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＜特別報告＞＜特別報告＞

【写真】農研機構が研究開発した農作物等を使用した商品の数々

農対部会議事務局 菅原 忠（農林生協）

最近、わが国の食料自給率が４０％を

切ったというニュースが報じられました

が、これから先も、外国からの輸入食品

に頼っていていいのでしょうか。

一方で国内では、製造業者による偽装

表示等、食の安全・安心を脅かすニュー

スが続いています。

そのような中、 (独）農業・食品産業

技術総合研究機構（略称：農研機構）で

は、農林水産省が提唱する「食と農の再

生プラン」に沿って「ブランド・ニッポ

ン」農産物の提供を目指して日々研究に

取り組んでおり、６月に開催した特別学

、「 」習会(本紙５３号参照)では はまさり牛

の講義等を受け、研究開発の力強さを感

じたところです。

こうしたことから、食料自給率の向上

と、食の安全と安心の確保への取り組み

へ参画することが、農林生協の特徴を生

かした活動の一つであるという思いがあ

ります。

農林生協は、戦後、あらゆる物資が不

足する中、安くて豊富な物資を安定的に

供給することを使命に誕生しました。時

は流れ、すべてが飽和状態となっている

現在、農林生協が目指すべき方向は、食

品分野では安心・安全な食品の供給活動

。 、 、と考えています そこで 農林生協では

農研機構と連携し、研究開発された農作

物等を使った製品の販売や新商品開発へ

の参画が必要ではないかと考え始めてい

ます。例えば、本省、地方農政局等の職

員・農林生協組合員の皆さんに、一つで

も多くの製品を開発の経緯なども含めて

、 。ご紹介し 販売していきたいと思います

全ては、国内の食料自給率の向上のた

めであり、食品の安心と安全の確保のた

。 、めです 農林生協がその一端を担えれば

農水省職員・農林生協組合員の皆さんに

新製品をいち早く提供でき、また、農林

生協の活動が社会貢献でき、すばらしい

のではないか・・・と思うのです。



【 】【 】【【 ZOOM UPZOOM UP

～（株）リアス 坂詰直樹さん～

【写真】岩手県のわかめ漁師さん達と坂詰さん（写真手前）

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
私が、食糧の生産と消費を結ぶ研究会

（略：生消研）に入会しようと思った大き

な理由は、自分の家族に安心な食材を食

べさせたいという想いからでした。

私の職場である千葉県船橋市八木が谷

にある（株）リアスでは、国内産一級品の

海藻類の製造・卸のほか、会社の１Ｆにあ

（ ） （ ）るアンテナショップ 有 玉藻屋 たまもや

で直接販売を行っております。漁師さんな

どの生産現場の訪問・製造・消費者との

交流など一貫した流通に携わり『生産者と

消費者の架け橋』として展開させていただ

７月２４日（火 ・２５日（水）に開催した第）
１２９回生産と消費を結ぶ連絡会活動に、食糧の
生産と消費を結ぶ研究会（略称：生消研）の加盟
団体である（株）リアスの皆さんが生消研の皆さ
んとともに、初めて参加されました。 農の未来
塾編集部では （株）リアスの坂詰直樹さんに海、
藻類の製造・卸・販売にかける想いやこれからの
意気込み等をインタビューしました。

