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農業高校の生徒たちと創りあげた畜産とお肉のフードチェーン
　三重県伊賀市の愛農学園農業高校は、有機農業を教える小さな全寮制の私立高校。同じ三重県

下の県立相可高校が「高校生レストラン」でブレイクしたことに、同じ高校生として悔しさを抱

え、「質の高い農産物を生産している自分たちの取り組み、一次産業にも日が当たってほしい。

市場に出荷するだけではなく自分たちで加工・販売までやってみたい」という機運が盛り上がっ

ていました。

　そんな中で取り組まれたのが「牛・肉・料理プロジェクト」。愛農高校で生まれ、子を産み、

ミルクを出して働き、種がつかなくなって廃牛となる酪農部の乳牛を、出荷から脱骨・解体、精

肉、料理、メニュー開発、販売まで行い、牛1頭の命と丸ごと向き合うというプロジェクトが、

愛農高校と本事業とのコラボで実現しました。

　このプロジェクトを通して、最終消費者からの絶大な評価を得た農業高校生たちは、生産者と

して最高の喜びを味わい、農業者としての誇りを確かなものにしました。

　その後、愛農高校生たちは、生ゴミ堆肥づくりにも、自主的に非常に高いレベルで取り組み、

2015年2月には、伊賀市で開催された全国食育フォーラムで、「人は命を頂き命を繋ぐ」をテーマ

とした素晴らしいワークショップの講師として活躍。鶏の屠畜解体の指導とすべての部位の料理

の提供を通して高い評価を得て、「牛・肉・料理プロジェクト」の体験発表してくれました。

草取りと生き物観察の
一服風景

園庭で生ゴミたい肥の元気野菜づくりに挑戦

大豆の種まき
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　このように、農業生産者として当り前の日常のなかに、農から離れた都会の人に伝えるべき素

晴らしいエッセンスが詰まっていることを、農業高校生自身が再認識でき、また、屠畜・解体・

運送・保管・加工・料理・提供…という「畜産とお肉のフードチェーン」のすべてをプロフェッ

ショナルな大人たちから学んだ高校生たちは、プロの仕事のかっこよさに惹きつけられ、多くの

人にその感動を伝えてくれました。

牛肉サミット2014で「牛一頭丸ごといただきキーマカレー」が準優勝!！

全国食育フォーラムでもワークショップを担当した愛農高校生たち

牛•肉•料理プロジェクトで。生産から畜解体•精肉•料理•商品開発まで体験
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心も体も地域も元気になる料理教室
　料理教室は様々な対象者ごとに開催しましたが、日本味育協会のサポートを得て、味覚教育、

食材学も含めた質の高いものにも取り組むことができ、味覚が健康を守るセンサーであること

や、加熱温度の違いによる食材の変化、品種による食べ比べなど、料理への自信と食への関心を

引き出す取り組みとなりました。

　中高年向け健康料理教室においては、参加者がその後も交流を持って教えあうつながりがで

き、また「心に火をつけつながる若者向け料理教室」では、食と命のつながりを意識した躍動感

のあるワークショップができました。

　「生きている」ということは「熱がある」ということ。料理は熱することが基本。そこから、

料理の加熱コントロールを、人のエネルギーコントロールにも置き換えて、心に火をつけ適温を

保つということの大切さに気付かせるという、若者向け料理ワークショップにも工夫を凝らしま

した。薪割りから火おこしも含め「料理して食べる楽しさ」を通して、「生き生きと生きる」こ

とのイメージを実感させることができ、このワークショップは、児童養護施設の子どもや職員、

大学生たちからアンコールの要請が続くほどの好評を博しました。

　さらに、フランスの肉の巨匠イブ＝マリ・ル＝ブルドネック氏の来日に合わせて日仏のお肉の

実情や捌き方の実演を見学したり、プロの料理人によるジビエ料理を公開し、エゾ鹿と京都の鹿

を食べ比べたりという華やかなショー的な料理教室も開催。狩猟や屠畜、解体というお肉にまつ

わる世界の職人技の奥深さを伝えることができました。

　若者から敬遠される畜産とお肉の業界事情は、フランスも同様で、この大切な仕事の担い手を

どう育てるか、グローバルな視点で魅力ある教育制度を共に築いていこうという機運が盛り上が

り発展したことは、大変大きな成果であると思います。

火と肉と意識のエネルギーがつくるアウトドア料理教室
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「日本味育協会」宮川順子先生による味育的料理教室

