
01



02 SFYN



03

Slow Food Youth Network
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Slow Food は、私たちの食とそれを取り巻
くシステムをより良いものにするための世
界的な草の根運動です。郷土に根付いた
農産物、文化を失うことや、ファストライフ・
ファストフードの台頭、食への関心の薄れ
を憂い、1989 年にイタリアで始まり、現
在 160 カ国以上に広まっています。スロー
フードの目的は、おいしい、きれい、ただ
しい (Good, Clean, Fair) 食べ物をすべて
の人が享受できるようにすることです。

Slow Food って ?

現在の食をとりまく環境
は、私たちが日々口にし
ているものの選択一つ一
つによって作り上げられ
ているものです。この環
境をより良いものにして
いくためには、一人一人
の意識と文化、政治、農
業、環境、経済 etc.. 様々
な分野の垣根を超えて取
り組まなければなりませ
ん。Slow Food は、 数 々
のプロジェクトによって、
この複雑なテーマを紐解
く運動をしています。

食べておいしくて
健康なもの

生産することによって
地球を汚さないもの

生産者が正当に評価され、
買い手に透明性のある値段のもの

What ś SFYN?

Clean

Good Fair

 ”

 ”
もしあなたが世界を変えたいのなら、
悲しみではなく、喜びと共にやるべきだ。

If you want to change the world, 
don't do it with sadness, do it with joy!

Slow Food 創始者 カルロ・ペトリーニ
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Slow Food Youth Networkとは、Slow Food
の活動をアクティブに行っている若者の世
界的なネットワークです。2004 年からヨー
ロッパを中心に活動が始まり、現在 40 以
上の国に広がっています。若者であることを
活かし、形にとらわれすぎない活動のしか
たや、楽しさを全面に押し出したプロジェク
トやイベントを地域ごとに行っています。

日本の Slow Food 
Youth Network は、
2014 年 に 東 京を
中心に発足しまし
た。以来、大小の
イベントを企画し、
海外の仲間とも連
携しながら活動して
います。この冊子で
は、私たちの活動
を多くの人に知って
いただくために、プ
ロジェクト紹介及び
多様なメンバーのプ
ロフィールを紹介し
ていきます。
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We Feed The Planet
2015 年ミラノ万博内イベント

2015 年、イタリアのミラノで
万国博覧会が開催され、その
テーマを「地球に食料を、生
命にエネルギーを」としてい
ました。その中で Slow Food 
Youth Network は、未来を担っ
ていく若い世代の声をあげる
ため、世界中から 40 歳以下
の農家、漁師、料理人、活動家、
食系の学者、食のフィールド
に関わっている社会人や学生
を世界中から 2500 人以上集
め、食の未来を話し合うイベ
ン ト、We Feed The Planet
を開催しました。

食に関わる若者
2500人以上の大集会

日本からは、総勢15人のメンバーが集まりました。有機栽
培の米や大豆を作る農家、地産地消をモットーとするシェ
フなど、それぞれの哲学を持った代表メンバーが世界中の
仲間と交流し、これからの食の未来について話し合いまし
た。一人一人が地域でコツコツ取り組んでいることが積み
重なって、それが未来の食を支えることにつながる。そん
なことを実感できる機会となりました。

@ Milan Expo
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イベント内では、食のシステムを
構成する様々なテーマについてカ
ンファレンスや講演会、ハッカソ
ンなどが企画されました。例えば、
土壌の品質について、農業の中の
女性の人権問題について、昆虫食
について、食のウェブマーケティ
ングについて、etc.. それぞれの
分野から専門家を招き、活発な意
見交換を行いました。また、アリ
ス・ウォータースやラージ・ペタ
ルなど、影響力の高い食の活動家
も駆けつけ、食の未来を担う若者
に向けて講演を行いました。

日本チームは、農家メンバーが材料を持ち寄
り、料理人メンバーが調理し、世界の若者に
日本の料理を即興で振る舞いました。新たな
出会いもたくさん生まれ、今後のプロジェク
トに繋がっていくことが決まっています。

イタリア農水大臣のスピーチ ハッカソン アリス・ウォータースの講演

農業の中の女性の人権問題
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Slow Food Youth Network も
2013、2015 年とブースを設け、
世界中から若者が集まり、ワーク
ショップや講演会、イベントを企画
し、パーティなどもして楽しみます。
Terra Madre・Salone del Gusto
は普段世界各地で離れて活動して
いる SFYN のメンバーが集まるこ
とのできる、数少ない貴重な機会
です。2016 年 9 月に開催される
Terra Madre Salone del Gustoは、
史上初屋外で開催され、ユースネッ
トワークのメンバーも過去最大級
に集まることが予定されています。

TERRA MADRE / SALONE DEL GUSTO
テッラ マードレ／サローネ デル グスト

Project 
01

Slow Food は２年に１度、イタリア
のトリノにて Terra Madre・Salone 
del Gusto というイベントを行いま
す。Terra Madre はイタリア語で母
なる大地という意味で、世界中から
食の生産者、学者、活動家が一同
に会して、”食”についてさまざまな
テーマで会議をします。Salone del 
Gusto は味の見本市と訳され、世
界各地から郷土の味が集まり、来
場者はそれを楽しむことができます。

世界生産者会議と
食の大見本市

Carlo Petrini とのカンファレンス Disco Soup ワークショップ ビールテイスティング授業
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DISCO SOUP
ディスコスープ

