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（大野氏）

コーディネーターをつとめます青森県立保健大

学の大野と申します。有意義なトークができたら

と思いますのでよろしくお願いいたします。東北

で食育に携わっている方々にパネリストとしてお

越しいただいておりますので、日頃どのような活

動をされているのか具体的にお話しいただけたら

と思います。

私は秋田市出身というこ

ともあり今日コーディネー

ターをつとめている理由か

なと思いますが、私自身も

学生と一緒に具沢山で適正

な食塩濃度の味噌汁を寮生

や学生、地域住民の方々に

提供して食に対する自己管理能力を高めるという

活動に携わっております。ヘルスリテラシー（健

やか力）の向上を目指しております。

最初にパネリストの味水富夫さん、社会福祉法

人むつみ保育園の園長でいらっしゃいます。味水

様の園での食育の取り組み等をご紹介いただけた

らと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

（味水氏）

皆さんこんにちは。私がこの席に座っているの

は、たぶん高取保育園さんとほぼ同じようなこと

をしているからかなと思いながら映画を見させて

い

いただきました。私どもの園でも年長の子どもた

ちが毎月お味噌を作っています。だいたい2.5kgを

３つ、7.5kgずつ。作るのは年長さんなので、一年

ほど寝かせる味噌を自分たちは食べられないんで

すが、年長さんが作った味噌を自分たちも食べて

いるということに気がついてくれればいいなとい

う思いがありました。ですから食育だとか、保育

だとか私たちは特別区切った考え方はしていない

んです。食というのは、一番命の基で食がなけれ

ば本当に生きていくことができない、ですから、

食育というのは生きることだ、一番のおおもとな

んだと思うんですが、それを保育の中でどうやっ

てすごしていくかというのが大切なのかなと思っ

ています。

私たちの園でも、毎朝年

長の子どもたちが米をとい

で水をはかりタイマーをセ

ットして、お昼にご飯が炊

きあがる、それが日常の一

つの行動になっています。

また、うちの子供たちは

２歳から包丁をもって調理保育をするんです。春

には園の周囲のよもぎを摘んできて、よもぎ団子

やよもぎのクッキーを作ったりします。どうして

それができるのか、自然に生えている草が食べら

れるということを知る、これはある意味科学の分

野にもなります。新聞には種芋を植えに行ったと

か

（ 味水 富夫 氏）

（ 大野 智子 氏）



か、そら豆を収穫したというのが食育の一環とい

う形で報道されていますが、私は、そういうイベ

ント的なことが果たして食育だろうかと考えてい

ます。うちの子供たちが種芋を植えにいけば、農

家のおばさんから種芋の作り方を教わります。包

丁でどこを切って、どこを上にして植えればちゃ

んとじゃがいもができる種芋になるのかというと

ころまで教えてもらうんです。中には、良く聞い

てなくて、ひっくり返したり、横に植えたり、そ

うすると８月に収穫に行ったときに、他はちゃん

と収穫できる状態なのに、その一角だけは腐った

状態で種芋がでてきて、子どもたちが何でだろう

と疑問に思い、あの時、僕の植え方は間違ってい

たんだと体感してもらえる。

また、緑になったじゃがいもを「何で緑になっ

ているの」と農家の方に聞いた子どもがいて、「

緑のところは毒だから食べちゃいけない」と教え

ていただいたんです。家庭で作物を育てていた時

代は皆知っていたことが、今は学ばなければ分か

らない。そういう時代になってしまったというこ

とがこれからの子どもたちと関わる上で大切なこ

となんだろうなと思って今保育をしています。

（大野氏）

ありがとうございます。一過性の食に関する知

識を与えるだけではなく、子どもたちに体験させ、

実践まで結びつけていらっしゃいますね。先生は

さりげなく日常生活に、例えば米をといで炊飯さ

せていたり、食育活動が日常に根付いて保育園で

展開されていることが良くわかりました。

（味水氏）

何度も言いますが、食育って区切る必要がある

のかというのが私たちの活動の中にあるんですね。

就学前の幼稚園や保育園の教育・保育っていう

のは、小学校以上の学校教育における単科教育、

