




食べる人（消費者）とつくる人（生産者）の顔がおたがいに

見えれば、みんなが笑顔になれます。物語を知る食材を口

にすれば、まだ味わったことのないおいしさと、感謝の気持

ちが生まれます。「いただきます」から始まる豊かな世界が、

「食べる通信」のつながりの先に待っていますー

つながりの先にある、豊かさへ
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消費とは、費やして消す、と書きます。

　私たちの暮らしは、他人がつくったものを貨幣と交換して

手に入れることで成り立っています。効率もよく、楽ですが、

そこには、自分たちの暮らしを、自らの知恵、創意工夫でつ

くりあげる喜び、感動がありません。私たちの暮らしは、私

たちの手の届かないところに遠のいてしまいました。

　暮らしには、衣食住が欠かせません。そして、一人の力で

解決できない大きな課題はみんなで力を合わせて解決し、暮

らしやすい地域をつくっていかなければなりません。私たち

はこれまで、衣食住、地域づくりを他人の手にゆだね、観客

席の上から高見の見物をしてきたと言えます。誰かがつくっ

てくれるだろう、誰かがやってくれるだろう、と。暮らしを

つくる主人公（当事者）ではなく、お客様（他人事）でした。

当事者を失った社会から活力などうまれようがありません。

わたしたちは考えました。
世なおしは、食なおし。

　自分の暮らしを取り巻く環境に主体的に “ 参画 ” する。ま

ずは、基本の “ 食 ” から。自分の命を支える食をつくる “ ふ

るさと ” を、一人ひとりがみつけてほしい。できるなら、そ

の食をつくる人や海や土と、関わってほしい。自分たちの暮

らしを手の届くところに取り戻すことで、自ら暮らしをつく

りあげる喜びを思い出し、自然災害や経済的リスク、生活習

慣病などを抱える脆弱な社会に備える。

わたしたちは、そんな思いを持って、
食べる通信を立ち上げました。

　日本には古くから、人も、海も、土も、支えあって生きる

社会がありました。ほころんでいたとはいえ、まだ残ってい

たその支え合いの精神が、震災直後の被災地で生きる人々の

命綱となりました。日本食べる通信リーグはここから出発し、

もう一度、人も、海も、土も、支えあって生きる社会を力強く

めざします。

一般社団法人日本食べる通信リーグ
代表理事

高橋博之
1974 年、岩手県花巻市生まれ。2006 年、
岩手県議会議員補欠選挙に無所属で立
候補、初当選。2011 年の震災後、事業
家へ転身。“ 世なおしは、食なおし。” の
コンセプトのもと、2013 年に特定非営
利活動法人「東北開墾」を立ち上げ、『東
北食べる通信』を創刊。その後一般社
団法人「日本食べる通信リーグ」を創
設し食べる通信を全国へ展開。2016 年
には生産者と消費者を直接結びつける
サービス「ポケットマルシェ」をリリー
ス。生産者と消費者が結びついた社会
を目指している。

そんななか、地方の若者にとっての一

次産業のイメージは「5K」。しかし自然

と対峙し創意工夫で命を育む農家漁師

は本当に「かっこわるい」のでしょう

か？ そのイメージから、私たちは変え

ていきたいと考えています。

きつい・きたない・かっこわるい・
稼げない・結婚できない

5K

私たちが講演等でたずねたとき、昨日

食べたもので一つでも食材の生産者が

わかると答える人は会場で毎回 1 人か

2 人。ほとんどの食べる人にとって、生

産者の存在は身近ではありません。

昨日食べた食材の
生産者を知っている人

1/100

一次産業就業者 300 万人に対し、日本

の人口は 1 億 2 千万人。圧倒的多数の

消費者が、2% の生産者と海外からの輸

入に食を依存しています。農家漁師の

存在が生活から縁遠くなっています。

消費者と生産者の割合

98 2：
消費者 生産者

　そのためにわたしたちが果たすべき使命は、食に “ 参画 ”

