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事業報告：見学・交流・体験事業 「京丹後の牧場をめぐるツアー」

実施日時：2014年9月29日
実施場所：京都府京丹後市
参加人数：10名 

担当：楠本貞愛  協力：日本海牧場 山崎高雄・野村牧場 野村拓也                         

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/557                      

実施概況

参加者の声

日本海牧場さんでは、放牧を始めたきっかけや
短角牛との出会い、またブランド牛「京たんくろ
和牛」の誕生に至ったいきさつ、ハラール認定を
受けた経緯などのお話を伺い、その後に牧場見
学へ。まずは母牛と子牛が暮らす牛舎、そして
出荷間際の京たんくろ和牛の牛舎へと案内して
いただいた後に放牧場へと向かいました。勾配
のきつい山の斜面を登り群れを見つけた時は、
みなさんが歓声を上げておられました！
続いてお伺いしたのが、野村牧場さん。ここは1
頭あたりの年間搾乳量は11,800KLで一般的に
優秀とされる9,000KLを上回り、全国でも0.5%
の中に入る搾乳量!! 広大な牧草地を管理され、

粗飼料は自給で、アイスクリームもこだわりの質
を追求される姿勢が農業経営者として素晴らし
く、最先端の真っ赤なマシーンを使っての牛の
削蹄作業も見学させていただきました。、世界を
見て歩いて最上を追及する農家の誇りが伝わっ
てきました。

但馬の繁殖農家さん、猟師（ハンター）、ハラー
ル屠畜をなさるムスリムの方、お肉屋さん・・・と、
多彩な参加者のお話も盛り上がり、本当に勉強
になりました。                 Ｗさん                    

京丹後網野町にある「日本海牧場」および「野村牧場」の牧場見学会。この2つの牧場は肉牛・乳牛と育てる牛は違うものの消費者に安
全・安心を届ける想いのもと、牛を健康に管理するための仕組みや餌などに工夫を凝らした畜産農家です。また６次産業化や、JAS認
証、ハラール認定など、販路拡大のため日々努力されている農家さんでもあることから参加者は、畜産関連、またハラールに関わる方、
一般消費者と様々な方が加わり内容の濃い見学会となりました。

事業報告：見学・交流・体験事業 「京丹後の農場をめぐるツアー（梅本農園）」

実施日時：2014年11月1日
実施場所：京都府京丹後市
参加人数：29名 

担当：岩崎吉隆  協力：梅本農園 梅本 修                         

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/423                     

実施概況

参加者の声

梅本さんは現在、約４ヘクタールの農地を使い、
年間１００種類以上の野菜を有機栽培で育てて
おられます。梅本さんの有機農業は様々な作業
を効率化、省力化し、できるだけ自然の力に任
せて野菜を育てる手法で、参加者一同、大きく
関心を寄せていました。

特に、河川敷の草を何年も積み重ねて堆肥とし
て畝の上に敷いて行く手法は圧巻で、腐植が少
ない土地であっても、自然を生かしてすばらしい
土作りができるため、参加者には大きなヒントに
なりました。

参加者された方の中には新規就農を目指す方
もおられ、農場訪問後に開催された「農のリアル
談義」を地元の若手農家や新規就農者など１０
名を招いて開催。参加者からは新規就農時にリ
アルに直面する課題の乗り越え方を真剣に質
問されていました。このような機会を通じて、農
業者同士も、横のつながりを広げていけるイベ
ントとなりました。

脱サラして就農された有機農業者の梅本さんが、
とても楽しげに工夫を重ねて、生き生きと農業を
なさっている姿に勇気をいただきました。                           
                          Aさん

京丹後市で有機農業を営む梅本修さんの,農場を訪問しました。実際に農家のリアルな現場を見ながら直に農家からお話を聞くことでき

る機会となり、新規就農を志す参加者を中心に中身の濃い１日となりました。見学会の後、若い新規就農者を交えた意見交換会では、
農業者として第一歩を踏み出されている先輩に、どうやってサラリーマンを辞める覚悟をしたのか？実際の経済的事情はなど、新規就
農時に直面する課題の乗り越え方を真剣に聞いておられる就農予備軍の方々の姿が見受けられました。
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事業報告：見学・交流・体験事業 「京丹後の農場をめぐるツアー（コトニワ農園）」

