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集 金子農園 有機農業への想い 

～次の世代へのより良い世の中をバトンタッチするため～ 

園 金子智行 
 

「すいま 途上中

の金子農園ですが、このたねまき新聞へ掲載していただけるという事で、恥

村の事を書かせていただきたいと思います。私は大学を卒業してすぐに某ＦＣ飲食チェーンの社員となり、

2

らいました。野菜の仕分けをしたり、配達について行かせ

てもらった
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金子さんとご家族

特

金子農

せん、来週の出荷は難しそうです・・・」 そんなやり取りをまだまだ繰り返している発展

ずかしながら私の事、私の住む阿

智

006 年からはのれん分け独立しお店を経営していました。その間多くの「食の安全」の問題（雪印・牛肉

偽装・中国野菜残留農薬・狂牛病などなど）に直面し対応を迫られていました。そして、「９.１１」「リーマ

ンショック」「３.１１」のような場面で見えてくる社会の矛盾などを肌で感じているなかで、この先の世の中

に不安を覚えるようになっていきました。次の世代へより良い世の中をバトンタッチする為に自分ができる事

は何だろうと考えて、出した答えが「地方の農山村を環境負荷のかからない安全な有機農業で盛り上げる」と

いう所に行きつき、2012 年に長野県阿智村へ移住し、ベテラン有機農家「市川勝彦」さんへ弟子入りする

こととなりました。いろいろ端折りましたが、私が有機農業を始めた経緯はこのようなことでした。 

  

私と生活クラブさんの出会いは、市川さんの所で研修を始めた 1 年目の 6 月に「流通の現場を見てきなさ

い」とのお師匠様のお言葉で 3 日間、生活クラブのお手伝いをさ

せても

りして、どのように畑からお客様のもとへ野菜が届く

のかを経験できました。おかげで収穫の時や梱包作業をする時な

ど、どのようにしてこの野菜が動いていくのかイメージすること

ができます。本当に貴重な経験となりました。 

  

私が移住し就農した長野県阿智村は、長野県の南部で名古屋か レタスの圃場の様子



ら車で 1 時間 30 分（高速）の所にあります。

近「日

「阿智ゆうきの風」と名古屋生活クラブ 

『阿智ゆうきの風』は 2011 年に長野県南部にある阿智村で結成した若い生産者を中心としたグループです。 

 然環境が壊され、農村、農地が大切にされなくなっている現状を何とかしたい。そしてその思いを有機農業とい自

本一の星空」という事で多くの観光客が訪

れてい

因は、本

売していますが、出荷先の中心は生活クラブで

す。金子農園が力を入れている作物は、ちょうど今が旬の「スナップエンドウ」夏には「トマト」「ズ

ッキーニ」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ると少し話題になってきていますが、私が

移住を決めた 大の要 当に美しい「農山

村風景」でした。このような所で生きていきたい、

そしてこの素晴らしさを多くの人に伝え、残して

いくべきだと今でも思っています。そんな阿智村

には市川さんを中心に多くの有機栽培農家が集ま

っています。そして結成されたのが「阿智ゆうき

の風」です。毎年 4 月下旬～7 月上旬と 9 月上旬

～12 月上旬にて「ゆうきの風野菜セット」を販売

させていただいております。阿智村の風と私達有機

バーの近況や阿智村の様子を掲載したチラシも毎週お付けしておりますので、是非ご利用ください。 

  

後になりましたが、金子農園の宣伝をさせてください。金子家は 4 人家族で、妻は農産加工所で働きな

がら農業を手伝ってくれています。個人向けの野菜セットも販

う行動で実践したい。さらに、地域と自然を守り阿智村を有機農業で盛り上げたい。そういう想いを持った阿智村の新

規就農者がベテラン農家の市川さんと出会い、結成されました。 

 古屋生活クラブでは大人気の野菜セット、『阿智ゆうきの風野菜セット』を中心に多くの野菜を出荷して下さってい名

ます。 

 た、市川さんと金子さんは農業の他にも活動を行っています。ま 市川さんが主催する、みんなで協力して栽培した無

農薬の「支援米」を直接南相馬へ届ける活動『被災地支援米プロジェクト』に金子さんが合流。2014 年 8 月には金子さ

んが中心になって、福島県の子供たちに少しでも放射能の心配のないところで活動してもらおうという、いわゆる保

養プログラム「つながる福島 Jr.ユースキャンプ in あち」を開催しました。このプログラムは今も続いており、精力的に

活動するハートのある方々です。(村島) 