ジビエの魅力にふれる
プロの料理ショー

イブマリ氏をパリから招いて
日仏の肉の匠による職人技披露

薪割りも体験！ 「健康食•美容食」料理教室
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自立したスモールファーマーたちの魅力に触れる
　国民のほぼすべてが食と農の担い手であった時代から、田舎をもたない親から生まれた子ども

たちが大半を占める時代となり、経済合理性優先で、自給力どころか自炊力も低下している現

代。「自分の健康は自分で守り、自分の力で食べていける」真の自立とはどういうことか、本当

に幸せな豊かさとは何か、を伝える、様々なセミナーやシンポジウム、見学体験事業を行い、心

の底から「いいな～！」と思える生き方モデルに触れる出会いを数多くつくりました。

　その結果、農的生き方、半農半X、新規就農を目指す若者たちに一歩踏み出す勇気を与え、「食

と農の現場がキャンパス」を合言葉に、食と農の現場が様々な研修や実習の機会を提供する仕組

みをつくろうという機運が生まれました。

　特筆すべきは、2014年6月に行った北海道様似の牧場見学の成果です。完全放牧野生牛の200ヘ

クタールの牧場見学を機に、「放牧による飼料自給率100％の肉牛生産が、美しい風景を守り、農

地を守り、地域を守り、良質な蛋白源を生産する」という素晴らしい取り組みへの共感の輪が広

がり、多くの心ある方が応援に乗り出し、完全放牧のアンガス牛が「ジビーフ」という名でブラ

ンド化されることに！　閉鎖寸前だった牧場は、継続へと歩み出しました。また、このことが飼

料自給率の高い放牧畜産やジビエの価値をも世に問う原動力となり、「中山間地農業の将来展望

を確保していくための政策提言書」（日本農林漁業振興協議会）の表紙を飾ることとなりました。

北海道様似へ。完全放牧野生牛の牧場見学

完全放牧野生牛が「ジビー
フ」としてブランド化

自立したスモールファーマーによる
シンポジウム

半農半Xの現場見学 と畜の文化を学ぶセミナー
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食　べ　る
　食べることは、生きること。健康な身体や心をつくる元気の源です。何を食べるか、どのよう

に調理するか、だけでなく、誰と食べるか？までみんなと一緒に考えて、「命」をいただき「命」

を生きる不思議を味わい、感謝の思いをつなぎたい。人が元気になるための「食事」のあり方、

つくり方を学ぶ事業です。

育　　　む
　みんなと一緒に「ワイワイ」お米を育てたり、生ゴミたい肥で土をつくって元気野菜を育てた

り…。土のパワーや、種のパワー、微生物の働きにもびっくりしながら野菜や大豆を自分で育

て、元気な命とつながろう！牛や家畜を育てている人の愛にもふれよう！

　「食べもの」となる「命」を育てることから、自給力という豊かさとたくましさを育む事業で

す。

生　き　る
　生きることは、楽しむこと。食と農を通して、食べる喜びや、作る喜び、元気になる喜びを分

かち合いたい。

　食や農畜産業、流通の分野で活躍される素晴らしい先輩方の生き方や考え方から学び、意見交

換したり、それぞれの現場で体験したり…。元気で愉快な、たくましい生き方モデルを学ぶ事業

です。

つ な が る
　自分が食べているものは、どのようにやってきて、どんな想いで作られているのでしょうか？　

生産・流通・加工・料理・販売…。食べ物が食卓に上がるまで、様々な役割があり、様々な想い

がつながっていきます。そんな食べもののつながり「フードチェーン」を、見学や体験を通して

理解するための交流事業です。

いただきます・ありがとう協働隊「フードチェーン食育活動推進事業」

4つの柱

食べる 育　む 生きる つながる
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　生ごみ先生こと吉田俊道先生の指導のもと、愛
農学園農業高校の生徒たちが、生ごみ堆肥や冬限
定の土作りを校内で実習。実践に向けた作業を通
して「すべては土から生まれて、土に戻る」こと
を体感し、さらに講演を聞いて土作りの大切さ、
命の循環、有機農業の意義など学びを深めまし
た。

