
「食から日本を考える。NIPPON FOOD SHIFT FES. 九州」開催概要
～ららぽーと福岡で、Z世代と「食の未来」を考える～

Z世代が生産・流通・小売の現場を体験して学んだことや成果を発表するトークセッション、ワーク
ショップをはじめとした展示・体験コーナー、九州の生産者たちがつくる農産物等を扱ったマルシェ
を開催します。
【トークセッション】
九州7県の生産現場を体験したZ世代が、JA青年部の代表者たちとその現場体験をもとに語り合ったり、
地元九州の産品を使った「萌え断米粉サンドウィッチ」を開発し、その過程で得た学びや成果を発表
します。更には、九州のニッポンフードシフト推進パートナー企業をZ世代が訪問し、「Z世代で九州
の食業界をイノベーション」をテーマとした企画案をステージで発表します。
【展示・体験】
子供でも参加できる種植え体験や、味噌玉づくりや木製食器づくりのワークショップ、和紅茶の手も
み体験等、食や農の魅力に触れることができるコーナーを展開します。
【マルシェ】
地元九州産農産物を取り揃え、食の未来を見据えて実際に行動に移している生産者等と会話しながら
買い物を楽しめる場を展開します。

■開催期間：令和4年11月12日（土）・13日（日）10:00〜18:00
■開催場所：ららぽーと福岡「メディアパーク」
（福岡市博多区那珂6丁目23-1）
■URL ：https://nippon-food-shift.maff.go.jp/fes/kyushu20221112/
※本イベントは、新型コロナウイルス感染拡大防止対策や行政機関等からの要望、

方針により、内容が変更となる場合があります。

＜添付資料＞

農林水産省では、令和3年度から、食と農のつながりの深化に着目した国民運動「食から日本を考え
る。ニッポンフードシフト」を実施しています。
この度、11月12日（土）・13日（日）の２日間、ららぽーと福岡において、農林漁業者・食品事業
者及び消費者が、日本の食が抱える課題や目指す未来について、ともに考えるきっかけとなるイベン
ト「NIPPON FOOD SHIFT FES. 九州」を開催します。

https://nippon-food-shift.maff.go.jp/fes/kyushu20221112/


１．「食から日本を考える。NIPPON FOOD SHIFT FES. 九州」オープニングステージ
いよいよ始まる「NIPPON FOOD SHIFT FES. 九州」。
イベントに参加するみなさんと⼀緒に開会宣⾔をするとともに2日間のオープニングを飾ります。

■開催日時：11月12日（土）12:00〜12:25
■出演者 ：川瀬 良子 氏 ／他

＜川瀬 良子氏＞

■トークセッション概要 （順不同）

【展開概要】

■11⽉12日（⼟）10:00～18:00

12:00 ▶ 12:25 「食から日本を考える。NIPPON FOOD SHIFT FES. 九州」オープニングステージ
12:45 ▶ 13:25 開講！NIPPON FOOD SHIFT大学 学ぼう九州の農業！
14:30 ▶ 15:10 ”萌え断”しか勝たん！九州7県の旬食材で作る彩り米粉サンドウィッチ～生産者体験編～
15:30 ▶ 16:10 ”萌え断”しか勝たん！九州7県の旬食材で作る彩り米粉サンドウィッチ～レシピ開発編～

■11⽉13日（日）10:00～18:00

12:00 ▶ 12:35 映像作品上映 & トークセッション「農業とデザインが交わるところ」
13:00 ▶ 13:40 笑説「熊滋学校」
14:00 ▶ 14:40 売れるば（場）発見！最新グローサラントに学ぶ仕入れから販売までの秘密
15:00 ▶ 16:20 Culture Z Food in 九州～Z世代で九州の食をイノベーション～

■トークセッションタイムテーブル

3-1．”萌え断”しか勝たん！九州7県の旬食材で作る彩り米粉サンドウィッチ～生産者体験編～
Z世代が九州の地元産品を使ったオリジナルの米粉サンドウィッチをプロデュース！
7県のチームに分かれ、担当県の食材を用い、より美味しく”萌え断”なサンドウィッチを2種類開発。収穫体験を
通して感じた事や各地の特色等、学びを発表するステージです。