する回路を開くことです。海や土からつくられる食が食卓

へ届くまでのプロセスを共有し、生産者の思いや哲学に触

れ、様々なかたちで “ 参画 ” していく。そのかたちには、知る、

購入する、体験する、学ぶ、交流する、コミュニケーションを

はかるなどがあります。

　食に関わるおもしろさ、社会にコミットするおもしろさを

実感できる独自のサービスを開発、提供します。食をつくる

プロセスの一部に自ら “ 参画 ” した食材が、数ヶ月後に食卓

に届くことで、断絶していた「つくる」と「食べる」をつなぎ

ます。これまでの消費社会には、このつながりが欠落してい

ました。そこにあるのは、単なる食とお金のやりとりだけ。

生活とは、活かして生きる、と書きます。

　このつながりを回復することで、「消費者」を「生活者」に

変えたい。そのためには、単に生産者がつくった食べ物だけ

でなく、人間の力が及ばない自然に働きかけて命の糧をうみ

だす生産者の生きざまそのものに価値を見出だしていく必要

があります。その価値を伝える情報を生活者に届け、その価

値を共有する「生産者＝郷人（さとびと）」と「生活者＝都人（ま

ちびと）」で新しいふるさとを創造するプラットフォームを

つくります。

農業従事者のうちなんと 65% が 65 歳

以上。そして 39 歳以下は 6%。後継者不

足や若者の離農で高齢化が加速してい

ます。農家の平均年齢はなんと 68.5 歳。

農作業中の事故も増えています。

39 歳以下

6%
生産者の年齢比較

1000 万人

192 万人

1970 年に 1000 万人を数えた農業就業

人口は、2016 年 192 万人に減少。現在

も 5 年で 2 割減と離農に歯止めがかか

りません。私たちの豊かな食生活の一

方で一次産業は担い手不足の危機にあ

ります。

農業者数の推移

「世なおしは、食なおし。」

食べる通信は、断絶していた

「つくる」と「食べる」をつなぎます。

食卓の裏側で
「つくる人」の苦境が続いています

大量生産大量消費社会の中で減り続ける生産者。

私たちは「つくる人」の価値を伝え、生産者と消費者が

お互いを尊重し合える社会をめざします。

注 1 ／注 2：農林業センサス、農業構造動態調査 　2016 年農水省
注 3：2005 年国勢調査

※注 3

※注 2

※注 1
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とは

 「食べる通信」は、食べものをつくる人

を特集した情報誌と、彼らがつくった食

べものがセットで定期的に届く、食べも

の付き情報誌です。

　このサービスの主役は「つくる人の物

語」。食べものはあくまでも付録です。誌

面には特集された生産者の想いや人生、

食べものづくりのこだわりなどが詰まっ

ています。食べものの「育ての親」である

生産者の想いに触れ、その栽培方法や生

育のプロセスを知ることは、理解と感謝

の気持ちにつながります。舌だけでなく、

届く

食べる

受け取ったらすぐに食べたくなる気持ちをこらえ、ま
ずは誌面を読みましょう。誌面には特集された生産者
の想いや人生、食べものづくりのこだわりなどが詰
まっています。その土地を感じられるような地元情報
や写真、特別なレシピや食育に関する情報も満載です。

つくる人に「ごちそうさま」を届けましょう。Facebook
上に、読者とつくる人だけが入ることができる限定グ
ループを用意しています。ここではつくる人とも他の
読者さんともつながることができ、お互いに顔が見え
るコミュニケーションをとれます。

「食べる通信」の付録になる食べものは、特集内容に
よって様々。海のものも山のものも届きます。時には
食べたことのない食材や、調理したことのない食材が
届くことも。レシピページや同封の説明書を参考にし
て、食材にあった調理で最高の一皿をつくりましょう。

「食べる通信」では、都会で開催する交流イベントや、
畑や海辺など生産現場で開催する現地ツアーを多数開
催しています。オンラインだけでなく、直接会ってつ
くる人とつながり、新たな食の世界を体験しましょう。

読む

つながる 生産者に会う

料理する

日本全国に広がる「食べる通信」。『東北食べる通信』が

あって『山形食べる通信』があるように、取材対象エリア

が重複していても構いません。デザインや発行頻度、価

格などは各通信により異なります。現在、全国 37 団体

が加盟しており、地域型の「食べる通信」が 36、テーマ

型の食べる通信が１つあります（2017 年 3 月時点）。

読者には、発行頻度に応じて定期的に「食べる通信」が
届きます。中身は、つくる人を特集した情報誌と、そ
の人がつくった旬の食べもの。会員ページから、受取
希望日を指定することが可能です。特集内容に関連し
た食べものを追加で注文できることもあります。