【実習・生ごみ堆肥作り】
●微生物は生物界の分解者
　まず、野菜くずをちぎったり、硬いものは木槌
でたたき潰して小さくします。（P12�写真１）生
ごみは、潰せば潰すほど細胞が壊れるので、微生
物がすぐに食べてくれます。微生物は生物界の分
解者です。
　生ごみを潰せたら、ボカシと混ぜます。（P12�写
真2）ボカシは米ぬかを好気発酵（発熱させて発
酵）させ、匂いが悪くなる前に乾燥させたもの。
米ぬかにはビタミンやミネラルがたくさん入っ
ています。ボカシはパンや漬物の匂いがします。
微生物の大好物で、特に発酵系のいい微生物が食
べてくれます。
　生ごみを潰す作業は、人間が噛むのと同じ。噛
み潰して唾と混ぜることにより、腸内細菌が食べ
やすくなります。その唾にあたるのが、ボカシ。
ボカシを混ぜることで野菜は一切腐敗がなく分
解し、虫の来ない土作りができます。

●命がスムーズにつながるのが発酵
　生ごみとボカシを混ぜたら、畑の土に入れま
す。（P12�写真3）生ごみ堆肥の量は土1㎡に10㎏
程度。人間でもどんなにいいものを食べても、食
べすぎるとウンチが臭くなるのと同じで、堆肥が

多すぎると腐敗が起きます。腐敗とは、タンパク
質が無機化した状態。タンパク質がアミノ酸まで
分解されて、さらに分解が進むと、硫化水素やア
ンモニアなど私たちにとっては有害な不快物質
が出て臭くなります。そこまで分解する前に誰か
が食べて、次の命にスムーズにつながるのが発酵
です。
　堆肥は深さ10㎝程度まで浅く混ぜます。浅く混
ぜるのは、命がスムーズに回るように、空気のあ
るところで薄めるのです。濃いと腐敗が起きやす
くなります。
　堆肥と土を混ぜ終わったら、上から土を薄くか
ぶせ、かまぼこ型に形を整え、枯草で覆います。
（P12�写真4）発酵が進むと発熱して湯気が出て、
表面が濡れすぎると腐敗が起こります。その水気
を取るために枯草をのせます。発酵菌は、17 ～
18℃、できれば20 ～ 40℃ほしいので、さらに透
明ビニールをかけ、周りを土や石、ブロックで押
さえます。

●発熱しながら分解。生ごみが消える
　作業日から3～ 4日で一気に分解が進みます。
最初に熱が出ないまま温度が低いと、分解が進み
ません。発熱というのは、微生物がエサを食べて
体の中で燃やしている状態。寒いと微生物が食べ
ないから、火がつかず、発熱もしません。いった
ん火がつけば、その温度で食べ続けることができ
ます。最初の点火が問題。薪を焚くときと同じで
す。
　3日後、手を入れると温かく、真っ白い雲のよ
うな白カビ菌（糸状菌）が生えていれば成功。冬
場で白カビが生えないときも、腐敗臭がしていな
ければOK。土中でどんどん発熱して空気が足り

『元気野菜作りと元気人間作り　
生ごみ先生（吉田俊道先生）の実習＆講演会』

2014年12月14日　三重県伊賀市・愛農学園農業高校

活動レポート
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なくなっているので、枯草をのけて、中まできれ
いに混ぜます。
　1週間後、熱も生ごみもほとんどなくなります
が、念のためににもう一度混ぜます。

【実習・山の原理を利用した土作り】
　本格的な土づくりは、冬が最適。冬は糸状菌以
外の菌は動かず、４℃程度でも動く糸状菌は元気
です。この糸状菌が団粒構造を作るので、糸状菌
が食べやすい、硬い草や枝、シイタケのホダ木な

ど分解しにくいものだけを入れます。土に落葉や
枯れ枝、朽木などを入れて混ぜるか、土と交互に
ミルフィーユ状に重ねていきます。（写真5）
　最後にマルチをかけ、風で飛ばないように上に
角材などを置いておきます。（写真6）透明マルチ
を被せておくと、だんだん地温が上がり、冬の間
に糸状菌がエサを食べて粘着物質を出し、土がふ
かふか、さらさらになっていきます。

