出会う
つながる
支えあう

全国180 以上の生産者が自慢の食を携えて、大試食販売会！

（日）
10 時〜 15 時
（雨天決行）
■開催日時 2011 年 10月23日
■開催場所 神戸国際展示場 2 号館（神戸コンベンションセンター）

「2011 年秋・よつ葉交流会」
を開催します
ポートライナー・市民広場駅下車すぐ
※三宮から約10分、
大阪から約1時間

◆ 2011 年 10月23 日
（日）10 時～ 15時

阪神高速道路 名神高速道路

★雨天決行

大阪(伊丹)空港
JR新幹線

◆ 神戸国際展示場 2 号館（神戸コンベンションセンター）
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ポートライナー・市民広場駅下車すぐ。三宮から約10 分、大阪・梅田から約1時間

全国各地の生産者の皆さん、よつ葉の会員の皆さん双方から、
『良かった。楽しかった！』と感謝の声
で大いに盛り上がった昨年春の交流会。皆さんからの『来年も必ず開いてね』の声に励まされて、今年
も『秋のよつ葉交流会』を開催します。
今年は、半年前に東北地方を襲った大地震と津波のために未だ再建途上の生産者もおられますが、
一緒にこれからのことを考える機会になればとも思います。
『出会う・つながる・支えあう』をキーワードに、直接顔を合わせ、試食を楽しみながら言葉を交わす
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関西国際空港

ポートピアホテル

交流会。ご家族やお友だちをお誘い合わせの上、ご来場ください。

●講演会・座談会・学習会

豊中

神戸ー 関空
ベイ・シャトル
(高速艇)

神戸空港

※駐車場は限りがあり、有料です。
できるだけポートライナーなどの公共交通機関をご利用ください。
※
『My 箸・My 食器の持参』で、ゴミの削減にご協力をよろしくお願いいたします。

よつ葉ならではのイベントが盛りだくさん！

①『子どもに何をたべさせるのか？』

④座談会『3.11 これからの暮らしを考える 〜町から村から〜』

砂糖と油脂まみれの食生活で、今のこどもの味覚
は崩壊寸前。加えて添加物による刺激の強い味覚の
氾濫。食生活の基本になる健全な味覚をいかに育て
るか？栄養学的見地や最新の脳科学の知見を交え
て、判りやすく解説。子どもの体のために、明日から
簡単に家庭で実践できる、お母さん必聴の講演会で
す。

3月11日の震災と原発事故は、都会で暮らす私た
ちの生活が、過疎に苦しみ、原発を受け入れて来た
農村があるから成り立って来たことを、はっきり思い
知るきっかけとなりました。食べものも電気もお金を
払えば手に入れられると思い込んで来た私たちは、
これからどんな風に考え、暮らしていけばいいので
しょうか。全国各地の農村で暮らす農家の皆さんと
一緒に考えてみませんか？

講師 伏木亨さん
1953 年舞鶴市生まれ。京都大学農学部
卒業、同大学院を経て、1994 年より京都
大学農学研究科教授。専門は栄養化学。
現在の研究テーマは、おいしさの脳科学、
特に食べ物の
「コク」の解明、自律神経活
度に影響を与える食品、疲労感の発生機
構の解明と食品開発など。日本栄養食糧
学会理事、日本香辛料研究会会長。
最近の著書：
味覚と嗜好のメカニズム
（丸善）
、いま食べることを
考える
（農文協）

②『放射能と向き合って』

日本各地の特色ある米づくりを応援したいと始
まったよつ葉の年間予約米。田舎にいる親戚や知人
から送られる縁故米ではないけれど、確かな人たち
が育てるお米のやりとりから、モノだけでなく支え合
う気持ちのやりとりも一緒に育んで行けたら、と考え
ています。予約米の青森・山形・島根と地場
（大阪・
京都）の農家さん、会員さん
（予約米はちょっと敷居
が高いわという方も）
、それぞれの思いを語り合って、
これからのお米のこと一緒に考えてみませんか？

講師 今中哲二さん

＜参加生産者（予定）
＞岩手県陸前高田市・
八木澤商店（醤油）
河野通洋さん、宮城県
石巻市・高橋徳治商店（水産加工、練り製
品）
高橋英雄さん、福島県西白河郡矢吹町・
大木代吉本店（料理酒、日本酒）
大木代吉
さん、岩手県宮古市・丸友しまか（水産一
次加工）
島香尚さん

チリメンジャコ
（カタクチイワシの子ども）の中に
混じっているチリメン以外の生きもののことを
「チリ
メンモンスター（略して、チリモン）
」
。タコ・イカ・カニ・
エビの子どもはどんな姿をしているのでしょうか？
馴染み深いタイやアジ、サバの子供ってどんなんで
しょう？その姿かたちは実に様々です。大阪湾や
瀬戸内海など身近な海で獲れる生き物の種類の
多さとその多様性を、楽しみながら学習します。

高橋英雄さん

大木代吉さん

小林さん

一戸さん

A・B 各 40名）

講師 花﨑勝司さん

※ルーペ（虫メガネ可）
、ピンセットを持参してください。
※参加資格は小学生以上です。
（小学生は保護者同伴）

チリモン

⑧『おもしろ石けん学習会』

講師 長谷川治さん

昨年大好評だった石けん学習会。抽選にもれた
会員さんに是非きていただこうと再度開催します。
日頃の石けんに対する疑問が全て解決します。ご
参加の方に、太陽油脂のミニ製品をプレゼント！

島香尚さん

開催時間

＜参加生産者（予定）
＞おきたま興農舎・小
林亮さん やさか共同農場・佐藤隆さん
新農業研究会・一戸昭有さん 地場のお米
農家さん

1964 年大阪市生まれ。近畿大学農学部
水産学科卒業。近畿大学大学院農学研
究科・博士前期課程修了。農学修士
（魚類
分類学）
。現在、きしわだ自
然資料館・アドバイザー、
芥川緑地資料館
（高槻市）
・
主任研究員を兼務。