Project 
02

" ディスコスープ " は、「ゴミ箱でなく腹
を満たせ」というコンセプトのもと食品
ロス問題への啓発運動です。このイベン
トの目的は、日々、想像を遥かに超える
量の食物が廃棄されているという事実を
示し、市民のみなさんにこの壮大な国際
問題について考えるきっかけを与えるこ
とです。この運動は元々ドイツで 始まり、
2012 年 10 月にパリで大規模なディスコ
スープが開かれ、以降オランダ、ベルギー、
カナダ、コロンビア、韓国等々、世界各
国に広がっています。 

SFYN 東京は、2014 年 7 月 21日、国内初となる Disco 
Veggie を東京都内、高円寺北口駅前広場にて開催しまし
た。130kg 以上の捨てられる運命に会った野菜が、300
人以上の参加者によって救われました。40 人ものボラン
ティアが野菜を洗い、皮を剥き、切り、調理し、温野菜
とポトフがが振る舞われました。材料には、規格外のブロッ
コリー、ズッキーニ、たまねぎ、じゃがいも、圃場から
出るレタス、セロリ、きのこなど、十分に食べる事ができ
るものの流通に乗ることができない野菜が集まりました。
DJ の織りなす心地よい音楽の中、無料で食事を提供し、
多くの人 に食糧廃棄の現状を共有し啓発を促しました。

食料廃棄問題を
楽しみながら考える
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FOOD EDUCATION
食育プロジェクト

Project 
03

スローフードユースネットワーク東京でも、
生産者を囲んでの食事会、米やだしの食べ
比べなど、様々な食育プロジェクトを行っ
てきました。2015 年 1 月には、杉並区の
小学校で、小学生とその保護者に対して、”
日本の伝統的発酵食品”をテーマに食育プ
ロジェクトを行い、味噌がどうやってつく
られるのかを学び、また、親子でみその味
は？香りは？見た目は？を話すことで、ふ
だん当たり前になり過ぎている”食”につ
いて改めて考え、感じるキッカケを提供し
ました。また、プログラムの後半では、山
形県飯豊町のおばあちゃん達と一緒に芋煮

づくりを行い、伝統・文化を”リアル”に感じ、引き継ぐ場をつくることが出来ました。今後も、より多くの
色んな人と一緒に、ワクワクする方法で、食について知り、考え、感じるキッカケをつくっていきます。

スローフードでは、食べ物がどこ
から来て、どうやって、誰によっ
て作られているのかを知ることで、
食がもつ文化的、社会的重要性に改
めて感謝の気持ちを持つようにな
ると考え、様々な食育プロジェク
トを行っています。プロジェクト
は、子供や大人、先生、そしてスロー
フードメンバーなど、様々なメン
バーで構成され、さらに、その方法
も、スクールガーデンやガイドテ
イスティング、実践的ワークショッ
プなど、多岐に渡るのが特徴です。

五感全てを使って
味わう食育

味噌の食べ比べ 塩テイスティング だし勉強会
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ReFarm
リファーム プロジェクト

Project 
04

ReFarm project は、スローフードが掲
げる Co-producer ( 共生産者 ) の理念
を体現する農業分野のプロジェクトで
す。共生産者とは消費者の事であり、
消費者は命の糧である食を巡るシステム
に関心を持ち、生産者と共にそのシス
テムを持続可能な物にしていく、生産
の良きパートナーである、という考え方
をあらわす言葉です。現在、日本の農
業が抱える最大の課題は、世界でも突
出した生産者の高齢化であると私たち
は考えます。その要因を分析し、解決
策を提示、実践していく事が、農業の
未来を切り開く事になります。その事が、延いては私たちの地域社会、伝統、食文化、
豊かな国土を守り、次世代に伝えていく使命を果たしていく事になると信じています。

体験型イベントから
農家高齢化問題の
解決を探る

レモン苗木手入れ＠小田原キャベツ収穫作業＠埼玉加須フェイジョア収穫＠熱海

私たちは現在、神奈川県小田原市において、生産者や NPO 、
自治体と連携しながら、放棄された畑の管理、収穫体験イベン
ト、新しい農業への挑戦に、若い力で取り組んでいます。また、
埼玉県加須市においては、稲作農家の方々と連携し、田植え、
稲刈り、トラクター体験や、昔ながらの餅つき体験、古民家リ
ノベーション、新規就農支援などを通して、農業と地域の活性
化にも取り組んでいます。ReFarm プロジェクトは、若い力で、
担い手を失った農業の価値を問い直し、自然豊かな地域社会が
持つ魅力を再定義することで、私たちの食の根幹である農業と
地域社会を、次世代に伝えていく使命を背負っています。
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Slow Food Lab
スローフード ラボ

Project 
05

それぞれの持つ疑問を持ち寄り、勉強会
を開催し解決していくことからこのプロ
ジェクトは始まりました。一回ごとに
テーマを決め、その道のプロを招き、ワー
クショップやフィールドトリップを企画
します。現在まで、食べ物を美しく撮
る方法を学ぶ Food Photography ワーク
ショップや、ドキュメンタリー映画など
でも話題で何かと批判されることの多い
種子メジャー、モンサントについて、モ
ンサント社員の方を招いて勉強会を行っ
たりしました。その他、農業体験やコー
ヒーの勉強会などを企画しました。

日々の疑問を実際の解決に
繋げるネットワーク作り

勉強会を重ねていく中で、それぞれのテーマが思わぬところで関係し
ていたり、その関係を繋げることができれば解決できる問題があるこ
とがわかりました。各機関・団体がそれぞれ特化した研究・活動等を
行っていても、それを総括し、自由に連携し、あらゆる立場の人が学
べる場所は多くありません。そこで、“食”をテーマに、分野を問わ
ずオープンな学びや議論の場を作るために、スローフード・ラボとい
うプロジェクトを始めました。今後は、企画したイベントや勉強会の
データベース作りを強化し、大学生、教授・専門家、生産者やシェフ、
自治体等が同じプラットフォームでコミュニケーションをとることの
できる、産官学民連携ネットワークにしていく予定です。モンサントワークショップ

