


この町のために

福島県矢祭町。

この町も2019年秋、台風の被害に見舞われた。

自然の猛威に驚くこともあるが、受け入れて前を向く。

1年に1度発行してきた「矢祭時間」の第5号

矢祭町の農業法人の活動や都市部への関わり、

輸出事業などについて紹介する。

やまつりまち



“ラズベリー”新たな世界へ

園芸会社でラズベリーを収穫していると聞いたら

花ではなくなぜラズベリー！？と不思議に思う人

は多いはずだ。福島県矢祭町にある矢祭園芸とい

えば、母の日のカーネーション鉢やクリスマスの

シクラメン鉢を大量にギフト発送してることは、

地元でもよく知られている。それが畑違いの果樹

でそれもなぜラズベリーなのかと、代表の金澤美

浩さんに伺った。

今から約15年前に、果物卸売りを手がける輸入業

者から日本の気候に合うラズベリーの品種開発を

して欲しいと依頼があった。その頃は花の世界に

入りキャリアを積み約30年、花の育種にとどまら

ず企画の提案から販売までこなすようになってい

た。当時、ブルーベリーは日本でも植栽する所が

増え、特産品とうたう地域も出始めた頃だったが

ラズベリーの生産はほとんど聞いたことがなかっ

た。ラズベリーは年間約1,000トンをアメリカ、

メキシコ、ヨーロッパから輸入していたが、国産

は10トンと輸入量の100分の1という少なさだった。

なぜならラズベリーの木は日本の気候に合わず、

育っても3年たつと弱ってしまったからだ。

そこで金澤美浩さんの花の育種の経験を見込まれ

て、ラズベリーの品種開発を依頼されたのだった。

自分でも花の育種で鍛えた技術を果樹にも活かせ

ないだろうかと考えた。今までの経験上、交配を

3世代繰り返せば、ここ福島県矢祭町の気候にな

じんだ品種になるはずだという自信からくる予感

があった。

また、自ら手掛けたオリジナルのラズベリー品種

を開発出来れば、いずれ独占販売することも可能

になる。花は嗜好品なのでどうしても買う人が限

られるが、果樹や野菜は食品としてマーケットが

広く需要が高い。異業種ではあるが、花のプロと

して打って出たいチャレンジしてみたい気持ちが

大きくなった。

地道にこつこつと

ラズベリーの品種開発を始めたのは今から、15年

前にさかのぼる。空いた時間に1人で取り組み始

めた。

日本全国から約20種類のラズベリーの苗木を取り

寄せた。ザルで種を取り出し、4～5℃で休眠打破

して発芽させる。ある程度育ってから畑に地植え

し、露地で育てて3年目からやっと実が成るよう

になった。500本のラズベリーの中から実の形の

良いものを選んで育てる。これを3世代繰り返す。

都合ここまで9年かかることになる。

こうしてその中の品種から矢祭の気候に合ったラ

ズベリーに仕上げ、その中から目的によって3品

種に絞り込んだ。今年はその3品種を生食用、ピ

ューレやジャムにする加工用、冷凍用として収穫

した。

今後はもっと安定して生産出来るように改善し、

いずれ年間5トンの収穫を目指している。

その原動力として、地域おこし協力隊の青年2名

を迎え入れた。ラズベリーの業務に2019年秋から

向こう3年間就いてもらうこととなった。いずれ

彼らが自分達でラズベリーを植栽して販売して

いくことも考えてのうえだ。

また販路拡大の取り組みとして、福島地ビールの

〈ラズベリービール〉、加工会社からの〈ラズベ

リードレッシング〉の試作、大手製パン会社のジ

ャム用の生産依頼等、積極的に受けている。

ラズベリーは5月に花が咲き、6月から8月が収穫

期になる。今後の目標として、収穫時期が12月に

なるような品種の改良も続けていきたい。ラズベ

リーの生食の需要が一番高まるのが、クリスマス

ケーキの12月だからだ。矢祭産のフレッシュラズ

ベリーをふんだんに使った、可愛らしいクリスマス

ケーキが店に並ぶ日はそう遠くないかもしれない。

これまでと、これから

新しいことにチャレンジするには、土台がしっか

りとしていないとなかなか出来ることではない。

根幹である園芸会社の立ち上げから現在までを尋

ねた。

金澤美浩さんは、1973年に農業高校を卒業し、1

年間研修を終えた翌年に矢祭町では初めての園芸

会社、(有)矢祭園芸を立ち上げた。

当時は米、野菜などの農産物はJA（農協）へ納め

るのが常で、収穫して納めた後はJAが全て売って

くれるので安心だった。ただ一定の価格での取引

だった。日本が高度成長期に入ると、一般的な家

庭でも花を楽しむ余裕が出来た。花の需要が高ま

り、園芸業界では自分の手で育てたものを自分達

で売ろうと意識が高まった。手間がかかりリスク

があったが、納得できる対価が得られた。

花き、果樹、野菜の育種

金澤美浩さん（代表）

会社の専務で、奥様の金澤由美子さんと一緒にラズベリー園にて

よしひろ

yamatsuri engei
(有)矢祭園芸

ラズベリーの果実

建設中のハウス

1990年からの20年間は、全国各地にホームセンターの出店が相次いだ。店の入り口に

花や苗を置くことで、売場も華やかになり花が良く売れた。

現在、店主の高齢化や後継者不足などで地域の花屋は店舗が減ってきている。また運

送業の働き方改革のため、運搬も今まで通りとはいかなくなった。美しい花を育てて

売場に並べれば売れていた時代は終わり、今は輸送方法から販売方法までを生産者が

考えて売っていかなければならない。

また小売チェーン店が、市場や問屋を通さずに矢祭園芸のような生産者に直に注文す

るケースが増えてきた。先方の希望に応えるためには、年間販売計画を立て、安定的

に花を生産し販売していく必要 が ある。そのための設備投資として最新式の大型ハウ

スを建設中だ。



城南信用金庫 Jyonan Sinkin Bank
品川支店 支店⾧ 幸田 学
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城南信用金庫品川支店では約２年前から毎月第一日曜日、大井支
店では毎月第三日曜日に「矢祭もったいない市場」開催のお手伝い
をさせて頂いております。
当金庫のお客様の間でも、店頭のチラシ掲載や口コミで「矢祭の農
産物は新鮮で安くて美味しい！」と広がり、今では毎月楽しみにして
下さる方が大勢いらっしゃいます。
特にある福島県出身のお客様が「中々地元に帰れないけれど、こう
して毎月【矢祭もったいない市場】を開催してくれるのでとても感謝
している」とおっしゃった事は、とても印象に残っています。
城南信用金庫では、地域の繋がり、人との繋がりをとても大切にして
います。

【矢祭もったいない市場】の開催を機会に、今後“より多くの食卓に
新鮮な野菜を届けたい”という矢祭の生産者の皆様の思いを胸に、
少しでも【矢祭もったいない市場】を地域の皆様に知って頂き、地域
の活性化に繋げられるよう尽力してまいります。
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矢祭園芸では、若いスタッフも積極的に雇用して

