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京
みやこ

まなびミーティング⑳ 
  ゴールデン・エイジ・アカデミー 

京の食文化「身近な食から考える」 
 

 

 

 

日 時 ： 平成３０年５月２５日（金） 午前 1０時～11時 30分 

場 所 ： 京都市生涯学習総合センター（京都アスニー） 

講 師 ： 園部
そ の べ

 晋
しん

吾
ご

 委員 

（NPO法人日本料理アカデミー地域食育委員会委員長，山ばな平八茶屋若主人） 

 

 

 

 

 

○食は命をつなぎ人をつなぐ 

今，感謝や自己責任ということがすごく乏しいので

はないかと感じます。人間関係を円滑にする３つの言

葉があります。「ごめんね」「ありがとう」「おさきに

どうぞ」。自己責任，感謝，他人への配慮や気遣いで

す。この３つがあると人間関係は割とうまくいくので

はないかと思います。 

食は命をつなぎます。食べているものは全て命が宿

っていたものです。日本人は食材の命に対する感謝の

気持ちを込めて「いただきます」と言います。私たち

のお店も，食材を作ってくれた人，育ててくれた人や

採りにいってくれた人，運んでくれた人，たくさんの

人の手を経てお料理を出すことができるのです。そう

した方々への感謝の気持ちも込めて「いただきます」

と言って食事を始めるのです。 

食べることにはもう１つ大きな目的があります。生

きるためだけに食べるのであればわざわざ料理する

必要はないのです。畑や山から採ってきたものをその

ままかじればいいのです。しかし，人にはたくさんの

欲があります。もっと食べやすく，もっと綺麗に，も

っと美味しく，もっともっとという積み重ね，それが

食文化と呼ばれているものです。美味しいものが出て

きた，いい匂いがする，綺麗な盛り付けだな。そうや

って，食は人を楽しませてきました。だからこそ，食

は人と人とをつなぐことができると思っています。 

 

○日本料理の歴史 

日本料理について歴史的なものを見ていきたいと

思います。まず御神饌
ごしんせん

です。自分たちが山で採ったも

の，海で採ったものを神様にお供えするのが最初の御

馳走なのかなと思います。酒，米，塩，水が必ずあっ

て，山の幸，海の幸を盛り合わせてお供えします。 

平安時代になると，貴族たちは贅沢な食事を望むよ

うになります。大饗
だいきょう

料理と呼ばれるものです。たく

さんの小皿があって，ご飯がどんと盛られます。塩，

酢，酒，醤
ひしお

などで，自分で味をつけて食べたと言わ

れています。それと式包丁というものがありました。

萬亀楼の小西さんは生間
いかま

流式包丁の家元です。神社に

奉納するなどでおめでたい形に仕立てるのが式包丁

です。そこから発展してきたのが有職
ゆうそく

料理です。 

鎌倉時代にはお寺が力を持ってきて，精進料理がで

てきます。肉，魚類を一切使わず植物性のものだけで

仕立てた料理です。室町時代になって武家が力を持ち

ますと，本膳料理と言われているものがでてきます。

本膳から始まって，二の膳，三の膳，四の膳，五の膳

と順番にお膳を出していく料理です。 

京都市社会教育委員が学校や地域に出向き，特別授業などを行う「京
みやこ

まなびミーティング」。 

２０回目となる今回は，園部 晋吾 委員が，京都アスニ―の人気講座「ゴールデン・エイジ・アカデ

ミー」とタイアップして，「身近な食から考える」と題した講演をされました。  

講演は大盛況。多くの方が熱心に聴き入っておられました。 

京都アスニー 「ゴールデン・エイジ・アカデミー」 

毎回，京都が誇る歴史，文化，文学，伝統芸能などをはじめ，健康，防災，環境，人権など様々な分野の専

門家を講師にお招きして実施している，無料の教養講座です。今回で第 1704 回。講演会の後には，懐かしい

童謡・唱歌・抒情歌などを合唱していただく歌唱指導の時間も設けています。 

講演会の後に，懐かしい童謡・唱歌・抒情歌などを合唱する歌唱指導の時間も設けている。 

講演は，京まなびネット 
「動画で学ぶ」コーナー
で視聴できるよ。 

http://miyakomanabi.jp/movie/index.php?act=detail&id=1102
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安土桃山時代，千利休をはじめとした茶道が始まり，