（募集人数 100名）

河野通洋さん

堀さん

（募集人数
⑥⑦ 学習会
『チリメンモンスターを探せA・B』

③座談会『東日本大震災で被災した生産者を囲んで』
よつ葉の生産者も大震災で大きな被害を受けま
した。しかし、壊滅的な被害を受けながらも、不屈
の精神と地域・周囲の共同の力で、再建・復興の道
を歩み始めている生産者の皆さんに、震災・津波・
原発事故の教訓や、自らと地域の復興のことについ
て話し合っていただきます。

哘さん

⑤座談会『予約米から、つながりは見えますか？』

京都大学原子炉実験所・助教．専門は原
子力工学。大学院時代より日本の原子力
開発の在り方に疑問をもち、原子力利用に
ともなうデメリットを明らかにするための研
究に従事。広島・長崎原爆による放射線
被曝量の評価、チェルノブ
イリ原発事故影響の解明、
セミパラチンスク核実験場
周辺での放射能汚染調査
などを行っている。

福島原発事故後、現地入りし様々な調査を実施。
その最新のデータを元に、これからいかに
『放射能と
向き合って』暮らしてゆくべきか、専門家の立場から
判りやすく解説していただきます。

＜参加生産者（予定 )＞青森県・みちのく農
産、岩手県・総合農舎山形村、山形県・おき
たま興農舎、長野県・平澤農園、京都府・丹
波ハピー農園、島根県・やさか共同農場、熊
本県・エコネットみなまた 他

太陽油脂株式会社 取締役家庭品開発
部長 人と自然にやさしい石けんシャン
プー、石けんハミガキ、液体石けんの開発
に携わっている。全国の消
費者団体、婦人団体、生
協などともに、石けんの普
及活動の一翼を担い、講
習会、学習会などの講師と
して活躍している。

講演会・座談会・学習会

10：00
10：30

②講演「放射能と向き合って」
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（講師
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今中哲二さん）

④座談会
「3.11これからの暮らしを考える」
〜町から村から〜

⑥学習会「チリメンモンスター」A

①子どもに何を食べさせるか
（講師

⑦学習会「チリメンモンスター」B

伏木亨さん）

③座談会
⑤座談会
「東日本震災被災生産者を囲んで」 「予約米から、つながりは見えますか？」
⑧おもしろ石けん学習会

●各社ブース例紹介

日頃カタログライフでおなじみの180 以上の生産者が、全国から集まって美味しさ満載の大試食販売会。気になる雑貨の生産者も、
試供品やお試しセットをブースで提供します。おしゃべりをしながら、生産者と楽しい一時を過ごしてください。

赤石果樹出荷組合

おきたま興農舎

かごしま有機生産組合

和歌山電子農法研究会

梨の試食・販売

新米・果物試食

さつま芋・里芋の天ぷら、
焼き芋

温州みかん試食

新農業研究会

肥後れんこんの里

平澤農園

丸友しまか

りんご・りんごジュースの試食

れんこんのバター焼き

りんごの試食・販売

海産物の試食

遠忠食品

大木大吉本店

パプアニューギニア海産

パラダイス＆ランチ

佃煮の試食・販売

日本酒・リキュールの試飲

天然エビの試食

パンの試食・販売

八木澤商店

小坂さん・関西ブロイラー

菓歩菓歩

土佐佐賀産直

醤油・ポン酢の試食

紀州赤地どりの試食

無添加スィーツの販売

きびなごフィレを使ったパスタの試食

能勢の里ハム工場

ひこばえ・イタリアコーナー

大北食品

村上メリヤス

無添加ハムの試食

直輸入ワインや食材の試食・販売

天ぷらの試食

棉くり実演・体験

●手作り体験コーナー
開催時間

カタログでおなじみの生産者が、美味しい手作り食品を教えてくれます。できたて、作りたての美味しさを体験してください。

内容

10:30 ～ 11:20

手作りパン（パラダイス＆ランチの高木さんのお手軽パン作り）

11:30 ～ 12:20

巻き寿司（地場のアグロスのお母さんたちが用意してくれた美味しい具材で巻き寿司作り）

12:30 ～ 13:20

豆腐作り（いつもおうちで食べている豆腐を自分で作ってみよう）

13:30 ～ 14:20

バターを作ろう（丹但牛乳の生産者が、教えてくれるバター作り）

●ワークショップ開催
開催時間

■定員: 各コース48 名
（パン作りのみ16 名×1回、その他は 24 名（25 分）×2 回で実施予定）
■当日、入口受付にて先着順に整理券を発行します。
■費用 : 無料
※「手作りパン」
はパラダイス＆ランチが作ったパン生地を使って、好き
な形のパンを作ります。焼き上がりは12 時過ぎです。

パラダイス＆
ランチ・高木さん

アグロス胡麻郷
木戸さん

別院食品
松本さん

生産者の方が作り方をわかりやすく指導します。自分だけのオリジナルを作ろう。

内容

11:00 ～ 11:50

｢ リップクリーム作り｣（ココウェル）

12:00 ～ 12:50

｢マッチ絵の具を使って和ろうそくに絵付け｣（カワグチ企画）

13:30 ～ 14:30

｢ 布ナプキンにしてみませんか ? 布ナプキン作り｣（TIPUA）

■定員: 各コース10 名
■当日、入口受付にて先着順に整理券を発行します。
■費用 : 無料
｢ 布ナプキン作り｣のみ 500 円必要です。

ココウェル
東さん

カワグチ企画
川口さん、小林さん

TIPUA
小野さん