いることから、若い世代でも育てやすい花の品種

を取り入れた。例えば紫陽花は珍しい品種が求め

らるので、新品種をヨーロッパから輸入している。

半分育った苗の状態のものを輸入し、日本で育て

る。管理がしやすく通常の3分の1もしくは半分の

期間で出荷できる。

近所のシルバー人材の方々の活躍も大きい。65歳

以上でもまだまだ元気な方が多い。短時間でも毎

日少しずつ働きたいという要望もあり、季節によっ

て朝の時間だけ、夕方の時間だけお願いしている。

新たな分野へ

現在手がけるのは、ラズベリーにとどまらない。

イタリア品種のトマトやパプリカ、アメリカ品種

のセロリの生産も始めた。根幹となる花はもちろ

ん規模拡大しつつ、新しい分野も広げていきたい。

果樹や野菜も取り扱うのは、地域を盛り上げるた

めにもなると考えている。

このところの新たな取り組みは、海外とのやり取

りが増えたことにもよる。前出の紫陽花の輸入を

はじめとしたEUやアメリカとの輸出入のやりとり

は、息子である金澤大樹さんの海外経験の力が大

きいという。海外との契約などを専門に取り扱う

新しい会社を、大樹さんを代表として設立予定だ。

有限会社 矢祭園芸

　967-5113

福島県東白川郡矢祭町大字下関河内字下古宿 8

　0247-47-2201  　0247-47-2201

　info@ysf lower.jp;

  http://ysflower.jp/

  https://www.facebook.com/HANAYAMATSURI/

現場の代表として

金澤美浩さんは、今から約30年前に「矢祭鉢物研

究会」を立ち上げた。矢祭町の他の農家を指導し

、後継者育成にも力を入れた。

また現在は「全国新品種育成者の会」の会長を務

めており、花に限らず果樹や野菜の育種家同士の

交流や研修などに全国をまわっている。さらに海

外にも目を向けて活動している。

最近、農林水産省からの依頼を受けて、知財審議

委員として種苗法の改正会議に参加。イチゴの新

品種“章姫”“レッドパール”など、会員の品種

が海外で許可なく生産される問題があった。日本

の品種を守るために「全国新品種育成者の会」の

会長として、現場の声を伝えている。

人の背丈以上に大きくなるラズベリー

ラズベリーの小さな白い花

金澤大樹さん
株式会社グリーンルーツ代表
種苗資材の輸出入販売などを
手がける

矢祭町出身
20代の頃、アメリカアラバマ州の大学へ約3年間留学
帰国後、東京にて経理、秘書、貿易事務、総務、人事など
の業務に携わる
ジャガー・ランドローバージャパンではマーケティング
ロジスティック担当
2015年に矢祭町にUターン

鈴木 淳 Atsushi Suzuki

(有)矢祭園芸

全国新品種育成者の会30周年記念誌に寄稿

1960生れ 東京「テレビマンユニオン」勤務 撮影＆プロデューサー
テレビを中心に、映画、音楽、企業CM・PVなどの撮影やチーフプロデューサー
として幅広く活躍。宮崎駿や伊丹十三映画のメイキングや「世界ふしぎ発見！」
「地球ZIGZAG」ほかテレビ番組制作にかかわる

30数年を東京で過ごし、両親と暮らすために矢祭に戻ってきました。
年に数回は帰省をしておりましたが、住んでみると、まるで浦島太郎になったよう
な感じでした。⾧い年月を経て目にした故郷は耕作放棄地や太陽光パネルの多
さばかりが目立ち、胸の奥がしめつけられ、言いようのない淋しさを感じた事もあ
りました。農業従事者も高齢化し、若者の農業離れ・・・これから矢祭町のような小
規模農業はどうなってしまうのだろうか・・・そんな不安を感じた事さえあります。
そんな中で「でんぱた」の代表、鈴木さんとお会いし、矢祭町でも様々な形で農業
を営んでいる人達がいる事を知りました。矢祭園芸、そらの社、甚右衛門、その他
もったいない市場に出荷している農家さんなど、矢祭町で農業に携わっている人
達は私が思っていたよりはるかに多くて、本当に心強くなりました。
又、でんぱたの鈴木さんを通じて、自立支援者の農業体験や横浜総合高校との
交流会などに参加でき、少しずつ私にも何か手伝える事が増えてきたことをとて
も嬉しく感じております。今後は矢祭町の広報活動などにも積極的に参加し、矢
祭町の良さを少しでも発信できたらと思います。