準備ができたら早速いただきましょう。つくる人の思
いやこだわりを知って食べると、そのおいしさはまた
格別です。舌だけでなく、頭と心で味わう経験をお楽
しみください。つくる人に SNS（Facebook）で「ごちそ
うさま」を伝えるために、写真をとることもお忘れなく。

食べる通信の楽しみ方

頭と心で味わう経験は、「食べる通信」の

醍醐味のひとつです。

　食べて終わりではないことも「食べる

通信」のポイントです。特集された生産

者と読者がつながる仕掛けを用意してい

ます。SNS コミュニティでの会話、イベ

ントでの生産者や他の読者との出会いな

ど、様々なつながりがうまれます。

　つくる人の物語と共に食べものをいた

だき、ごちそうさまを伝える。そんな新

たな食体験をお楽しみください。

全国

37
団体

食べる通信の対象エリアである
都道府県は 32

2
2017
No. 017

特
集 

マ
グ
ロ

www.taberu.me/otsuchi

NO.01
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特集
大槌町吉里吉里
堀合俊治さんが
育てたホタテ

美味しいホタテは
好きですか？

嫌なことをされたとき、
やめてほしい時に使う。 
仲間同士や近しい人のあいだで
使う場合が多い。

 「やめっつぁ」 
意味：やめてよ。

コーナー方言

こりゃ、
　　やめっつぁ！

今年は
    雪が多いね～。

おら、
寒いの
苦手だ～

いろいろな事がありましたが、たくさんの皆様のご協力のおかげで
無事に創刊号をお届けする事が出来ました。 本当にありがとうございます。 

大槌食べる通信はそんなにたくさん売れるものではないでしょう。 
ではなぜそれでもやるのかと言われれば、地域の人が、大槌を応援してくれる人たちが
喜んでくれると思うからです。 

大槌町の食べ物や、人や、文化は魅力的だけれど、
このまま何もしなければ地域からどんどん人がいなくなってしまう。 

「ここには何もない」 
地域の人からそういうことを聞くけれど、そんなことはないのです。 
大槌町の海産物は、日本一の築地市場で扱われているものも多いのですから。 

たくさん売れなくても、少なくてもいいじゃないか。 
地域の人が喜んでくれて、大槌町をふるさとだと言ってくれる人を増やすことが出来れば、
地域の人も大槌町に自信を持つはずだ。 
地域の人と、外の人が一緒になって考えれば、 地域が続いていくことにつながるはずだ。 

それができれば、同じような課題に悩む地方の一つの答えになり、 
震災からたくさんの支援をいただいたことに対する恩返しになるのではないか。 

心からそう思って作ることにしました。 そして大槌町をもっと知っていただくために、
本誌だけではなく、実際に会える交流会も定期的に行っていく予定です。 
開催情報は大槌食べる通信のフェイスブックページに
掲載していきますので、チェックしてみてください。 

次号はなんと大槌町発祥の「新巻鮭」。 大槌ではお正月の贈り物に欠かせない食材です。 
お届けを楽しみにお待ちくださいませ。 

編 集 後 記

次号特集
2017年1月号

小豆島敏明さんが作った

新巻鮭

大槌食べる通信　
2017年1月号

大槌食べる通信は三ヶ月に一度発売。
情報誌+食材3 ,0 0 0円（税・送料込）でお届けします。

taberu .me/otsuch iお申し込みは大槌食べる通信
ウェブサイトから

その1 大槌食べる通信 編集長　吉野 和也

HP：taberu .me/otsuchi　メール：otsuchi@taberu .me　フェイスブック：otsuchi .taberu
電話：0193 -42 -6000（ロータス倉本マスト店内　大槌食べる通信係） 
※お電話のお問い合わせは平日10～17時（水曜定休日）となっております。

