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誰もしていない有機農業︑信念を貫いた親父は
かっこよかった︒かあちゃんたちのおかげで︑家
族が好きで︑土地が好きで︑気づいたら親父が耕
していた大地に立っていた︒
始める前は︑いい野菜作って︑都会の消費者に
喜ばれ︑いい車に乗って︑親孝行するんだ︑と︒稼
ぐ夢は無限大︑でも親父との技術と経験差は 年︒
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突撃取材 行ってきました！
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表紙写真／ 2005年九州若者集会、バレーボール@レンコン
畑で優勝した「チーム水の子会」

ひとりではない 仲間が自信をくれる
写真：成神利美 2006年東北若者集会にて

Oogata-mura

『Happy Project』
写メ定時観測、
RadixのSNS ってどうだろう
グループワークテーマ

理由よりも知覚でハッピィに

後で気づいたのは︑そんな﹁なぜ？﹂とい

キーワードは︑若者︑異業種交流︑未利用
資源︑ハッピィプロジェクト︑大潟村︑⁝⁝
ｅｔｃ ︒何かおもしろそうな匂いがするもの
の︑この企画はいったい何だろう︑と︑期待
と不安の渦に巻かれつつ︑参加を決めました︒
当日もスタート時点から︑数々の謎に遭遇
しました︒謎︑その一︒集合場所が寒風山の
頂上付近︒もし︑雨が降ったら⁝？ 謎︑そ
の二︒スポーツ交流の種目が︑フットサル︒
女性や年配者に不公平では⁝？ 等々︒
う思い自体がナンセンスだったということで
す︒当日は曇り空でしたが︑展望台から広大
な大潟村を見渡すことができて爽快でした︒
フットサルも︑私のような初心者でもやれば
できるものです︒楽しく汗をかき︑一緒に戦
うことで︑出会った人との距離が一気に縮ま
りもします︒
誰かがポロっと口にしていた︑
﹁やってみれ
ば︑楽しいんじゃねぇか﹂
︒
﹁雨が降ったら大
変﹂よりも﹁実現できれば楽しい﹂を優先さ
せる︒頭で考える理由よりも︑楽しさや嬉し
さといった知覚の欲求に対して正直になるこ
とで︑一段上のハッピィを味わうことができ
たのです︒何かトラブルが起きれば︑知恵を
合わせて乗り越えればいい︒若者には︑多少
のトラブルを切り抜ける体力と柔軟性があり
ます︒
翌日は︑インターネットを用いた交流の可
能性について話し合う﹁ハッピィプロジェク
ト﹂が行なわれました︒
その進め方は︑極めてボトムアップ︒まず
はグループで自由に意見を出し合い︑いくつ
かの内容に集約します︒次に意見をストーリ
ー立てし︑具体的な提案として形にします︒
最後にはプレゼンテーション︒すぐにでも実
現できそうなものから願望に近いもの︵ ︶
まで︑様々な意見が出されました︒

共振し︑うねりをおこす
世の中では︑対立を恐れて自己主張を避け
る若者に批判の目が向けられています︒でも︑

や︑らでぃっしゅぼーや会員の方々も︑明日

集会で会った若い農家の方々は︑自分の考え
をしっかりと持ち︑はっきりとそれを表現し
ていました︒また︑参加された配送スタッフ

ここに集まった人々は世間ではマイノリテ

の農業や人々の幸せのために︑
﹁自分は何がで
きるのか﹂を考え︑それを実行に移すことへ
の思いを語ってくれました︒
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宮城大学 食産業学部
フードビジネス学科助教
京都府出身。有機食品を中
心に、持続可能な方法によ
り生産された食品の流通シ
ステムの研究に取り組む。

写真：山本謙治
スケジュール：1日目 集合／大潟村
を眺望、歴史を学ぶ。お話と田んぼ
見学／スポーツ交流（夕食メインお
肉争奪フットサル）
／温泉／バーベ
キュー／ホテルでの第二次交流会
2日目 グループワーク／閉会後の
オプション ベジタブルスタイルさん
の田んぼのひえ刈り体験

ィーに属するのかもしれません︒でも集会で
同じ志を持った仲間がいることを実感し︑相
手の意見に共感したりそれを洗練させたりす
ることで︑大きな充実感が得られたのではな

Yoko Taniguchi

東北集会
秋田県南秋田郡大潟村

2008年9月6・7日
参加人数：62名

考えてるより︑やってみれば
楽しいんじゃねえか？

★大潟村

いでしょうか︒これは︑頭ではなく心でつく
られた︑共振という名のハッピィでした︒
一見︑非合理︒でも︑結果オーライ︒若者
集会はいつか世の中に大きなうねりを起こす
ような予感がします︒

谷口 葉子

2008
集会史上初の「展望台駐車場集合」
という屋外でのスタート。らでぃっ
しゅぼーやののぼりを立てて待つ。
米農家が多いのが東北の特徴。大潟
村のベジタブルスタイル富田さんの
田んぼ見学では、参加者が田んぼの
土を手にとり舐めてみたり、まるで
勉強会。話の内容はよくわからなく
てもモノづくりの確かな技術と思い
は配送スタッフも感じ取っていた。
スポーツ交流は世話人たっての希望
でフットサルに。準備運動も念入り
に、本気度は高い。汗をかき、温泉
に入り、杯をかわす。そして仲間意
識。舞台が整えば初参加でも打ち解
けてグループワークに溶け込む、そ
の速度は若手はやはり速い。
集会終了後には、こちらも集会史上
初の配送スタッフによる援農。稲刈
り前のひえ刈りを体験。

福岡県柳川市
参加人数：70名

熱い熱い九州の若者たち

2008年8月2・3日

２００８年の春︑はじめて﹃らでぃ〜﹄の
取材で︑Ｒａｄｉｘ の会の仕事をさせていた
だいた︒この時は︑事務局の竹内さんと一緒

を鳴らしてないのにトラックの音で︑お母さ
んにお子さんまで出て来てくれる︒嬉しいで
すよね﹂野菜と愛を配達しているという若者

は﹁現場で起こっていることを伝えていきた
い﹂と話し︑
﹁お父さんが育んできた土地をそ
のまま守っていかなければならない﹂と話す

吉村 真理子
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のは︑一つ上のお兄さんとともに奮闘中の鹿
児島有機の園山さん︒九州の生産者はシャイ
な人間が多いけれど︑じっくり話を聞いてみ
ると胸の内にある熱い熱い想いが溢れ出てく
るのがわかる︒みなさん真っすぐな目をして
いて︑それは自分の生き方にゆるぎない自信
を持っていることの表れのように思えた︒
つくる人も売る人も買う人も︑みんなが喜
び合える関係性がここにはある︒誰もが誤摩
化すことなく正直でいられるのだ︒今︑世の
中は不安定の流れのなかにある︒
﹁ピンチは
大きなチャンスです︒この苦しさを明日への
チャンスに変えて欲しい︒九州集会という出
会いの場から︑それぞれが故郷に何かおみや
げを持ち帰ることを心から願っています﹂と
は︑Ｒａｄｉｘ の会理事︑水の子会代表上村
さんの言葉︒この言葉通り︑きっとここに集
まったみなさんは︑もうすでに何かをはじめ
ているに違いない︒
60