（写真1）生ゴミを小さくする （写真2）生ゴミとボカシを混ぜる （写真3）生ゴミ堆肥を土に投入

（写真4）土と混ぜ、形を整える （写真5）土と落葉や朽木を混ぜる （写真6）マルチをかける
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【講　演】
●元気野菜は、ファイトケミカルを作る
　すべての動物は植物を食べて暮らしています。
ウサギはニンジンを、牛は草を、ライオンは牛の
腸の中の草の発酵液を食べています。私たちは野
菜の命を食べ、その野菜は菌から生命力に関わる
成分（微生物代謝物質）をもらっています。命は
つながっているのです。私たちの食材になる野菜
も動物も死んで調理されるけれど、命の元は死に
ません。それが、最近栄養学でもわかってきた、
ファイトケミカルと呼ばれる栄養素。ポリフェ
ノールやリコピンなど微量だけれども、それが私
たちの健康を守り、癌を治したり、老化を防いだ
りしています。
　ファイトケミカルに代表される命の成分は、煮
ても焼いても壊れません。それを食べて私たちの
生命力、健康を支えています。その命の元を野菜
は誰からもらったか？　それは土の微生物です。
その微生物が土の中にいないから、栄養価が少な
くなっているのです。だから、もう一度土を微生
物だらけにしようというのが、有機農業。微生物
に助けられたファイトケミカルたっぷりの野菜。
それが有機野菜です。

●元気野菜は、虫が来ない
　虫の来る野菜は栄養価が高くありません。虫は
私たちのように消化液がないので、低分子の有機
物から成り立っている不健康なものしか消化吸
収できないのです。ところが健康な野菜は、ファ
イトケミカルをたくさん作ることができる。ファ
イトケミカルは分子量が高い。分子をさらに分解
するには消化液が必要なので、それがない虫は健
康な野菜は食べれらない。逆に私たちはそれを健
康成分として活用できます。
　ファイトケミカルとは、植物が紫外線や害虫か
ら自分を守るために作ったもの。だから、無農薬
なのに虫が来ないということは、ファイトケミカ
ルが多いということです。

●元気野菜は、おいしい。腐りにくい。
　元気野菜のニンジンは甘く、何口でも食べられ
ます。口の中にいやな成分が残らない。それは土
が腐っていないからです

　土というのは、微妙に腐るもの。有機物は生き
物だから、必ずタンパク質が入っています。タン
パク質は無機化したら、腐敗ガスが出ます。腐敗
ガスが出る前に、うまく次の命の材料になればガ
スが出ないのです。土の腐敗成分を吸ってしまっ
た野菜は、微妙に後味が悪くなり、それを一番味
覚の発達した小学校低学年の子どもは気づきま
す。だから、子どもはニンジンが嫌い。その子ど
もたちに元気野菜のニンジンを食べさせると、食
べるのです。
　市販の野菜と元気野菜を切り、そのまま放置す
る実験をすると、市販の野菜はすぐに腐ります。
元気野菜は緑色が復活し、かさぶたができます。
切られてもなお生きようとする、しぶとい生命力
のある野菜です。

●無駄なものは一つもないのが有機農業
　有機農業には敵がいません。それを敵と勘違い
して、虫を殺し、菌を殺し、草を抜き、地球の
思っている方向と反対のことをやって、ますます
土をおかしくしてしまっています。
　草こそが土を作り、虫こそが弱った野菜を発酵
した土に戻すために食べてくれているのです。現
代は、私たちが強ければ菌に勝つ、という世界。
でも、そうではありません。菌は菌で必要なとこ
ろで生きているだけ。草は草で必要なところで生
きているだけ。草を取るよりも、草を思い切っ
て入れる。そうしたら、土がふかふかになって、
命がいっぱいになって、地上部には硬い草は必要
がないから、いなくなる。いなくなってもいい。
それはそれで必要なところで生きているから。み
んな役割があって、みんな自分の世界で生きてい
る。「一寸の虫にも五分の魂」「八百万の神」とい
う考え方。地球上のあらゆるものが神様。無駄な
ものは一つもない、と考えた。それが有機農業の
世界なのです。