要するに科目ごとの教育とは違うんで、全体的な

要す

遊びの中に科学もあれば数学的なこともあれば、

人間関係づくりみたいな、そういう形の中で、ひ

とつの保育という活動を成り立たせています。私

としては、今の段階ではなぜだろう、不思議だな

という形で終わったほうが、子どもたちにとって

これから学校教育を受けるにあたっても一番ベー

スになるんじゃないかと思っています。

（大野氏）

ありがとうございます。続きまして一杯の味噌

汁プロジェクトの代表の小山明子さん。2011年の

東日本大震災をきっかけに一杯の味噌汁プロジェ

クトを発足されて、ご飯とみそ汁から地域の食を

考えるということで具体的な活動内容についてご

紹介をお願いします。

（小山氏）

改めまして小山明子と申します。一杯の味噌汁

プロジェクト、聞いたことがない方も多いかと思

いますので、ここで一杯の味噌汁プロジェクトに

ついて少しお話をさせてください。

私は３人の子どもを育て

ている母親です。この３人

が４歳、２歳、０歳の時に

東日本大震災を経験いたし

ました。幸い秋田は停電程

度で被害は甚大なものでは

ありませんでしたがテレビ

で拝見した東日本大震災の

被害の映像は、子どもを育てている私にとって非

常に衝撃的なものでした。もし、この時自分たち

がその現場にいたらという思いと、自分の子ども

たちが巣立つ社会は、こういうことがおきうる社

会なんだ、そう感じたんですね。その時、じゃあ

私の子育て、何か間違っていないだろうかという

気づきがきっかけでした。何があっても生きてい

ける子どもたちに母親として育てなければいけな

けるても
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のも食育に繋がっているかなと思って聞いており

ました。

続きましてＮＯＤＯＣＡ様ということで、「～

食べつくせ！～ TOHOKU 食の応援大使」みちのく

仙台ＯＲＩ☆姫隊のリーダーを担っておられます。

みちのく仙台ＯＲＩ☆姫隊、2011年７月に宮城県

内の被災地の小学生から大学生の女の子たちが集

まり立ち上がったボランティアグループ、復興支

援を中心に活動されている他に米の栽培などを行

うなど多様な活動を行っているということで、実

際の食との関わりも含めまして活動内容をご紹介

ください。

（ＮＯＤＯＣＡ氏）

皆さん改めましてこんにちは。宮城県仙台市か

らやってまいりましたみちのく仙台ＯＲＩ☆姫隊

リーダーＮＯＤＯＣＡです。よろしくお願いいた

します。

私たちＯＲＩ☆姫隊が食

にどう関係するかといいま

すと、食を通じた復興支援

活動として、山形県で大根

栽培を毎年行っています。

雨の中泥だらけになって大

根をつくって、収穫をして

食べるという活動だったり、

その大根をチャリティーグッズと一緒に販売し、

集まったお金を2015年にネパールで発生した大地

震で壊れた学校の建設に寄付したりという活動を

しています。

また、2016年にＪＡみやぎ登米の青年部とコラ

ボをしまして、「環境保全米幻のササニシキＯＲ

Ｉ☆姫米」というお米を作りました。毎月登米に

通って、種籾から精米まで全ての作業工程に関わ

らせていただいてその売り上げの一部はふるさと

納税にも使われております。

そんな活動をＯＲＩ☆姫隊がしている中、今年。

い、そのためには何かが起きる環境におかれても、

生きてやるぞと奮起できる心と体を育てるのが、

私の母親としての使命ではないか、これまでの母

親としての反省と、これからの指針を震災から得

たような気がしました。

その後、何があっても生きていける力の根源は

何だろうか、いろいろ考えを巡らせ何でもないご

飯と味噌汁、なぜこれほど私たちの生活に密着し

ていて、なぜこんなに大事にされてきたのかなと

いう疑問から、味噌汁について掘り下げて学習し

て、やはり、味噌汁ってすごいなということにさ

まざまな気づきを得たんですね。栄養学的に効果

があるとか、優れているものであると伝えること

よりも、まずこの味噌汁の美味しさ、そして、母

親として味噌汁を上手に活用したら、子育てが救

われたことや、毎日のご飯作りが救われたことを

たくさんの人たちに伝えながら、今まで食べてき

た当たり前のものがすごく良いということや子ど

もたち自身がご飯と味噌汁をしっかり煮炊きでき

る力を身につけているという自信を持って世の中