日本のよき伝統文化と歴史、そしてそこにある有形無形の宝ものに触れ、今後に生かす機会になれば…。
400年の干拓の歴史を持つ柳川。町を守り、人を守り、農地を守ってきた水路と親しむべく地元のお祭
りに参加。川下りのどんこ船を使ったレースに、
即席7チームが練習なしで漕ぎ出す。蛇行しつつも全チー
ム完走。
「お堀の夕べ」ではいつもの川下りにおつまみがふるまわれ、幹事は乗船間際に慌ててお酒を買
いに走った。約一時間の川下りに「気持ちいぃ〜」
。 翌日は有明海を育てる会会長の近藤潤三さんから、
有明海が直面する環境問題について学び、グループワークでは、本州がメインのらでぃっしゅぼーやの会
員さんに「九州をもっとアピールするには?」という提案『Happy Project九州版』を募り、
発表しあった。
ライター
福岡在住。フリーでライターを
しながら、定年後畑をはじめた
両親の手伝いを時々する日々。
将来、畑の中にセルフビルドで
カフェをつくるのが夢。

★柳川市

スケジュール：1日目 集合／「水郷柳川
夏の水まつりスイ! 水 ! すい !」参加／
堀割エイト競漕／温泉／お堀の夕べ／
交流会 2日目 早朝の有明海で月の引
力見学／有明海を育てる会会長 近藤
潤三氏講演／グループワーク／閉会後
のオプション 高橋商店さんの工場見学
（※）らでぃ〜 :生産者のありのままを、生
産者の立場からお伝えする雑誌。Radixの
会が2008年春と秋にチャレンジ発行した。
Mariko Yoshimura

グループワークテーマ

誤摩化すことなく正直に
生きる人は、かっこいい
Yanagawa-shi

『Happy Project』
九州の魅力、各産地の魅力を
伝え広めるには?

大塚さんは︑将来農業がやりたいらしい︒
何も分からず参加した九州集会︒掘割エイ
ト︵どんこ船で速さを競うタイムレース︶が
終わるころには︑参加者たちは打ち解けはじ
め︑ビールを飲みながらの川下りですっかり
リラックス︒その後︑夕食︑二次会︑三次会
へと進むにつれ盛り上がりをみせた︒
同じテーブルだった︑もっこす倶楽部︵熊
本︶の井上さんは︑若手の中でも超若手︒現
在 才で彼女募集中︒
﹁将来︑東京方面への
出荷を増やしたい︒一番の理想は自分のレス
トランをつくること﹂
︒井上さんのお父さん
は現在 才で︑ 才になったら井上さんに経
営権を譲るそうだ︒高橋商店︵福岡︶の高橋
さんも︑井上さんに負けずとも劣らぬ夢を持
っている︒
﹁ゆずすこ︵液体版ゆずごしょう︶
を世界に売りたい︒ヤンキースタジアムのホ
ットドッグにかかっていたら最高だよな﹂
︒
また︑真南風︵沖縄・宮古島︶の西川さん
52

九州集会

にまわったのだが︑この竹内さんという人間︑
というより︑らでぃっしゅぼーやと生産者に
まず驚かされた︒
﹁はじめのころは︑有機農業をやっている人
なんてまだまだ少なかったから︑とにかく出
来たもの全部買い取るから農薬や化学肥料を
使わないでつくってくれって︑農家さんを説
得してまわったんだよ﹂
とにかく何かが熱いのだ︒その熱さは︑九
州集会に参加した︑スタッフたちからも感じ
られた︒早朝干満の差を見に行った時︑有明
海にいきなり飛び込んだ事務局の後藤さん︒
﹁きょうちゃん︵らでぃっしゅぼーや会員さ
んのお子さん︑４才︶が今後も当社の商品を
食べ続けて︑将来健康な身体で赤ちゃんを産
んでほしい︒そこまでの愛情を持って取り組
んでいきたいと思っています﹂と話していた
らでぃっしゅぼーやの田原さん︒
﹁チャイム
22

2008

Yuriko Tomita

前向きに真剣に農業に取組んでいる若
者達が︑あれだけの数集まっているのを

農産物流通及びＩＴコンサルタント
︵株︶グッドテーブルズ代表取締役

僕は︑Ｒａｄｉｘ の会は有機農業に関
するもの凄い叡智を蓄えた集まりではな
いか︑と考えている︒
彼らは年に数回︑各地で勉強会を行
う︒有機農業の技術は︑通常の化学肥料・
化学合成農薬を使う慣行農法とは違うの
そして︑そのＲａｄｉｘ の会の若手生
産者が交流する会があると聞き︑秋田県
大潟村に飛んだのである︒
Ｒａｄｉｘ の若手農業者の層の厚さ︑
そしてパワーには恐れ入った！ みな︑

別栽培品は若干増えてきた︒けれども︑
その技術体系の礎を作ってきたのは︑い
ろいろな攻撃に遭いながらもジッと耐え
てきた有機農業家たちなのだ︒Ｒａｄｉ
ｘの会も︑その流れを創ってきた大きな
一派なのである︒
会社同士の繋がりも濃い︒各会員の自宅
へ個配を行う配送スタッフは︑いってみ
ればらでぃっしゅぼーやの顔そのもので
ある︒会員にとっては︑配送スタッフこ
そが︑らでぃっしゅぼーやとのインターフ

てしまうから不思議だ︒日本の各所で︑
超・高齢化している農村を廻っている僕
なのに⁝⁝︒
しかもいいな︑と思ったのは︑配送会
社の人達がまんべんなく入っていること
だ︒らでぃっしゅぼーやの配送は︑配送

Kenji Yamamoto

で︑全く体系が変わってしまう︒残念な
ことに日本の農学のアカデミズムの世界
で有機農業はまともに扱われてこなかっ

実に個性豊かであり︑自分の創っている
モノに対する自信と誇りを隠さない︒今
ここにいる連中だけを観ると︑後継者不

ェースなのだ︒その彼らが︑積極的に商
品や生産者の情報を届けようとしている︒
﹁我々がもっと生産者さんのことを識れ
ば︑それを伝えることができるんです
よ！ ですから︑いろいろ教えてくださ

山本謙治 さん

た︒従って試験場やＪＡの営農指導員が
有機農業を指導することはほとんどな
い︒だから有機・特別栽培の技術は︑独
自の体系をつくっていくしかなかったの
である︒
足ってなんだよ？ という気にすらなっ

なんだなぁ︑という⁝⁝当然のことなの
かもしれませんが︑そんなところに気付
かされました︒そして︑会に参加してい
なりたいものだ︒そして︑今回最も感動
したのはらでぃっしゅぼーやの配送スタ
ッフたちの思いだ︒今の日本にこんな仕

況に追い込まれている人が多い中︑配送
スタッフの活き活きした顔は︑かなりま
ぶしく格好良く写ったのである！
らでぃっしゅぼーやを支える生産者団
体であるＲａｄｉｘ の会︑もっと親しく

い！﹂という姿勢を持つ配送スタッフが
多かったこと多かったこと︒
自分の仕事に誇りを持てないような状

ここ 年くらいで世の中が変わり︑特

ＮＨＫ秋田放送局
放送部 ディレクター

耐えてそう！ 若くして就農する人って
真面目な人が多そう！⁝⁝そんなイメー
ジが自分の中で先行してあったんです
らっしゃる配送スタッフの皆さんの意識
の高いことにも驚かされました︒全ての
皆さんのお話から︑前向きに取材をして

冨田百合子 さん

ね︒でも実際︑若手の皆さんと話してみ
ると︑農業って凄く大変なんだというこ
とは間違いないと思いますが﹁農業真剣

ブログ﹁やまけんの出張食い倒れ日記﹂より

事をする人たちがいるんだろうか︒
彼らに家に来て欲しいから︑やっぱり
僕もらでぃっしゅの会員申し込み︑しな
きゃな︒そう思ったのである︒

プワークからSNS へ」など自主運営に向けて模索中。
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ブログ「やまけんの出張食い倒れ日記」http://www.yamaken.org/mt/kuidaore/
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いくヒントとパワーをいただきました︒
Ｒａｄｉｘ の会のこうした取り組みは︑
今後ますます重要性を増してくることと
思います︒本当に素敵なイベントでした︒
ありがとうございました︒