【吉田俊道】
長崎市生まれ。九州大学農学部大学院修士課程修了後、長
崎県の農業改良普及員を経て、有機農業に取り組む。佐
世保市を拠点に「大地といのちの会」を結成し、九州を
中心に全国で生ごみリサイクル元気野菜作りと元気人間
作りを広めている。
大地といのちの会　事務局（たまおく交流室）
  〒857-0054長崎県佐世保市栄町2-1玉屋８階　
  TEL＆FAX 0956-25-2600
  http://daititoinotinokai.web.fc2.com/
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　徳野先生の「食育」は、モノを見る「食材育」
ではなく、人を見る「食人育」。「何を食べるか」
ではなく、「誰と食べるか」が大切と言います。変
わったのは農業ではなく、人の生活。人や生活を
見つめ直すことが、食や農、結婚や家族の問題を
解く鍵になりそうです。

●今までの食育は、食「材」育
　みんな「何を食べるか」という食「材」育には
興味がある。けれど「誰と食べるか」という食
「人」育には全然関心がない。
　これまでの食育は、「食材」の方ばかりをやっ
てきた。食の安全性と健康、機能性の話ばかり。
それの何が問題かといえば、食べ物は「一人では
食べられない」ということ。学生が朝ごはんを食
べなかったり、ジャンクフードに偏るように、一
人の生活をすると、食べ物の質が低下する。
　食べ物が足りなかった時代に、何を食べたらカ
ロリーが足りるか、バランスがいいか、という形
で食材育をやってきたのが、栄養学。1960年ま
では国民の8割が農民で、同時に農産物が足りな
かった。1960年以降、高度経済成長に入ったら、
国民が貨幣経済に巻き込まれていく。今の子ども
は「お金がなければお菓子が買えない」と言うが、
昔はおやつは買うものではなく、柿やグミを採っ
て食べた。いろんな形で食いつないできて、貨幣
経済はなかった。生活の質の変化と共に、「お金」
が関わり、価格、所得、市場、貿易など経済が絡
んできた。

●今大切なのは、食「人」育
　日本人は、ごはん1杯の値段を知らない。でも、
米の値段は知っている。だいたい60㎏1万円前後。

合鴨米で3万円程度。おにぎりの値段もわかる。1
個108円。ライスは200～250円ということもわか
る。農家が自分で作った米をごはんにしたら1杯
12円、消費者で25円ぐらい。ペットボトルが1本
150円。これでは、農家を継ぐ人がいない。
　農業は生きていくための手段。だから人が中心
なのに、モノを中心に考えている。より効率よく
するために、大規模化や近代化や安全性、機能性
食品など、モノばかりが動いている。人のことは
何も考えていない。
　食べ物がなかった時代は「何を食べるか」が大
事だったが、今は食べ物があふれている時代。こ
れからの食育は「食べさせるため」ではなくて、
「どう食べさせないか」も考えるべき。食べたら
毒になる過食状態に入っているのに、今だに「食
べることはいいことだ」という思考で進んでいる
のが問題。
　人は孤立させられると食が非常に貧困になる。
誰かと一緒に食べるか、他の人に食べさせるとい

『オトコのための食育講座　徳野貞雄先生の講演会』
2015年2月14日　きたやま南山

<2-1>



◦15◦

う状況にいる方が、食の質が上がる。一人になる
と、資本や商品の対象物にされ、食べるものも他
人に依存して、貨幣に依存してしまう。すると、
国家からのコントロールがしやすくなる。近代国
家が人を都心に集めてバラバラにしたのは、資本
のコントロールがしやすいから。

●人間が生きていくために必要な家族
　人間が他の動物と違うのは２つ。家族を作った
ことと、自分で食べ物を作ったこと。人間以外の
動物は、生まれてすぐ歩いたり、親にぶら下がっ
たりして、自力でおっぱいを飲むが、人間の赤
ちゃんは何もできない。母親は子どもにおっぱい
をやりながら自分のエサを取りに行けないので、
オスがエサを取りに行く。人間以外の動物は、父
親が交尾に関わることはあっても、家族を形成す
る必要はない。365日交尾できるのは、人間だけ。
このペアリングはとても大事なこと。ペアリング
することで、子育ての安定だけではなくて、農耕、
生産をやっていく上で、一気に生産性が伸びてい
く。何のためにやっているかというと、生きるた
め。生きるための、生活農業論。
　ちなみに、動物の中で人間のメスだけが、マッ
チョなオスより、律儀なオスを選ぶ傾向があるの
は、当然のことと理解できる。