に巣立っていく、こういうことって大切ではない

かという思いを共有したい、このメッセージが一

杯の味噌汁プロジェクトという流れになります。

一杯の味噌汁プロジェクトはたくさんの大人た

ちと米どころ秋田のご飯を美味しく食べる技、そ

して秋田の美味しい野菜や美味しいお味噌を見つ

め直すひとつのきっかけとして手を繋げられれば

いいなという思いで現在も活動しております。

（大野氏）

ありがとうございます。生きる力の根源となる

心と体を鍛えるためにお母様の立場からプロジェ

クトを立ち上げられたということで、ご飯と味噌

汁が当たり前の主食、汁物というイメージですが、

今は市販で何でも加工食品など入手できますけれ

ども実際にそれを作ることができる、それを共食、

食卓を囲むことで温かいものを皆で食べるという

を
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の１月に農林水産省東北農政局から「～食べつく

せ！～ TOHOKU 食の応援大使」に任命していただ

きました。今年の３月には仙台で「食べて応援し

よう！in仙台」という農政局が主催されたイベン

トに協力させていただきまして、その中で、東北

の美味しい食をアピールしたり、風評被害の打破

について一緒に活動させていただいております。

（大野氏）

ありがとうございます。食育というと何となく

子どものみを対象としたイメージがある方もい

らっしゃるかもしれません。農林水産省で出して

いる「食育ガイド」の最新版の冊子が皆さんのお

手元に配布されていますが、３ページ目の「生涯

にわたって大切にしたい食育」をご覧ください。

全てのライフステージ（乳幼児期～高齢期）で大

切にしたい食育の取組が紹介されております。生

涯に渡る食育は、健康寿命の延伸にもつながりま

す。フロアの皆さんも、各世代における食育につ

いて、自分自身どのような取組みをされているか

振り返っていただけたらと思います。

続きまして、さきほど拝見したドキュメンタ

リー映画「いただきます みそをつくるこどもた

ち」とテーマ「食がいのちをつくること」を関連

づけて、どのような感想をお持ちになられたかパ

ネリストの皆さまにお話しいただけたらと思いま

す。味水さんよろしくお願いいたします。

（味水氏）

感想をかねてということですが、本当に食は生

きることで、食の営みというのは生きる力になる

と思って日々子どもたちと一緒に暮らしています。

全然話は違いますが、皆さんのお手元にある献

立表は、高取保育園のある年の５月の献立表だと

思いますが、私どもの給食の献立表はサイクルメ

ニューという月曜なら月曜、６月の月曜はまるっ

きりどの月曜日も同じメニューという形でやって

い

います。これは、子どもたちがいろんなものを食

べて食経験を豊かにすることは私たちの給食の目

標でもありますし、食育の一環であると思うんで

すが、食べてしまってそれでおしまいでは、本当

の意味での豊かさではないだろうという思いから

繰り返しをさせてもらっています。

また、春の天然の山菜のうどの苦い味も味噌汁

などに入れて食べているんですが、これはこうい

う味なんだと子どもたちが知る、これは春の味な

んだねと、これは一つの学びなんでしょうね。

高取保育園の映画を２年ほど前に職員全員で見

て、うちでやっているのって間違いじゃなかった

んだと、そこで初めて職員が納得して自分たちの

保育を自信をもって進められるようになりました。

規模の大きい小さいはありますがほぼ同じような

遊びをしています。運動遊びも最初のリズム体操

もそうですし、運動会もああいう種目ではありま

せんが、親も熱くなるような運動会をしています。

今日は時間がないのであまりお話しはできないの

で、どうぞいつでも遊びにいらしていただければ、

美味しい給食も試食していただけますし、いらし

ていただけたらと思います。

（大野氏）

ありがとうございます。セミナーの前に味水さ

んからむつみ保育園の献立の写真を見せていただ

きましたが、野菜の量が非常に多く、またご飯に

は玄米を用いており、高取保育園と同じような取

組みを展開されている印象を受けました。美味し

そうだなな
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そうだなと、園に来た保護者が献立をみてこれが