実施日時：2014年11月2日
実施場所：京都府京丹後市
参加人数：22名 

担当：岩崎吉隆  協力：コトニワ農園 中西一登                         

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/ikiru/438                     

実施概況

参加者の声

半農半X（半分は自給用に農業を行い、半分は

自分の好きなことを仕事にして生計を立てる生
き方）を実践されているコトニワ農園の中西さん
を訪問しました。
まずは畑を案内して自然農で育てた野菜を見学。

畑を見た後は、ご自宅へおじゃまし、薪ストーブ
を囲みながら、ご自身の背景やなぜこの暮らし
に至ったかなど、お話を聞かせていただきまし
た。ここではこれから田舎暮らしを始めたいと
思っていたり、また新規就農を志す方から、現
状の生活や、農業についてなど、あらゆる質問
が飛び交っていました。

また奥様が畑で育てたハーブを使って作った自
然石けんを販売されていることや、自然の中に
暮らしながら、そこから得られるもので、仕事も
手作りしているというお話には、特に女性の参
加者から多くの共感の声があがっていました。

ステキなご夫妻の生き方がうらやましいかった
です。暮らしを楽しむ豊かさって、いいですね。
                          Gさん

農的暮らしや農業全般に興味のある方々を対象に開催した農家見学会の第二弾。今回訪れたのは京丹後市で農的暮らしをされている
コトニワ農園の中西氏。中西氏は元々はIT関係のサラリーマンでしたが退職し、京丹後市に移住され、空き家を購入し、家の前に畑を

借りて、夫婦で農的な暮らしをされています。まだ日の浅い新規就農の農家さんですが、参加された方でも田舎暮らしに興味のある女
性参加者の関心が高く、見学早々に様々な質問が飛び交い、充実した見学会となりました。

事業報告：見学・交流・体験事業 「牛の脱骨解体と精肉の実演」

実施日時：2014年7月16日
実施場所：三重県伊賀市 青山ハーモニーフォーレスト
参加人数：140名 

担当：新保吉伸  協力：北出精肉店 北出新司 、りんね社 飯尾裕光                         

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

今回のイベントは大阪府貝塚市にある北出精肉
店の北出さんと、滋賀県にあるサカエヤの新保
さんのご協力により、「アッスー」という名の牛の
解体を高校生自らが学び、体験し、最後に全員
でバーベキューをしながら食べるというプロジェ
クトとなりました。

愛農高校の生徒達が育てた乳牛「アッスー」の
半頭の部位を、まずパズルのようにして元の形
に組み立ててみるところからスタート。

北出さんの指導のもと、脱骨作業は選抜された
生徒達も真剣に学び実践します。

キレイに剥がされた肩甲骨など、まわりの生徒
からも歓声があがりました。

その道のプロたちからのサポートを受けながら
一生懸命に脱骨作業し、筋引き、整形作業と計
量、お肉の保管など、りんね社の飯尾さんの指
導で、食肉センターから保冷車で運び、衛生的
に保管する方法も学びました。

愛農高校で飼育されていた「乳牛：アッスー」の出荷を通して、命を頂いて生きることを見つめ、牛とお肉のフードチェーンの仕組みを学
び、食肉の文化を知る愛農高校とのコラボ事業。1頭の牛の命を見つめる農業高校の生徒たちを応援する企画として開催。このイベント
では屠畜、解体、精肉、調理という一連の流れを一流のプロがサポート。愛農高校生全員が特別授業として取り組んでくれました。

参加者の声

廃鶏の解体は慣れているものの、牛という大動
物を、生き物から食べものにするのは生易しい
ものではありませんでした。牛肉を食べるには、
本当にたくさんのプロの仕事がつながっている
ということを思い知りました。                  
                          Rさん
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事業報告：見学・交流・体験事業 「東京都中央卸売市場食肉市場・芝浦と場の見学会」

