に、生ゴミ堆肥の作り方実演および講義を行っていただきました。

活動レポートの詳細は下記のURLをご参照ください。

http://itadakimasu-arigato.com/report/hagukumu/149                          

実施概況

参加者の声

生ゴミ堆肥の土は、3日後、１週間後、子どもた

ちとかきまぜに行きましたが、ホコホコ発酵して
きてびっくりでした。続けてやってみたいです。                          
                          Sさん

今回のイベントでは、吉田俊道先生をお招きし
生ゴミ堆肥づくりを体験しました。

家庭で出た生ゴミ（野菜くず）を細かくちぎり、砕
きます。微生物による発酵促進のために、米ぬ
かぼかし肥料を入れて、生ゴミとしっかり混ぜま
す。最後に、土と生ゴミを一緒にまぜて、プラン
ターへ入れます。水分の蒸発を防ぐ為に新聞紙
を上から敷いて日陰におけば完成。 参加者は、
「こんなに簡単にできるんだ」「子供も喜んでやっ
てくれそう」「家庭のゴミの量が減らせられるの
で助かる」といった声がありました。
第二部は「いのち いただきます！ありがとう！ 

元気野菜作りと元気人間作り」と題しお話をいた
だきました。生ゴミ堆肥作りを切り口に、地球上
は全ての命が繋がっていることを、笑いあり、涙
ありで、わかりやすく楽しく教えていただきました。

事業報告：野菜づくり体験  「大豆の種まきと野菜の種入り泥団子づくり」

実施日時：2014年6月21日
実施場所：京都市左京区下鴨 きたやま南山
参加人数：25名 

担当：スモールファーマーズ 岩崎吉隆                             

子どもたちが楽しみながら野菜をつくるイベントとして開催。ベランダ、プランターで簡単に栽培が出来る野菜づくりを家庭に持ち帰ること
で、植物の成長や、それを収穫し食べる喜びを家族とともに楽しんでもらえるようにしています。このイベントを通して「食」に対して家庭
内での会話の広がりや安全・安心への関心を同時に高めていくことも目的として行いました。

活動レポートの詳細は下記のURLをご参照ください。

http://itadakimasu-arigato.com/report/hagukumu/119                          

実施概況

参加者の声

都会の庭のない狭い家で簡単にできる野菜づく
りというと、関西では、買ってきた葱の根元部分
を土にさして再利用する人も多かったけれど、そ
んな慣習も今は昔。スモールファーマーズさん
が幼児向けに急きょ泥団子企画してくださり、こ
んな農への第一歩もあるのかと、感激でした。                          
                         Tさん

ベランダで気軽に楽しめる家庭菜園の実地体験
の場となるイベントとして開催。

ベランダで育てる野菜の土作りから、種まきに
加え、5月に植えたもち米の収穫祭で使用する
「きなこ」の原料の大豆の種まきを行いました。 

イベント当日、子どもたちは、泥だんごを作ると
聞いておおはしゃぎ、さすがにお得意でみんな
楽しそうに参加してくれていました。

泥だんごを作りながら、野菜の種の形の違い、
どんな野菜になるのか？など子どもたちは盛ん
に質問を投げていました。野菜を育てることは
難しくないこと、逆に楽しいこと感じていただける
とても楽しいイベントとなりました。
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事業報告：野菜づくり体験 「実践！生ゴミ堆肥づくり＆大根種まき＠まちなか広場」

実施日時：2014年9月26日
実施場所：京都市左京区下鴨 迦陵園
参加人数：12名 

担当：スモールファーマーズ 岩崎吉隆                             

生ゴミ堆肥づくりと、その堆肥を利用した野菜作りを通して、食と農のつながりへの関心を高めることを目的に行ったイベントです。   
今回はダイコンの種まきを行いました。この作業の中で、普段何げに捨ててしまっている生ゴミ（野菜くず）は、自然に戻すと土に還ると
いう自然の摂理や、目には見えない微生物が地球環境を支えているということも体験を通して感じてもえらえるようにしました。