 

 

農家の思いを込めて野菜を送っております。また、各メン

ありま

「オクラ」秋は「モロッコインゲン」冬の「長ネギ」です。まだまだ安定した生産には至りません

が、会員様のニーズに応えられるように頑張ります。これからもよろしくお願いいたします。 

 

 
                       
 

阿智ゆうきの風のメンバー（手前左が市川さん） 

美しい阿智の夜明け
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～子どもたちの未来のために私たちのできること２～

電力自由化と脱原発 

2016 年 4 月 1 日から電力の小売り自由化が施行され、一般家庭でも電気を選ぶこと
が可能となった。それに伴い、ガス会社や携帯電話会社、ネット企業なども含めて電気

の安売り合戦が激しさを増している。一方で、電力小売り自由化に伴い、脱原発のきっ
かけになるとの期待も高まっている。実際はどうなのか。 

始まった東電離れ 

昨年 12 月に行われた世論調査によると

電力自由化が始まったら、東京都民の 56％

が「東電から電気を買わない」と回答した。 

理由の第一は「より安い電気を使いたいか
ら（35.3％）」で、第二が「原発の電気を使

いたくないから（28.2％）」だった。 

福島原発事故で、東電は被災者への補償

金や除染・廃炉など、膨大な対策費用を必

要としているが、その多くは国民の税金か

ら国が補填している。国の支援がなければ
東電はとっくに破綻しているはずである。 

また、これまで、すべての電力会社は「総

括原価方式」と呼ばれる国の制度で、かか

った費用はすべて電気料金に組み込み消費

者から吸い上げて、損失は絶対起きないシ

ステムで守られてきた。原発誘致のための

予定地への賄賂まで、電気料金に含めてい

た。こうした電力会社優先の時代は、電力

の小売り自由化によっていよいよ終わろう
としている。経産省によれば今年 1 月 18

日時点で、登録を済ませた電力小売り業者
の数は、全国で 130 社に上る。このきっか

けになったのは、現在、電力会社が保有す

る送電網を小売業者が利用できる「託送料
金制度」を、経産省が昨年 12 月 18 日に認

可したからである。しかし、本格的に自由
化が始まるのは発送電分離が始まる 2018

年からである。それまでは、送電網は電力

会社のものであり、完全自由化ではない。

抱合せによる電気料金 

現在、競争が激化している小売業界の電

気料金安売りキャンペーンの多くは、電気

料金と携帯電話やガスとの抱き合わせで、

これまでの売り上げをさらに伸ばそうとす

るものである。それらの小売業者の電力調

達先には電力会社も含まれ、原発の電気も

当然含まれることになる。小売り業者が自

社の購買電力の内訳を明らかにするかどう

かは不明であり、業者によっては「今後も

明らかにできない」と明言している所もあ

る。国は「小売業者が電源構成比を明示す

るかどうかは努力目標である」として、義

務化していない。従って、電力自由化が即
ち脱原発につながる訳ではない。 

再生可能エネルギーを自力で 

新規登録された電力小売業者の中には、

地方自治体や生協、地域の企業など自力で

再生可能エネルギーによる電力を作り、販

売を目指している企業も出てきている。こ

うした小売業者はもちろん電源構成を公表

し、それを売りにして販売網を広げようと

努力している。当面の販売価格は、必ずし

も電力会社や大手小売業者のそれには及ば

ないかもしれない。しかし、そうした志の

ある業者が増えることこそが脱原発につな

がる。消費者の選択がそれを保証するので

ある。例えば、福島原発事故のあと脱原発

を国の目標に掲げたドイツでは、農家を中
心としたバイオガス発電所が5000 基以上

稼働している。2014 年度のドイツの再生可

能エネルギーによる発電比率は全電力の
26.2％で、初めて原発（15.8％）や石油

（17.8％）を超えて最大の割合になった。

それに伴う雇用も増加している。 

電力自由化を脱原発の力に 

既に述べたように、電力自由化が自動的

に脱原発につながる訳ではない。しかし、

それをもたらすのは一人一人の市民の自覚

であり意思である。未だに終わらないチェ

ルノブイリとフクシマを未来の教訓にでき

るのは、私達自身であることに自信をもと
う。（河田 昌東）

このコラムは、チェルノブイリ救援中
部機関誌「ポレーシェ」2016年3月号
掲載の河田さんのコラム（1月24日寄
稿）に、ご本人の了解を得て、時期に
係る若干の修正を加えて転載させてい
ただいたものです。