コーヒー勉強会
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Who ś SFYN?
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Profile
01

1988 年、東京都生まれ。東京農業大学農学部を卒業、稲作を研究する。2009 年、実
業家を志して大学在学中に青果流通業で起業。その後、取り扱っていた有機野菜を
活かしたイタリアンレストランの経営も開始、休日は生産者を訪問する日々を送る。
2014 年、スローフードユース東京初代代表に就任し、食品ロス啓発運動であるディ
スコ・スープを日本で初めて成功させる。2016 年、埼玉県にて稲作農家として農業
界に新規参入を果たす。「農業で世界中の人の暮らしに貢献する」を目標とする。

中森 剛志
Nakamori Tsuyoshi

私は、人と環境が喜ぶ生産、流通、消費を実現し、それを次世代に届ける必要があ
ると考えています。その為に今、何を学び、考え、行動するか、一緒に考えていき
ませんか。世界 160 ケ国 10 万人に広がるスローフードの共同体には、世界をより
良くしていける可能性があります。皆様の情熱が形になり、世界が一歩一歩前進す
ることを、心から願っております。地球で暮らす一人一人に、最高の食と、感動の
ある人生を。

「世界をより良くしていく理念」

私にとっての SlowFood とは
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Profile
02

1991 年兵庫県出身。実践女子大学管理栄養士専攻卒業。自分の家族や周りの人の健
康を支えたいという思いから栄養学を学ぶ。東日本大震災の現地ボランティアを通し、
コミュニティデザインに関心を持つようになり、新たなコミュニティが生まれる場に
は常に食が関わっていることを実感。現在は「Community Access For Everyone」、す
べての人が集まる場を創ることを理念に掲げるカフェ・カンパニー株式会社にカフェ
店員として従事、日々食を中心としたコミュニティ形成にチャレンジしている。

合地 茜
Gochi Akane

私たちが住む地球には、水があって空気があって森があって。それら自然が生み出
したいのちを大切に育ててくれる人たちがいて、私たちは食を楽しむことができて
います。食を楽しみたいのなら、そのいのちを生み出す環境に関心を持ち、その環
境を守る義務があるのではないでしょうか。それぞれの食のストーリーを知ること
で、食はもっと魅力的になります。私にとってスローフードは、自分もこの大きく
豊かな地球の一部であるということを実感できる場です。

「いのちある食によって、生かされ育てられている
生活者であると実感できるコミュニティ」

私にとっての SlowFood とは
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Profile
03

1991 年、神奈川県生まれ。早稲田大学在学時、料理人を目指しながら食のシステム
そのものに疑問を抱くようになり、スローフード運動に関わるようになる。2014 年、
イタリアに渡り、スローフード協会が設立に関わったイタリア食科学大学 University of 
Gastronomic Sciences で修士号を取得。帰国後はスローフードユース活動を中心に日
本国内でのスローフード運動活性化に取り組む。

渡辺 めぐみ
Watanabe Megumi

世界中の人が、自分が生きている間に食べ物があって暮らしていければ良い、格差
は仕方が無い、地球はどうせ滅びるのだから資源は使い果たせば良い、と考えてい
たら、スローフードは存在していないかもしれません。綺麗事かもしれませんが、
将来家族ができて、自分の子孫が生まれた時、私が美味しいと思うものを、彼らに
も知ってほしい、美味しいと感じてほしい。でもそれができなくなるかもしれない。
その不安が、私がスローフードに関わる原動力です。私にとってスローフードとは、
自分の不安をポジティブな変化にするためにアクションを起こせる、自分の人生を
豊かにしてくれるものです。

「人生に意味をくれるもの」

私にとっての SlowFood とは



17

Profile
04

1991 年、京都市生まれ。大阪府立大学を卒業後、東京にて 2 年半、株式会社マイファー
ムなどで、魚や野菜の販売流通に関わる。2016 年より、家業のあられ屋「武保製菓」
の三代目として京都にて修行中。

武中 俊樹
Takenaka Toshiki

「食」の課題は知れば知るほど途方もなくて、考えすぎて一歩も動けなくなるとこ
ろを、自分がちょっと頑張ったら届くところまででも参加できるのがスローフード
の好きなところです。また、「食」の魅力も知れば知るほど途方もなくて、スローフー
ドに参加するほどに食欲を掻き立てられていって、その純粋なただの個人的な食欲
から 50 年後、100 年後の食卓を豊かにできるイメージができちゃうところも好き
です。僕にとってスローフードとは、1 人だととてもじゃないけど捌ききれない課
題や食材を、気軽にみんなでワイワイと（時には真剣に）調理して食べられるホー
ムパーティの会場のような場所です。

「食の課題も魅力も集まる場所」

私にとっての SlowFood とは
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Profile
05

1985 年、上海生まれ、神戸育ち。大学 4 年間でホテルのレストランサービスを経験
したことにより食に興味を持つ。現在都内の某 IT 企業でチケットシステムサービス事
業のSE業務に従事。2010年頃よりフォトグラファーとして活動を始め、人物写真、テー
ブルフォト、ルームフォトの制作活動を行う。