若手 4 名が世話人となって「みんなで自炊」や「グルー

見たのは︑仕事でもプライベートでも初
めてのことでした︒全てのお話や光景が︑
刺激的で興味深い２日間でした︒

2004 〜 2007

にやってます﹂は決して堅苦しいもので
はなく︑辛いものでもなく︑自分たちが
面白いと感じるから︑農業を頑張る︒そ
れは︑私たちが仕事を頑張ろうとするモ
チベーションとそんなに変わらないもの

が呼び水となり、スポーツ交流がほぼ必須となる。

私は︑秋田でテレビの仕事を始めて５
年目になります︒これまで過疎集落や林
業などを取材することが多かったので
すが︑その中で︑農村の今後について後
ろ向きに考えてしまう癖がついてしまっ

り合う から始まったが、遠野の集会後の有志サッカー

2008 年東北若者集会に参加していただいた
お二人の方に、肌で感じた若者集会を
語っていただきました。

東 北

ていました︒農業者って凄く大変そう！

米農家が多く、稲刈り前に開催する。 まずはじっくり語

ワカモノたちは熱かったか ?

2004
2005年9月3・4日

2004年9月3・4日
参加人数：41名

参加人数：54 名

東北集会

東北集会

岩手県遠野市

山形県東田川郡三川町

Mikawa-cho

Tono-shi

★三川町

『自分の宝 地域の宝
…大切ににしたいもの』

スケジュール：1日目 集合／八木澤商店
河野和義さんより激 励の言葉／グループ
ワーク／懇親会 2日目 各チームごとに若
者集会の感想を発表／閉会後のオプショ
ン サッカー・八木澤商店さん見学

『地域の課題を共有しよう、地元を
越えて仲間とできること考えてみよう』

グループワークテーマ

スケジュール：1日目 集合／スポーツ交流
（バレーボールとソフトボール）／温泉／懇
親会 2日目 グループワーク

手探りで始まった初の若者集会

54

﹁いま何考えてる？﹂
﹁なんで百姓やってる
の？﹂自分たちの思い︑足元のくらし︑東北
の食文化︑取り巻く環境を振り返り︑分かち
あったら︑そこから見えて来る﹃宝もの﹄が
きっとあるはず︒まずは︑地域を越えて若い
モンが︑知り合う↓語る↓飲む↓仲間をつく
る︑そのきっかけ作りとして開催されたＲａ
ｄｉｘの会初の若者集会︒
参加資格は 才まで︒ 才以上はギャラリ
ーとして会のゆくえを見守ります︒総勢 名
を チームに分けてのグループワーク︒
﹁自
分の大切にしているもの︑自慢できるもの︑
40

かしたい︑これが若者なのでしょう︒
そして︑１年ぶりの再会を祝した懇親会︒
初参加の面々もスポーツを通して生まれた
仲間意識からか︑すぐに打ち解けていまし

グラウンドが少し乾いてきたのを見てとる
と︑即ソフトボール大会が始まります︒二試
合をこなし︑ふと体育館を見ればバスケット
ボールもしている︒時間さえあれば身体を動

がりました︒

り体育館での﹁東北Ｖリーグ﹂に︒ 名が６
チームに分かれての総当たり戦は︑１チーム
３試合と相当ハードながらも︑大いに盛り上

ッカーをやったところ﹁やっぱりスポーツ！﹂
と熱望されての実現でした︒
晴れたらソフトボール︑雨ならビーチバレ
ーの予定でしたが︑明け方まで降った雨によ

テーマはスポーツ︒前年の遠野での集会後︑
生産者の自宅にサッカー場があり︑有志でサ

打ち解けるきっかけはスポーツ

してくれました︒

たいね﹂陸前高田にこの人あり︒地域おこし
の立役者︑宝さがし︑食の地元学を体現され
ている八木澤商店の河野社長が︑ゲキを飛ば

かった！﹂
﹁自分一人じゃない心強さが︑明
日からの何かを変えてくれそう﹂
︒参加者の
誰もが胸に抱いたようでした︒
﹁農業やってるみなさんはイキイキいい顔し
てるねぇ︒こんな時代に〝オレは百姓だ〟と
声高く言いながら農業をやっていってもらい

る思いの表現が展開されました︒
﹁働く場所︑生活環境が違っても︑個々の心
の奥では同じものを持っている︑目指してい
るものが一緒だ︑ということがわかって心強

参加者が各自持参した﹁大スキなうちのおか
ず﹂と﹁東北の銘酒﹂を披露しあって︑心も
ゆるみ︑夜が更けるまで語りあう若者も︒
その成果か︑翌日の発表前の最後の詰めは
各チームとも熱が入ります︒それぞれ個性あ

るか﹂を話し合い︑翌日各チームから発表し
てもらうというプログラム︒初対面でどこま
で話がはずむのか⁝⁝︒
懇親会では︑遠野地方の伝統料理が並び︑

地域で大切にしたいもの﹂
﹁それはなぜか﹂
を語りながらの自己紹介︒そして﹁その中で
生産者︑らでぃっしゅぼーや︑消費者が共有
していけるものはなにか？ どう広げていけ

39

た︒なかでも︑今年も持ち寄った﹁東北のお
酒と常備菜﹂の中に﹁オヤジが造ったドブロ
ク﹂が登場し︑気づけば壮絶な盛り上がりに
日目のグループワークでは︑未来のこと
についてディスカッションしました︒
﹁地域
での課題︑そしてその解決の糸口は？﹂そん

⁝⁝︒

10
Wakamono Shukai

なテーマに取り組みます︒
各チームからの発表は︑
﹁地域や人とのつな
がり﹂から︑
﹁学校教育﹂
﹁格差社会﹂などに
もおよびました︒若者たちが持つ問題意識に
都会︑地方の差異はなく︑社会全体の課題な
のだと再認識しました︒
﹁またスポーツをして︑みんなで心を開いて
話したい﹂
﹁配送スタッフと交流したい ﹂
こんな要望を取り入れながら︑次回は若手が
自分たちの力で企画から運営までできるよう

にと︑世話人を選出し準備していくこととな
りました︒

11

Wakamono Shukai

八木澤商店河野社長（現Radixの会会長）から
「食の地元学〜地域の宝もの探し〜」についてお
話を伺い、
グループワーク。
「大切にしたいものは?」
初の試みにやや空気は堅め。懇親会では地元
の逸品や我が家の常備菜を持ち寄ってもらった。
気づけばチェキ（懐かしい）と漬物のコラージュ
が出来上がり、空気も和やかになっていた。

!!