2016年6月11日（土）13：30～16：30　名古屋YWCA405号室（地下鉄「栄」東5番出口より東へ2分）にてチェルノブイリ救
援中部の通常総会と福島の大内有子さん（福島市で果樹農園を営む。救援中部の福島支援のきっかけとなった方）をお迎えして
の交流会を開催。３０年目のチェルノブイリ「スタディツアー」報告もあり。参加費500円。参加できる人数に限りあり。参加
を希望される方は、必ず、事前にチェルノブイリ救援中部事務局までご連絡下さい（052-228-6813 月・水・金10時～17時）。



配達員が行く！（１）〝手作り部長〟編 

こんにちは。配達スタッフの筒井です。 

聞編集長の森田から依頼がありましたのでお恥ずかしながら一筆。

産者の方の熱い思いや取組み、河田先生や渡部先生の貴重な話の中で僕でいい

の？？と恐縮しますがどうせ難しいことは書けないのでいつもの軽いノリでいき

 「手仕事」をテーマに！ということでしたので、何を伝えられるか、と自分の

やった手仕事を振り返りました。正確な定義もないので市販で買えるものを「自分の手を加えて作ってみた」

くらいで考えると、味噌は今年で７年目になりますが毎年２，３種類、他には梅干、

ふりかけ、らっきょう、紅生姜、甘酢生姜、かりん酒、みりん、甘酒、ベーコン、ソーセージ、豆腐、油揚げ、

梅肉エキス、漬物は糠漬け、沢庵、べったら漬、キムチ、白菜糀漬、かぶ千枚漬け、干し

ネギ、生姜、干し柿、干し林檎、干し芋、柿チップ、さといらずの煎り豆、イクラ醤油漬け、トマトソースや

ホワイトソース、デミグラスソースなども作りました。少しずつですが料理もするようになりました。 

大豆か、配達先の会員さんのご

自分の知人や担当しているコースの会員さんを集めて

手作り味噌を普及させる活動「味噌カツ」（手作り味噌推進活動）も今年で４年目になります。初年度は相手

も１人でしたが、今年は僕が教えた知人の元で作った人を合わせると３０人近い人が興味を持って味噌を作っ

てくれました。 

味噌かなと思います。 

そして自分がせっかく作った味噌だから美味しく食べたいと考えると、味噌汁のダシや具材にも拘りたいと

思うのでは…。僕自身がそうでした。味噌作りが僕の手仕事の原点だと思います。 

 数年前までは麦茶さえ作らなかった僕です。そんな僕でも興味を持ってやってみればそこそこのことはでき

ました。興味のある方、是非やってみて下さい。簡単に安く何でも手に入る時代ですが、あえて自分の手でや

ってみて下さい。素材の大切さが実感できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
「手間をかけてみる」 

 

 たねまき新

生

ます。 
部長による味噌作り会の様子

梅酒、梅ジュース、紫蘇

物は切干大根、人参、

  

今回はやっぱり味噌作りについてかな…。はじめにも書きましたが今年で７年目になりました。毎年米味噌２

種類くらいと今年で豆味噌が２回目の仕込みで作りました。（前号の簔口さんのように大豆や麹作りからして

いるわけではありません。あくまでも小遣い父ちゃんが自分の趣味でできる範囲ですのでご了承ください。）

麹は小池さんやマルカワさんの麹を使い、大豆も名古屋生活クラブの生産者の

主人が無農薬で作っている大豆を買って使っています。

 

 僕たちの身近な調味料の味噌ですが、意外と何でできているのか知らない人も多くみえます。実際に自分で

材料選びから始め、麹や大豆の種類、割合を変えることで出来上がりに違いができます。同じ味噌でも出来上

がってすぐの１１月頃と更に熟成させた数ヵ月後では味も見た目も違ってきます。手作りって美味しいを も

実感しやすいのが

 

 

筒井の手仕事のほんの一部 

「味噌カツ」以外にも筒井の手仕事ぶりは

日々名古屋生活クラブのフ

ップされていています。過

ャレンジもぜひチェックしてく

ァエスブックでア

去のさまざまなチ

ださい！ 右が手作り梅肉エキス
4 
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どろんこ村ファームステイ記
 

回の議題は、①「親分」をどうする

うことはみんなで合意していた（みんな鶏肉が食べたい）。 

歯切れの悪い小学

スとマイナス考えてみる？」わたしは

つかれて青あざができた  

コーと鳴く声が大きくてうるさい  

？くらいしかでてこなかった。 

 