2016年10月20日　第1刷発行
代表：倉本栄志　編集長：吉野和也
取材・文：吉野和也
編集協力＆デザイン：櫻井真由美　熊谷由紀　株式会社 アールヨンジュウゴデザイン
写真：藤村のぞみ（表紙、p1-7、p11-12）
協賛：有限会社 大槌運送   株式会社 ロータス倉本　有限会社 城山観光　
　　  Story Design house 株式会社
発行元：大槌食べる通信実行委員会

     食べることは ぬちぐすい [ 命の薬]
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企画・問合せ
発行元 株式会社 四国食べる通信　住所 香川県高松市出作町347-5

mai l  sh i koku@taberu .me　HP h t tp: / / taberu .me /sh ikoku /

Facebook https://www.facebook.com/shikoku.taberutsushin

http://taberu.me/shikoku

2018年春頃、リニューアル予定

特　集
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発行人：ポン真鍋 （株式会社四国食べる通信代表取締役）

印刷：株式会社イニュニック

編集：ポン真鍋、吉田絵美 

制作：白石雄大

写真・デザイン：坂口祐 （物語を届けるしごと）

イラスト：北川拓未

フードアドバイザー：岡本裕介

カスタマーサポート：瑞田信仁 

スペシャルサンクス：東北食べる通信、一般財団法人本山町農業公社  四国の出汁

　いつもご購読誠にありがとうございます。四国食べる通信編集長のポ

ン真鍋でございます。先般、Eメールでご案内させていただきました通り、

今号が現編集部での最終発行となります。

　2014年5月の創刊以来、2年8ヶ月に渡って四国のつくり手の物語と食

材をお届けしてきましたが、現編集スタッフを取り巻く状況の変化を鑑み、

情報媒体としてより質の高いサービスを提供するためには、現行の定期

購読サービスを一旦休止し、体制を整え直すことが最善との判断に至り

ました。現在、2016年12月末日でサービスを休止し、1年間の休止期間を

経て、2018年より再開のご案内をさせていただく予定でおります。

　なお、今後、四国食べる通信の定期購読サービスとして自動的に課金さ

れることはございません。これまでご愛読下さった皆さまにはサービス再開

の折に改めてご案内させていただきますが、その際、再度ご購読をお考え

＜感謝の辞＞

いただけるお客様には再登録の手続きをお願いできればと思います。一方、

Facebookのファンページや購読者限定グループに関しては運営を継続し、今後

の展開等を随時発信していく予定でございますので、これまで同様暖かく見守っ

ていただければ幸いです。

　これまで数多くの方々がご支援くださったこと、編集部を代表しまして心より御礼

申し上げます。本当に皆さまの応援が支えとなりました。新たな体制で、再び皆さま

にお会いできますよう努めて参りますので、今後とも変わらぬご支援のほど何卒宜

しくお願い申し上げます。最終号は、純四国の和食の基本食材を特集しました。年

末年始という最も日本を感じられる季節であり、家族の皆さまが最も集まりやすい

時間だと思います。めくる、めぐる、四国のめぐみ。皆さまで食卓を囲み、ぜひ楽しい

ひと時をお過ごしください。長期間にわたるご愛顧、本当にありがとうございました。

株式会社四国食べる通信 代表取締役 眞鍋邦大

だ し

全国各地の「食べる通信」

●イサリビ（テーマ型）
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食べる通信が起こした変化 読んで食べるだけでなく、仲間や生産者との出会いがある。

食べる通信から生まれた、読者と生産者の変化。

魚、肉、野菜、その裏側がわかるって

新鮮な驚き。新しい世界の入口でした

それまで八百屋さんで買物をするとき、野菜について質問

したこともなかったんですが、食べる通信で作り手のモチ

ベーションがわかって、今は色々なことを知りたいし、コ

ミュニケーションしながら買い物しています。生産者さん

でも料理人でも、つくり手の気持ちや工夫を「知って食べ

る」だけでぐっと体験の価値が増す。新しい世界でした。

中野未知子さん

2013 年の創刊時から『東北食べる通信』を購読。大学教員と
して忙しい仕事の合間にも、マルシェやイベントで生産者
さんや食べものとの出会いを楽しんでいるそう。

お茶づくりだけではない、自分の

「総体」を情報誌にしてくれた感動

僕がなぜ新規就農し耕作放棄地を茶畑に変えたか、そして

目指す理想。それをライフストーリーや農場の循環モデル

など、誌面企画を駆使して情報誌にまとめてくれました。

お茶の魅力だけじゃない、僕の「総体」がそこにはあるんで

す。だからお客さんでも商談相手でも、食べる通信を読ん

でもらうとつながりが一気に深くなりますね。

伊川健一さん

奈良県の大和高原で無農薬・自然栽培のお茶づくりを続ける
農家さん。耕作放棄地を茶畑に変え、目指すのは「人と自然が
調和した世界」。『奈良食べる通信』2016 年 6 月号で特集。