鈴木 英子 Hideko Suzuki

東北

私は、矢祭町に住みながら東京に仕事を持っています。
東京への移動手段は東北新幹線、東北自動車道、常磐自動車道と選択肢が
多く、自然が素晴らしいことが、移住のキッカケになりました。
春は一斉に花が咲き、桜が美しい。初夏は鮎が泳ぐ綺麗な久慈川の流れと矢
祭山のツツジ。夏は朝・夕、冷涼な空気が流れ過ごしやすく、朝霧を眺めなが
らの朝食は、なによりの幸せでもある。夜は蛍が飛び交う川があり、時間がす
ぎるのを忘れさせてくれる星空もある。秋は山が紅葉に染まり、夕陽が山に沈
んでいく茜空を見ながら夜を迎える。厳冬の早朝には、久慈川に流れる氷花
(しが)・・・印象に残る風景。
都会には無い「自然に感謝する」生活がこの町にはある。
この町に住んで無農薬、無化学肥料の野菜や珍しい野菜など、いろいろ楽し
んで栽培しています。
矢祭町を世界へ！そんな東北・福島県最南端の町に住んで９年が過ぎました。



田植え完了
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Yamatsuri Town

横浜総合高校と矢祭町との相互交流

横浜市立横浜総合高校は、午前・午後・夜間と 3 つの部を持つ定時制高校だ。小市校⾧先生が主導し
ている「キャリア教育」の実践の場として 2018 年から矢祭町との相互交流が始まった。2 年目の
2019 年は春の田植え、夏の収穫、秋の稲刈りと一年を通して農業体験を行い、その都度生徒達と先生
方が泊りがけで矢祭町に足を運んだ。矢祭町農業法人会会員や、協力者の農家さん達に指導を受けて
農業を体験。ランチや夕飯には鮎や餅などの矢祭町産品も味わった。また矢祭町の良さや課題を取り
上げ、話し合った。11 月の高校の文化祭にて矢祭町の農産物を販売。12 月には矢祭中学校にて高校生
による農業体験にまつわる報告会を実施し、希望する中学生や地域の方々に発表した。同じ 12 月、矢

祭中学校の生徒 5 名が横浜の弘明寺商店会にて、高校生主動の東北支援の募金活動と矢祭町の
農産物販売に参加し、交流を深めた。横浜総合高校の小市校⾧は、この年間通じた相互交

流の活動を今後も矢祭町と取り組んでいきたいと語ってくれた。

交流と体験がもたらす
 　   　　 可能性をもとめて

春
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緊張するな・・

注意事項を
よく聞いてね。

まずは苗を
   田植機にセット

こんにゃくの
種芋植えや、トマトの
収穫も体験しました。

そろそろ
お腹減ってきたな～

ブルーベリー農園にて
指導した農家の方、高校生、先生達と一緒に

ブルーベリー
の選別作業

2019 年の農業体験は、一年通して行うことで農産物の

季節ごとの流れがわかるように構成された。また矢祭町

の多くの農家達から指導を受け、一緒に休憩したりお昼

を食べることで交流が深まった。春は田植機での田植え

体験、矢祭町特産のこんにゃく芋の植付け、ハウス

でトマトを収穫した。夏はブルーベリーの収穫、

早朝に収穫した実を選別して袋に詰め、注文

に応じての荷造り作業。ブルーベリーの収穫

から出荷までの物流の流れも体験できた。

園芸体験では、土づくりから苗の植栽、

鉢物の植付を行った。

ブルーベリーの収穫体験
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Yamatsuri Town

つ

b

秋

冬
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矢祭町の農産品で作った
“野菜餅入り中華スープ”なども