41

2

一人じゃない心強さを感じた
みんな熱い、熱すぎる

5

スポーツして飲んで温泉入って仲間をつ
くる…。男女混合ビーチバレーは、ボー
ルが破裂するほどの熱戦。手作りゼッケ
ンはハンカチと安全ピンで。農産部後藤
部長（当時）
、和歌山から参加の紀の芽の
会蓬臺さん（当時Radixの会会長）らセ
ンパイも入り乱れての大宴会に、会場は
出入り禁止になったとか、ならなかった
とか。東北若者集会中もっとも「若いチ
カラ」が爆発、距離もぐっと近づいた回。

2005

遠野市★

グループワークテーマ

2006
2007年8月31日・9月1日

2006年9月1・2日
参加人数：41名

参加人数：38 名

東北集会

東北集会

青森県平川市

山形県酒田市

『第一回 ヤルキング 決定戦』

グループワークテーマ

※ヤルキング:自分史とその時々のモチベー
ションを折れ線グラフで表す

『私たちのことを伝えて、モノや思い
を支持してもらうには?』

グループワークテーマ

スケジュール：1日目 集合／スポーツ交流（ソ
フトボール）
／温泉／交流会、Radicleの会
より配送現場紹介 2日目 グループワーク
／閉会後のオプション 新農業研究会さん
の圃場見学

スケジュール：1日目 集合／らでぃっしゅぼー
やのしくみ、ぱれっとを学ぶ／スポーツ交流
（食材争奪障害物競走、らでぃっしゅ実力
テスト）／温泉／チーム毎の晩ご飯自炊／
交流会 2日目 チーム毎の朝ご飯自炊／グ
ループワーク／閉会後のオプション ドリー
ムズファームさんの田んぼ見学

自分たちの手で企画・運営
スタッフ︵ラディクルの会︶が 名︑首都圏
会場は青森県︒新農業研究会の地元です︒
と神奈川から参加！ 交流会では配送現場紹
東北で３回目の開催となるこの年︑
﹁次の段階
介のスライド上映も行われました︒
では︑若手が自分たちで企画運営できるよう
配送スタッフとの新たな絆
になることが理想︵伊藤幸蔵さん Ｒａｄｉ
﹁配送する量がすごい！﹂
﹁みんながんばっ
ｘの会副会長︶
﹂という課題に対し４名の若
て配送している﹂
﹁生産者の作物を配送のみ
者が世話人となり準備を進めました︒
んなの努力で届けてくれていることに感謝﹂
スポーツ・交流・グループワークを踏襲す
﹁配送スタッフが自信を持ってお客様に薦め
ることが決まり︑種目はソフトボール︵第
一希望はサッカー！しかし会場がなく断念︶
︑ ることができる︑安全でとにかくウマイもの
を作らなければ﹂等々︑新たなやる気につな
グループワークのテーマは﹁第一回﹃ヤルキ
ング﹄決定戦﹂と題して︑各自が自分史﹁ヤ
ル気バロメーター﹂を作成しながら語ってい
くことに︒世話人がリーダーとなり︑一泊
日を引っ張っていきます︒
参加生産者は 名︒畜産︑水産︑加工の各
Ｒａｄｉｘの会会員や︑北海道地区にも声を
かけたものの︑残念ながらタイミングが合わ
ず農産のみとなりました︒しかしながら配送

交流の輪がどんどん拡がる
冬の若者集会では生産者が作ったご当地鍋
が好評でした︒そこで世話人から﹁今度は配
送スタッフとともにメニューを考えてみるの
は？﹂と提案があり︑この若者集会では﹃自
炊を通した交流と考察﹄を目指しました︒
場所は︑鳥海山麓にあるログキャビン︒合
宿でも利用されるこの場所は︑自炊を行ない
夜更けまで語りあうのに最適です︒
名の生産者︑配送スタッフ︑水産加工メ
ーカー︑らでぃっしゅぼーやの営業スタッフ
と︑多方面からの交流が実現しました︒
今回は初心にかえり︑らでぃっしゅぼーや
を知る時間を作りました︒基幹商品である野
菜ボックス﹁ぱれっと﹂を開けながら︑配送

また︑スポーツ交流では︑競技にプラスし

スタッフが内容を説明︒次に︑らでぃっしゅ
ぼーやをまだ知らない消費者にどのように伝
えているのか︑営業スタッフが寸劇を披露︒

とあって︑
﹁体力がなくても誰でも参加しやす

て︑らでぃっしゅぼーやに関する実力テス
トも導入︒総合得点の結果でメイン食材︵短
角牛︑放牧豚︑豆など︶の選択権を得られる
く﹂と考案した障害物競走のはずが︑過去の
どのスポーツよりも白熱してしまいました︒
﹁ご飯作りで生産者と営業と配送スタッフが
協力して︑笑いあい︑考えながら過ごす時間
が有意義だった﹂となかなか好評でした︒

がっているようでした︒
ラディクルの会が参加し︑配送スタッフと
生産者がつながったことで︑顔の見える関係
﹁俺たちの現
がより確かなものになりました︒
場を見に来てくれた︒次は俺らが配送の現場
を見に行こう！﹂と︑東北の農作業が一段落

8

する冬に東京に集まることを約束して︑再会
を誓ったのでした︒

12
Wakamono Shukai
Wakamono Shukai

13

お互いをより深く理解するために

オールらでぃっしゅ食材の自炊に挑戦。共に
何かを作ることで絆がさらに深まる。東北初
のメーカー参加
（水産加工）
もあった。スポー
ツは誰もが参加できるようオリジナル障害物
競走とらでぃっしゅ実力テストを考案。集会
後配送スタッフは庄内平野の田んぼを見学。

そのつながりに深くかかわりたい
団結力。知る、
考える、続ける力

2

翌日のグループワークでは︑世話人富田さ
ん︵ベジタブルスタイル︶の進行のもと︑配
送スタッフからの質問を軸に展開︒
﹁らでぃ
っしゅぼーやの厳しい基準での栽培を辞めよ
うと思ったことは？﹂という質問には﹁一度
もない﹂
﹁後押ししてくれる消費者の方々が
いるからあきらめないで続けられる﹂とい
う返事が︒
﹁いろいろな制限を乗り越えるこ
とが逆にやりがいになっていると聞き感心し
た﹂と配送スタッフにもプラスになりました︒

（※）冬の若者集会 :「東北若者集会冬の陣」として、作り手が都市部にやっ
てきて、
配送の現場を体験し、
配送スタッフとの交流を図っている。P.19参照。

24

初めて生産者が世話人となり準備をし配送
スタッフが初参加した回。スポーツはサッ
カー場が取れず次点のソフトボールに。懇
親会では、2006年3月の食の文化祭で好
評だった「配送現場紹介」の写真を展示。
グループワークは「ヤルキング決定戦」
。
自分の人生を「ヤル気」を指標に伝えあっ
た。全員分聞けなかったのがもったいない、
と言われた良企画。集会後、配送スタッフ
は収穫前のりんご畑を見学。

41

2007

★平川市

Hirakawa-shi

★酒田市

Sakata-shi

写真：成神利美

WAKAMONO VOICE

集会の日、
その日だけで
終わらせ
たくない

僕らが心を込めて
作ったものを、配
送スタッフさんが
気持ちを込めて届
けてくれている !

生産者さんが
いたのも驚いた

帰ったら、若 い
ヤル気のある人
がたくさんいるっ
てこと伝えたい

農業のたい へんな面を初めて知って、
野菜に対する考え方が変わりました

人生を
「がんばろう」っ
て思ってる方々とお話
できた。普段は意外と
少ないから。

お互いの意見を交換しあうことが、
すべての改革・変革への第一歩だと感じた

新鮮で、
との話しは
ん
さ
フ
ッ
タ
配送ス
」
た
ばっていこう
「またがん ビタミン剤になりまし
の
という思い

作る人の気持ち、
意気込みを
もっと知り
届けるときに
活かしたい

大変なときも
あるが辞めよ
うとおもった
ことはない
農業は仕事と
してというよ
り生き方とし
て選んでやっ
ているから
いくら良いものや
こだわったものを
作っても
売れなければ
ほかのものと同じ

飲みで
いろんな人たちと
農業の話を聞けた
ことが一番よかった。
日本の自給率についてとか、
とてもまじめな話、討論が
すごくおもしろかった

自分ももっと勉強しなきゃな

15

Wakamono Shukai

こんどは
ろう!
全国で集ま

Wakamono Shukai

14

元気な農家がいっぱいいるからもっともっとがんばろう

汗かいて
飲んで語って
勉強する、
素晴らしい !