●モノではなく、人から見る
　今も昔も農業はたいして変わっていない。農業

が変わったのではなく、人間の生活が変わった。
そこを見なければいけない。人間の生活が変わっ
たのに、そこを見ないでモノの方ばかり見るから
対応できない。
　若い人がどうして非婚化しているか。愛は巷に
あふれているが、生活がない。昔は結婚しないと
生きていけなかったので、生活婚、今はコンビニ
婚。コンビニと結婚しているから、食べ物に不自
由はない。人間に必要なもの、空気、水、太陽以
外に食物もお金を出せば手に入る。だから、家族
もいらない。
　新規就農者が定住するために最も必要なのは、
住居や食べ物、職場（雇用）ではなく、集落の住
民からの認知。このことを今、ふるさと協力隊の
人たちに一番教えなければいけない。
　漬物とチーズは、食材から見れば違うものだ
が、どちらも発酵食品で、お茶請けにも、酒のあ
てにも、副食にもなる。人から見れば同じもの。

　食材育ではなく、食人育という視点で食を見直
していけば、今までとは別の世界が見えてくるの
ではないか。

<4-1>

【徳野貞雄（とくの さだお）】
熊本大学文学部総合人間学科地域社会学教授。大阪府生
まれ。九州大学大学院研究科博士課程修了。山口大学、
広島県立大学、シェフィールド大学客員研究員を経て、
現職。食と農の専門家として日本全国の農村に出かけ、
フィールドワークをこなす。『道の駅』発案・命名者。2015
年3月熊本大学退職後は、トクノスクール・農業研究所で
の活動を予定。

【一般社団法人トクノスクール・農業研究所】
農山村の諸問題を本格的・専門的に研究する機関として
設立。国内外での研究、調査、後進指導、授業、講演など
の事業をはじめ、自治体や集落、JAや各地の活動団体に、
農業、家族・世帯、福祉などの問題に対するアドバイス
や調査、ふるさと協力隊、集落支援員へのアドバイスや
共同活動、60 ～ 75歳の『プレミアム世代』の活用など、
幅広く実践的社会活動を行う。

【連絡先】
電話：090-8914-8974　　mail：tokuno@kumamoto-u.ac.jp
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米作り体験

野菜作り体験

牧場や農場の
見学・交流・体験

食肉センター、
食品加工の
現場見学

7月30日（水）
草取りと生き物観察

（川原でBBQ）

協　力：カフェミレット
場　所：京都市左京区静原	
参加人数：46人
講　師：	スモールファーマーズ／岩

崎、隅岡敦史
草取りと水辺の生き物観察後、川辺で
のBBQ。土と人と水と火を楽しむ

9月20日（土）
稲刈り

（乗馬体験も）

協　力：カフェミレット
場　所：京都市左京区静原	
参加人数：25人
講　師：	スモールファーマーズ／岩

崎、隅岡敦史
稲刈りと、田んぼの近隣の方のご好意
で、乗馬も体験

12月26日（金）

餅つき
（自家製大豆できな粉づくり、絵本の読み聞かせも）

協　力：カフェミレット	
場　所：京都市左京区静原
参加人数：35人
講　師：	スモールファーマーズ／岩

崎、隅岡敦史
大豆ともち米、どちらも自ら育てたものを
食べて自産自消フードチェーンを完結

5月17日（土）
田植え

（お餅つきを見据えたもち米）

協　力：カフェミレット
場　所：京都市左京区静原
参加人数：32人
講　師：	スモールファーマーズ／岩

崎、隅岡敦史
児童養護施設「迦陵園」の子どもたち
が大勢参加し、土と人に触れる体験

6月21日（土）

大豆の種まきと野菜の
種入り泥団子づくり

場　所：	京都市左京区下鴨
　　　　（南山のベランダ）　
参加人数：25人
講　師：	スモールファーマーズ／岩崎
大豆は12月に収穫し、お餅つきの折に
土鍋で炒って、石臼できなこに！