実施日時：2014年12月1日
実施場所：東京都芝浦 東京中央卸売市場 芝浦と場
参加人数：11名 

担当：楠本貞愛・新保吉伸  協力：（株）宝山 荻澤紀子                         

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/ikiru/711                

実施概況

JR品川駅に近い東京都中央卸売市場食肉市

場（芝浦と場）は、全国津々浦々から生きた牛や
豚が運ばれ品質検査を受け、屠畜、出荷される
「命」の現場です。

見学会ではまず、屠畜の様子を解説したビデオ
と、芝浦と場の歴史や、解体に使用する道具を
見学させていただき、完全防備をし市場内へ移
動。特にお肉に関してはBSEや口蹄疫などの感

染症対策のため、衛生管理が徹底されていると
いうこともあり、市場内は、常に整理整頓と安全
対策が心がけられているのが感じられました。

枝肉がずらっと並んだ圧巻の冷蔵庫内では、牛
ごとに刻印されている生産情報や、等級などを
皆さんは熱心に見ておられました。

屠畜、・解体・精肉の現実を見ることが出来たこ
とは非常に意義があり、「食」＝「食べること」だ
けでなく、生産から食卓までの過程をどのように
正しく伝えていくかが、とても重要だと実感した
見学会となりました。

普段なかなか見学することが出来ない「芝浦と場」の見学会が、（株）宝山の荻澤さんのご協力により実現しました。今回の見学会は、食
に関心のある多様な方々が参加され、「命に向き合う」現場で、その取り組みをしっかりと見つめることが出来ました。いまだに差別的な
嫌がらせが食肉センターに寄せられる現実も知り、食肉センターの役割に、敬意をもって学ぶ機会がもっともっと必要だと思わされました。

参加者の声

芝浦の屠場を毎日華麗に飛び回って牛とお肉
に向き合っている素敵な「肉女」荻澤紀子さんの
案内で、屠場の隅々まで見学させていただくこと
ができ、その仕事ぶりに感激しました。                     
                          Kさん

事業報告：味覚教育・料理実習事業 「エネルギーがつくる料理・アウトドア料理教室」

実施日時：2014年6月22日
実施場所：滋賀県大津市 行動科学研究所
参加人数：25名 

担当：楠本貞愛  協力：行動科学研究所 岩田静治・岩田洋治                         

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/124                

実施概況

エネルギーと食という関わりを、滋賀県大津市
比叡平にある行動科学研究所のガーデンキッチ
ンを利用させていただき、所長である岩田静治
氏にご指導いただきました。
当日は、表面温度420度になるロケットストーブ
で焼肉を焼き、薪のかまど2台で、羽窯のご飯と
バケットをつくり、3台のロースターでは、ハーブ

チキンの丸焼きと、ソーセージ、ローストビーフ
の回転焼き。サラダと焼き芋、ポップコーンと盛
りだくさんの料理をみんなで分担して行いました。

 食後は、「命・食・エネルギー」について深め、
味わうシェアリングと題し、岩田静治先生による
お話をお伺いしました。生きることは食べること。
料理の過程と食べるという過程で発生するエネ
ルギーを燃やし続けるという生命現象を、みん
なで感じ合う、暖かい時間となりました。

普段の食事に関心や興味が薄れていく中で、食
べることの重要性と、それをつくるエネルギーが、
心身の健康に大切なんだということを認識して
もらうきっかけになったのではないかと思います。

ロケットストーブの調理器具、薪のオーブン、太陽光パネル発電のオーブンなど、エネルギーを自給するガーデンキッチンを舞台にした
料理教室。羽窯のご飯と発酵の過程も見るバケット、3台のロースターでは、ハーブチキンの丸焼きと、ソーセージ、ローストビーフの回

転焼き。サラダと焼き芋、ポップコーンも用意し、楽しく・おいしく・命と食の関わり方を学びながら体験出来るイベントとなりました。

参加者の声

美味しいものは人を幸せにしてくれる。もっとい
ろいろな方法で料理をしてみたくなった。ロケット
ストーブを買いたい。人生を充実して生きたい。
                          Hさん
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事業報告：味覚教育・料理実習事業 「牛肉料理教室」