平成生まれの

それぞれ
の地
域
で
抱
問題
えている
点
が
あ
る︑と同
〝
ヤ
時に
ル
気
〟
と〝熱さ
持ってい
〟を
る

加工品、水産加工メーカーさんの参加も多い。

聞いて正直驚いた。

らでぃっしゅを
長く使い続けてもらって︑
らでぃっしゅのファンに︑
そして皆仲間になっていく︑
流れが出来たら
すごくすてきだなぁ

バーベキュー・翌日の講話で構成する。農産のみならず

4 割になるって

自分たちの作ったもの
を届けてくれる人の
ことを考えたことが
なかったので
話ができて
よかった

やって、はじめて未来とか語るとです」と、スポーツ交流・

農業後継者、
数年後には現在の

熱き思いをシェアしよう!
若い人がいっぱいで
いろんな意味でとっても元気

各産地が持ち回りで幹事を務める。
「汗かいて、飲み方

彼らの目が輝いていることに少しうらやましさ
を感じます

柑橘や果菜、根菜類の産地が多く、真夏の開催が多い。

っと
もっとも を
思い
意見や
い、
伝え合
上に
今まで以 い
深めた
交流を

配送スタッフさんは会員さんへ
生産者の思いを伝えることを頑張っているので︑
私たちは配送スタッフさんたちが﹁ありがとう﹂
って言ってもらえるものを作っていきたい

互いに
知らない
ってことを
知れる
生産というスタート地
点から営業、配送とい
うゴールまでが実感を
伴なって伝わった感じ。
自分が営業したお客さ
んの、その後の世界を
知れて発見の連続

ない
んだ
だけじゃ
んでいる
ただ配る
努力も運
頑張りや
作る人の

配送スタッフの「思い」と「ジレンマ」が印象的

同じ思いをもった生産
者︑とくに自分よりも
年下の人たちとの会話
が新鮮だった

生産者↓消費者の
意識はあるけど︑
それを届けてくれる人がいないと
成り立たないんだよね

（2005 〜 2008 若者集会アンケートより）

農業はクリエイティブな仕事なのだ

饒舌じゃない? つたない表現 ? これがオレたちのリアルなんだ！

2005
2006年8月26・27日

2005年8月28・29日
参加人数：58 名

参加人数：52名

Saito-shi

Hikawa-cho

西都市★

スケジュール：1日目 集合／スポーツ交流（バ
レーボール @レンコン畑）／温泉／らでぃっ
しゅ食材によるバーベキュー 2日目 自炊で
朝食／水の子会代表上村茂則さんの講話
スケジュール：1日目 集合／スポーツ交流
（ドッヂボール）／温泉／バーベキュー 2日
目 石井記念友愛社見学／生産者の話／閉
会後のオプション 宮崎有機さんの圃場見学

﹁若いもんは汗かいて飲み方やってはじめて
未来とか語るとです﹂と九州ブロック委員の
北原さん︵水の子会︶の呼びかけで実現した
九州若者集会︒台風で中止となった昨年のリ
ベンジ︑と集まった生産者・スタッフは 名︒
６チームに分かれてレンコン畑でのバレーボ
ールに挑戦です︒レンコンのコンテナを観覧
席に仕立て︑日除けシートをフォークリフト
で張り︑審判席は脚立にパラソル︒幹事の水
の子会さんの準備はさすがでした︒
試合は︑初めこそ顔が汚れないよう控えめ

意識がつながって生まれる力がある

バカバカしいほど一生懸命
なプレーでしたが︑二戦目には頭からダイ
ブ！ バカバカしいほど一生懸命︒初対面で
も戦友のような関係が生まれていました︒
温泉で汗を流したあとは︑九州各産地の食
材や持ち寄った焼酎でバーベキュー︒古民家
の宿で︑農業のこと︑仕事のこと︑日本の未
来のことなど︑夜が更けるまで討論しました︒
翌朝は︑水の子会上村代表から農業を超え
た環境への取り組みなどのお話︒
﹁みなさん
なりに地元でできることが必ずあります！﹂
と若者たちを応援してくれました︒
﹁若者独特の和気あいあいとした集会︒プレ
ーを通してたくさんの仲間ができる︑すばら
しい会でした﹂
﹁自分と同世代のみんなが農
業をどういう目で見て考えているのか︑もっ
と話せたらもっとおもしろいなぁ﹂など初め
ての九州若者集会も好評です︒
﹁各地区のブロック委員の皆さんのおかげで
若者も大勢集まり︑絆を深めることができま
した︒予定通り
︵？︶飲み方では︑農業の未
来について語ることができました︒いろいろ
な悩みを吐き出し︑熱い思いを語り︑気持ち
を共有することの大切さを感じました︒今後
もそれぞれの地域性を出していければワクワ
クするような企画ができると思います︒九州
もやっときゃやっぞ！﹂とは北原さん︒無事
に開催できてホッとしていました︒

を預かっていたという児童福祉の父といわれ
る人︒
﹁木城に来たならぜったい見てほしい︒
ここがあるからいまの自分がある﹂と幹事か

ドッヂボールの汗を温泉で流し︑交流会で

タッフが大切な架け橋なんだと思った﹂など︑
生産者と配送スタッフの距離が大きく縮まっ
た若者集会でした︒

った﹂
﹁自分の仕事に対するモチベーション
が上がった﹂
﹁異業種でもモノ作りや仕事に
対する熱意は同じ！﹂
﹁これまで生産者と消
費者を中心に物ごとを考えていたが︑配送ス

っちゃね﹂と誘致︵？︶した宮崎有機の小泉
さんが進行役︒
﹁真剣な話し合いがよかった︒もっと時間が
あればよかった﹂
﹁一晩飲み明かすことで生
産者も︑配送スタッフも何の隔たりもなくな

語り合った翌日は︑地元の歴史を学びに石井
十次記念館﹁友愛社﹂を訪ねました︒
石井十次は明治期に２０００人もの孤児

社７名︒
﹁農産だけではない業種を越えた集
会を﹂という若者集会の目標に︑また一歩近
づきました︒さらに︑らでぃっしゅぼーやの
配送スタッフ８名が大阪・中部などから参加︒

らの推薦です︒

前年に好評だったスポーツからスタート︑
種目は男女混合ドッヂボール︒
﹁ゲームはこ

日間の締めくくりは友愛社の一室で
２００６年若者集会を振り返りました︒前年︑
唯一宮崎から参加し﹁次回はうちで開催する

集まったのは生産者 名︑加工メーカー

の日限りの大橋ルール︵幹事の一人大橋さん
考案︶で︑夜の交流会は野外バーベキュー﹂
と宮崎有機農業研究会の青年部会メンバーが
幹事となり︑準備がすすめられました︒

届ける人との距離が一気に縮まる

語り合う時間がまだまだ足りない
Ｒａｄｉｘの会会長・河野和義さんの語る〝ふ
︵ＲａｄｉｘとＲａｄｉｃｌ
たつのＲは両輪〟
ｅ︶
︑その一歩めが踏み出されたのでした︒

2

熊本県八代郡氷川町

宮崎県西都市

52

6

九州集会

九州集会
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Wakamono Shukai
Wakamono Shukai

台風で中止となった前年のリベンジとあって、
幹事の水の子会さんの準備は完ぺき。レンコン
畑での泥んこバレーは、初顔合わせの緊張を吹
き飛ばした。宿泊は山の中のログハウス。夜更
けまで酒も話もすすむ。翌朝は水の子会の上村
代表から、無農薬栽培への転換と周囲からの圧
力、環境保全活動へかける思いなどを伺った。