9月26日（金）

大根の種まき
場　所：	京都市左京区下鴨（児童養

護施設迦陵園　園庭）
参加人数：12人
講　師：	スモールファーマーズ／岩崎
以後、南山のベランダから会場を迦陵
園の園庭に移してワークショップを開
催。

10月

迦陵園園庭の畑の整備
（生ゴミ堆肥づくりなど）

場　所：京都市左京区下鴨
参加人数：11人
講　師：	スモールファーマーズ／岩崎
児童養護施設「迦陵園」の園庭に土
を入れ、ワークショップを継続。

6月18日（水）

完全放牧野生牛の牧場見学

場　所：北海道様似（日高）駒谷牧場
参加者：40人
講　師：西川奈緒子
朝日新聞、NHKで報道　野生牛が「ジ
ビーフ」としてブランド化されフードアク
ション日本アワード特別賞受賞

11月1日（土）

京丹後の農場をめぐるツアー

場　所：	京丹後市（有機JAS認定農
業場　梅本農園）

参加人数：29人
講　師：梅本農園／梅本修
新規就農を目指す若者たちが、梅本農
園での実習を計画中

11月2日（日）

京丹後の農場をめぐるツアー

場　所：	京丹後市
　　　　（半農半X実践のコトニワ農園）
参加者：22人　
講　師：コトニワ農園／中西一登
新規就農、田舎暮らしを目指す都会の
参加者に具体的な半農半Xを学んだ

7月16日（水）
愛農学園農業高校の

農場見学ほか
場　所：三重県伊賀市
参加人数：20人
講　師：	愛農高校農業クラブ、宙の

学舎／鎌田陽司
2月25日の全国食育フォーラムで愛農
高校が分科会を担当することに！

7月16日（水）

牛の脱骨解体と精肉の実演

場　所：	三重県伊賀市
　　　　（青山ハーモニーフォレスト）
参加人数：140人
講　師：	北出新司、新保吉伸、飯尾

裕光
食肉通信、京都新聞でも報道され、農
業高校生のモチベーションが高揚

9月29日（月）

京丹後の牧場をめぐるツアー

場　所：	京丹後市
　　　　（日本海牧場、野村牧場）
参加人数：10人
講　師：	日本海牧場／山崎高雄、野

村牧場／野村拓也
肉牛生産者、肉職人、屠畜をする人、
ムスリムの方、害獣ハンターなど多様
な参加者が情報交換

11月

迦陵園園庭の畑の整備
（イチゴの植え付けなど）

場　所：京都市左京区下鴨
参加人数：16人
講　師：	スモールファーマーズ／岩崎

12月14日（日）

菌ちゃん先生による
生ゴミ堆肥づくりin三重
場　所：	三重県伊賀市
　　　　（愛農学園農業高校にて）
参加人数：	 50人
講　師：吉田俊道
高レベルな実習が行われ、愛農高校
堆肥愛好会が引き続き実証実験中
※ 講習会「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」も開催

8月20日（水）

菌ちゃん先生による
生ゴミ堆肥作り

場　所：	京都市左京区下鴨
　　　　（南山のベランダ）
参加人数：80人
講　師：吉田俊道
地元の児童養護施設、迦陵園の子ども
たちが生ゴミプランターを定期的に観察
※ 講習会「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」も開催
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12月1日（月）
東京中央卸売市場

芝浦と場見学
場　所：東京都品川
参加人数：11人
講　師：㈱宝山/荻澤紀子	
参加者による、食肉センターの取り組
みが情報発信され、参加者同士の交
流が続く

6月22日（日）
エネルギーがつくる料理・

アウトドア料理教室
場　所：	滋賀県大津市（行動科学研

究所）
参加人数：25人
講　師：	行動科学研究所/岩田静治

ほか
農業高校生、大学生、児童養護施設
の子どもたちが、火を使ったアウトドア
料理を体験

7月16日（水）

牛肉料理教室

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人
講　師：飯尾裕光、中村詠吉
農業高校生が、140人のBBQと、カ
レーやミートボールなど牛肉料理に挑
戦

9月16日（火）

火と肉とエネルギーが
作る料理の研究

場　所：	滋賀県大津市（行動科学研
究所）

参加人数：30人
講　師：	行動科学研究所/岩田静治

ほか
大学生や飲食店で働く若者が参加。
火加減と料理の関係から、人を温める
意識のエネルギーを体感

12月13日（土）

健康食・美容食としての
ごちそう料理教室

場　所：	京都市左京区下鴨（きたや
ま南山）

参加人数：15人
講　師：	ベリーズキッチンスタジオ

／井原裕子
中高年主婦中心に、血糖値の上がら
ない食事を華やかに料理する方法を
学んだ

3月8日（日）

子どものための料理教室

場　所：京都市左京区下鴨
　　　　（きたやま南山）
参加人数：21人
講　師：日本味育協会/宮川順子
小学生の子どもたち対象に、シェフの
コックコートを着用して料理に挑戦