い を切るか？ だれが押さえるか？ みんなファームスティのときに

「 しったことはある｣ので話し合いはスムーズにすすむ。ただ一人

 どんなふうになるだろうか。 
（どろんこ村 渡部千美江） 

 

たねまき新聞を何日か干してやっと読み始めました。 

当にもう少し体が元気なら、自分に出来る事もあるに違いないと思いますが、もう名古屋に行ける日は来ない

い、くやしいばかりです。 

が、ラーメンは食べるな、コーラは飲むな、マクドナルドも、ハムやウインナー

洗剤も液体石けんでした。それ以来、無農薬や無添加のものにこだわるようにな

っ ・と思って来ましたけれど、子供の頃より皮ふは弱く、

を切るか？ だれが押さえるか？ みんなファームスティのときに

「 しったことはある｣ので話し合いはスムーズにすすむ。ただ一人

 どんなふうになるだろうか。 
（どろんこ村 渡部千美江） 

 

たねまき新聞を何日か干してやっと読み始めました。 

当にもう少し体が元気なら、自分に出来る事もあるに違いないと思いますが、もう名古屋に行ける日は来ない

い、くやしいばかりです。 

が、ラーメンは食べるな、コーラは飲むな、マクドナルドも、ハムやウインナー

洗剤も液体石けんでした。それ以来、無農薬や無添加のものにこだわるようにな

っ ・と思って来ましたけれど、子供の頃より皮ふは弱く、

（３） 
 

 毎週土曜日の夕食後はどろんこ村の「育てて食べる家族会議」 

か？   今

「親分」とは庭の鶏小屋にいる大きなオスのこと。 

我が家の冷凍庫の鶏肉の在庫がなくなって、どれか鶏をつぶそう

とい

その一番の候補が「親分」。 

しかしいざそれを決定するとなるとなんだか

生のチヒロちゃんとサクラちゃん。 

「食べるために育ててるんだから、遅かれ早かれ食べるよ」ヒロ

シが言う。 

提案する。マイナスは、 「じゃあ，今親分がいるプラ

◯去年の鶏をいじめる  
◯エサをやりに行ったとき、足をつ

◯だから怖くてタマゴも拾いに行けない  
◯コケコッ

盛り上りを見せたマイナスとちがってプラスは考えても考えても、 
◯ユリナちゃんのめざまし

そして親分を肉にすることが決まった。 

つやるか？ どうやってやるか？ だれが首首

見たことはある」「押さえたことはある」｢毛をむ見たことはある」「押さえたことはある」｢毛をむ

藤原君だけは「やったことなーい」 藤原君だけは「やったことなーい」 

ヒロシは手を出さず、研修生と小学生だけで行なう初体験はヒロシは手を出さず、研修生と小学生だけで行なう初体験は

 

投稿コーナー 

 

投稿コーナー 

 本 本

と思と思

 思えば高一の時の家庭科の先生

も危険と教えられて、調理実習の

 思えば高一の時の家庭科の先生

も危険と教えられて、調理実習の

て40年余り。同じ様に授業を受けても何で私だけ・・て40年余り。同じ様に授業を受けても何で私だけ・・

10代の頃から木綿が好き田舎が好きだったのは、本能的にCS（Chemical Sensitivity：化学物質過敏症）になる

危険を探知して避けていたのかもしれません。まあ、一番は40年も拒食症で食べれなかったから、こうなっちゃっ

の

出来なくてごめんなさい。でも影ながら応援するので、頑張って下さーい。（ピンクのブタさん） 

たんだろうと思いますけど・・・。拒食症の人は死ぬ気で食べて下さい。と若い子には言いたいけど・・・。 

 40年前は変な人と思われたけど、今無農薬に関心が高まったのは、ガンやアレルギーの人が増えたせいと思いま

す。 

 このままでは、きっとCSの人も増えてくるでしょう。あまりにも化学物質に囲まれる生活になってしまっている

と思います。少しでも早く自然な生活に近づくよう多くの人に気づいてほしいなあと思うばかりです。 

 普通に農薬や除草剤や殺虫殺菌柔軟材の香料は強くなるばかりで、地球を汚さない事が、子孫への財産になる

と思うのだけれど・・・。 

 何も
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レシピ：野菜のテリーヌ  
        

cm) 