17

39

熊本での泥んこバレーに触発され
（?）
「次
はうちでやるっちゃね」と宮崎有機農業
研究会青年部会が幹事となっての開催。
ドッヂボール、バーベキュー、そして翌日
は「僕らがいるのはこの人のおかげだから
ぜひ見ていってほしい」と明治期より孤
児を預かる石井記念友愛社を見学。関西、
中部地区から配送スタッフも初参加した
この回、
「もっと真剣に語り合う時間がほ
しい」と気温も気持ちもヒートアップ。

2006

★氷川町

モノを運ぶだけの配送ではない！ 会員様
からの﹁ありがとう﹂は︑
〝らでぃっしゅぼ
ーや〟を作る全ての者に言っていただいてい

ことを本当に知っているのか？

る︑それが私たちのプライドです︒
思いをつなぐ配送をしている︒らでぃっし
ゅぼーやを代表している︒しかし︑作る人の

らでぃっしゅぼーやをもう一度認識
後には現在の農業従事者の 割が減る﹂とい
った農業の現状が語られ︑
﹁思い﹂だけでは解
決できない現実も再認識しました︒

消費者との接点を彼らが握っている
幹事の金井さん︵ながさき南部︶の進行で
進められたディスカッションでは︑配送スタ
ッフから﹁会員さんに︑ヘタの茶色い柑橘は
古いのでは？と質問されたが︑どう説明すれ
ばよいか﹂との質問も︒そこから︑作る側と
消費する側の常識の違いも見えてきました︒
﹁直に苦情を受けたり苦労も多い中︑前向き
に配送の仕事をされている︒彼らの負担を軽
減できるよう︑生産者の一層の努力も大切﹂
﹁想像以上に作ることのたいへんさを知り︑
もっと早く︑もっと確実に届けようという使
命感が増した﹂と︑お互いを尊重しあい︑つ
ながりが深まっていく中︑目的を共有するこ

参加人数：81名
参加団体：20 団体

との重要性に気づかされた集会でした︒

神奈川県厚木市

前年から配送スタッフも加わり︑作る人と
届ける人の両輪が回り始めました︒一方︑仕
事は所属団体への納品までなので︑どのよう
に消費者の手元に届けられるのか想像がつか
ない︑
という生産者がたくさんいるのも事実︒
そこで﹁らでぃっしゅぼーやとは？﹂を改
めて確認し合いたいと考えたのが２００７年
の若者集会です︒らでぃっしゅぼーやの基幹
商品である野菜ボックス﹁ぱれっと﹂を開け
ながら﹁これは大家族向け︑こちらは一人暮
らし向け︑何品入っていて︑この値段﹂と配
送スタッフが説明︒お届け現場の寸劇も﹁自
分たちが作った野菜がどのようにして消費者
に届くのかよく分かった﹂と好評でした︒
日目は︑ながさき南部の近藤一海代表と
長有研の近藤正明代表のお話︒ 数年来︑日
本の産直・有機農業をリードするお二人から
﹁この年収なら農家に後継者ができる﹂
﹁数年

2008年1月25・26日

18
総勢約 260 名、管理者や営業担当者などを含めた会員数は約 330 名。

２００６年の食の文化祭で︑
その疑問は﹁双
方片想いだった﹂ことに気づきました︒
理解し合えていると思っていたが︑実はそ
うでもなかった︒それでも︑互いの情熱は信
じられる⁝それが若者集会参加につながり︑
今につながる全てのスタートだったのです︒
あれから 年が経ちます︒作る人との交流
が一歩一歩深まり︑
﹁ＲａｄｉｘとＲａｄｉｃｌ
ｅは両輪﹂この言葉が当たり前になってきま
した︒作る人と届ける人がこんなに一体とな
っている︑互いの仕事を尊敬しあう流通団体

東京都板橋区

Wakamono Shukai

Radicleの会とは らでぃっしゅぼーやの配送を担う配送代理店の会。らでぃっしゅぼーやの全国5センターに各支部を置き、配送スタッフ

Wakamono Shukai

19

東北若者集会冬の陣

九州集会
2007年7月20・21日
長崎県雲仙市

届ける人と
作る人がつながった

6

参加人数：78 名
参加団体：16 団体

『自分の作ったモノをとても大事
に扱ってもらい、笑顔で対応して
いることに感銘を受けた』
。互い
の思いが交わりました。

2007年2月2・3日
じゃないことを実感。

2006・2007

お互いの現場を知ろ
う！ との思いから、作
る人の配送体験も実
現。過去 2 回のべ 34
人が参加。タダの配送

明るい未来は自分たちでつくる

は他にないと自負しています︒でもまだまだ
物足りないという声もあがっています︒
私たち全ての配送スタッフが﹁ホンモノ﹂
を届けることにプライドを持ち︑食べる人へ

人が
作る き
行
に
見
ました

！
知りたい
たい！
い
ら
も
て
知っ

届ける人の現場を体験

30

始まりは桜中学での食の文化祭。実はお互い現場を
知らなかった、でもムズカシイこと抜きにまずは交
流を深めていこう! と若者集会参加につながった。

Unzen-shi

つなぐ役割を果たす︒らでぃっしゅぼーやフ
ァンを増やして︑良い食の未来を作る一端を
担い続けられるよう︑これからも作る人たち
の現場にどんどん足を運びます！

2007

2

手書きのゼッケンを携え、霧の中でのグ
ランドゴルフを楽しむ。配送スタッフが、
「ぱれっと」などのお届け風景や、新規会
員獲得の営業風景などを披露、らでぃっ
しゅぼーやの最前線を知ってもらった。
翌日は九州を代表する二大団体「ながさ
き南部生産組合」と「長崎有機農業研
究会」の代表お二人から有機農業の30
年を語っていただいた。
終了後配送スタッ
フはみかんやオクラの圃場を見学。
お互いの現場を行き来するもう一方が東北集会冬の陣。作る人が
配送センターに出向き、夏に参加できなかった多くの配送スタッフ
&らでぃっしゅぼーやスタッフと交流する。サッカー、鍋大会、食リ
ンピックのほか、会員様からの質問に答えてもらう、想いを語り合
う、など楽しみながら、かつじっくりと交流を深めています。

スケジュール：1日目 集合／スポーツ交流（グラ
ンドゴルフ）／バーベキュー、
情報交換会（ぱ
れっと説明、お届け風景ロールプレイング）
2日目 長有研 近藤代表、ながさき南部 近
藤代表からのお話「環境保全型生産の今
昔」と参加者の意見交換／閉会後のオプ
ション ながさき南部さんの圃場研見学

3

参加人数：54 名

Radicle の会会長 市川一紀

★雲仙市

2006

2007
会
ルの
ク
ィ
ラデ

刺激し合い切磋琢磨する
﹁Ｒａｄｉｘの会﹂役員になった２００４年︒最年
少役員だった私が︑最初に取り組んだプロジェクト
が若者集会でした︒
私が代表を務めていた組織でも︑若手︵ 〜 代・
当時私も 代でした︶が中心の活動を行っていまし
たが︑更なる成長のために﹁がんばっている農家に
会わせてやりたい︑他地域で活動している若いやつ
らもきっとそう思っている︑彼らが知り合う場をつ
くるべきだ﹂と考えたのがきっかけでした︒
﹁若手農家・後継者﹂は地域では金の卵︑しかし磨
かないと光らなくなる︒
﹁何のために努力し︑農作
物を作っているのか﹂
﹁
〝消費者に食べてもらいたい〟
の先にあるものは何か？﹂
︒自分の目的を見つける
ためにも︑多くの人と会い︑話しをし︑刺激を受け
て切磋琢磨して欲しかったのです︒
農業はともすると自分や自分の組織︑地域だけで
完結しがちです︒農家が自分たちの足で立ち︑レベ
ルを上げようとするとき︑ともすると自分の立ち位
置を見失いかねない︒だからこそ外からの刺激を受
け続けなければだめなんだ︑と︒
不安もありました︑﹁若いやつが集まるのか﹂って︒
でも︑ふたを開けてびっくりしましたね︒