9月16日（火）

火と肉の料理教室

場　所：	滋賀県草津市（フェリエ南
草津調理室）

参加人数：24人
講　師：	日本味育協会/宮川順子、

新保吉伸
主婦、学生、サラリーマンが参加。肉の
温度と焼け方、牛肉の生産と流通につ
いて学ぶ

1月19日（月）

ジビエ料理教室

場　所：	京都市左京区下鴨（きたや
ま南山）

参加人数：20人
講　師：	エレゾ社／金子将人、クレ

メンティア／田淵章仁
エゾ鹿、京都鹿、ジビーフの種オス牛、
母牛などの料理を脱骨から紹介

11月10日（月）

自宅でお肉を上手に焼け
るようになる料理教室

場　所：	京都市左京区下鴨（きたや
ま南山）

参加人数：21人
講　師：日本味育協会/宮川順子
牛肉の焼き方、味覚のセンサーとして
の役割など、学んだことが食肉通信で
詳細報道された

2月8日（日）

一人暮らしをする若者向
け簡単料理

場　所：	京都市左京区下鴨（きたや
ま南山）

参加人数：10人
講　師：	フードスタイリストともな

があきよ
一人暮らしの若者や、料理初心者を
対象にした包丁を使わない料理ワーク
ショップ

7月25日（金）

生産者トークとドキュメンタリー
映画「夢は牛のお医者さん」上映会
場　所：京都市左京区下鴨
参加人数：30人
講　師：木下牧場／木下その美
映画上映のあと、木下牧場の「牛の
餌」を参加者が味見。エコフィードの取
り組みを学んだ

11月8日（土）

食育シンポジウム「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：45人
講　師：	今里滋、ビルトッテン、兵田

大和
京都市内で自給自足できる家庭菜園
の実践と害獣の食料化について学ん
だ

10月25日（土）

畜産システム研究会

場　所：京都市左京区吉田
　　　　（京都大学農学部にて）
参加人数：60人
講　師：	新保吉伸ほか研究者の皆

さん
TPPを見据えて、飼料自給率の高い
小規模畜産農家とレストランのつなが
りを新保委員が事例発表

10月24日（金）

牛と共に生きる元気で
愉快な農業者シンポジウム
場　所：京都市左京区下鴨
参加人数：33人
講　師：	小泉浩、木下堯弘、西川奈

緒子、愛農高校
農業高校生、新規就農の酪農家、2代
目の放牧畜産農家、3代目の肉牛農
家が語りあい盛り上がった（畜産システ
ム研究会との共催）

8月6日（水）

屠畜の文化を学ぶセミナー
（イスラームと日本の文化の違い）

場　所：京都市左京区下鴨
参加人数：51人
講　師：北出新司、小杉泰
日本とイスラームの食肉文化の違いを
学び、食肉通信、肉牛ジャーナルにも
報道された

11月16日（日）

「健康な長寿を得るための
食べ方」シンポジウム

場　所：京都市左京区下鴨
参加人数：26人
講　師：	南雲吉則、佐藤健司、斎藤

糧三
医師と食品の栄養成分研究者が、「医
に勝る食」のありかたについて公開討
論も交え情報伝授

12月7日（日）

火と肉と意識が創る料理教室
「心に火をつけつながる料理」
場　所：	滋賀県大津市（行動科学研

究所）
参加者：30人
講　師：	行動科学研究所/岩田静治

ほか
児童養護施設の中高生と職員、応援
者などが、食を通して命に火をつけ、楽
しむことつながることを学んだ

2月21日（土）

一人暮らしをする
若者向け実践料理教室

場　所：	京都市左京区下鴨（こがも
の家キッチン）

参加人数：12人
講　師：平嶋好美
ひとりずつ自分の好みのカレーをつく
る、ひとり暮らし応援料理教室

料理教室

講習会
（食と農をつなぐセミナー・

シンポジウムの開催 ）
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