仲間や生産者とつながって、イベントや

マルシェに参加する。それが楽しいですね

20 年来有機野菜の宅配サービスを利用してきましたが、

食べる通信は現地体験やイベントでどんどん仲間ができて

いく、そして生産者さんと距離が近いのが魅力ですね。年

代も仕事もバラバラ、でも不思議とざっくばらんなおつき

あいができています。芋づる式に 3 誌購読してしまいまし

たが、仲間たちとの交流が一番の価値だなと思います。

伊藤富三子さん

主婦。東松島・綾里・そうま食べる通信の 3 誌購読中。生産
者さんを応援するため自分でもできることがないかな、と
イベントやマルシェを手伝っているそうです。

「相馬のために、なんとかしたい」

同じ思いで編集部も読者もつながっている

自然卵養鶏法で育てた鶏卵の販売を始めたタイミングで

特集してもらいました。1 パック 700 円を超える高い商品。

販路も何もない状態でしたが、読者の口コミから販路が

ぐっと広がった。『そうま食べる通信』の読者は「相馬のた

めに、なんとかしたい」という共感でつながってる。僕も

その思いで就農したから、読者は仲間と感じます。

菊地将兵さん

2011 年 5 月、故郷である福島県相馬市に戻り就農。機械も
土地もお金もなく、風評被害で野菜も売れない。そこから地
道に生産と発信を続けファンを広げている。『そうま食べる
通信』2016 年 1 月号で特集。

命に向き合う生産者さんの生き様を伝える

ビジョンに共鳴、お手伝いしています

仕事で縁ができた奥能登の生産者さんの、日々命と向き合

う真摯な生き方に魅了されました。でも彼らには自分たち

の本当の価値を発信する術がないんですよね。自分に何か

できないか模索しているときに食べる通信と出会い、即、お

手伝いすると決めました。生産者さんと都会の方がつなが

る場をつくることが自分にとって喜びだし、成長になります。

小林純さん

『加賀能登食べる通信』読者。空間プロデュース・地域おこ
しの仕事のかたわら都内イベントの企画・運営中心にプロ
ボノとして『加賀能登食べる通信』に関わっています。東京
出身。

食べた人から「うまい」の声

生産者冥利に尽きる

俺の場合は読者の人と SNS やイベントで直で接して、自

分のホタテの感想を言ってもらったのが大きかった。あ

れだけ大勢に「うまい！」って言ってもらえるのは生産者

冥利に尽きる。地域の他の漁師にも同じ経験をしてほしい、

そう思ったから『綾里漁協食べる通信』の創刊を志したん

だ。食べる人の評価が、俺たち漁師の原動力だから。

佐々木淳さん

岩手県大船渡市綾里地区の養殖ホタテ漁師。量より質にこ
だわったホタテは「恋し浜ホタテ」としてブランドに。『綾
里漁協食べる通信』創刊発起人の一人。『東北食べる通信』
2014 年 4 月号で特集。

色々な生産者とつながっていたから

下北半島への移住も決断できた

私の場合は生産者と結婚するというかなり特殊なパターン

ですね（笑）。2013 年に食べる通信に出会って、東北各地

の生産者とつながった。なので結婚して下北へ移住する話

がでたときも東北のあちこちに友達がいるし安心感があり

ました。震災や食べる通信との出会いから価値観が変わっ

てきて、地方での暮らしに興味がわいたこともありますね。

福田亜由美さん

CM 制作会社の OL として東京で在職中に『東北食べる通信』
と出会う。生産地ツアーへの参加がきっかけでなんと、2016
年下北半島の漁師と結婚・移住してしまいました。広島県出身。