呉縞 慶一
Kureshima Keiichi

昔から、「ウマっ！」そんな料理に出会った時には「なんでこんなおいしんだろ ...」
塩加減？素材の香り？食材と食材の相性？作る人の人柄？サービス？お店の雰囲
気？一緒に食事する人？このトマトはどこのやつだ？気づくといつもこんなことを
考えてはワクワクし、時にお店の人に聞いて作ってみたりしていた。Slow Food の
活動に加わってからは、そういった消費者目線だけでなく、実際に生産現場に行っ
て自分の目で見て、今の日本が抱える生産者側の問題がなにかを肌で感じて知る。
そして、仲間達とそこで感じたことを共有し、議論の中から自分たちの出来ること
を考える。実行に移してみる。その活動を通して出会う人たちはみな澄んだ眼で、
心から笑っていて、いい表情をしている。写真を撮る人間として、こんなにワクワ
クできる環境に身を置けることにほんとに感謝している。

「すべてがフォトジェニック。」

私にとっての SlowFood とは
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Profile
06

1991 年、群馬県生まれ。東京農工大学食料エネルギーシステム科学専攻前期博士課
程在学。アフリカをはじめ、開発途上国の農村における格差是正に貢献すべく、大学
院で開発経済学を学ぶ。「グローカルな視野」を胸に、開発途上国だけでなく日本の農
業や食糧問題についても目を向けていきたいと考えている。

宮嵜 絢子
Miyazaki Ayako

開発途上国の農村の貧困や世界が抱える食料問題に関心の強かった私が、スロー
フードに初めて出会ったのは、フードロス問題に対して行ったディスコベジという
イベントがきっかけでした。スローフードのコミュニティには、異なるバックグラ
ウンドを持った、食に関心のある若者が集まり、議論し合い、また実際に農業現場
に赴いたりと、とてもアクティブに活動できる環境があると自負してます。特に、
食料の生産現場に赴いて実際に直接生産者の方からお話を聞くと、座学では学べな
い生きた楽しい経験が得られます。私は農学系の大学院に所属していますが、スロー
フードを通して得られる経験は大変貴重なものだと感じ、これからも日本の農業や
食料問題、さらには世界の食や農村の問題にも目を向けていきたいと思います。

「食と農を考えるプラットホーム」

私にとっての SlowFood とは
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1989 年、愛知県生まれ。早稲田大学考古学研究室にてカンボジアの遺跡発掘、景観・
文化保存の活動に携わる。その際アジア各国で目にした、文化遺産を中心にした環境
劣化や産業の空白化から起こる若者の都市への一極集中に疑問を覚え、地域の基盤産
業を作るべく環境と両立する農産業の可能性を探る。

豊永 翔平
Toyonaga Shohei

合理化の力が働くと、様々な地域も世界で一元化されていき、その特有性を失って
いってしまいます。スローフードとは地域特有の個性を大事にした、食を根幹とした
文化多様性の形。西欧諸国を追いかけ、そして辿り着いた今この時代に、失いかけて
いる " 日本の姿 "。そんな忘れてはいけない " 日本 " の姿が、まだ各地には残ってい
る気がします。世界的な運動だからこそ、逆に日本や地域の特有性が見えてきます。

「個性の原点」

私にとっての SlowFood とは
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1989 年生まれ、東京都八王子市出身。首都大学東京都市教養学部卒業。ロイヤルホー
ルディングス株式会社入社後、フードビジネス・ホスピタリティ産業へ様々な分野か
ら従事。現在は Royal Garden Cafe というカフェレストランに勤め、その地域にとっ
て不可欠な”Sustainable Community”の実現を目指す。

清水 真理映
Shimizu Marie

生まれた頃から、モノや食が溢れ、消費と生産の流れを実感しないまま私は大人に
なりました。私にとってのスローフードとは、食を通して『つながり』を取り戻す
ことであり、その『つながり』が、一人一人の『しあわせ』を見つけるきっかけに
なると考えます。自分の人生を通して、日々の暮らしの中で一人一人が、自分にとっ
ての本当に「必要なもの」「大切にしたいもの」を見つけられる場所をつくりたいです。

「人と人、ひとと地球をつなぐもの」

私にとっての SlowFood とは
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1991 年神奈川県生まれ。「食を通して周りの人を幸せにしたい」という想いから、お
茶の水女子大学食物栄養学科に入学。カフェと協同での野菜スイーツ開発や、米を使っ
た商品開発などを行う傍ら、教育や人にも興味を持ち、みんなが、自分の大切な”こと”
や”想い”に気付けるような「場づくり」を学ぶ。2016 年春からは、人材会社にて「ひ
とりひとりの持ち味が活きた社会」の実現を目指す。

児玉 しずさ
Kodama Shizusa

みんなで同じ食材を食べたとしても、「甘い」「すっぱい」「懐かしい」「好き」「嫌い」
いろいろな考えが出てくる。食の問題について話せば、色んな立場の考えが出てきて、
答えはひとつじゃないことを痛感する。スローフードを通じて感じるのは、そんな、
当たり前だけど、普段忘れてしまっていたことです。どこか「正解」が求められて
いる気がする今、食は「自分らしさ」と「お互い様」に気づき、育むキカッケにな
るはず。そんなキッカケを大切な人たちと共有し、広げていきたいと思っています。

「自分の人生を歩む、力の源」

私にとっての SlowFood とは
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1992 年神奈川県出身。中学と高校では陸上部に所属し、食の大切さを実感するととも
に、食を大切にできない人の存在も知ったことをきっかけに栄養学に興味を持ち、お
茶の水女子大学食物栄養学科に入学。現在は同大学院の食品栄養科学コース博士前期
課程に所属し、食品の機能性について研究を行っている。2016 年の春から食品企業
の研究開発職として勤務予定。