【材料】 

・グリーンアスパラ  10本 

・人参        1/2本 

      大２枚 

１袋 

    小さじ2/3 

 

作

人 cm ャ、

ッコ る。ブロッコリーの芯は皮をむき、

人参と同じ大きさに切る。しい

えびは殻と背わたを取り、まっすぐになるよう竹串を刺し、白ワインを小さじ２入れた湯でさっと茹でる。 

人参、ブロッコリー、グリーンアスパラ、カボチャは塩湯で色よく適当なかたさに下茹でする。 

５. （４）を少々流し、ブロッコリーの芯、人参、

６．２cm ほどのカットした野菜テリーヌにドレッシングをかけ、マヨネーズソースを飾る。 

 

 

 

 

（大交流会準優勝レシピ）

            

 パウンド型１本分(底部・縦８cm×横１２cm×高さ７cm、上部・縦１１cm×横２１cm×高さ７

・キャベツ      4枚 

・ブロッコリー    １房（芯も使用） 

・しいたけ

・カボチャ      100g 

・天然えび      10尾 

A：水    100ml 

   粉寒天  4～5ｇ 

  （オーサワ）野菜ブイヨン 

  チョーコーかけぽん  小さじ１ 

  しょうゆ       小さじ1/2 

    塩                

 

 

 

 

 

【 り方】 

１. 参は皮をむき、約１cm×１ ×１2cmくらいの長さに切る。カボチ グリーンアスパラも長さ12cm

くらいに切りそろえる。ブロ リーは房をはずし、適当な大きさに切

たけは千切りにする。 

２. 

３. キャベツ、

４. (A)の分量の水を沸かし、ブイヨンを溶かし、醤油、塩、チョーコーかけぽんで味を調え、粉寒天を加え、

1分ほどよく混ぜ、寒天を溶かす。荒熱を取る。 

パウンド型にラップを敷き詰め、茹でたキャベツを敷き、

２段目にグリーンアスパラ、人参を詰め（４）を少々流し、さらに竹串を抜いたエビを詰める。千切りに

したしいたけは（４）を小なべに50mlほど加え、さっと火を通し、あら熱が取れたらエビの上に詰める。

ブロッコリーは（４）にくぐらせた物を並べ、（４）を少々流す。カボチャを並べ、残りの（４）を流し

たらキャベツでふたをして、ラップで包み上に重ねて乗せて冷蔵庫で４時間ほど冷やす。 

 

マヨネーズソース 

  マヨネーズ   20g 

牛乳     小さじ２ 

   すりごま   小さじ１ 

ドレッシング 

  オリーブオイル   大

  レモン汁      大

  粒マスタード    大

  はちみつ      小さじ１ 

さじ３ 

さじ２ 

さじ１ 
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～
 

会員さんのお店紹介～ 

allery Cafe Rosily  (愛知県春日井市) 

される奥様の横井和子さん。 

ト

床

アタ製品。 

コレートソースやアイスクリーム

１０年前に開店したときは店内禁

店内には、インドネシアのバリ島

料、コーヒー豆、手作り洋菓子などと共に、販売されています。 

？ 

した。 

人参の糠漬け、

干し大根の味噌煮。２種類のサラダが付き、バター

ロップかけカスピ海ヨーグルト。体に優しく、大満足のランチです。 

G
 
「物語」を売るお店です。と話

結婚するまでお店とは全く縁がなく、手探りでのスター

でした。 

壁・漆喰・天竜杉など、天然素材だけで作った建物の土

下には備長炭が２ｔほど埋設され、店内は木製のテーブル

に椅子、荷物入れ・ランチョンマット、コースターなども

天然素材の

心と体に優しい食事は無農薬・無化学肥料・無添加。東日

本大震災後はベクレルフリー。手作りにこだわり、電子レ

ンジやＩＨなどの電磁波を出すものは使いません。ドレッ

シングはもちろん、チョ

もすべて手作りです。 
 

煙がまだ珍しく、当初、灰皿を要求するお客に

禁煙であることを告げると激怒して帰られる方も多数いたそうです。 

特産のアタ製品が並べられ、醤油や酢などの調

味

いらした方が癒しの空間と感じられ、ホッコリとした時を過ごしていただけたら

この上ない喜びだと語る和子さんのこだわりをぜひ体感してみませんか

（取材 黒澤裕子） 

 
 
 
 

 

 

 

 

    

 

 
 
