
 三好地区生活交流協議会では、構成するグルー 
プごとに様々な食育活動に取り組んでいます。 
 地元の小中学校から依頼を受け、農作業体験、 
郷土料理や特産品の調理･加工体験などの指導を 
したり、四国大学の学生と交流を図り､そば打ち体 
験の指導をしているグループもあります。 
 また、協議会の取組として、三好地区の農業や 
農産物について、消費者に親しみや理解を深めて 
もらい､利用の機会を増やすこと、地域産品活用の広報活動を行う人たちの連携を目的に活動しています。 
 ひとつは､学校給食関係者（栄養教諭、学校栄養士など）を対象とした農作業体験や調理、加工体験、
もうひとつは、グループ員が講師となり、｢みよしの味」を伝える伝統食や郷土料理の教室に取り組んでい
ます。 

三好地区生活交流協議会 

◎ 会員の食文化に対する思い ◎ 

☆ 活動のきっかけは・・・ 

☆ こんな活動をしています 

【団体の概要】 
◆ 名  称：三好地区生活交流協議会 
◆ 代表者：会長 藤本 千代子 
◆ 所在地：徳島県三好市池田町マチ2415 
 （事務局： 徳島県西部総合県民局 
         三好農業支援センター） 
 
 
 
◆ 連絡先：（0883）76－0693 
        （三好農業支援センター）  

 三好地区生活交流協議会は、三好市及び東み
よし町の８地区の生活改善グループ（30グルー
プ)で構成され、会員は300名ほどです。 
 三好地区生活交流協議会は、三好地区生活交
流協議会と祖谷山地区生活改善グループ連絡協
議会が合併し、平成９年に設立しました。 
 各グループ相互の情報交換と連携を図るため､
情報交換会、研修会(視察研修含む)などに積極
的に取り組んでいます。 

 地域に伝わる食文化が忘れられつつあるため、
伝統食や郷土料理の教室をはじめ、その普及・
啓発活動に取り組んでいます。 

三好地区生活改善グループ 

 三好市、東みよし町には、そば米雑炊、でこまわし、ひ
らら焼きなどの郷土料理や、そば、ごうしゅいも、ゆず、こ
んにゃくなど特徴ある食材が多くあります。 
 しかし、残念なことに、若いお父さんやお母さんたちの
中には、これらの郷土料理や特産品を知っていても、作
ることができなかったり調理方法が分からなかったりする方
が増えています。 
 こうしたことから、三好地区生活交流協議会では、「伝
えたい・残したい みよしの味」レシピ集を編集。その冊子
から郷土料理を抜粋し、平成26年度版「みよしの郷土
料理カレンダー」を作成しました。 
 「郷土料理や地域で採れた農産物等の活用法を、次
世代に伝えたい」「地域の豊かさ、農と食のつながりの大
切さを伝えたい」という思いを込めています。 

  

三好地区生活交流協議会の会員のみなさん（視察研修にて） 

三好地区生活交流協議会会員の指導による体験活動  
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☆  活動のひとこま  
～食育をすすめるために～ 

 三好地区生活交流協議会には、構成する単位
グループの活動が多くあります。 
 各グループが取り組んでいる活動をご紹介し
ます。 

三好地区生活交流協議会 

 藤の里加工組合 
は、地元農家へ原 
料生産を呼びかけ、 
地元産の食材を調 
理し提供したり、加 
工品の製造販売を 
している任意団体で、 
              組合員は地域の郷土料理研修会、 
               そば打ち講習会等の講師としても 
               活躍しています。 
                 藤の里工房で提供される献立 
                            は、地元で生産された雑穀ご飯ま 
              たは山菜おこわ、手打ちそば、手作 
              りこんにゃく、ごうしゅいも、山菜、季 
              節の野菜等が主な料理です。 

「藤の里御膳」は、好評いただいています！ 

                 桃ちゃんトマト倶楽部は、農作 
                業体験などの受け入れや学校給 
                              食用の農産物の納入などを行って 
                います。 
                 夏野菜の収穫やトマトのパック 
                詰め作業体験の指導などを行って 
                います。 
                  
桃ちゃんトマト倶楽部 

のみなさん 

栄養教諭、栄養士を対象とした収穫とパック詰めの体験 
藤の里工房での 
そば打ち体験 

〈三好地区生活交流協議会の取組〉 
 

  この地域は、昔からそばや雑穀の生産が盛んで、雑
穀を使った特産加工品（だんご、もち等）が急峻な傾
斜地を利用した伝統農法とともに受け継がれてきました
が、収穫量が少ないことや高齢化により耕作をやめてし
まう生産者が多くなりました。 
  そこで、そば、雑穀などの種子を希望する農家に配布
する取組を行っています。 
 こうした取組により、生産を継承するとともに、利用を
広めています。 

☆ 体験活動に参加した感想 ☆ 

〈栄養教諭、学校栄養士の農作業体験活動から〉 
◇農業の体験は癒やされた感じがします。 
◇初めての農業体験でした。メロンがなっているところを初 
  めて見ました。 
◇子どもたちにも見せてあげたい。身近な環境で食物の栽 
  培の様子を見ると、野菜の好き嫌いもなくなると思いま 
  す。 
 