茶懐石と言われているものがでてきました。茶懐石は

画期的なものでした。今でこそ熱いものは熱いうちに，

冷たいものは冷たいうちに出しますが，その源は茶懐

石です。それまでは冷たいものばかりでした。禅の思

想が入って，食べる人のことを考えて出すようになり

大きく変わったのです。茶道の核となるお茶事で出さ

れるお濃茶は，ドロっとした濃いお茶です。空腹でい

きなり飲むのはきついので，簡単な食事をして，お酒

もちょっと飲んで，体をリラックスさせてから，一番

いいお茶を飲んでもらうのがお茶事の流れです。 

江戸時代になると，華やかな会席料理がでてきます。

会う席と書く会席料理です。茶懐石は懐の石と書き，

禅僧が温めた石を懐に入れて空腹を紛らわせたとい

うくらいの質素な料理ですが，会席は酒宴の料理です。

他にも，中華料理やオランダ料理を日本風にアレンジ

した卓袱
しっぽく

料理や，黄檗山萬福寺の普茶
ふちゃ

料理という中華

風精進料理のようなものも出てきました。 

今の会席料理や京料理は，精進料理や本膳料理，茶

懐石など，こうした歴史，要素が入り混じって形成さ

れています。 

 

○『典座
て ん ぞ

教訓
きょうくん

』と『赴粥飯法
ふしゅくはんぽう

』 

3年ほど前，芽生
めばえ

会という若手料理人の会で精進料

理を取り上げました。 

  

 

 

 

「精進料理の世界へ」というテーマで，妙心寺退蔵

院さん，大徳寺芳春院さん，相国寺さんや建仁寺さん

など，実際にお寺で料理をさせていただきました。精

進料理は，赤い鉢で胡麻豆腐や揚げた昆布が出てきて，

毎回同じなので，もっと違う表現をできないかという

試みでした。 

私たちの地区は，茶懐石の誕生，利休と精進料理を

テーマに，大徳寺芳春院さんでさせていただきました。

さすがだなとお坊さんに言ってもらわないと意味が

ないと思い，自分勝手に精進料理だと思うものを作っ

たところ「あなたたちは何も分かっていない。道元禅

師の教えで，『典座教訓』と『赴粥飯法』というもの

がある。こういうものをまず読んで，精進料理の何た

るかを勉強しなさい」と言われました。『典座教訓』

の典座とはご飯を作る人で，修行の１つになっていま

す。作るにはどうあるべきか，こういう思いを持って

作りなさい，といったことが書かれています。『赴粥

飯法』は，食べる人の心得が書かれています。 

その中にこういう話がありました。道元禅師が中国

に渡られたときに，年を取られた中国の高僧が，日本

から船に積んでいった桑の実を買いに来ました。道元

禅師が「どこから来ましたか」と尋ねると「２０キロ

程離れたお寺から参りました」と言うので驚いて「あ

なたのような高僧がなぜそのような遠くから買いに

来られたのですか？若いお坊さんに買いに来てもら

ったらいいじゃないですか」と言いました。高僧は「あ

なたは仏教のことが何も分かっていないですね」と笑

って帰られたそうです。 

不思議に思い，道元禅師は目的のお寺を目指して行

きます。途中，腰が曲がって白髪で，年を召されたお

坊さんが，一所懸命，炎天下でワカメを干していまし

た。道元禅師が「何であなたのような高僧がこんな仕

事をしているのですか？体を壊すじゃないですか」と

尋ねると，そのお坊さんは「今必要だからやっている

んです」と言われたそうです。 

炎天下だからこそ今干さないといけない。干すのは

私でなければいけない。自分のためになるから自分が

干しているということです。当時，日本では料理番は

割と低い地位にありましたが，中国では非常に高い地

位にいる，大事な修行だと気付き『典座教訓』を書か

れました。そして，作り手がこんな思いで作っている

のなら，食べ手はこんな思いで食べなければならない，

ということで作ったのが『赴粥飯法』です。 

 