試食しました。

12 月 14 日、横浜総合高校の生徒が、矢祭中学校で春から秋

にかけての農業体験を報告した。報告会には希望する中学生

と地域の人々が参加した。高校生達が自分で考えて報告した

中には農業体験の感想も含まれた。「住んでいる横浜と違う

矢祭町の自然が豊かなところが好き。」、「農業体験で地元の

農家さん達との触れ合いが、嬉しかった。」、「作業は大変だっ

たけれど、やり通せて良かった。」などの意見があった。ま

た生徒の一人は、「自分は 3 月で高校を卒業するが、社会人

になっても矢祭町と関わりを持っていきたい。」と話した。

12 月 21 日、横浜総合高校の地元の弘明寺商店

会にて恒例の “ 横総ミニ感謝祭 ” と銘打つ販売

会が催された。今回は、矢祭中学校の生徒 5 名

も参加し、矢祭米コシヒカリなど矢祭町産農産

物などを販売した。最初は恥ずかしがっていた

中学生達も、高校生のお兄さんお姉さんに倣っ

て、一緒に声を出して販売することが出来たよ

うだった。 

台風被害　ボランティア　　　　　　　　　
2019年10月12日の夜に矢祭町に最接近した台風19号は、矢祭町農業法人会、会員達にも被害を

及ぼした。(有)でんぱたでは、事務所と倉庫が15㎝ほど浸水した。収穫したばかりの玄米は無

事だったのが何よりだったが、田んぼに大量の藁くずが流れてきて、残ってしまった。通常稲

刈り後に残った藁くずは、耕運して土に還ることで土にも良い影響を与える。しかし今回残っ

た藁くずは大量なので、このまま耕すと土に還らずに、土の栄養状態が変化してしまう。冬の

時期にやっておきたい耕運が出来ずに困っていた。12月に来町した横浜総合高校の高校生と先

生方がボランティアで大量の藁くずを集めた。人手が必要な作業が、一気に進み、とても感謝

された。

高校生達が訪れた 10 月には、春に田植えをした田んぼはすで

に稲刈りを終えていた。稲の状態や天候を見計らっての稲刈り

なので、致し方ない。収穫された米は 8 月の好天に恵まれ、例

年と同じ美味しい矢祭米コシヒカリとして、9 月末から販売さ

れた。高校生達の稲刈りは、別の田んぼでの体験となった。通

常はコンバインでの収穫だが、今回は 2 条刈りのバインダーを

手押しする稲刈りだ。バインダーで刈り束になった稲を、はざ

掛けしていく。はざ掛けとは、木や竹で作った棚に、稲を逆さ

に掛けて天日干しをする昔ながらの方法だ。人出が必要で重労

働なので、最近はやっている所が少ない。だが、2 ～ 3 週間か

けてゆっくりと自然乾燥させると、米の旨みと甘味が増すよう

に感じられるそうだ。

つき立てのお餅、
美味しい～～

田んぼに登場したネズミ

ぐみょうじ

農業体験報告会

横浜での販売会

達成感！！

いらっしゃいませ！
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左から甚右衛門の、高信甚一郎さん（代表）、高信祐介さん