今まで考えられなかった縁

生産者・読者コラボの可能性

私より前に『東北食べる通信』で特集された福島県の白石

長利さんとつながって世界が広がりました。彼の畑で育て

た大根を私がいぶり大根につけるコラボから、秋田と福島、

読者とコミュニティの交流が生まれているんです。読者

の方も参加して一緒に大根を育て、いぶし、漬けています。

私たちだけでやっていたときには考えられなかった縁です。

西宮三春さん

主婦ながら、「秋田の伝統食を継承したい」と 2011 年からい
ぶり大根づくりにチャレンジ。無農薬・無添加で大根づく
りから取り組んでいます。『東北食べる通信』2015 年 2 月
号で特集。

読者

読者

読者

読者

生産者

生産者 生産者

生産者
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4 つのメリット

2013 年７月に東北から始まった「食べる通信」は、

北海道から沖縄まで全国各地に広がり続けています。

ここでは、その展開を行う「日本食べる通信リーグ」の概要や仕組み、

多様な編集長たち、そして加盟者のメリットについて解説します。

　日本食べる通信リーグは、全国の「食

べる通信」編集部の連盟組織です。各通

信は、食べる人とつくる人をつなぐこと

により、地域や社会の課題を解決するこ

とにチャレンジしています。日本食べる

通信リーグ（以下、リーグ）はフランチャイズ

形式ではなく、各通信が独立運営を行う

リーグ形式をとっています。リーグから

提供するのは、食べる通信の商標や受注

決済などの WEB システム、ビジネスモ

デルのみ。商品内容・デザイン・価格・

発行頻度などは各通信が地域に合わせて、

自由にカスタマイズすることが可能です。

　これらの仕組みにより、地域出版社や

制作会社に限らず地元企業や行政、生産

者や移住者など多彩なプレイヤーが「食

べる通信」を創刊するに至っています。

リーグでは、食べる人とつくる人がつな

がる豊かさを全国津々浦々に広めるため、

常に新たな仲間（加盟者）を募集しています。

個性豊かな編集部を支える
アイデア溢れる地元漁師

ダブル編集長体制で運営する『そうま食べる通信』。共
同編集長の一人・菊地さんは漁師。原発事故の影響で
漁が試験操業に限定されるなか、同級生で土建屋社長
であるもう一人の編集長・小幡広宣さんらと同誌を創
刊。水産加工業、仲買人、ギフトショップ、土建業…と
個性豊かなメンバーを天性の面白がり精神とアイデア
で牽引する。

移住した新潟で、個人で創刊
生産者にも読者にも愛される

東京から新潟に移住し、無農薬の米づくりをしなが
ら『稲花 食べる通信 from 新潟』の発行を続ける手塚
さん。読者が少人数であることを逆手にとり、農業体
験や現地での宿泊など、読者限定のサービスを充実
させることで濃いつながりを実現している。地域の
生産者を支え・支えられる、個人運営型「食べる通信」
のロールモデルだ。

震災を機に出会った町と人
その魅力を全国に伝えたい

吉野さんは東京でサラリーマンをしていたが、東日
本大震災のボランティアで岩手県大槌町に入り、移
住。復興支援活動を続けてきた。そんななか大槌の豊
かな食材や特有の自然や文化、人々の温かさをもっ
と多くの人々に知ってほしいという想いから『大槌
食べる通信』を創刊。大槌ファンを全国に増やす活動
を、日夜続けている。

つながりで地域活性を図る
老舗印刷会社部長

『ひろしま食べる通信』を発行する株式会社中本本店
は 1919 年創業の広島地域に密着した印刷会社。梶谷
さんは同社プランニング部部長を務め、「人と人」「人
と会社」をより深く結びつけ、地域と同社が共に成長
する地域貢献の観点から「食べる通信」創刊を決めた。
毎号食材に合わせて用紙を変えるなど、印刷会社なら
ではのこだわりも見せる。

二人の子育てをしながら
未来の世代に文化をつなぐ

山形県の伝承野菜と地域の食文化を守るため、『山形
食べる通信』を創刊した松本さん。東京の会社でライ
ターとして働き、結婚を機に I ターンした鶴岡で、二
人の子どもを育てながら同誌の編集長を務める。消え
ゆく伝承野菜を食べ続けることで未来につなぎたい、
そのために理解者である読者を増やしたい、と日々奮
闘している。