バランスの良い食事なんだなという気づきを与え

られるのかなと思いました。次に小山さんお願い

いたします。

（小山氏）

まさに今、大野先生がおっしゃったように、大

人の気づきというのがポイントになる時期が、味

水先生が熱心に力を注いでいる幼児教育の時期で

はないのかなと私も感じております。幼児期の保

育、そしてこの時期に大人たちがどんなふうに子

どもを通じて学習するかということも非常に大切

なことなんだなあと改めて感じました。

私たちが生きる力というのは、食べることだけ

で強くなるわけでは決してないんじゃないかなと

いうのを私も普段の生活の中で実感するところが

あるんですね。そうなると健康を維持するために

は、食事がもちろん大事なんですけれども、そこ

に運動があったり、日頃のものの考え方があった

り、たくさんの人とのコミュニケーションがあっ

たり、そういったことの複合的な結果が健康を導

くと私たち大人が考える必要があることを今一度

映画から学びました。

（大野氏）

ありがとうございます。私は普段、大学生、二

十歳前後の学生と関わっておりますが、保育園に

通っていた当時の食の思い出は何かと尋ねると、

皆ぱっと答えてくれるんですよね。十何年たって

いても、その時の記憶は残っているし、当時学ん

だ食育を実践しようとする力も育っているように

見受けられます。本来であれば、家庭でやるべき

ことかもしれませんが、忙しい、時間がないとい

うところで、保育園、学校、他の機関であったり、

小山さんがやられているようなプロジェクト等で

小さいうちに関わりがあるということが何か動機

付けになるのかなと思いました。

小山さんは、秋田県内で保育園等を訪問して、

プロジェクトの活動を広められているかと思いま

すが、その取り組み内容を御紹介いただけません

か。

（小山氏）

私は、一杯の味噌汁プロジェクトの取組の１つ

の事業として、秋田県内の幼稚園で味噌作りの体

験教室を開催しています。味噌作り教室を開催す

る時期が11月から２月くらいまでを想定している

のですが、秋田では味噌を作る時期は寒仕込と言

われておりまして、寒い時期に仕込むというのが

一般的だそうです。ぜひ子どもたちにも、外の空

気感、雪が降っているとか、今日寒かったねとか、

そういう季節感も味わってもらいながら、寒いか

ら茹でたての大豆からほくほくと湯気があがる様

子だとか、温かい大豆に手を入れたときの感触で

あったり、周りの景色だったり、そういうことも

合わせて、子どもたちに味噌作りというものに触

れあってほしいなと思って、その時期にはこだわ

って開催しています。

先ほど味水園長から、実はうちの年長さんが毎

月、給食の味噌を作っているんですよというお話

しを聞きまして、これまたすごい、すてきと思っ

たんですね。年間を通じて子どもたちに、味噌作

りやご飯を炊くことなどを実践させているという

ことでしたけれども、いろんな形で大人が一生懸

命考えて愛情をもって子どもたちが食に向き合う

機会を作っている、これは本当にすてきだなと思

って思って、
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って、園長先生が先ほど、いつでもいらしてくだ