活動レポートの詳細は下記のURLをご参照ください。

http://itadakimasu-arigato.com/report/hagukumu/316                          

実施概況

参加者の声

今回のイベントでは、子ども達が自分たちの食
事で出た生ゴミ（野菜くず）を集め、それを生ゴミ
堆肥にする作業を行いました。

ブルーシートに野菜くずを広げて、微生物が分
解しやすいように、細かくしていきます。子ども
達は大きな石で野菜くずを叩いてつぶしたり、細
かくちぎったりと楽しそうに作業をしていました。

作業が完了すると、最後には畑でダイコンの種
まきを行いました。子ども達は種まきは好きなよ
うで、こぞって「種ちょうだい〜」と手を出す様子
が印象的でした。この体験を通じ、自然界には
無駄が無く、何でも再利用できることの大切さに
気づいてくれたと思います。

8月に南山で開催された吉田俊道先生の生ゴミ

堆肥づくりに参加し、是非これは、園の子どもた
ちと続けたいと思っていました。子どもたちと一
緒に土づくりや野菜づくりのコツを学んで、園庭
を、地域の方にも学んでもらえる元気野菜畑に
できればと、夢が広がっています。素人がワクワ
クした気分で取り組める楽しいワークです。
                    施設職員Aさん

事業報告：野菜づくり体験 「いのち いただきます！ありがとう！元気野菜作りと元気人間作り〜生ゴミ先生
（吉田俊道先生）の実習＆講演会 in 三重〜」

実施日時：2014年12月14日
実施場所：三重県伊賀市 愛農学園農業高校
参加人数：50名 

担当：スモールファーマーズ 岩崎吉隆  講師：吉田俊道                           

生ゴミ堆肥づくりを通して、農と食、地球上の命の循環を肌で感じ、日常の食生活（食育）の改善に寄与することを目的に、 8月に開催し

た同イベント。このイベントに参加した愛農学園農業高校の生徒たちが、学校内において堆肥愛好会を結成し、生ゴミ堆肥作りを実践。
今回は、吉田先生による生ゴミ堆肥づくりの実践と講義、また教育現場での取り組み事例を見ていただく機会として開催しました。

今回の活動レポートは下記のURLをご参照ください。

http://itadakimasu-arigato.com/report/hagukumu/682                          

実施概況

参加者の声

今回のイベントには、愛農高校生の他にも食と
農に関心のある若者や、一般の方も参加。

前回同様に生ゴミを使った堆肥作りを行い、今
回は農業高校生も対象ということで、落ち葉と朽
ち木を使った堆肥＆土作りを行いました。

これは山の原理を利用したもので、朽ち木を細
かく砕き、落ち葉を交互に敷き詰めて土を被せ
ていくというシンプルなものでした。

そして最後の吉田先生の講演。たくさんの実例
を紹介しながら、難易度の高い内容でしたが、
命の増殖の神秘を、大笑いさせながら生徒にも
大人にも面白く、楽しく、印象深くお話しいただき
ました。すべての「命」に感謝する一日となりまし
た。

8月に南山で開催された生ゴミ堆肥づくりのワー

クショップに参加させてもらい、その場で吉田先
生に「愛農高校でも開催してほしい」とお願いし
ましたが、それが実現でき、感激です。

自分は数学教師ですが、素人の方が取り組み
やすいと励まされ、生徒たちと堆肥愛好会をつ
くって試行錯誤してきましたが、これからの愛好
会の活動が楽しみです。          M教諭                         
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事業報告：見学・交流・体験事業 「愛農学園農業高校の農場見学ほか」