松田 彩香
Matsuda Ayaka

今まで食べ物そのもののおいしさや機能性（私達の身体にもたらしてくれる良いコ
ト）ばかりに目が行っていた私に、スローフードは他にもたくさんの大切なことが
あることを教えてくれました。例えばおいしものを作る環境が脅かされている現状
や人とおいしいものが出会う機会がまだまだ足りない現状。。。そんな中で、食を大
切する人を増やせるように私ができることは何だろう？明確なビジョンはまだない
けれど、常に問い続けたいと思います。

「おいしいが“できるまで”から“できたあと”まで考えること」

私にとっての SlowFood とは
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1993 年生まれ、群馬県出身。東京農業大学大学院食品栄養学専攻。現在修士 1 年。
栄養士。大学院では主に分子栄養学視点から脂質代謝の研究をしている。これまでに
様々な食に関する活動に取り組んできた。現在はレシピ本の制作に携わっている。

佐藤 綾
Sato Ryo

人は人と寄り添い、生きる。そんな、あらゆる過程の中で、必ず訪れる食の時。人
は過程を中断し、食と向き合います。それはただの栄養補給あるいは空腹を満たす
ためのただの手段なのかもしれません。それでも、その時、人は食と向き合う。出
会う。そして何かがきっかけで食の目的が変わるかもしれません。見えるけどみえ
ないものの存在を、食に感じるかもしれません。私に、スローフードというものは
そのきっかけを教えてくれました。今、私はその存在を必死に追いかけています。
もう少し、もう少しで、みえそうだから。

「見えるけどみえないもの」

私にとっての SlowFood とは
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1991 年、富山県生まれ。幼い頃から食事の手伝いをするのが好きで、中学 1 年の時
に「将来栄養士さんになったら？」という母の何気ない一言がきっかけとなり栄養士
を目指す。高校卒業と同時に上京、お茶の水女子大学食物栄養学科に入学。子どもの
食育に興味をもち、現在は同大学の大学院に進学し、子どもの食に関する研究を行う。
4 月からは学校栄養士として現場にたつ。

伊東 奈那
Ito Nana

食べ物は、その 1 つ 1 つに生産している人がいる、想いが込められている。食べ
物を通して人と人とが繋がっている。Slow Food に出会って、そう感じながら食事
をすることが増えました。今の世の中は便利になって、美味しい物がいつでもどこ
でも手に入れられます。でもそれって本当に幸せですか？便利になることは悪いこ
とじゃない。だけど、忘れてはいけないことがある。「いただきます」と言って始
まる、自分と食べ物が向き合う時間。口にする食べ物がもつストーリーを感じなが
ら食べれば，食事はもっと美味しく、楽しく、豊かなものになります。パワーもい
つも以上にぐんとわいてきます。私は一生、そんな食事をしていきたいし、広めて
いきたいです。

「食と正面から向き合う場所」

私にとっての SlowFood とは
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1994 年 2 月 18 日生まれ、北海道札幌市出身。現在東京大学医学部にて看護学を専攻
する傍らスローフードや食育活動など食に関わる活動を行っている。大学入学後日本
各地で１５０人以上の食に関わる人々と交流を深めてきた。

高石 宏和
Takaishi Hirokazu

今の日本において「良い食材」=「高級食材」になっているような印象を受ける。
例えば野菜にしてもスーパーで「格安」のものから「ブランド」ものまで様々な野
菜がある。学生の身としてはなるべく「安くて」美味しい ( 且つお腹いっぱいになる )
ものが食べたい。でも本来「美味しいもの」とは時間や手間をかけてそれを作って
くれた生産者の方が生活するために必要な「正当な対価」を獲得すべきものである。
お金に厳しい学生がその食材の価値を認識するためにはその「ストーリー」を知る
必要がありこれこそまさにスローフードの価値であると思う。多くの生産者の方の
声を聞き自分自身で「良い」食材を判断する活動を今後とも継続したい。

「価値観をかえる出会い」

私にとっての SlowFood とは
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1991 年東京生まれ。東京農工大農学部在学中に 1 年間休学し、カナダで英会
話教師の資格を取得。帰国後大学を卒業して現在は都内のワイン商社に勤務。
ワインエキスパートを取得。

佐久間 あやの
Sakuma Ayano

摂取カロリーを気にする人は多いけど、自分が毎日何を食べているのか、飲んで
いるのか、無関心な人が多いです。自分の口にするものが簡単にスーパーで手
に入ってしまうので、それがどんな風に扱われてきたのか、どんな人がどんな
気持ちで作っているのか、考える機会が減っていると思います。また食事は単
なる栄養摂取の場ではなく、人と一緒に楽しむ場にもなります。楽しい食事の後
は、お腹だけでなく心もいっぱいになる。そんな食卓が多く作れたら、食べ物に
もっとこだわる人が増えるのではないだろうか。そんな思いで仕事をしています。

「自分の口にするものに興味を持つこと」

私にとっての SlowFood とは
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1992 年、大阪生まれ。京都大学大学院農学研究科博士前期課程に所属し、食育研究
に従事。ワーキングマザーの総合支援を行う株式会社マザーネットにて食育事業部を
設立。最先端の食農に関する研究を食育プログラムに導入し、「原価買取式無農薬米プ
ロジェクト」「食の倫理追求型鹿肉 BBQ」など数々の食育プログラム企画・運営・科
学的調査を行う。2016 年度 2-4 月の間、クラウドファンディング『おばあちゃん野
菜で都市の台所を変革！』に挑戦中。

