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昭和27（1952）年佐賀県唐津市生まれ。食環境ジャーナリスト。日本ペンクラ
ブ会員環境委員。大分県食育事業アドバイザー。大妻女子大学家政学部ライフデ

ザイン学科非常勤講師。鹿児島県「あまみ長寿・子宝事業」推進委員。長崎県平
戸松浦観光人材協議会地域活性化事業アドバイザー。著書に「本物を伝える日本
2001年に、自然暮らしのスローライフ実現のため、家族で鹿児島県徳之島に移住。

のスローフード」（岩波書店）、「ゆらしい島のスローライフ」（学習研究社）他多数。

フードがもたらされ︑インスタント食品

北海道から沖縄まで600ヶ所の食の

求め︑また提供しようとする現場の人々

ー ﹁食育﹂ の原点が︑安全安心な食を

砂田先生も︑﹁あなたがやっているこ

の ﹁連携﹂ にあるということですね︒

現場にでかけました︒

﹁農薬漬けの野菜を都会の人はよく平

のすぼらしさが宣伝されていた頃です︒
アトピーにかかった子どもをかかえる

気で食べるもんだ﹂﹁あんたがたは一番

した︒そしてスローフードについて著書

お母さん方や︑医師ら300人に会い︑

最初に足を運んだ千葉の農家の人の話

を出している島村菜津さんを知り︑スロ

と︑それが ︵食育︶ よ﹂といってくれま

は︑今でも憶えています︒安心な食づく

ーフード運動発祥地イタリアまで行き︑

まずいキュウリを食べているんだよ﹂

りをする農家の人の話を都会のお母さん

イタリアにおけるスローフード活動は︑

組織と活動の仕組みをみてきました︒

− 消費者と生産者とが一緒に考える機

たちに聞いてもらおうと考えました︒

その家族の食生活を聞いてみました︒す
ると︑簡易な食や偏食との相関傾向が顕
著であることがわかりました︒

食のルーツを訪ねて600ヶ所
とんでもないことになっている︑と思

みができあがっており︑ワークショップ

実に体系的に食の現場を結びつける仕組
千葉県佐倉市の農家が︑減農薬の米を

は︑テキストの準備からはじめ︑政府の

会が少なかったころですね︒

こうして︑食の素材が︑どこからやっ

消費者に安心して食べてほしい︑という

いました︒

てくるのか︑自分の足で調べようと︑全

援助体制のもとにブランド化から観光事

もともと︑80年代自由貿易促進として

ので︑直接消費者に米を売ることをはじ

WTO ︵世界貿易機関︶ 設立が進められ

国の田んぼや畑めぐりを始めたのです︒

ますが︑まだ制度の締め付けがあったこ

Uが小規模農業保護政策

業とも結びつけて行われていました︒

ろですから︑﹁農業現場の取り組みを知

たときに︑E

Uの直接補助金制度の

めました︒現在ではあたり前になってい

ってもらいたい﹂という信念をもってい

を打ち出し︑E

受け入れ団体としてスローフード協会が

たからこそできたのです︒
東京広尾の母親たちの集まりで米づく

は大盛況︒お母さんたちは︑その米で炊

てくれるのか︑と心配しましたが︑結果

農家の人は︑農業現場の話なんか聞い

けてきた食の現場を結びつける企画を︑

けで空回りしてしまいます︒10年以上続

なければ︑食青もスローフードも理念だ

この国家戟略としての仕組みを理解し

作られたのです︒

いたご飯の ﹁おにぎり﹂ のおいしさに感

さらに実効あるものにするためにも︑2

りの話をしてもらう会を企画しました︒

動していました︒こうした集まりを次々

年前ぐらいから︑イタリアにおけるワー

を入れようと思いました︒

クショップの手法を取り入れた活動に力

と企画していったのです︒

スローフードと生産者保護
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