■開催日時：11月12日（土）14:30~15:10
■出演者 ：福岡キャリナリー農業・食テクノロジー専門学校 学生

福岡キャリナリー農業・食テクノロジー専門学校 講師 濱中 健⼀氏
JA青年部 九州ブロック 前原氏・宮崎氏
川瀬 良子 氏 / タレント

２. 開講！NIPPON FOOD SHIFT大学 学ぼう九州の農業！
JA青年部による生産者を支える取り組みや活動を、実際に生産現場体験したZ世代が深堀り！
九州の農業を学びながら疑問をぶつけます。

■開催日時：11月12日（土）12:45〜13:25
■出演者 ：JA青年部 九州ブロック 鹿児島県農協青壮年組織協議会 委員長 前原祐樹 氏

長崎県農協青年部協議会 委員長 宮崎栄⼀ 氏
福岡キャリナリー農業・食テクノロジー専門学校食健康テクノロジー科 学生
川瀬 良子 氏／タレント



6．笑説「熊滋学校」
何で滋賀県の大学が九州に？龍谷大学農学部は熊本県と連携協定を2019年に締結し交流を深めています。学生
の活動は、水俣・芦北地域を拠点として展開していく予定です。滋賀県と熊本県を結ぶものは何か？どんな活動
をしているのか？そこでフォーカスされた和紅茶の魅力とは？体験を通してみえてきたこれからの日本の農業の
姿とは？慣れない壇上も「みんなで上がればコワくない」と、スマホも上手く使えないアナログ世代の先生とデ
ジタルネイティブZ世代の学生たちが愉快なゼミをステージで繰り広げます。

■開催日時：11月13日（日）13:00〜13:40
■出演者 ：龍谷大学農学部 淡路ゼミ

7．映像作品上映 & トークセッション「農業とデザインが交わるところ」
北海道の美しい農村をバックにそこで農家を営む母と九州大学大学院芸術工学部でデザインを学ぶ娘が電話で語
り合う映像作品を上映します。農家の思い、自分の将来、社会のこと、さまざまな思いが交錯します。続いて、
デザインの学生と農学の学生のクロストークセッション。Z世代が農業を自分ごととしてとらえたとき、どんな
ことを思うのでしょうか。素敵な未来を生きるために何ができるのか、難しいこともあるけれど、できることは
あるかもしれない。農業とデザインの交差する点を探ります。

■開催日時：11月13日（日）12:00〜12:35
■出演者 ：九州大学NFSプロジェクトチーム

4. 売れるば（場）発見！最新グローサラントに学ぶ仕入れから販売までの秘密
ららぽーと福岡で人気のグローサラント「MARKET351」に、Z世代の学生たちがインターンとして潜入！
普段から農業や食のテクノロジーを学んでいる福岡キャリナリー農業・食テクノロジー専門学校の学生がイン
ターンを経て、感じたことや学んだことを発表します。

■開催日時：11月13日（日）14:00〜14:40
■出演者 ：Market351 店長 森 綾香 氏

福岡キャリナリー農業・食テクノロジー専門学校 学生
川瀬 良子 氏／タレント・MC

5．Culture Z Food in 九州～Z世代で九州の食をイノベーション～
Z世代の学生が、食産業界のイノベーションを目指し、九州地方のニッポンフードシフト推進パートナー企業を
訪問！九州食業界のもつ課題を深掘りし、その課題解決案をピッチイベントで発表します。訪問企業の代表者に
も審査員としてアイデアの講評をしていただきます。

■開催日時：11月13日（日）15:00〜16:20

■出演者①：熊本製粉株式会社を訪問した学生
熊本製粉株式会社 企画マーケティング部長 林 いずみ 氏

■出演者②：株式会社和香園を訪問した学生
株式会社和香園 代表取締役社長／鹿児島堀口製茶 代表取締役副社長 堀口 大輔 氏

■出演者③：かしま自然農園株式会社を訪問した学生
かしま自然農園株式会社 代表取締役 奥 正好 氏

3-2．”萌え断”しか勝たん！九州7県の旬食材で作る彩り米粉サンドウィッチ～レシピ開発編～
Z世代が九州の地元産品を使ったオリジナルの米粉サンドウィッチをプロデュース！7県のチームに分かれ、担当
県の食材を用い、”萌え断”なサンドウィッチを2種類開発。第2部は商品発表及びレシピ開発の経緯やその過程で得
た成果を発表します。