上田 遥
Ueda Haruka

ご存知の通り、スローフードは「ただしい」「おいしい」「きれい」な食を追求する
ものです。現代の工業的フードシステムに対抗するものとして非常に魅力的な存在
であり、スローフードが行う味覚教育も最先端の食育プログラムです。しかし、ス
ローフードも多数の文化の中の一つ、多数の食の考え方の中の一つ、他の文化や考
え方があってもいい。志高い仲間と現状に甘んじず、ただ食・自然・人を良くする
ために、無限の可能性を追求していきます。

「一つの文化、一つの考え方、無限の可能性」

私にとっての SlowFood とは
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1994 年、埼玉県生まれ。中学高校は新体操部に所属し、食事に気を遣うなかで栄養や
中食・外食産業に関心を持つ。東京大学法学部で学びつつ、他学部で農業経済系の授
業を受けたり、食や農にまつわるサークルで活動したりと食農への関心も強め、2016
年農林水産省に入省予定。

加地 榛名
Kaji Haruna

畑に入ると、自然の力を感じて謙虚になります。力のある野菜は食べるとつられて
元気になります。一人ぼっちの食事でも、そんな生産地のことや料理してくれた人
に思いを馳せると、一口一口が大事で、体に染み入り心もあたたかくなるようです。
食事１つでこんなに幸せになれるのに、それがおざなりになり、体を損ね、気分を
落ち込ませているならば、もったいない。でも、忙しくてお金がなくて他にやりた
いことが沢山あって、かつ適当に食事が済む便利な社会で、良い食べ物を確保する
のが逆に難しくないるように感じます。食の効率化・デフレが社会に構造化されて
しまって、なかなか自分の意思では抜け出せません。スローフードは遠い理想にも
感じます。けれどいいなと思えるなら、そしてそれを仲間と共有できるなら、良い
と思う社会へと大きく変わるための核にもなる考えだと思います。

「人や自然とのつながりが、食の力をずっと強める」

私にとっての SlowFood とは
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1991 年福井県出身。「食」と「健康」の関係性を科学的に学びたいと思い、お茶の水
女子大学生活科学部食物栄養学科に入学。同大学院で食品の機能性について研究を行
い、2016 年春からは食品メーカーで研究開発職に従事する予定。

酒井 美奈
Sakai Mina

「食」を楽しむ、とはどのようなことでしょうか。食の文化や歴史を知ること、家
族で食卓を囲むこと、話題のお店で美味しいものを食べること、答えは沢山ありま
す。正解というものは無く、人それぞれ色んな答えがあって良いと思います。わた
しにとって Slow Food とは、新しい答えを探し、皆と共有する時間、そのものです。
様々なバックグラウンドと、食への熱い想いを持った Slow food youth のメンバー
との時間は、食への見方を見直す貴重なひととき。色んな「食の楽しみ方」をこれ
からも探し続けて行きたいです。

「食を楽しむ心を大切にする」

私にとっての SlowFood とは
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1990 年、神奈川県厚木市生まれ。株式会社永谷園勤務。小学生からトランポリン選
手として活動し、小学６年次に全日本優勝、世界大会７位。練習中に骨折し、中学１
年で引退。その後、県立海老名高校にて、ライフル射撃部員として、国民体育大会入賞。
明治大学農学部へ進学し、文武両道の元、体育会射撃部へ所属し、4 年次に日本代表
として、ワールドカップ等に出場。現在も勤務の傍ら、競技を続ける。

髙橋 由希絵
Takahashi Yukie

生きるために必要な食。喜びを届け、共有できる食。食には、様々な意味を考える
ことができます。その支えにあるのは、農業や環境、人、生き物とのつながりです。
近年、便利な世の中になった反面、失われたものもたくさんあります。旬のものを、
おいしく楽しく、温かみを感じながら味わうことのできる、昔は当たり前のように
あった姿を、食を通じて取り戻したいです。

「本来あるべき姿を取り戻すこと」

私にとっての SlowFood とは
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1994 年東京都生まれ。学習院女子大学日本文化学科に所属し、日本の食文化や味
わい教育について学ぶ。水質が味覚に与える影響を、官能検査を行って研究してい
る。また、伝統野菜である新宿内藤とうがらしの普及活動に取り組み、唐辛子の旨
味成分の分析なども行う。

関原 成妙
Sekihara Narumi

本当に安心できる食が少なくなっている現代で、未来のために大切に残すべき食が
たくさんあります。特に日本には、古くから受け継がれ守られてきた、自然の恵み
や知恵、技術や文化があり、今の日本があると思います。力の強さや便利さではな
く、大切にすべきものを大切にするため、命の源となる食を学び、未来につなぐこ
とが、私にとってのスローフードです。

「安心できる未来のための、食とそのまわり」

私にとっての SlowFood とは
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1989 年生まれ、千葉県出身。女子栄養大学を卒業後、保育園の栄養士として勤務、子
どもの頃からの食経験の大切さを感じる。その後、本当に身体に優しい食事とは、食
材にこだわった料理を学ぶためオーガニックカフェ、オーガニックの社員食堂を経験。
現在はココロとカラダの両面をみつめていくセラピストとして活動中。

熊田 有希
Kumada Yuki

食は人と人とをつなぐ、不思議なあたたかいものです。食卓の中で、食材の大切、食
べ方や伝統料理の話や作り方、普段はみえないからこそ、料理ができるまでに沢山
の手間暇や想いが詰まっていることを共有する場だと考えます。当たり前にある食べ
物がどんな風に作られているのか、どんな想いで食卓に届いているのかを一人一人
が知ること。そして、そんな想いを人と人との関わりで伝えていきたいと思います。