○精進料理作り損ねてフランス風 

非常に難しい本でしたがとりあえず読んで，自分た

ちが思うように精進料理を作り，大徳寺芳春院の和尚

さんに試食してもらいました。グラスに蓴
じゅん

菜
さい

を入れ，

焼きトマトや大豆で出しを取り、ガラスの器を使った

り，盛付を華やかにしたり，水菓子はメロンに洋酒を

まぶしたりと色々なことをしました。新しい切り口の

精進料理を作りたいとそれぞれが工夫して，自信満々

で持って行ったのですが，和尚さんは浮かない顔で

「こんなんでもええけどなぁ」みたいな感じだったの

です。 

自信満々で行ったのにそう言われると納得できな

い。２～３日後，私が和尚さんを再度伺い，正直どう

なのですかとお聞きすると「そやな，一言でいうと，

精進料理作り損ねてフランス風」と言われたのです。

確かにちょっと洋風も取り入れましたが「えっ『作り

損ねて』てどういうこと」と思いました。更に「素材

の色や形がなくなってしもてる」「素材の相性もっと

考えた方がええのちゃうか」「一皿一皿がそれぞれ主

「芽生会」は京料理店に生まれた若旦那のグル

ープ。園部さんは，京料理の伝統を活かしなが

ら，新しいことにも挑戦しているよ！ 

http://kyoto-mebaekai.com/mebaekai/about.html
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張しすぎてへんか。あの人がこういう料理を作るなら，

自分はこういう料理を作ろかとか考えたんか」という

ようなことも言われました。なるほどと思う節もあり

ましたが，料理人として料理を作ってそれを頭から否

定されると，反発を感じました。 

私は仲間に和尚さんから聞いたことを伝えなけれ

ばいけなかったのですが，そのときはイライラ，ムカ

ムカしていました。２～３日すると何となく落ち着い

てきました。実は，和尚さんは，自分の失敗談も話さ

れました。自分が食事係をしていたときに先輩から，

寿司が食べたい，握り寿司がええなと言われたそうで

す。マグロかトロかと思い，そしたらマグロの握り寿

司を作ってやろうと，赤い海藻を煮出して磨り潰し，

色素を取り出して寒天で固め，薄く伸ばして切って，

まさにマグロの切り身に見えたので，これは上手くで

きたと思って寿司にして出されました。すると「なん

やこれ，マグロ食いたかったらマグロ食えばええ，精

進やったら精進で行け」と言われたそうです。模造す

る必要はない，精進料理はこうしないと美味しく食べ

られないのか，そうではないと言うことです。 

和尚さんでもそんな失敗があるなら，精進料理に携

わっていない私たちにはかなり難しいなと思いまし

た。地区のみんなに説明しても，あの和尚さん何も料

理が分かっていない，お坊さんでも肉好きらしいで，

なんでそれで否定されなあかんのかとか仲間から

色々言われました。私は，和尚さんの言われることに

素直に耳を傾けるべきではないか，その上で，やはり

違うと思うなら自分の試作した料理で通せばいい。何

か感じるものがあれば料理に反映させればいいので

はないか，と言いました。そして，和尚さんに再度試

食を持って行きました。 

最終的にこういう料理になりました。前菜，向付
むこうづけ

，

椀物，炊き合わせ，焼き物，酢の物，ごはん，水菓子

のメロン，みたらしだんご。

和尚さんは非常に喜んでくれ

ました。見かけは最初に持っ

ていったものとほとんど変わ

っていませんでした。料理が

変わったのだと思います。み

んなもそれなりに考え，言わ

れたことを自分たちで噛み砕

いて料理を作ってくれて，和

尚さんも，これなら出してもいいのではないかと言っ

てくださいました。料理にしても何にしても，独りよ

がりはダメだと感じました。 

 

○ハレの精進 

２年目は，ハレの精進というテーマで，お祝い事の

ときの精進料理ができないかと試してみました。その

ときは大徳寺の本坊で行い雲林院の和尚さんに試食

してもらいました。このときは，マッシュルーム，ブ

ロッコリー，ホワイトアスパラ，アイスクリーム，豆

乳クレープなど，非常にカタカナの多い献立でした。

でも１年目に精進料理のベースは少し出来ていたの

か，この時はほとんど何も言われませんでした。 

そこで，ハレの日の精進，例えば慶事の日の精進料

理とはどういう料理ですかと和尚さんに伺いました。

すると，一般的にお店で食べられているもの，赤い鉢

に入って，出しが使ってあるものは，全部ハレの日の

精進だと言われました。修業時代，出しなんて高価な

ものを使わない。野菜から出るうま味だけで味噌汁を

作る。うどんにはお醤油だけを少しかけて食べる。出

しを使う，まさにそれはハレの日の特別な料理だと言

われました。精進料理とは，どれだけの気持ちや思い

が込められているのか，食材を生かしているのか殺し

ているのか，そういうことを追求する，そんな料理な

んだなと思いました。 

 