 
取材は５月、美人食ランチをいただきま

これが玄米というほど軟らかでもちっとしたご飯、大根と ポテトコロッケには肉じゃが風味の

ソイミートがひき肉のように隠され、歯ごたえのある切り

の香りのコンソメスープ、甜菜糖のシ

 
 
 

 

チョコミントパフェ 

メニュー 

１０：３０～１４：００ 

おすすめは週替わりの一日限 チ。肉魚卵を使わず、穀類、野菜、豆類、乳製品のみで作り

ます。飲み物は数種類から、スイーツは３種類から選べます。スイーツの一番人気は月替わりのオリジナルパフ

チョコミントパフェです。カレーランチも、飲み物、スイーツ付き。どちらのランチセットもスイー

美人食ランチは予約したほうが無難です。 

あります。 

定３０食、美人食ラン

ェ。６月は

ツにより、１４９０円～ 

１４：００～１６：００ 

おそランチ。カレー、カレーごパン、 

玄米リゾット、ベジかつサンドの４種類から選べます。 

こちらも飲み物、スイーツが選べます。１３８０円～  
飲み物、スイーツは全時間

ホームページおよびフ
ェイスブックのリンク

住所） 南の一つ目の信号（郵便局とトヨタレンタカーの間）を右

折、３００ｍ先の信号を１００ｍ直進左側

駐

愛知県春日井市堀ノ内町２－１１ ※神領駅

 
営業時間）１０：００～１７：００ 電話）０５６８－８２－９６６６ 

車場） １２台   定休日）日曜日   
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た
 

ねまきクラブからのお知らせ 

 
イベントスケジュール 

 
 
 

編集後

★夏間近！「ケニア山の紅茶」でアイスティーはいかが！？ 

リットルの水に対して、茶葉 10ｇを入れて（お茶パックに入れても OK）、3～４時間おいておくだけ。す

ーくおいしいですよ。お湯は作るより、カフェイン濃度が低めになります。（ケニア山の紅茶、次回取扱は

す。）昨年、購入したピーマンの苗が今年も花芽をつけました！ピーマンって 1 年草ではなかった

興味ある方は配達員に声かけていただくか、TEL でお知らせください。（森田） 

6 月 7 日（火） たねまきクラブ おしゃべり会（岡崎リブラ）10：00～ 

6 月 13 日（月） 扶桑中央公民館：交流会 10：00～13：00 

スーパーに並 たくさん使われています。野菜には農薬

。食の安全性よりも、経済性が重視されている世の中

になっている気がします。この機会にいろんなことを聞いてみませんか？ 

県） 

 

6 月 6 月 4 日（火） パン作り教室（わっぱん） 

ぶ食品を見ると、添加物が

がたくさん使われています

 

6 月 18 日～19 日 三上さんりんごの袋がけツアー（青森

7 月 7 月 8 日（金） た

7 月 30 日（土）【夏

ねまきクラブ おしゃべり会（名古屋）10：00～ 

休み企画①】被災地支援カフェ第 2 弾「南相馬うなぎカフェ」（仮称） 

8 月 月 6 日～8 日【夏休み企画② ）8 】「米農家を巡る『東北の旅』中村さん（福島）＆小関さん（宮城

に会いに行こう！ 

記 

１

ご

6 月 3 週で

と知ってびっくり（Y.S.） 

★たねまきクラブおしゃべり会 in 名古屋が 5 月 19 日ありました。試行錯誤で始まったたねまきクラブ。「た

ねまきクラブって何するの？」そんな質問をたくさんいただきながらスタートし 2 回目を迎えました。11 人

のご参加でした。以下、参加された方の声です。次回たねまきクラブおしゃべり会の日程も決まりました。ま

だまだメンバー募集中です。

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

たねまきクラブ おしゃべり会に参加した方の声 

★たねまきクラブのおしゃべり会に参加できなかった人にも、おしゃべり会の報告ができるといいかもし

 

れません。社長のお話などとても参考になります。 
★食を考えることが大事 そして食に興味を持っ

方々とつながっていきたい。 

物、調理、片付けまで自分でやって弁当を作る）。高校生や大学生向け

だと思うので、いろいろなことを知って考えていきたい。

た

★親だけでなく子どもたちと土日に工場見学してみたいです。 
＜企画してみたいイベントは？＞ 
子ども向けの食の教室（農薬って？添加物って？）。魚のさばき方。料理教室。愛知県外では広まりつつ

ある“お弁当の日”（子どもが買い

の食のクラス（妊娠前の体づくり）。 

８
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