実施日時：2014年7月16日
実施場所：三重県伊賀市 
参加人数：20名 

担当：楠本貞愛  協力：愛農高校農業クラブ・宙の学舎蒲田陽司                         

活動レポートの詳細は下記のURLをご参照ください。

http://itadakimasu-arigato.com/report/taberu/34                

実施概況

愛農高校では、高校生たちから校舎をはじめ、
実習の場である農場（果樹・野菜・稲作・養鶏・
養豚、酪農の6部門）を案内してもらいました。

学年によって取り組む畑の違い、畜産での苦労、
また普段の食事（給食の自給率70％）などを熱

心に、愛情たっぷりに語ってくれました。またそ
れぞれの農場内で説明してくれる生徒たちが、
みんな楽しんで情熱を持って取り組んでいるこ
とに参加者の皆さんは非常に感心されました。

愛農高校の見学の前には、「宙の学舎（そらの
いえ）」も見学。代表である鎌田さんが、過疎地
域を守り、若者が自立できる新しい暮らし方の
実践や、都会の若者とつながる農業の工夫に
ついてお話くださり、伊賀地域の生産者の農業
に対するこだわりと深い愛情を感じました。

食の未来を支えていくという想いが両者から伝
わる素晴らしい見学となりました

三重県にある愛農学園農業高校では全国から農業や畜産に関心のある若者が学んでいます。これからの日本の農業・畜産を支える学
生が、どのようなことを考え、学び、実践しているのか？ 彼らの夢などを参加者に知っていただき、生産者の想いを消費者に高校生か
ら語ってもらうことで、「食」への関心や、「就農」への興味、人間的逞しさが身に付く、農を通した「教育」に関心を持っていただきました。

参加者の声

高校生が、これほど生き生きと農業に向き合っ
てることに、新鮮な驚きを感じました。お昼に頂
いた酪農部の牛さんのお肉や愛農ナチュラル
ポークのおいしさの秘密が理解できたように思
います。
                          Ｔさん

事業報告：見学・交流・体験事業 「完全放牧野生牛と野生の西川奈緒子さんに会いに行く旅」

実施日時：2014年6月18日
実施場所：北海道 様似（日高）
参加人数：40名 

担当：北村貴 ・新保吉伸  協力：駒谷牧場 西川奈緒子                         

活動レポートの詳細は下記のURLをご参照ください。

http://itadakimasu-arigato.com/report/tsunagaru/113                        

実施概況

参加者の声

今回訪れた日高管内様似町新富は人口なんと
2人。この土地で育てられる放牧牛の見学会で

す。子牛は自然交配によって生まれ、お母さん
牛のおっぱいを飲みながら林間放牧によって自
然のヨモギ・牧草などを食べて大きくなる「完全
自然放牧」です。生産者である西川奈緒子さん
の話を聞きながら、参加者は牛を求め広大な牧
場を汗だくになりながら歩を進めました。 参加者

の中には、お店を休んで参加された、地域の食
を支えるシェフたちも数名おられ、また食に関心
の高いご家族なども集い、「地域と農地と自給
力」を支える共感の輪が広がりました。

生産者・プロの料理人、農業者や精肉販売店、
一般参加者とそのご家族・・・と、参加者の中で
フードチェーンが繋がる、素敵な見学会でした。

かつては天皇杯を下賜された志高い牧場が、既
存の格付け制度で市場価値を下げられ、閉鎖
寸前にまで追い込まれたところを、獣医師であり
ながら獣医師いらずの健康な放牧牛の生産に
挑戦された西川奈緒子さんの頑張りは素晴らし
い。未来の子どもにつなぐ母親ならではの強さ
に感動した。                 Ｍさん

地域の食をつくる生産者を見学する見学・交流・体験事業の一環として実施したイベントで、放牧牛を生産している様似牧場さんへの畜
産農家見学および意見交換・交流会として開催しました。生産者・食を支えるプロの料理人、販売店、一般参加者とそのご家族と食に関
心の高い参加者が集い、食育の輪が繋がる有意義な見学会となりました。