﹁会う 話･す 分･かり合う﹂から次のステージへ
・ 回目の若者集会は言わば顔合わせでした︒
しかし 回目からは一歩前進し︑自分たちで企画・
準備・実行するための世話人を選出︒その世話人た
ちが核となり︑自主運営を模索しました︒
他の地域との交流は︑自分が気づかない地元の宝

ものを認識し︑自分がやっていることを人
に伝える訓練にもなる︑つまり自分を高め
るネットワーク作りにもなるのです︒
回を重ねることで︑
﹁自分は何が足りない
のか︑何が強みなのか﹂というテーマを共
有し﹁どう活かすか︑何をしたいか︑何が
できるか﹂をアピールするための企画まで
できるようになりました︒若者集会はそれ
をどう具体化していくか︑という次のステ
ージに入ったのだと思います︒

行動力と柔軟性は若者の特権

かつての産直︵生産地と消費地・農村と

﹁配送スタッフと話す﹂という企画も︑若
者集会の中から生まれました︒
都市︶という﹁農家 消費者﹂から︑
﹁産直
﹁食べる
組織 流通組織﹂のつながりが主流になり︑
人に﹂という目的が後回しになりがちなことも事実
です︒だからこそ農家・流通を含め︑その先の届け
てくれる人たち︵物流会社︶までがつながることは
とてもすばらしいことです︒夏は農村に来てもらい︑
冬は都市に行く︒
﹁自分たちが作った成果を届けて
くれる仲間﹂という連帯感が生まれました︒
実は︑私たち生産者は﹁作ったものを︑らでぃっ
しゅぼーやの人たちが手渡しで届けてくれ︑言葉も
交わしてくれている﹂と想像を巡らし︑理想の絵を
描いていました︒しかし︑実際に配送スタッフの仕

実も知りました︒これも︑
つながる︑
会いに行くとい
う行動力︑
柔軟性があったから︒若者の特権である行
動力と柔軟性は今後も伸ばしてほしいところです︒

かかわりの中で自信と誇りを持ちつつある
これまで開催してきた中で︑
﹁農業はたいへん﹂の
一辺倒ではない﹁楽しい︑こうしたい﹂という前向
きなメッセージが増えてきています︒農業を生業と
するかどうかを自分で選択できる時代︑人とのかか
わりの中でそれぞれが自信と誇りを持ちつつあるの

という悩みをかかえています︒それでも愚痴のこぼ

かもしれません︒
農業に限らず︑生産者・流通組織・配送スタッフ
それぞれが仕事に追われ︑なかなか先が見えない︑

事を見て︑﹁たいへんな仕事﹂
﹁自分たちが作ったもの
を大切に扱ってくれている﹂という実感と同時に﹁ほ
とんどの会員さんに会えない﹂
﹁話せない﹂という現

であり︑考えても行動に移せなかったらそれは考え

向に変えていく力になる︒それこそが若者集会なの
だと思うのです︒

ていないのと同じで︑より罪が深いことです︒
一人ではない︒これまで自分たちが知り合った人
たちと︑どういうふうに手を携えて変えていけるか︒
東北や九州から始まった若者集会が︑未来をいい方

そして︑今年からはらでぃっしゅぼーやの会員さ
んにも参加してもらいました︒このように業界関係
者だけでなく︑つながりが広がっていってもいいで
しょう︒流れがないと澱みます︒思いを持った人に
はどんどん入ってきてもらい︑裾野を広げていって
ほしい︒職業︑地域を越え﹁これから何を目的にす

実を伴なう会に
若者集会を通じて︑他者を認め︑自分たちの良い
ところや欠点に気づく︑その宝もの探しは今も続い
るのか︑目標にするのか﹂を明確にイメージできる
ような会に発展してほしい︒そして﹁若いやつらが
集まって︑思いを共有し︑実現できた﹂という︑実
が伴なう会に育ってくれたらと思っています︒

とはいえ︑走り続けるのは難しい︒変える必要が
あるのか︑このままがいい︑という思いも出てきま
す︒大切なのは︑刺激し合い行動に移せるかどうか

未来を創造する力

ています︒そして﹁宝もの﹂というとき︑
﹁いい話﹂
だけに留まらない﹁お金も大事だろ﹂と言えるバラ
ンス感覚も生まれています︒
﹁思い﹂と﹁経済﹂を
うまく両立させ事業に結びつける︑さまざまな活動
につなげる︒そこには後継者不足や食の安全︑環境︑
自給率等へのさまざまな切り口もあり︑チャレンジ
しがいがあります︒悩みながら力をつけるなかで︑
若者たちが世代交代し主力に育っていく︒これが今

伊藤幸蔵

30

し合いにならない︑楽しさや希望を語れるこの若者
集会は︑すばらしい場だといえるでしょう︒

⇔

20

20
Wakamono Shukai
Wakamono Shukai
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⇔

30

3 2

後の若者集会の狙いのひとつなのです︒

米沢郷グループ（ファーマーズ
クラブ赤とんぼ）代表
1967 年 山 形 県 生 ま れ。
Radix の会東北ブロック委員
を経て 2004 年役員理事に。
現在 Radix の会副会長。

1

「都会と比べると、農家に人材がない !」
10 年前の自分の正直なつぶやきでした。
それが、先駆的親父農家と基準を作り、減反に反対し、
酒を酌み交わし、若い後継者が増えていって、
「ワザ・ヒト・アンテナ」から力をつけてきたのです。
13 年目の今、Radix 若者集団に脱帽 !

写真：山本謙治

生産者の世代比率

全国（基幹的農業従事者）・らでぃっしゅぼーや比較
3

全国

（％）

らでぃっしゅぼーや

40

70代以上

生産者10人
20〜40代

生産者10人
50代〜

昭和一桁世代の引退が
引き起こす危機

関東ブロック

関西ブロック

右のグラフは、戦後の農業において大
きな塊として存在していた昭和一桁世
代が、今も農業を支えている実態を示
しています。1960年当時は、昭和一
桁世代は25〜35歳の若者で300万
人。また全体的な年代バランスも良好
で農村に活気がありました。2005年
は65歳以上が6割。この6割を支え
る昭和一桁世代が引退時期を迎える今
後10年、若者の激減、高齢化に加え
耕作放棄地の増加が止まらなければ農
村は危機的状況となるでしょう。

九州・沖縄ブロック

【用語解説】

2008年

����年

5名

配送スタッフ

らでぃっしゅぼーや

らでぃっしゅぼーや

7名

5名

5名
0名

参加者
78 名
配送スタッフ

49 名

Radix の会

Radix の会

Radix の会

配送スタッフ

配送スタッフ

らでぃっしゅぼーや

らでぃっしゅぼーや

27 名
8名
3名

47 名
8名
3名

14 名

東北、関東の若手
生産者、メーカーさ
んが神奈川に集結

らでぃっしゅぼーや

15 名

「配送の現場を見よう」
と東北の若手生産者が
首都圏に集結

大阪、中部地区の配送
スタッフが初参加

参加者
41 名

参加者
52 名

参加者
54 名

Radix の会

Radix の会

Radix の会

らでぃっしゅぼーや

らでぃっしゅぼーや

らでぃっしゅぼーや

38 名
3名

48 名
4名

48 名

東北では無事
初開催なる

6名

幻の九州若者集会

らでぃっしゅぼーや

配送スタッフ

49 名

参加者
58 名

台風接近により前日
に中止決定︒幻の集
会となる

Wakamono Shukai

15 名

Radix の会

参加者
38 名

2004年
東北若者集会

首都圏地区のらでぃっしゅぼーや会員さん、
外部組織の方等の参加で、さらに広がる

Radix の会

Radix の会

首都圏、神奈川地区の
配送スタッフが初参加

2005年
九州若者集会

3名

61 名

参加者
54 名

2006年

東北若者集会

5名

6名

配送スタッフ

参加者
41 名

19 24 29 34 39 44 49 54 59 64 69 74 5〜
〜
〜
〜
〜
7
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 （歳）