いています。

「生消研」との出会いは、千葉北部酪

農農業協同組合の信川さん・川合さん、

生活協同組合の秋山さん、そして千葉県大

栄町にある藤崎牧場の藤崎牧場長とで活動

している「モーモー探検隊」という月に一

度、畑や水田、牛の世話などの酪農作業

を四季を感じながら年間通じて家族で体験

できるという、とても素敵な食育活動に私

も参加した時に「生消研」の代表・石井さ

んが講師としていらしていたことがきっかけ

となりました。

「生消研」の活動では、日本の食の玄

関である農林水産省の職員さんや組合員さ

ん 「生消研」のほかの会員などと交流が、

でき、またNPO法人の食農研センターの理

事長である滝澤昭義先生の講演を聞けるな

ど、幅広く勉強させていただいています。

食物が豊かになると、逆に、本当に安全

な食材を手に入れようと思っていても、容

易なことではないと考えます。食物がいつ

でも手軽に手に入る時代となり、食物に対

する感謝の気持ちや食に無関心な人が増え

ている原因のひとつとして、消費者に向け

た情報が少ないからだと思われます。地道

なことですが、消費者には交流や食育など

を通じて、より関心を持つように訴えていく

ことが大切です。

消費者が食に興味を持つことによって食

料自給率向上につながり、より安全な食物

が流通されるのではと考えます。そんな活

（ ） （ ） （ ）動を 株 リアス・ 有 玉藻屋 たまもや

や、私個人、そして「食糧の生産と消費を

結ぶ研究会」を通じ、追求していきたいと

思っています。



生産と消費を結ぶ連絡会活動・

特別活動報告

【写真左】今回作成した

アレンジメントフラワー

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

（ ） 「 」７月２５日 水 に 生産と消費を結ぶ連絡会
活動の特別活動として、フラワーアレンジメント
教室を開催しました。今回は 「アレンジメント、
フラワーで夏のお部屋の涼を演出してみません
か？」と題し、３０分で手軽に作れるランプ風ア
レンジメント（写真）に挑戦しました。フラワー
コーディネーターの藤澤みゆきさんの優しいご指
導のもと、和やかな雰囲気で思い思いの作品を作
りあげました。
当日参加された方々から感想を寄せて頂きまし
たので、ご紹介します。

【写真】 参加者の皆さん（後列右から、講師の藤澤さん、農
村振興局の秋田さん、大臣官房統計部の久米さん、地本書
記局の大貫さん、総合食料局の足立さん、前列右から、藤澤
さん、農村振興局の赤川さん、農村振興局の西方さん）

（ ）赤川早苗さん 農村振興局土地改良企画課
今回、私が参加することになったきっかけは、

他の課の方から声をかけていただいたからで
す。当日の話で急でしたが、折角のお誘いなの
と素敵な企画なので、参加させて貰うことにしま
した。始める前に、先生の見本のフラワーアレン
ジメントを見て、こんな感じに仕上げるというイメ
ージをもちました。花、ハサミ、グラス等必要な材
料は、1人1人に用意されていたので、手ぶらで
参加出来たのが良かったです。花を挿す順番や

秋田敦子さん（農村振興局事業計画課）
今回で2度目の参加となりました。前回参加した時

は、“母の日”をテーマとした、カーネーションがメイン

のアレンジメントでしたが、今回は、鮮やかな黄色の

花々とワイングラスを使用した、夏らしくも涼しげな作

品でした。作業は、藤澤先生のご指導を仰ぎながら、

花の広がりの大きなものから順番に、グラスに入って

いる吸水性のスポンジに差し込んでいきます。全体が

球状にまとまるように仕上がりをイメージしながら、茎

の長さや差し込む角度を調整していくのですが、スポ

ンジの中で茎同士がぶつかり合ってしまい、なかなか

思うようにいきません。

ほとんど“工作”のように花と向き合うこと、約30分。最

後に、枝から切り分けた葉を、花と花の隙間を埋める

ようにして差し込み終えると、なんとなくそれらしい作

品が出来上がりました。

フラワーアレンジメントは、この花はどこの位置に持

ってこようか、もっとこの部分は緑を多くしよう、など、

ひとりの世界に入りながら進めていくため、時間があ

っという間に過ぎていきます。また、花に没頭できた

時間と、出来上がったきれいな作品が、あとに爽快感

を残してくれます。教室に通う手間も時間もかからな

い、この東京地本「農対部会議」特別活動フラワーア

レンジメント教室、またぜひとも参加したいです。

挿し方など、先生の丁寧な説明を聞きながら、全
体が丸くなるように挿していきました。難しかった
ことは、オアシスに茎がなかなかささってくれない
こと、茎同士が交差してしまったことです。出来
上がりは先生のアレンジとはほど遠く、自分のセ
ンスが無いことが分かりましたが、参加した方達と
楽しく、花に癒されながら出来たので、良い体験
でした。誘ってくれた方に感謝しつつ、大切に大
切に持って帰りました。