「人の輪、食材と食卓を大切にすること」

私にとっての SlowFood とは
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1987 年、東京生まれ。東京農業大学農学部卒業後、スイミングコーチとして人の身体
やその動きに触れるうち、身体そのものに興味を持つ。海外での施術経験を経て、セ
ラピストとして人を健康に笑顔にするために、現在、鍼灸あんま師を目指し東洋医学
や西洋医学を勉強中。「気と血の巡りを良くし病気になる前にその原因を断つ、いわゆ
る未病」に必要な暮らしを追求する中で、農のある生活を取り入れたいと考えている。

安達 未悠
Adachi Miyu

すべての人において、" 身体的にも精神的にも、社会的にも良い状態 " すなわち”
健康”であることは、最も重要なことであると思います。ただ、それは人間のみな
らず、地球環境が、社会情勢が、すべての生物が、健康でなければ成り立ちません。
健康に絶対不可欠な食。食環境を整え、豊かにすることは、健康の柱です！難しい
ことは、分かりませんが、スローフードの活動を通して、世界の人々の身体が健や
かに、世界が健康になるのではと考えています。

「世界を健康にできるツール」

私にとっての SlowFood とは
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オーストラリア生まれ、横浜在住。東京農業大学農学部農学科卒業。環境に優しい農業の
研究を行った。学生時代は、複数の学生団体に所属、無農薬野菜の移動販売プロジェク
トやミツバチの生態や飼育の研究を行う。2011年より青果仲卸の会社にて、水耕栽培等
多岐に渡る業務を担当。2016年3月より、国際農業者交流協会の海外農業研修でオラン
ダへ渡航予定。農業や食を通じて、社会の流れを整えたいと考えている。

田島 直子
Tajima Naoko

学生時代、横浜の「れすとらんさいとう」でアルバイトした折に、食材の生き生き
とした彩に驚いたものです。良い素材は、生命力に溢れています。また、物の溢れ
る現代において、伝統的な製法や素材、飼育法など、『本物』が、正しくその価値
を認められ、購入の際に選択されることも容易ではない時代であるとも感じていま
す。本物を守り、伝え伝わる入り口となり、伝統を継いで行く大切さを同時に感じ
させてくれる。人に、息づく生命の時間の刻むリズムを思い出させてくれる。それ
が、スローフードだと思います。

「生命を感じる食卓、世界を広げる扉」

私にとっての SlowFood とは
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1994 年生まれ。福岡県出身。慶應義塾大学環境情報学部４年。2014 年にイタリアと
のビジネスコンサルティング・プロデュース・企画開発などを行うクォーレ インター
ナショナル ( 株 ) 代表取締役社長に就任。現在はイタリア・シチリア島のオリーブオ
イル生産者と共同企画・オリジナルオリーブオイルの商品プロデュースを行っている。
このオリーブオイルを軸にした飲食事業も現在準備中。

鎌田浩嗣
Kamata Hirotsugu

食は人を繋げます。そこで生まれる「豊かなだな」と感じる瞬間って、なんだかスロー
モーションのようでゆったり感じませんか？私は、そんなスローフードな場面づく
りをしていきます。これを自社ブランドの「コリッコ キッチン&マーケット(coricco 
kitchen&market)」で表現していきます。

「食を通して、人の交流から生まれる「豊かな」体験」

私にとっての SlowFood とは
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1995 年アメリカ合衆国カリフォルニア州にて生まれる。小学校から高校まで沖縄で
過ごしたのち、拓殖大学北海道短期大学環境農学科 ( 現 : 農学ビジネス学科 ) を卒業後
スイスにて 10 ヶ月間、現在長崎県島原にて農業研修を行っている。

仲村 優希
Nakamura Yuki

私たちが普段食と接する中で何を思い何を考え食べているのか改めて考えると生産
者は生産物に愛を込めて育てているし、料理をする人も愛情を込めて作っている。
絶対にこれをしなきゃいけない！！とかなんでもよくて、本当に大切な事は自分が
食を頂くまでにはどんな事があってどんな影響があるのか知る事、生産者から消費
者までそれぞれが愛をもち食と接していくこと。そうすると今世界中の中で起こっ
ている食を取り巻く環境、例えばそこで働いている人たちの事、食の歴史、これを
食べることによる影響だとか、生産物に使う農薬の環境への影響だとかたくさんの
事を考える事だと思います。これが私の考えるスローフードです。

「愛し考えること」

私にとっての SlowFood とは
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秋田県の農村に農家の長男として生まれるも、教師を目指し早稲田大学教育学部に進
学。しかし、在学中に農業に興味を持ち始め、休学しイタリアを中心にヨーロッパの
農村をまわり、そこでの暮らしについて学ぶ。卒業後は北海道での農業研修を経て故
郷の大潟村で就農。趣味は高校から始めたボート競技。2014年に念願の日本一に輝き、
現在は中高生への指導に重きを置きつつ細々と競技を続ける。

松橋 拓郎
Matsuhashi Takuro

人は舌から得られる情報のみを頼りに美味しいと感じている訳では無いと思いま
す。食卓を囲みながらその料理のお皿の外側にあるストーリーについて語り合い、
食に対して主体的にコミットするような（食を「自分ごと」にするような）コミュ
ニティづくりを目指していきたいと思います。人と人、人と食、人と農業など、主
体性を含んだ関係性を構築していくもの。それが私にとってのスローフードです。