〜
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若者集会年表

2007年

29 名

����年

19 24 29 34 39 44 49 54 59 64 69 74 5〜
7
〜 0〜 5〜 0〜 5〜 0〜 5〜 0〜 5〜 0〜 5〜 0〜
（歳）
7
5
5
6
3
6
3
4
4
2
2

配送スタッフ︵ラディクルの会︶
が全国から１３４名参加

らでぃっしゅぼーや
会員さん

3名

15

第３回 Ｒａｄｉｘの会総会

らでぃっしゅぼーや
会員さん

15 名

19 24 29 34 39 44 49 54 59 64 69 74 5〜
〜
〜
7
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 （歳）

〜
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食の文化祭

らでぃっしゅぼーや

20 名

19 24 29 34 39 44 49 54 59 64 69 74 5〜
〜
〜
〜
〜
7
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 （歳）

九州若者集会

らでぃっしゅぼーや

����年

500

東北若者集会

配送スタッフ

����年

出典：農林水産省「2005 年農業センサス」

参加者
81 名

6 65

1000

若者集会冬の陣

配送スタッフ

46 名

ha

1500

九州若者集会

Radix の会

34 名

6

昭和一ケタ世代
2000

〜

配送スタッフ176名、らでぃっ
しゅぼーや会員さんが参加、
Radixの会の輪が広がる

1

38

5

（千人）

東北若者集会

Radix の会

ha

4

15

若者集会冬の陣

参加者
70 名

第４回 Ｒａｄｉｘの会総会

参加者
62 名

大阪地区のらでぃっしゅ
ぼーや会員さんが参加

連絡先は裏表紙を見てね

九州若者集会

若者集会のお問い合せはRadixの会事務局まで！

東北若者集会

Radix の会交流部会担当 島田晶子
参加者が自分のいる組織や地元を超えて仲間に
なっていく。そこに生まれているエネルギーは若
さゆえの勢い ? それだけじゃない「いま自分の足で立つ」
「前
を向いて歩く」ことを後押しするプラスの力が渦巻いていた。
その力は、そのとき、そこに参加している若者たちから生まれ
ている。人と会う、話す、知り合う。生々しくって、ときにしん
どい。飛び込んでみて分かる、若者集会に渦巻く力。ネット
や本とも違う刺激。ココロが感じる、スゴイ、楽しい、心強い。
これが 4 年間を振り返って私が感じていること。冊子にまと
めたいま、その感じは確信に変わっている。
若者集会で出会った人たちは確実に日本の未来を創ってい
る。プラスの力で。各地で小さな渦を巻いて。
次の若者集会、こんどはあなたが飛び込んでくださいな。
もっと大きな渦をそして未来を共に創っていきますよ〜。

食の文化祭

飛び込め若者 !

3

4

年齢別農業就業人口の変遷

0

1 土地持ち非農家 : 農家以外で耕地及び耕作放棄地をあわせて5アール以上所有している 3 基幹的農業従事者：自営農業に主として従事した世帯員（農業就業人口）のうち、ふだ
んの主な状態が「主に仕事（農業）
」である者。
世帯。農家の高齢化や後継者不足などを背景に増加傾向にあり、2005 年の農業センサ
4 農業就業人口：自営農業のみに従事した者または自営農業以外の仕事に従事していても
スでは、農地所有者のほぼ 3 割を占めている。
年間労働日数でみて自営農業が多い者。
2 自給的農家:経営耕地面積が30アール未満で農産物販売金額が年間50万円未満の農家。

30

10

24

ピンチはチャンスなり

60代

15

10

6

１９６０年代︑６００万戸あった農家が︑今

50代

1

後 年間で２００万戸︑ 分の に減少すると
言われています︒農業就業人口は２００７年で
３１２万人︑１９９０年に比べ約１７０万人減少
しています︒一方で農業就業人口に占める 歳以
上の割合は年々増加しており２００７年は 割に
もなっています︒耕作されない農地も年々増えて
います︒２００５年の耕作放棄地は 万 千 で︑
１
２
うち 割が土地持ち非農家と自給的農家によるも
のです︵１９９５年は 万 千 ︑ 割︶
︒耕作
放棄地の増大に歯止めがかからない︑というのが

40代

実情です︒
その問題の本質は﹁農家﹂の実態にあります︒
農林水産省では︑経営耕地面積が アール以上ま
たは 年間の農産物販売金額が 万円以上の世帯
を﹁農家﹂と定義していますが︑これでは農業が

30代

東北ブロック

50

生業として成立している状態とはいえないでしょ
う︒農業に対する誇りを維持できる次元とは思え
ません︒
また︑販売農家は﹁経営耕地面積が アール以

20代

らでぃっしゅぼーや生産者を
地区別で見てみました。20
代〜40代までがそれぞれの
地区の27〜34%を占め、若
者集会を開催している東北・
九州は30%を超えています。

出典：農林水産省「2005 年農業センサス」／らでぃっしゅぼーや農産課調べ（2006 年）

23

活動を実践していきます︒

全国で活躍する
若者たち

上または農産物販売金額が年間 万円以上の農
家﹂と定義されていますが︑あまりに寂しいボー
ダーライン額です︒農業生産を維持するための年
間販売額は７００万円以上が常識といわれ︑その

北海道ブロック

10

0

若者集会を取りまく環境

らでぃっしゅぼーや農産課調べ（2006 年）

の特色があげられます︒
共に高めあえる仲間がいる農家
を目指して︑ピンチをチャンス
に変える力を持った若者たちが︑
﹁ワザ・ヒト・アンテナ﹂の

20

左のグラフでは、全国と比べて
らでぃっしゅぼーや生産者の世
代が若いことが分かります。ら
でぃっしゅぼーやが始まって
20年。生産者は家族を持ち、
10代20代の後継者が育って
います。現在の契約者数は親世
代が主であるため、今後、子の
世代の自立が進むことで、ら
でぃっしゅぼーや生産者に占め
る若い世代の比率がさらに高く
なることが想像できます。

数字を達成できている農家はわずか一割程度︒こ
れでは〝農業は魅力がない〟といわれても仕方が
ありません︒
魅力ある農業へ︒
﹁農家の位置づけ﹂
を高めたい︒
Ｒａｄｉｘの会に集う生産者には 農家経営にビ
ジョンがある 顧客視点の作付けができる
環境保全型農業である 地域の資源活用
や循環のしくみを経営に取り入れている
農業を生命産業として経営している︑等

30

DATAで見てみよう

ブロック別
生産者年齢分布図

らでぃっしゅぼーやに
潜在する若者の力

Wakamono Shukai
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図解「若者集会」

Producer 後藤和明（Radixの会事務局）
Editors
島田晶子（Radixの会事務局）
西村郁子（フェアリーダスト・オフィス）
Design
フェアリーダスト・オフィス

らでぃっしゅぼーや環境保全型生産者団体

〒175-0081 東京都板橋区新河岸1-15-9らでぃっしゅぼーや内
TEL：03-5399-4631 FAX：03-5399-4634
E-MAIL：oﬃce@radix-jp.org Web Site：http://www.radix-jp.org
本誌は再生紙を使用しております