さいと言ってくださったので私も勉強しに行って

みたいと思います。その時に一番見たいのは、職

員の先生たちの働く姿を、まず、どんな顔をして

働いているのかなというのが非常に興味がありま

す。と言いますのも、きっとこのむつみ保育園の

栄養士の先生、給食の先生というのは、わくわく

しながら調理しているんじゃないのかなと感じて

います。そしてもう１つ園児がどんな顔をして先

生たちとご飯のお話しをするのかな、ということ

に非常に興味があります。

（大野氏）

ありがとうございます。先ほどの映画で私が印

象的だったのは、子どもたちが皆笑顔だったとい

うところです。食を目の前に、楽しみにしている

気持ちが表情に表れており給食担当者の思いが子

どもたちにも伝わっているのかなって。子どもた

ちが笑顔だとおそらく職員の方たちも笑顔、周り

を笑顔にするというのも食の力でもあるかと思い

ます。

最後に本テーマである「食がいのちをつくるこ

と」に基づきフロアの皆さまにメッセージ等お願

いします。味水さんよろしくお願いいたします。

（味水氏）

食に関して言うならば、私たちがお預かりして

いるお子さんは、０歳から６歳までトータル的な

保育をしているんですが、一番根っこの部分を作

る時期だなと思っているので、食に関して特に厳

しくというか、食材に関しても吟味したものをと

いう形で考えています。これが将来100歳までの世

代になってその時にやはり一番になるのが食だと

いうことで、その一番根源のところ、土台を作っ

ていきたいと思っています。それで、給食では白

砂糖は使っていません。甘酒を自家製で作りまし

てそれで甘みをとります。そのほかにはいろいろ

なドライフルーツだったりという形で甘いものを

とります。既製品のものはいっさい使わない、も

ちろんおやつも既製品を使わない。すべて手作り

いう形で行っています。その中で、子どもたちが

いつもより残食多いねという時には、午前の私た

ちの保育活動がどうだったろうというところから

見直しをしてもらっています。午前の活動が、ど

れくらい楽しかったか、どれくらい元気にできた

か、それが一番だと思っております。

そして、食の安全ということから考えて、高取

保育園が羨ましいと思ったのが、無農薬の野菜

だったり、お米だったりが手に入る環境にある、

今日は農政局が主催なのでお願いしたいのですが、

せめて地元で出回るのがＪＧＡＰの農産物だった

り、無農薬のがあったらご紹介いただきたいなと。

私たちのところでも地元でよくやってくださって

いる農家さんから直接仕入れたりしていますが、

全てそれでまかなえるわけではないので、どうか

行政の力で、誰でもどこでも安心できるものを口

に入れさせていただきたいなと、特に離乳食なん

かは、完全にそういうものを供給してもらいたい

なというのがあります。

（大野氏）

ありがとうございます。小山さんお願いいたし

ます。

（小山氏）

「食がいのちをつくること」言葉にすると分

かっているようで、分かりづらい、理解している

ようで、本質が見えづらい、というのが私の印象

です。ですので、私はまず、普段の子育てを通じ

て自身の食事作りをしっかりやっていくことが大

切だなというふうに思っています。普段食べてき

たもの、なんとなく食べてきたものの積み重ねが

きっと我が子の将来の食観念、そういったものを

育てるのかなというふうに思います。よく私、小

さい。
ー ６ ー



さいときに、母親に「味噌汁だけでも食べて行

け」と言われたんですね。朝ごはんを食べないで

学校に行く娘の背中に「味噌汁だけでも食べて行

け」あの言葉を聞き続けてきたからこそ、今、私

が子どもを育てるときに、あ、ご飯と味噌汁、な

にかここに大事なものがあるのではないかと気づ

けたんじゃないかなと思っています。

私も毎日、美味しい味噌汁、ご飯を作り続ける、

まずそういったところから始めつつ、そこで得た

楽しさ、そして有意義な時間というものを可能な

限り、たくさんの子育て世代や、若いＮＯＤＯＣ

Ａさんのようなこれからの世代の方たちとも手を

つないで、こんなふうに作ったら楽だよね、こう

いう作り方もあるよね、こういうの美味しいね、

うちの県はこんな食材で味噌汁作るんだよ、そん

な会話が全国で繰り広げられるようなネットワー

クもできたらステキだなと思います。

そして、「食がいのちをつくること」今日、御

参加いただいた皆さまにも改めて、この時間を共

有したことをきっかけに認識していただいて、秋

田県だけでなく様々なところで、農政局、秋田市

さまざまな団体が食に関わるイベントや講演会な

どを開催していることと思います。ぜひたくさん

の大人が足を運んで学び、そして次の世代に伝え

る、そういった考え方も重要ではないかと思いま

した。

（大野氏）

ありがとうございます。最後にＮＯＤＯＣＡさ

んよろしくお願いいたします。

（ＮＯＤＯＣＡ氏）

先ほど大野先生が、食育といってもいろいろな

世代の食育があるというお話をされました。私自

身の目線から言うと、大学生や成人している方で

毎日忙しくて食事に時間をとることができない人

たちがたくさんいます。そんな周りの友達や同世

代

ー ７ ー

代の方々も栄養バランスのいい食事をしたいとい

う気持ちがあっても、なかなかそこまで手が行き

届かないところが悩みだと思います。私はそんな

同世代の人たちの気持ちと一緒で、なかなか味噌

を作るまでは難しくて一人ではできませんが、コ

ンビニでこれとこれを買ったら栄養のバランスが

いいよというわかりやすい表示があったら、私た

ちのような世代が気軽に栄養バランスのいい食事