〈そば打ち体験活動から〉 
◇民泊で受け入れた子どもたちにも教えていきたい。 
◇今までで、いちばんおいしいそばを食べて感動した。 
◇そばの文化を盛り返したい。 

〈体験活動の指導をしたみなさんの感想〉 

◇体験活動旅行の生徒を受け入れていますが、地元の子ど 
  もを含めた地区住民にも、農業体験や収穫した農産物を 
  使った料理や加工を体験して欲しいと思っていました。 
◇栄養教諭や学校栄養士のみなさんは、郷土食を活用した 
  献立の工夫をされていることがわかりました。 
◇給食だよりや食育だよりにより、地域農業や農産物への関 
   心や親近感の向上に努められていることがよくわかりました。 
◇これからも体験活動に協力したいです。 

体験活動後の意見交換をして、次の活動に役立てます 

そば打ち体験は多くの 
グループで行っています 

農産物の出荷場の見学です 
（JA阿波みよしの山城出荷場） 
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〈お茶のみ話（その２）〉 
  この地域には、稲わらで吊って
も崩れない「一升枡豆腐」が、昔
から作られていました。 
  この豆腐は、高齢化、過疎化
により作る者がいなくなりそうでし
たので、会員が5人ほど集まり、
地区内の廃校になった校舎を利
用し、この豆腐作りを継承してい
こうと頑張っています。 

☆  活動にあたって  

こんな成果が  

  

☆ 活動から見えてきた課題・・・ 

☆ これから活動を始める人へ・・・ 

三好地区生活交流協議会 

〈三好地区生活交流協議会では、 
           こんなものをつくりました！ 〉 

 三好市と東みよし町の住民に向けて、郷土
料理が途切れないようにしなくてはいけないと 
の思いから、「伝えたい・残したい みよしの味｣ 
          ｢みよしの郷土料理カレン 
          ダー」を作成しました。 
            特に、平成18年度に作成 
          した、｢伝えたい・残したい み 
          よしの味｣は、協議会を構成 
          しているグループの協力により、 
          76種類の郷土料理を掲載 
          することができました。 

 平成26年2月に作成したカレンダーは、
協議会の様々な活動の中で、郷土料
理を知らない方が多く、少しでも郷土料
理が地区住民の目に触れることを願い、
作成しました。 
 このカレンダーは、学校、公民館、観
光施設、民泊の家などを中心に配布 
しました。 

 カレンダーを作成し、地区住民の目に触れるよ
うになったことで､調理方法を教えて欲しいという
声が多くなり、それぞれの地区で教室を開催する
ようになりました。 
 また、そば打ち体験は、県内外を問わず問い
合わせがあり、好評を得ています。 
 体験活動は､リピーターの参加も増えています。 

こんな苦労が  

   体験活動は､特に苦労していることはありません。 
 子どもたちは､体験活動中はすごく熱心に、最
後まで取り組んでくれます。感想文などをもらうと、 
すごく嬉しいですよ。 

 体験活動に取り組んで感じたことは、地区内の連
携は重要であるということです。 
 特に､この地区は若い先生が多く、生産現場を知
らない先生が多いということが分かりました。ただ､
農業体験活動に取り組んでいる時の先生の視線は
鋭く、真剣に取り組んでおられると感じています。 
 この地区で生産される農産物や郷土料理を知っ
てもらい、学校給食等に活用していただくためにも､
さらに連携を深めていきたいと考えています。 
 これからも、体験の機会を提供することや、地域
の伝統食や郷土料理などを伝える活動を広げるた
めに、グループのメンバーに協力を呼びかけたい
と考えています。 

〈 お 茶 のみ話（その１）〉  
◇小学生が考案した「三名士だんご」◇ 

 三好地区いちばんの特産品は、やっぱり「雑穀を使った
団子やもちの加工品」です。 
 地元小学生が、「お菓子のプロジェクトチーム」をつくり、
校内で作った芋や山いちごを使って考案した３色団子を
商品化したいということで、藤の里工房に持ち込んできま
した。その名も戦国時代にこの地で活躍した武将の名を 
            付けた「三名士だんご」。 
              藤の里工房は、地元でとれる「い 
            ちご」や「よもぎ」などの自然の色を活 
            かし商品化しました。 
             パッケージラベルには、児童が描い 
            たイラストを使っています。 

○地区内で連携できる食育関係者とは、できるだ 
 け多く連携することで､体験活動の内容は広がり 
 続けます。（小さな活動が実は・・・。という 
 こともありますよ。） 
 

○栄養士、学校栄養士、栄養教諭と地域のお母さ 
 んとの交流は大切なことだと思います。お母さん 
 方のママパワーで､お友達にどんどん広まってい 
 きます。 
 

○学校給食に使用する食材は、産直市などから納 
 品されており､協議会のメンバーも農産物を出荷 
 しています。 
  食育活動で連携し顔見知りになることで、栄養 
 教諭や学校栄養士に､今作っている農産物を使っ 
 てもらえるようアピールできます。 

縦横17㎝× 
高さ10㎝の 
一升枡豆腐 

（単価1200円） 

児童がデザインしたラベル 
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