操縦者、補助者とも安全服、安全ベスト、ヘルメットを
着用し歩行者、車、障害物を確認しながら行っている

補助者が位置を操縦者に伝える

農業法人・有限会社 でんぱた 

　963-5118  

福島県東白川郡矢祭町大字東舘字蔵屋敷 12-1

　0247-46-2571    0247-34-1425

　agri-net@denpata.com    

　http://www.denpata.com

　https://ja-jp.facebook.com/denpata

農業生産法人・有限会社 甚右衛門

　963-5118  

福島県東白川郡矢祭町大字東舘字田川 1-1

　0247-46-2234  　0247-46-2240

　jin1@lime.plala.or.jp

　jinemon831.wix.com/jinemon

　https://ja-jp.facebook.com/jinemon831

甚右衛門
矢祭町農業法人会 

でんぱた
矢祭町農業法人会 

ミニトマトを主体に生産している甚右衛門では、今年“ハンマーナイ

フモア”を導入した。この大きな重機は、ショベルカーのショベル部分

に大きな刃がついていて、刃を回転させて雑草を細かく粉砕し、除草

する。のり面など傾斜がきつい場所など、人が刈り払い機で刈るには

危険が伴うようなところで、力を発揮する。しかも大きな面で刈れる

ので、短時間で作業することが出来る。農繁期に勢いを増す雑草の草

刈りは、農家にとって悩みのひとつである。特に暑い時期の作業は若

い人でも体にこたえる。そこで、自分たちのためばかりではなく、地域

の人にも活用してもらうことも考えて、ハンマーナイフモアの導入を

決めた。ハンマーナイフモアの導入で時間と労力を解消できるのな

ら、草刈りが原因のひとつでもあった若者の地域離れを、防ぐことが

できるかもしれない。草が伸び放題の荒れた耕作放棄地も、除草が

入り整備されることにより、町の活性化に繋がるに違いない。この町

の耕作放棄地解消を目指して、今後も取り組んでいく。

1 / 空心菜の収穫。次々に伸びてくるので初夏から秋まで
⾧期間収穫できる。
2 / レモングラス。根本から刈って束にしてトムヤムクン用
に。葉は冷凍保存が可能で、ハーブティーや浅漬けに用い
る。他にパクチーを、契約しているタイ料理惣菜店向けに生
産している。首都圏中心に現在12店舗あり、各店からの注
文に細かく対応している。
3 / メインで生産しているミニトマト