実施日時：2014年7月16日
実施場所：三重県伊賀市 青山ハーモニーフォレスト
参加人数：60名 

担当：楠本貞愛  協力：愛農高校・飯尾裕光・中村詠吉                         

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

愛農高校生が育てた「アッスー」という牛を、生
徒自らが脱骨解体・筋引き・精肉し、みんなで食
べるというイベントの料理編。

バーベキューでは、「アッスー」のロースとランプ
のほか、愛農高校でできた農畜産物を総動員し、
愛農ナチュラルポークの網焼きのほかに、塊肉
を鉄板で焼いたりと趣向を凝らした内容。他にも
牛肉サミットに出される予定の「高校生が育てた
牛1頭丸ごといただキーマカレー」の試作品も登
場し、参加者からは絶賛の声があがりました。

また、中村詠吉シェフの指導の元、愛農高校調
理愛好会による牛肉料理の一品や、愛農ポーク
のソーセージやベーコン、スモークチキンなど、
愛農高校の食材で組み立てられた野外料理が
並び、高校生たちが、それぞれの料理を紹介し
ながら生産現場と調理に込めた想いを聞かせて
くれました。

愛農高校生にとって食肉のプロ、調理のプロか
ら実践的に学ぶ素晴らしい機会になりました。

愛農高校で飼育されていた「乳牛：アッスー」の命を丸ごと食べつくす！廃牛として二束三文で売られてどこの誰が食べるかわからない
扱いを受けるなら、育てた自分たちで食べつくそう！という企画。しかし牛をお肉にするのは大変！でも、廃牛などと言わせず、おいしく
食べることでアッスーに感謝したいと、この料理教室では、高校生たちが、プロの料理人からも直接学び、140人をもてなしました。

参加者の声

自分たちで大切に育てたアッスーがお肉になっ
て帰って来て、それを食べた瞬間、肩が震えて
涙が止まらなかった。悲しいから泣けるのでは
ない。これは、アッスーへの感謝の思いだと、あ
とで気づくことができた。           Aさん

事業報告：味覚教育・料理実習事業 「火と肉とエネルギーが作る料理の研究」

実施日時：2014年9月16日
実施場所：滋賀県大津市 行動科学研究所
参加人数：30名 

担当：北村 貴・楠本貞愛  協力：行動科学研究所 岩田静治・岩田洋治                        

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/737           

実施概況

ロケットストーブや薪オーブン、太陽エネルギー
を使ってパンを焼き、肉を焼きみんなで食べる。

日々のエネルギーを日々新たに補給し、燃やす
という命の営みを、火と料理で体感するワーク
ショップとして、6月に続き開催しました。

炭や薪を使って火をおこし、大きなグリルでお肉
を焼いたり、鶏の丸焼きがあったり、パンを焼い
たり野菜を焼いたり。炭や薪を使って火をおこし、
調理してみんなで食べ合う。

「同じものを食べても、それが何処で、誰と、ど
んな火で料理していただくのかによって、栄養価
も美味しさも違ってくる。やはり人はエネルギー
を食べるのでしょう」と岩田先生の言葉に参加者
一同は大きくうなづいていました。

調理や、材料ということではなく「食」には、この
ような心の健康にも必要なことなのだと理解して
いただけたイベントでした。  

飲食店で働く若者や、これから社会に出て行く大学生を対象に、料理を行うために必要なエネルギーや、食べることで得られるエネル
ギー、人と関わることで得られるエネルギーを学ぶ料理教室として開催。普段は一人で食事をすることが多いという参加者も多く、このイ
ベントで、食べるという行為が、生きる上でいかに重要な要素なのか？について考える機会作りにもなりました。

参加者の声

様々な火力の直火でお肉を焼くダイナミックさに
感動しました。                 Mさん

誰もが何かの役割を見つけて、全員がガーデン
キッチンで料理をするこの楽しさは、普段の飲
食店の仕事では味わえない。でもこの楽しさを
仕事を通してお客様に届けなければ！と思った。
                          Eさん                          
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事業報告：味覚教育・料理実習事業 「火と肉の料理教室」