西方常子さん（農村振興局地域計画官）
今回の教室の誘いの声をかけて頂いたのは、

当日の時間もぎりぎりの17時ちょっと前でした。１
人では、ちょっと心細いので課外の女性に声を掛
け一緒に参加しました。完成イメージ写真を見せ
て頂きましたが（小さすぎ・モノクロのため）どんな
物かイメージが掴めませんでした。会場には、１人
分ずつセットされ、作業がすぐに出来る体制が出
来ていいました。最初に先生の説明があり、指示
に従い作業開始。しかしながら先生の説明通りオ
アシスに差し込むのが難しく、見本のようにはなか
なか出来ません。センス（性格）のない自分にがっ
かりしながら、形作りお互いに誉めあいながら帰宅
の途に着きました。車中お互いに、声を掛けてく
れた方に感謝・人とのつながり等を話し、自分の
作った物を見て心温まる思いで帰宅し、早速玄関
に飾りました。
家人も綺麗ねと言ってくれました。参加して本当
に良かったと思っております。



お母さんにおまかせ弁当(国産素材95%達成) でおなじみ

石井正江の簡単！美味しくクッキング

材料（２人前）

作 り 方

recipe No.28

「 」かんたんナポリタン

160gスパゲッティー
（ ）玉ねぎ 小 個1 100g

120gボンレスハム（ブロック）
マッシュルーム（生） 個5
ピーマン 個5

30gパルメザンチーズ
10gバター

塩 少々
2オリーブオイル 大さじ
2トマトケチャップ 大さじ

１．玉ねぎは縦薄切り、ボンレスハムは７

、 、～８ｍｍの棒状 マッシュルームは薄切り

ピーマンはヘタと種を除いて縦に細切りに

それぞれします。

２．スパゲッティーを茹で始めます。その

間に、フライパンを熱してオリーブオイル

と玉ねぎを入れ、中火で炒めます。

３．玉ねぎがしんなりしたら、ハム、マッ

シュルーム、ピーマンの順に入れてサッと

炒め、トマトケチャップを加えて全体にな

じませます。さらにスパゲッティーの茹で

（ ） 、 、汁 大さじ２ を加えてのばし 味をみて

塩気が薄ければパスタの茹で汁を、濃けれ

ば水を少々入れ、お好みの味加減にして火

を止めます。

１．そこにスパゲッティーとパルメザンチ

ーズを加え、フライパンをあおるようにし

ながら良くあえて全体にからめます。最後

。にバターを加えてからめたら器に盛ります

【ポイント】

① お好みでニンニクやとうがらしを入れ

パルメザンても良いですが、その場合は、

チーズは入れないて下さい。

② 野菜を使ったナポリタンにパルメザンチー

ズを使う場合は、良いものを使いましょう。

コラム

数字音痴

またマイケル先生の話で恐縮だが、とにか

く西暦にしても、何かのシェアにしてもすらす

らと数字が出てくる事にいつも感心している。

確かにアメリカの歴史となると、建国 年弱300
だから、石器時代から 年以上を学ばなけ2000
ればならない日本に比べ楽だと思う向きもある

かもしれないが、それでは、日航機御巣鷹山墜

落事故は何年？阪神大震災はいつ？地下鉄サリ

ン事件は？アメリカの同時多発テロは？と聞か

1985 8 1995 1 1995 3れて、 年 月、 年 月、 年

月、 年 月と答えられる人は何人いるだ2001 9
ろう。自分が過ごしてきた時代の事件・事故は

覚えていても、それがいつ起きたかを既に忘れ

ているのである。

昨年８月に訪れた資料館で「私たちが生きた

世紀」という本を見つけた。その中に「人20
類の歴史が文字で記録されるようになってか

ら、 年を経たが、ウィリアム・デュラン3421
という学者の説によれば、戦争がなかった年は

たったの 年、とくに第２次世界大戦終結268
後世界が完全に平和だったのはわずか 年だ26
という 」というくだりがある。。

ということは、戦後 年のうち、半分以上62
の年月は世界のどこかで人類が戦争をしてきた

ということになる。

なんと平和惚け状態で私は日々を過ごしてい

る事よ！と、このように数字を突きつけられる

と愕然とする。

私の若い頃には、職場にまだ戦争体験者がお

られて、確か体験談を聞く学習会が開催された

。 、 、ことがある 今 職場の年長者となった自分が

戦争の恐ろしさを語る言葉を持たないことを残

念に思う。せめて、歴史をたどる意味で帰りに

隠れたベストセラーという昔懐かしい横長の歴

史年表を本屋で求めよう。

（久米妙子）