1 / 2 / G-GAP取得マニュアル
3 / 圃場図 G-GAP審査に必要

“G-GAP”ことグローバルギャップとは、農業版の国際標準化機構(ISO)とも言われている認証制度で、食品安全、労

働環境、環境保全などについて審査される。世界120ヶ国以上に普及し、日本では2019年3月現在で約700の農業

者が取得しており、国や県でも取得を推奨している。(有)でんぱたでは、2020年の取得を目指し整備に入った。認証

されれば福島県県南地方では数少ないG-GAP取得農業者となる。生産履歴だけでなく、農薬や肥料の管理や職場

環境、経営体質などもみられるため資料準備には時間と労力がかかる。しかし現在、米や加工品の輸出をスタート

させ、今後も規模を拡大していくうえで、消費者や取引先への信頼を得るためにもしっかり取り組んでいきたい。

Befor

After

G-GAP 取得を目指して

スッキリ

(有)でんぱたでは2018年よりドローンを導入した。矢祭町では近年、

稲作でのカメムシ被害が増加している。カメムシが稲の穂の養分を

吸ってしまうと、白米にした時に黒い点が残るため検査等級を落とし

てしまう。それを防ぐため、稲の穂が出た時に農家は農薬散布を行う

のだが、これまでは農薬の入った重いタンクを背負い散布する方法

が多く、かなりの重労働であった。でんぱたでは、カメムシとイモチ病

防除の混合剤をドローンに搭載し、空中から散布している。これは、コ

ントローラーを扱う操縦者と、位置の確認をする補助者の2名での作

業で、何よりも軽労働ですむ。また高さ3ｍと低い位置で飛行できる

ため、必要な場所にピンポイントに散布することが出来て効率が良

い。ドローンによる航空防除は8月の初旬から下旬にかけて1回、もし

くは2回行う。気温が上がると上昇気流がおこり散布に影響が出やす

いので、早朝に行う。操縦は1度セットすれば、GPS機能で自動運転も

可能だが、送電線や電柱、家屋などの障害物がある場合は手動操縦

にして避けている。今後の矢祭町一円の航空防除の動きに伴い、新し

い団体も発足している。



販路拡大へ

2019年10月、2度目のフランス・パリへ赴いた。2018年よりパリの日本食材店“KIOKO”にて、矢祭米コシヒカリのペットボトルパッケージと矢

祭米せんべい（ザラメ・醤油味）、矢祭町産大豆使用の豆菓子（黒糖・あげ塩）を、店頭販売していただいており、今でも継続して追加注文が

ある。今回“KIOKO”のマネージャー藤本氏との交渉で、【福島県産】と大きく表記しているパッケージの商品は、お客様への反応を心配して

仕入を控えている事がわかった。福島県産の安全性と現状を丁寧に説明することで理解を得られたようだ。後日、“KIOKO”より【福島県産】

とパッケージにある矢祭米コシヒカリの2㎏袋と5㎏袋の新規注文をいただいた。直接会って話すことで、誤解も解けポジティブに販売へ結びつ

けられたことは大きな成果だった。パリを歩くと、ここは移民の国だと実感できる。この10数年でアフリカ系を中心に、多くの移民を受け入れて

現在は移民者もあらゆる職種に従事しているようだ。多くの文化が行き交うフランスでは、富裕層が日本文化に興味を持つ人が多く、日本食が

広がるきっかけにもなっているようだ。

輸出体制の再構築へ

矢祭米コシヒカリをタイ・バンコクへ輸出しようと動き出してから4年目を迎えた。これまでに1トンの矢祭米の輸出を完了し、バンコクのFuji