実施日時：2014年9月16日
実施場所：滋賀県草津市 フェリエ南草津
参加人数：24名 

担当：北村 貴  講師：日本味育協会 宮川順子・（株）サカエヤ 新保吉伸                        

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/447         

実施概況

「思い通りの肉焼きへ」というタイトルのもと、日
本味育協会の代表宮川順子さんを講師にお招
きし開催しました。

はじめに肉のおいしさをコントロールするために、
肉の特質を知り、加熱とタンパク質の関係を学
ぶ講義からスタート。肉を焼く目的とはなにか？
「焼く」がもたらす「おいしさ」や芯温と肉質の変
化について学んだあと実践編へ。冷たい状態か
ら焼いたり、違う温度で焼いたりと味の変化を体
感します。今回は高熱の油を使う「揚げ焼き」も
行いましたが、初めて見る方が多く、このような
焼き方もあるんですね～という声が多数上がっ
ていました。

試食タイムのあとは、サカエヤの新保さんから、
「生産者と取組む牛づくりの話」と題して、近江
牛の生産者である木下牧場さんとの安全・安心
を追求するため取り組みなどを講演いただきま
した。一つの食材を題材に、味の変化、調理に
よる変化、また生産現場の違いでの味の変化な
ど幅広く知っていただく料理教室となり、参加し
た方も大満足の１日でした。

この料理教室は、肉という一つの食材を題材に、火加減で変わる肉の変化を理論と実践で学ぶという大変興味深いものでした。弱火、
中火、強火で、お肉の蛋白質と細胞内の水分がどうなるのか、味育協会の宮川先生から学び、また、生産現場・流通現場に精通してい
る新保さんから、お肉の現状についての講義もあり、食材に対する見識を広げていただく機会になりました。

参加者の声

ただ焼くではどうもうまくいかないステーキ。水
分をとどめるために焼いたお肉を休ませるとい
う秘策を知りなるほど!!でした。 
                         Kさん

事業報告：味覚教育・料理実習事業 「自宅でお肉を上手に焼けるようになる料理教室」

実施日時：2014年11月10日
実施場所：京都市左京区下鴨 きたやま南山
参加人数：21名 

担当：北村 貴  講師：日本味育協会 宮川順子                        

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/taberu/754     

実施概況

日本味育協会代表の宮川順子さんによる「自宅
で美味しいお肉を焼くコツ」を教えていただく内
容で開催。

まずは「おいしさの理由」なるほど基礎講座と題
して「おいしさとは何か？」「お肉の特性とは？」
「実際にどうやって焼いたらいいの？」を学びま
す。「五味の役割」「味の組み立て基本セオ
リー」「調味料とお肉のいい関係」をわかりやすく
宮川先生からお話いただき、参加者の皆さんは、
真剣にメモを取られていました。

講演の後の実践編では、自宅でお肉を美味しく
焼くためには、「表面温度」と「芯温度」の違いに
気付くことということで、実際に4つの温度帯で

宮川先生が焼き別けて試食し、自分好みの焼き
方を見つけたら、今度は参加者が自分で焼いて
みるという方法で行いました。                    
参加された方々のご自宅では、これからは「美
味しいお肉」が一家団欒の花を添えること間違
いなしの、あっという間の3時間でした。

食材の背景、味の成り立ち、調理方法によって一層おいしく料理ができることを知っていただく機会として「お肉」を題材に開催した料理
教室の第二弾。この教室では、調理方法だけではなく、食材や調理への知識が増え、また食材に対しては、生産者や、出荷されるまで
の過程（生産方法）などにも興味を広げていただく機会作りも含ませた内容となっています。

参加者の声

生まれて初めて、肉汁を流血させずにうま味を
とじこめた厚切りステーキが焼けました！もう、
感激です。低温でじわ～り焼いてもおいしいこと
にびっくりしました。              Nさん