がとれるのではないかなと思っています。

それと、今回、食育セミナーに参加させていた

だいて、ＯＲＩ☆姫隊では、お米や大根を作る機

会をいただいて体験していますが、もっともっと

いろいろなところで体験できる場所、機会があっ

たらいいなと思います。

あとは、お米作りに行ったときに小学１年生の

子が田んぼの溝にはまってしまったんですけれど

も、その記憶が消えないようで、お米作りのこと

をずっと覚えています。やっぱり小さいときに肌

で体験したものはすごく記憶に残るんだなと思い

ました。「食がいのちをつくること」というテー

マですけれども、もちろん何かを食べて自分の命

になることも「食がいのちをつくること」だと思

うんですけれども、それだけではなく、地元の食

材を買って食べることも間接的に人の命をつくっ

ていることにもつながっているんじゃないかと感

じました。ありがとうございました。

（大野氏）

ありがとうございます。今日参加していただい

た皆さまからも自分ができる食育を、周りにいる

人たちも健康であるために広めていっていただけ

たらと思います。パネリストの皆さまどうもあり

がとうございました。フロアの皆さまありがとう

ございました。以上でフリートーキングを終了さ

せていただきます。



【開催概要】 【公表用】

　○開催日時：令和元年６月２５日（火）　13:30～16:00

　○開催場所：秋田市民交流プラザ　ALVE（アルヴェ）２階　多目的ホール

　○参加者数：103名

　○アンケート回収数：72枚（回収率  69.9%＝72/103、内訳  女性61人(85%)、男性11人(15%)）

令和元年度食育セミナー「食がいのちをつくること」アンケート結果

年 齢 職 業

映画を観た感想 フリートーキングの感想

セミナーは参考になったかセミナー全体の感想

20～29歳
26%

30～39歳
18%

40～49歳
21%

50～59歳
21%

60～69歳
8%

70歳以上
6%

～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳

50～59歳 60～69歳 70歳以上 無回答

学生

7%

会社員・団体職

員

18%

栄養士・調理師

30%

教員・公務員

25%

その他

17%

無回答

3%

学生 農林漁業者 会社員・団体職員
栄養士・調理師 教員・公務員 その他
無回答

非常に良かっ

た

89%

まあまあ良かった

10%

無回答

1%

非常に良かった まあまあ良かった どちらでもない

あまり良くなかった 良くなかった 無回答

非常に良かった

33%

まあまあ良かった

39%

どちらでもない

13%

あまり良くなかった

3%

良くなかった

1%
無回答

11%

非常に良かった まあまあ良かった どちらでもない

あまり良くなかった 良くなかった 無回答

非常に良かった

56%

まあまあ良かった

32%

どちらでもない

4%

無回答

8%

非常に良かった まあまあ良かった どちらでもない あまり良くなかった 良くなかった 無回答

大いに参考に

なった

65%

まあまあ参考に

なった

20%

関心を持つ

きっかけになった

8%

無回答

7%

大いに参考になった まあまあ参考になった あまり参考にならなかった 全く参考にならなかった

関心を持つ

きっかけになった

わからない 無回答



○　アンケートに記載いただいた主な意見・感想（抜粋）

・

・

・

・

・

・

・

・

・

　お疲れ様です。食の大切さを色々勉強し、参考になりました。今日、セミナーで得た知識を娘、知人、家族に伝えたいと思いま
す。ありがとうございました。（50代　女性　スーパー従業員）

　食育というとかたくるしいイメージがありましたが、食の大切さ、食品に関する知識等いろいろな側面があると気付きました。
昔は、家庭で自然に行っていたことを、今はこのような形で学ばなければならないのはさびしい気がします。
（50代　男性　教員・公務員）

　子どもの食育は、親、大人が食について学ぶ機会にもなるということも発見できました。食育を生活の一部と考えて日常的にで
きるようになるといいなと思いました。（20代　女性　栄養士・調理師）

　「食育」から子どもたちが学べることがたくさんあるのだということに気付けました。「すべての根源は食育」という言葉のと
おり、食欲が生きている。食べるから生きていける、そんな当たり前を忘れていたので、改めて思い出せてよかったです。
（20代　女性　会社員・団体職員）

　子供の頃から食は心や体を作る源であることを改めて感じさせられました。（50代　女性　栄養士・調理師）

　核家族で個食の家庭が増える中、改めて命を維持する為に生きることの根本の食べることの大切さを、これからも様々な観点か
ら育むことが重要と思われます。（60代　女性　主婦）

　”時短”という言葉が忙しい毎日をすくうようなイメージで使われています。しかし、きちんと体によいものをちゃんとみきわ
めないと、心も体もみたされないのですね。みそ、なっとう…和食のよさ…痛感しました。（50代　女性　主婦）

　参加者同士3～4人で情報交換などあればよかったと思います。この映画に興味があって参加した人ならば、ここからつながって
いくのではないかなと思いました。（50代　女性　保育士）

　今日の内容は、メインが子育て世代へのよびかけと感じました。ひろく、子どもをもつ保護者や学校でも映画を見せてほしいで
す。
　自分でいろんな選択ができる年代にも見てなにか感じてほしい、と思いました。（40代　女性　栄養士・調理師）