○食材を生かすとは？ 

私たちは，食材の良いところをピックアップして，

味を引き立てることをよく食材を生かすと言います。

でもお寺さんは違うのです，葉も実も皮も根も全部捨

てずに使うことが食材を生かすことであり，捨てるこ

とは食材を殺すことなのです。精進料理は本当に奥深

い。修行されているお坊さんが作る料理であって，私

たちには作ることはできない，いくら真似て作っても

それはただの野菜料理に過ぎないのだと感じました。 

ただ，そうも言

っておられず，タ

イ，エビ，アワビ，

そういうものを

何も使わずにど

うやってハレの

日を表現するか

を考えました。松葉を置き，キュウリを細長く切って

竹に見立て，梅の形に抜いた長芋をもってきて松竹梅

にしたりしました。こ

れは私が作った料理

ですが，アスパラの丸

揚げ，尾頭付きのアス

パラです。赤万願寺唐

辛子と合わせて紅白
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です。のっているのは昆布味噌といって，出し殻の昆

布を細かく刻み，それを醤油と味醂で味噌のような味

にしたものを付けてアスパラを食べてもらうという

ものです。一本丸揚げですが，ちゃんと３つに切れ目

が入って一口で食べられます。最初，丸のまま一本で

「どや豪華な立派なアスパラや」と思って出したら

「食べにくい」と言われました。配慮が足らないので

すね。見せかけにとらわれてしまって食べる人の立場

に立っていない。男性ならかぶりついてもいいですが，

女性には切ってある方が親切じゃないですか。昆布味

噌は万願寺唐辛子の上にのせました。最初は下に置い

て「器汚れてるやん。洗う人のこと考えた？」と言わ

れました。 

見かけは全く同じでも，お寺さんの一言一言で少し

ずつ料理が変わっていきました。精進料理を2年間勉

強し，お寺さんとお話しさせていただいてすごく勉強

になりました。新しい切り口，忘れていた切り口を思

い出させていただいた気がしました。 

 

○美味しそうに見えて美味しいこと 

次に，日本料理アカデミーという日本料理を広めて

いこうとする団体でやっていることがあります。 

 

 

 

 

嚥下調整食というものをご存知でしょうか。飲み込

むことが困難な方が食べる食事のことで，Ｌ０
えるぜろ

からＬ

５まで分かれています。Ｌ０とはゼリーやお茶など。

Ｌ１が卵豆腐のようなもの。Ｌ２になるとヨーグルト

などの段階です。一般の食事はＬ５です。これをやる

までは全然分かっておらず，飲み込むことができない

ってどういうことかな

と思っていました。全

部液体にしたらよいの

かというと，誤嚥で気

管支に入ってしまうの

でダメだそうです。ト

ロみがついていて，そ

れがまとまらないと口

の中でスルスルと落ち

ていかない。これを監

修して美味しい食事に

できないかということ

を栄養士さんたちと始

めました。 

とりあえず，食べてみないと分からないので，あま

り美味しそうな見た目じゃないなと思いながらも口

に運びましたが，全然進まない。一口，二口食べてみ

てもういいかなという感じでした。若い料理人たちに

よく言うことですが，料理を作るのに大事なことが２

つあります。美味しそうに見えて美味しいこと。美味

しそうに見えないと人は食べようとしません。美味し

くないと食べ続けようとしません。だから，非常に単

純ですが，すごく大事なことなのです。 

 