◦29◦

事業報告：味覚教育・料理実習事業 「心に火をつけつながる料理」

実施日時：2014年12月7日
実施場所：滋賀県大津市 行動科学研究所
参加人数：30名 

担当：楠本貞愛  講師：行動科学研究所 岩田静治・岩田洋治                        

詳細な活動レポートは下記のURLをご参照ください。

http://itadakimasu-arigato.com/report/taberu/763    

実施概況

「火とエネルギー」を体感する料理教室のアン
コール企画として開催。

今回の料理教室では、ロケットストーブで、ポッ
プコーンや銀杏を煎り、鶏の丸焼きやスペアリブ、
赤身和牛の塊肉、ソーセージなどメインディッ
シュから、粉からの手づくりフランスパンまで豊
富なメニューで楽しみました。

料理や食事を通じて誰も彼もがいつの間にか自
分の役割を見つけ、会場内は「ありがとう！」
「美味しい！」と、笑顔がはじけていました。

料理のあとは、料理教室でご指導いただいた岩
田静治先生を交え、心のエネルギーに火をつけ
るという内容で、参加者全員でディスカッション。

人を温める力が、自分にあるか？と、真冬の
ガーデンキッチンで参加者全員が学んだ一日。

火と肉と意識のエネルギーがつくる、素晴らしく、
暖かい料理教室となりました。

「火とエネルギー」を体感する料理教室の第三弾として、今回は飲食店の若手スタッフや大学生、児童養護施設の中高生や自立応援サ
ポーター達を対象に開催。料理で使用する火の熱さの違いによって料理は作られる、またそれを食べた人間は、身体にも火のエネル
ギーがみなぎる。でも心のエネルギーに火をつけるには、誰と食べるか？またどのように食べるか？も重要な要素であり、また一人一人
の心の中の感情の火を上手くコントロールすることも重要なこと。これらを、料理や食事、ディスカッションを通じて学びました。

参加者の声

真冬のBBQということで、センターファイヤーの

火を絶やさぬようにすることが、とても重要だっ
た。料理のための火ではなくても、場を温め元
気づける存在も大きいのですね。     Oさん

薪割りが意外に難しかった。力を入れずに腰を
落として割るというコツが少しつかめた。
                          Nさん

事業報告：味覚教育・料理実習事業 「健康食・美容食としてのごちそう料理」

実施日時：2014年12月13日
実施場所：京都市左京区下鴨 きたやま南山
参加人数：15名 

担当：楠本貞愛・北村貴  講師：ベリーズキッチンスタジオ 井原裕子                        

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/taberu/826

実施概況

クリスマスやお正月に向けて、糖尿病の家族を
持つ方のため、糖質オフな簡単パーティー料理
を、ベリーズキッチンスタジオの井原裕子先生
に教えていただきました。
今回チャレンジしたメニューは３品。
＊おからのおやき
＊豆腐と卵をベースにしたピザ
＊おからのホワイトソースを使ったグラタン

参加者は、普段から健康に気を使われている中
高年の主婦のみなさんで、ワイワイと楽しく調理
が進んでいきます。

試食タイムで食べたグラタンでは、おからのホワ
イトソースで小麦粉はゼロ。チーズでとろみをつ
けるのがポイントの具沢山グラタン！！
簡単で美味しく可愛い、しかもお手頃！と4拍子

揃ったメニューを囲んでの試食会はさながら女
子会のように華やかで、みなさんとても仲良く交
流なさっていました。

この料理教室は、「健康食・美容食としてのごちそう料理」と題し、深刻な糖尿病で悩む方にも、糖質オフで「健康・美容」を意識しながら
も「美味しく・簡単に」作れる豪華なパーティーメニューを中心とした内容で開催しました。参加者のみなさんからは「これなら家で簡単に
出来そう」という声があがり、健康に配慮した、また美容にも良い食事のレパーリーが増えたようで喜んでいただけました。

参加者の声

糖尿人を抱える主婦たちならではの情報交流が
でき、楽しかったです。普段食として簡単にでき
る糖質オフな料理を、もっと学びたいです。                                          
                          Oさん