■開催日時：11月12日（土）15:30~16:10
■出演者 ：福岡キャリナリー農業・食テクノロジー専門学校 学生

福岡キャリナリー農業・食テクノロジー専門学校 講師 濱中 氏
JA青年部 九州ブロック 前原氏・宮崎氏
川瀬 良子 氏 / タレント



２．自家菜園活動展示/ソーセージワークショップ
自家農園で採れた食材での加工品を販売。地域で採れる旬の食材を使い、お客様に食
の魅力を伝えます。
また、イベント初日ではソーセージ作り体験も実施します。是非お楽しみください。
■出展者：バーベキューヴィレッジ ぶどうの樹 fukuoka

１．種植え体験コーナー
農のプロ、「シェア畑」（※）監修による種植え体験。土に触れ、種を蒔く貴重な体
験ができるコーナーです。参加者には先着で種を植えたプランターをプレゼントしま
す。
（1日先着50名）小さいお子様でも参加できるので、ぜひお越しください。
■出展者：シェア畑

※シェア畑とは、誰でも畑で野菜づくりが楽しめるよう、種や苗、農具等が用意され
ており、実演付きの講習会も定期的に開催される、畑のレンタルサービスです。

■展示・体験 ※開催日時はイベント開催時間に準じます

3．味噌玉作りワークショップ
味噌やだしなど、九州の食材を使ったなじみ深い調味料を販売。またワークショップ
で味噌玉作りを体験して頂くことで、九州・博多で親しまれているおいしさを伝えて
いきます。
■出展者：久原本家

4．木製食器作りワークショップ
いつもの楽しい食事に欠かせない、食卓を彩るカトラリー。福岡おもちゃ美術は、
「木製箸づくり」の体験コーナーを展開。「木製箸づくり」を通して、自然の温もり
と手作りの良さを体験することができます。作った木製箸は、お持ち帰りいただき、
ご自宅で食や農について改めて考える機会を創出します。
■出展者：福岡おもちゃ美術館

5．ららライブラリー
ニッポンフードシフトのコンセプトをもとに農業・野菜・自家菜園・食・調理に関す
る書籍をピックアップ。その食を作るこだわりの道具も展示します。
生産から消費までの工程を感じられるライブラリーをお楽しみください。
■出展者：くまざわ書店・ZWILLING

6．ららマーケット（アグリ用品展示）
オシャレに手近に始める農業！
「ららぽーと福岡から畑をはじめるなら！」をテーマに人気店がファッションから
ギアまでをご提案。
今ドキのアグリ用品も集め、今日からはじめるグッズの数々をご覧ください。
■出展者：無印良品・Green Summit・LOGOS SHOP・BAYFLOW

7．乙なものブース“Zの先に何がある？
「和紅茶をフィーチャーすると日本農業のフューチャーがみえてくる」というパネル
展示。そして「和紅茶しか勝たん」と産地まで行って調達した和紅茶と、ゼミ活動で
お世話になっている地域の加工品を販売します。和紅茶に合うものを揃えました。和
紅茶を飲みながらホッと⼀息ついて、日本の豊かな中山間地域の風景が浮かんできま
すように！との願いを込めています。また、和紅茶の名人監修の茶葉の手揉み体験も
実施します。
■出展者：龍谷大学淡路ゼミ



九州産農産品を使った大人気の商品を⼀同に集めました。 各店舗の農産物と食への真摯なこだわりを是非ご堪
能ください。

■マルシェ

MARKET351 如水庵のおふく大福

FUKUTARO
食卓が、楽しくなる。 伊都きんぐ

THE BREWMASTER 
STOREHOUSE

久原本家パティスリー
ジョルジュマルソー

菓子・鯛と餡
TAI TO AN

九州7県マルシェ



ららぽーと福岡各店のフードシフトな取り組みに注目してみませんか？
それぞれのお店の取り組みや思いに触れて、いつもとは少し違う視点からお買い物をお楽しみください。

■店舗からニッポンフードシフト

ぎゅう丸 クラシック 博多名物！元祖肉肉うどん 米の上で肉おどる
旨い米と焼肉重 ミツボシ

久留米ラーメン清陽軒

焼とりの八兵衛

パンパティ 幸せの焼肉食べ放題
かみむら牧場 WAGYU BURGER OJ とんかつ知青

うまや

Pizza&Pasta Piazza nao 宍道湖しじみ中華蕎麦
琥珀 うどん大学

うなぎの寝床JOURNAL STANDARD 
YOO⁻HOO STORE



推進パートナーへの登録をお願いします

簡単！4STEPで登録完了

ニッポンフードシフトの運動趣旨に共感いただける方であれば、
企業、団体、個人問わず、ご登録いただけます。
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