○手間をかければ料理は変わる 

嚥下調整食を食べて気づいたことがありました。見

た目が全部ドロドロで，食感が均一，そして味が均一

なのです。ここを何とか克服できないかと考えました。

「こんなにたくさんいりますか？」と管理栄養士さん

に聞くと，「栄養価的にはこの量でちょうどいいので

す」と言われました。「皆さんはこれを一人前食べら

れますか？」と聞くと「いや無理ですね」と言われま

した。 

自分たちが食べて美味しい，だから食べてください，

というものでなかったらダメなんじゃないですか，と

いうところから始まり，管理栄養士さんたちと一緒に

勉強会をしました。私たちもこんな味付けどうですか，

と持って行ったりするのですが，こういう食べ物のプ

ロではないのでうまく作れません。管理栄養士さんや

施設の調理師さんに作ってもらわないといけないの

ですが，前のお話と逆のことが起こりました。管理栄

養士さんたちは自分たちのやってきたことを否定さ

れたようになるので，私たちの話に真摯に耳を傾けて

くださる５施設さんほどだけが残られ，それ以外は去

って行かれました。 

あれこれするうちにだいぶ良くなり，なんとなく食

べてみようという気になります。例えば，これはどう

みても冬瓜です。今までは，冬瓜を炊き，ミキサーに

かけて固めていました。薄グリーンの塊で，冬瓜なの

か何なのか分からない。一方これは，グリーンの部分

はグリーンの部分

だけで，白い部分は

白い部分だけでミ

キサーにかけ，後で

重ねました。非常に

手間がかかりまし

たが，どう見ても冬

瓜になり，出しを使

って炊くと美味しい味付けになっていきました。 

こちらは鮭です。今までは全部ミキサーにかけて固

日本料理の研究や普及活動を行う「日本料理

アカデミー」。園部さんは，市内の小学校でも

食育の先生になっていただいているよ！ 

L0 

L5 

皮と身とにわけてかためた冬瓜の煮物 L5 

http://culinary-academy.jp/
http://culinary-academy.jp/
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めていました。味も均一，食感も均一です。焼鮭にし

ても，煮魚にしても，実は，味は外が濃く，中は薄っ

すらです。濃い薄いの抑揚があるから食べ続けられる

のです。そこで，皮だけ，身だけでミキサーにかけて

後でくっつけ，バー

ナーで炙ると何と

なく鮭っぽくなり

ました。すると，面

白いことが起こる

のです。患者さんに

よっては皮を剥が

して食べるのです。 

そこまで完成度が高まったのですね。これはまさに

精進料理と同じです。本当に手間です。今まで一工程

で済んだものが，二工程，三工程に分けないといけな

い。毎日は到底できません。でも，それをする気があ

るかないかで，料理は大きく変わります。見た目も美

味しそう，食べてもそこそこ美味しいとなると，どん

どん食べていかれるようになりました。 

栄養バランスが良くても，食べきって初めて効果が

あります。栄養士さんは，この栄養バランスがいいか

らこうですよと持って来られる。私たち料理人は，こ

っちの方が色合いが良いじゃないですか，美味しそう

に見えるじゃないですか，この取り合わせの方が味の

バランスいいですよ，という発想で持って行きます。

その対立の中で

模索し，譲り合い，

いいものを作っ

ていく形は，まさ

に理想的だと思

いました。 

 

○デジタルとアナログ 

今のお話は，どちらかというとアナログです。料理

人は，基本アナログなんですが，最近どんどんデジタ

ルの波が押し寄せてすごく便利になってきました。世

界中のあらゆる情報が一瞬で手に入ります。図書館に

調べに行っていたのが，家のパソコン画面で調べるこ

とができる。馬車が，車が，機関車が，飛行機ができ，

どんどん便利になってきました。 

便利というのはすごく大事ですが，それで本当に人

は楽になったのか分からないところがあります。今ま

で１０時間かかったものが２時間でできるようにな

った。では，後の８時間をどう使っていますか。単に

することが増えただけなのではないでしょうか。 

そして，デジタルとアナログの一番大きな違いは，

人への伝わり方です。ご挨拶に行って顔を合わせてい

たのが，手紙に変わり，メールに変わってきました。

瞬時に送れて便利ですが，デジタルになればなるほど，

人の気持ちや心などの伝わり方がどんどん薄くなっ

てきているのではないかと思います。 

ある校長先生がこんな話をされました。今のお母さ

んは，お子さんを自転車に乗せて，一所懸命こいで駅

まで５分で行かれます。そんな中，手をつないでゆっ

くり歩いて行かれる親子がいました。歩道に手をつな

いだ絵が描いてあると，立ち止って「いっしょやね，

いっしょやね」と言って顔を見合わせて，また歩いて

行かれる。するとまたその絵が出てきます。また立ち

止まって「いっしょやね」とニッコリ笑って行かれる。

駅まで２０分かかりました。今何が大事なのかを考え

てもらいたいのです。デジタルはすごく便利ですが，

デジタルでは伝わり切らないものがあるのです。 

私たち料理人にもこうした考え方が入ってきてい

ます。スチームコンベクションという，オーブンと蒸

し器とを兼ね備えたような機械があります。８５度で

３０分入れといてと言うと，ピピピッとボタンを押し

て，すが入らない綺麗な茶碗蒸しが，誰でも自動的に

できます。すごくいいのですが，若い人たちは，蒸し

器で茶碗蒸しを蒸すことができなくなっていきます。

これくらいの火加減でと言っても「これくらい」が分

かるには，結構な回数や経験が必要です。具体的に言

ってくださいと言われても難しいですよね。これくら

いや，この火加減見てみ，この蒸気見てみ，というこ

とですね。デジタルが進むとコミュニケーションや人

と人との触れ合う機会がどんどん減ってきた気がし

ます。 

 