スーパーでの販売を実現させた。しかし残念ながらバンコク側の受入者の急逝により、その販路を絶たれてしまった。2019年11月のバンコクへ

の出張は、振り出しに戻った輸出体制を再構築させ、今まで築いてきた繋がりを、より強くさせたい思いでのぞんだ。それから成し遂げたい事

がもうひとつある。数年前より、矢祭米と矢祭町産や福島県産の果物や加工品をセットにした“ふるさと便”を、日本の宅配業者を通じてバン

コクで宅配出来るよう交渉を続けてきた。今回のバンコク行きには日本側の宅配業者も帯同し、タイ側の宅配担当者と交渉することができ、宅

配業務の大筋の流れを確認できた。あとは、バンコクでの米や農産物などの受入業者が確定すれば進められるところまでいきついた。

バンコクとの繋がりとして、バンコクの福島県人会の存在は非常に心強い。輸出事業

の初年度から、年に1度の福島県人会のイベントに参加させてもらい、矢祭米コシヒ

カリのおにぎりをふるまった。福島県人会は、会員数約100名で会員同士の結びつき

が強く、矢祭米のバンコクでの再販売や、“ふるさと便”の発送を心待ちにしてくれ

る方が多い。後日、日本国内で米の扱いがトップシェアの業者を通じ、バンコクへの

矢祭米の再輸出の可能性がみえてきた。クリアすべき点も多いが、“ふるさと便”の

実現もあわせて交渉を加速させていきたい。

10月のパリ出張では、在仏日本人会のうち福島県人会を訪れた。毎年5月に催される“希望祭”に矢祭米を提供し、宣伝してもらうよう約束を取

りつけた。またJETROの担当者とも会い、フランスにおける日本食の現状を聞くことができた。今おにぎりが流行していて、日本にあるような

お弁当も多く売られるようになってきているそうだ。“KIOKO”での順調な取引の様子を話したところ、イギリスの日本食材店を紹介していた

だけくことができた。今後はヨーロッパ各国へも矢祭米コシヒカリを輸出できるよう、アピールしていきたい。

バンコクにて矢祭米を入れたセット“ふるさと便”実現のための
日本とタイの宅配業者との交渉で協力体制の確認がとれた。
左から2番目 / 矢祭米を生産している(有)でんぱた  鈴木正美さん

バンコク福島県人会のイベントにて、矢祭米コシヒカリの
おにぎりを結んでふるまった。

イベントにて、矢祭米コシヒカリを紹介。またバンコクで
も販売できるよう協力をお願いした。

毎回、福島県人会のイベントにはファミリー層を中心に大勢が集まった。
矢祭町農業法人会 会員もお手伝いさせてもらい一緒に。

パリ郊外で土曜日に開かれていたマルシェ。農業大国フランスを
感じさせる目にも鮮やかな野菜、きのこ、肉、チーズ類が並んだ。

JETROにて打合せの様子 福島県人会事務局にて
左 /事務局長 高橋幸隆さん　右/菅野いつ子さん

パリの日本食材店“KIOKO”店内の様子。フランス人も多
く来店している。

“KIOKO”藤本マネージャーとの交渉。矢祭米5kg袋と2kg
袋を新たに導入してもらった。

“KIOKO”店頭に、矢祭米コシヒカリが並んでいる。ペッ
トボトルパッケージは保存しやすいと評判が良い。

福島県人会
イベント

14

パリ
KIOKO

左 /“KIOKO”マネージャー 藤本浩次郎さん　
右/(有)でんぱた 鈴木正美さん
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