◦30◦

事業報告：味覚教育・料理実習事業 「一人暮らしをする若者向け簡単料理」

実施日時：2015年2月8日
実施場所：京都市左京区下鴨 きたやま南山
参加人数：15名 

担当：北村貴  講師：フードスタイリスト ともながあきよ                        

詳細な動レポートは下記のURLをご参照ください。

http://itadakimasu-arigato.com/report/hagukumu/765

実施概況

はじめてという方もＯＫ！超ビギナーのための、
簡単でアレンジが効く料理教室をフードコーディ
ネーターのともなが あきよさんをお迎えし開催。
コンビニ弁当やジャンクフードで済ませてしまわ

ず、自分で料理することにもっと親しみ自炊力を
つけて欲しいという狙いの教室で、内容はレン
ジを使ってできるハンバーグやオムレツから、包
丁を使わなくても作れてしまう坦々鍋、バレンタ
インチョコまで。

参加した１０代の若者達を中心にワイワイと楽し
みながらチャレンジしてくれました。

最後の試食では、「こんな作り方でもできちゃう
んや！」「みんなで作って食べるとやっぱりおい
しいね！」と食べること、作ることに親しみ、食を
大事に考えるきっかけになったようで話が弾み
ました！

この料理教室は、一人暮らしの大学生や、普段は料理をすることが無い若者を対象に、包丁も使わず、レンジで簡単にできる料理を体
験し、食生活の改善に繋げる内容で開催。後半には、「こんな作り方でもできるんや！」「みんなで作って食べるとおいしい！」と「食べる
こと」「作ること」や、「食」を大事に考える機会になったようで話が弾み参加者全員が楽しんだイベントとなりました。

参加者の声

ちょっとしたことで、簡単な料理がオシャレにで
きるのが勉強になりました。けど、レンジでつくる
よりはフライパンの方がおいしいと思いました。
                          Ｓさん

包丁を使わないでつくるという発想がびっくりで、
楽しく作ることが子どもたちには大事なんだと気
が付きました。
                   施設職員 Ｂさん

事業報告：味覚教育・料理実習事業 「一人暮らしをする若者向け実践料理教室」

実施日時：2015年2月21日
実施場所：京都市左京区下鴨 こがもの家
参加人数：12名 

担当：楠本貞愛  講師：平嶋好美                        

実施概況

普段は施設の食堂で、調理スタッフが作ってく
れたものを食べている児童養護施設の子どもた
ちも、一人暮らしが始まると自分の食事は自分
でつくらねばなりません。

それを見据え、できればお友達を誘って二人分
ぐらいはつくれる力と、そんな、食を楽しめる意
欲を持ってもらおうと、一人ずつが自分の分＋α
のカレーを、自分好みの味付けでつくり、みんな
で食べ、余った分を冷凍して忙しいときに食べる
ストックをつくる・・・という生活技術講座が実現
しました。

みんなでやる・・・となるとやる気を見せない子で
も、自分の分となると、競争するようにてきぱき
と仕上げ、「自分でやる力」を十二分に発揮して
くれました。子どもの力を引き出すプロによる料
理教室に、学ぶこと多大な一日でした。

この料理教室は、2014年12月20日に児童養護施設２園の子を招いて「一緒に食べる」を学ぶ会を開催した折に持ち上がった企画で、

社会的養護下にある子どもたちの自立後の生活を見据えた生活技術としての料理教室です。普通の家庭の台所のある迦陵園の小舎
制施設「こがもの家」で、一人ずつが自分の分をつくる要領を体感してもらう、すばらしい実践料理教室ができました。

参加者の声

一般家庭だった家が、小舎制の児童養護施設
となり、その台所が平嶋先生のレイアウトで見
違えるように変化。主婦が一人で効率よく働く場
であった台所が、子どもたちが自分のことは自
分でできる場にレイアウトされ、いろんな大きさ
のお鍋で一人一人が簡単にカレーを仕上げて
いく姿に感嘆しました。子どもに力をつけるため
の台所！目からうろこでした。      Ｔさん