「関係性」

私にとっての SlowFood とは



39

Profile
26

1984 年長野県野沢温泉村生まれ、現在家族で経営する野沢温泉村のホテル、ハウス 
サンアントンにてシェフ兼取締役を務める。幼少からスキー選手として活動し、17 歳
の時に単身オーストリアに渡り、ザルツブルグ州立ホテル・ツーリズム学校のスキー
科を卒業。日本に帰国してからはアルペンスキー競技で２度全日本チャンピオンに輝
く。引退後、リッツカールトン大阪のレストラン、La Baie で研鑽を積み、現在は家業
であるホテルにて地元の食材を使った創作的な料理を提供する。

片桐 健策
Katagiri Kensaku

当たり前のはずなのに、今の日本では実は難しくなっています。大人の方はもちろ
ん、できることなら幼少期から生産者の顔のわかる食材や地域の土からできた作物
を最大限に美味しく食べてもらいたい。正しい味覚や食物のサイクル、旬、どのよ
うな過程を経て食卓に並ぶのか？古来から育まれた日本の食文化や保存食、発酵食
を研究し伝える事や、いのちの正しい頂き方を知る事、地域の食材を駆使した無添
加の加工食品、そして、愛情と手間を惜しまない唯一無二のスタイルの料理を通じ
野沢温泉のこの地でしか味わう事のできない食体験を提案し続ける。これが私の考
えるスローフードです。

「大切な人に本当に自信を持って出せる安全で美味しい食」

私にとっての SlowFood とは
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1986 年千葉県匝瑳市生まれ。16 歳の夏、高校を中退し都内を拠点に音楽活動を開始。
24 歳の夏、ファストフード店で働いていた当時、農家を営む両親から届いた米、味噌、
野菜の味や、普段自分が口にしている食べ物との大きな違いに感動し帰農。以来、み
やもと山の一員として無農薬米、在来大豆の生産・加工・販売をしている。

齋藤 超
Saito Koyuru

僕にとってのスローフードは、作り手の想いを感じられること。そして作り手も食
べる人たちを想えること。食を通した相思相愛なんだと思います。こだわり育てた
食材を、顔なじみのシェフが料理し、仲間や家族、支えてくださるお客様と「美味
しいね」とわいわい食べる事できたら、それは僕にとって最高のスローフードです。
毎日、お腹がへり、のどが渇く。心のこもった食材や料理は口に運べば心も満たす。
食から始まる新しいかかわり方。繋がりある食を、共に拡めていきしょう！

「 食が繋げる相思相愛」

私にとっての SlowFood とは
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1977 年、山口県萩市生まれ。高校卒業後、海外を旅したのち、日本料理の道を目指す。
ホテルオークラアムステルダム、博多中洲の割烹店などで修行し、2010 年、福岡、薬
院にて和食店「大人のごちそう周」を開業する。2016 年、３月 宮崎県綾町にて、ス
ローフード関係者と共に、食の祭典に参加してフレンチと和食のコラボディナーをお
こなう。今まで 60 ヵ国を周り感じたこと、日本料理を世界に広めることを人生のテー
マにしている。

長岡 周吾
Nagaoka Shugo

生産者、作りての顔 そして想いが見える料理。農家、漁師、猟師、料理人、それぞ
れの想いを感じる事ができるもの。流通の発達した、今の日本では とても難しくなっ
た、この当たり前の事。子供達の世代から意識的に伝えていかないといけないと思
います。この事は伝える側の強い意志とエネルギーが必要です。時間はかかりますが、
受け入れてくれる世界があります。海外に行くと、その国の事を少し知る事ができ、
それ以上に日本の事が見えてきます。私達、日本人はこの「伝える」という事がま
だまだ力不足だと感じます。私は日本の食文化は世界一だと本気で思います。この
事をもっと伝えて世界基準で賛否両論、ぶつかり合い、そして打ち勝ちたいです。

「食材をつくる人、料理をつくる人 双方の想いが伝わる環境」

私にとっての SlowFood とは
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大学卒業後、故郷に戻って四日市市の公務員になりました。長女がダウン症であった
ことから早期退職し、障がいのある人たちの働く場所を作りたいと、ＮＰＯを立ち上
げて１０年になります。障がいのある人たちの暮らしが、仕事を通して豊かになりま
すように。彼らの力が十分に発揮されますように。地域で安心して暮らせますように。
そんな願いをこめて活動しています。食の生産にも携わり、餃子を作っています。皮
には地元産の小麦粉、具には自分たちで育てた安心野菜、ご当地Ｂ級グルメ「とんてき」
の食堂からいただく三重県産の上質な切り落とし肉、調味料としては、地元で明治時
代から続く製造業者さんの醤油やゴマ油、を使います。野菜くずは堆肥にし、揚げ餃
子に使用した廃油で石鹸を作ります。素朴な地元食材を大切に、おいしいものを作る
こと。できるだけ循環を心がけること。ハンディキャップのある人たちも一緒に働く
こと。それが、私たちにとってのスローフードかな。

堀川まり子
Horikawa Mariko

ＮＰＯ法人　呼夢･フレンズ  代表
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- SPONSOR -

バイオガイアジャパン株式会社
http://www.biogaia.jp/

「菌で豊かな人生を。」

- CONTACT -

日本国内連絡先
sfyn.tokyo@gmail.com　080-4003-2972　担当 : 渡辺

www.slowfood.com

@slowfoodinternational

@SlowfoodHQ

www.slowfoodyouthnetwork.org

@slowfoodyouthnetwork

@slowfoodyouthnetwork

www.sfyn.tokyo

@SFYNTokyo

@SFYN_Tokyo
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contact us

sfyn.tokyo@gmail.com

www.sfyn.tokyo
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