○感謝とあたりまえ 

人には，もっともっとという欲があります。欲は際

限なくある。欲をもってどんどんいくとどうなるかと

いうと，感謝というものを忘れてしまうのです。感謝

の反対は何か分かりますか？感謝の反対はあたりま

えです。あたりまえのことを，あたりまえでなくて感

謝に感じようということが，実は，お坊さんの修行な

のかなと思ったりします。例えば坐禅。ずっと坐禅を

組んで座りっぱなしで，１時間経ったらお堂の周りを

１周歩く。そしてまた坐禅を始める。お堂の周りを歩

くという，あたりまえのことが，ものすごくありがた

く感じるそうです。 

料理人の先輩で2年間，天龍寺さんで修行された方

が言われました。お粥だけさらさら，と食べて，あと

は摘んだ野菜を刻んでという食事だと，本当にお腹が

皮と身それぞれの風味をいかした焼鮭 

長月の松花堂（嚥下調整食） 
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減って毎日が空腹だそうです。そんな中，時々，コロ

ッケを差し入れてくれるそうです。何でコロッケ？と

思うかもしれませんが，コロッケは肉類が入っていな

ければ精進料理です。じゃがいもにパン粉，それをサ

ラダ油で揚げていますからね。そのときのコロッケの

美味しいこと，涙が出たと言われました。 

今私たちは，すごく満たされております。満たされ

ているからこそ，おろそかにしてしまっていることが

たくさんあるのではないでしょうか。色々なものをし

ょいこんで，一杯いっぱいになっている人が多いので

はないでしょうか。便利になって空いた時間，新しい

ことをどんどんしていっています。そうすると益々す

ることが増えて，益々一杯いっぱいになってくる。そ

うやってたくさん抱え込んだものを少しずつ落とし

て，離していくもの，それがひょっとしたら禅なのか

なと思ったりします。 

 

○食を通したコミュニケーション 

食を通して，私たちはたくさんのことを学びます。

食育で私たちがしていることは，子どもたちに日本料

理や和食を教えることではありません。日本料理や和

食を使って，道徳や倫理や大切なこと，思い，気持ち，

感謝，人に対する気遣い，そういったことを伝えてい

ます。食とは，そういったものを伝えていくのに本当

に良いものなのではないかなと思います。 

お箸はこう持ちなさい，お椀の蓋はこう置きなさい，

ナイフやフォークは外から取ってなど，いろいろなマ

ナーやエチケットがあります。そうしないとダメなの

でしょうか？大事なことは，なぜそうしないといけな

いのかです。それは，同席する他の人たちが不快な思

いをしないように食事をするためです。自分一人で食

べているのなら，寝転がろうが，音を立てようが，ス

マホしようがいいと思います。それによって同席する

方々が不快な思いをされるようなら，そういう食べ方

はやめましょうというのがマナーやエチケットです。 

ある家庭科の実習で先生が，今日はＡ班の作った料

理はＢ班の人が食べてください，Ｂ班の作った料理は

Ａ班の人が食べてください，と言われました。すると，

子どもたちの目付きや態度が変わるのです。誰かのた

めに，というきっかけをちょっと与えるだけで，すご

く真剣になりました。私を呼び止めて「この盛り付け

綺麗？」「この味付けでいい？」と一所懸命聞いてき

ました。自分たちが出したものは美味しいと言っても

らいたい，そういう思いが芽生えるのです。他人への

配慮，気遣いというものも食を通じて学んでいくこと

ができると思います。 

食を通じてお話する，食を通じて何かを伝えること

は，家庭で普通に行われてきたことです。今，夫婦共

働きであったり，核家族であったり，いろんな事情で

なかなかできなくなってきています。私たちが代わり

に，学校を回って食育の活動をしていますが，これは

本来，家庭に返すべきことだと思っています。 

２０年経てば，今お話しした小学生はお父さんお母

さんになっていきます。４０年経てば，その小学生は

おじいさんおばあさんになっていきます。その時に少

しでも，食に対して興味を持つ子，和食や日本文化に

関心を持つ子，そういう子が生まれていってくれたら

と思っています。皆様も是非．コミュニケーション，

食は人と人とをつなぐ，ということを大事にしていた

だきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