副町長であり編集長を務める
総務省から派遣中の官僚

総務省から鹿児島県長島町に派遣され、29 歳で副町
長になった井上さん。自ら『長島大陸食べる通信』を創
刊するだけでなく、連動する EC サイトを開設しキッ
チンカー「長島大陸ブリうま食堂」を走らせるなどユ
ニークな施策を次々に行う。「食べる通信」を軸にし
たコミュニティをつくり、それが長島町の地方創生の
エンジンになっている。

そうま食べる通信 共同編集長

菊地基文

稲花 食べる通信 from 新潟 編集長

手塚貴子

大槌食べる通信 編集長

吉野和也 

ひろしま食べる通信 編集長

梶谷剛彦

山形食べる通信 編集長

松本典子

長島大陸食べる通信 編集長

井上貴至

多様な編集長たち 企業が加盟する理由

　私たちは企業として「食べる通信」に

取り組むなかで、大きく 4 つのメリット

があると感じています。

　① ブランディング / CSR

　② 採用

　③ PR

　④ 本業とのシナジー

　ブランディングは特に手応えを感じ

ている点です。情報洪水で表面的な情報

があふれる今、きちんと手足を動かし

て、ものの裏側にある人間味や、そこに

ある想い、ストーリーを伝えていこうと

いう姿勢は企業の表情のひとつとして表

れてきますし、弊社のスタイルとマッチ

します。この点は創刊に手をあげた理由

の大きな一つです。また、「食べる通信」

自体がこれまでにない新しい仕組みなの

で、「新しいことをやる会社」という印象

UDS 株式会社　代表取締役社長
京都食べる通信 発行人

中川敬文

日本におけるデザインホテルの先駆け目黒
「CLASKA」、子どもの職業体験施設「キッザニ
ア東京」、代々木ヴィレッジなど、独自の仕組み
による新しい施設の企画・設計において数多く
の実績を誇る UDS 株式会社。現在では全国 20
以上のホテル・ホステル、カフェ・レストラン、
学生食堂、シェアハウス、 コワーキングスペー
ス、公共施設などの運営も行っている。京都食
べる通信発行社。http://www.uds-net.co.jp/

全国に広がる、食べる通信リーグ

その意味では食べる通信を、ひとつの「手

段」として使うことで幅広い業種の企業

がメリットを見出せると思います。

食べる通信リーグの仕組み

「食べる通信」は、各地域の個人・団
体・企業が「一般社団法人日本食べ
る通信リーグ」よりライセンスを受
けて運営します。リーグは、全国の

「食べる通信」編集長の連盟組織で
す。本部が加盟団体に商品やサービ
スを提供するフランチャイズと異な
り、各地域が独自の価格設定やデザ
インで発行できる点、リーグ全体の
方針は加盟編集長の合議により決定
する点がリーグ方式の特徴です。

地域の独自性を活かす「リーグ方式」

フランチャイズ方式

食べる通信リーグでは、共通利用す
る WEB システムやビジネスモデル
を除いて、各地域の「食べる通信」ご
とに、自由に事業設計ができます。

プラットフォームの
共有

リーグ方式

を強められているとも感じています。そ

の表情や姿勢は特に若い世代に響くよ

うで、採用において、また若手社員の自

社への好感度・愛着感の醸成に影響を見

せています。さらに、「食べる通信」が新

たな PR フックとなり、実際にテレビや

新聞で自社事業も含めご紹介をいただけ、

PR の面でも効果を感じています。

　弊社ではホテルや飲食施設を運営して

いますので、メニュー開発・提供におい

てはもちろんシナジー効果を感じてい

ます。さらに、生産地・生産者を訪ねた

くても日々の営業に追われる毎日のな

か、「食べる通信」をきっかけに生産者と

直接つながり、顔を見て話を聞けること

は調理スタッフのモチベーション向上に

もつながっています。この点から、「食」

に関連する事業領域を持つ企業、特に生

産者と生活者をつなぐ機能を持っている、

持ちたいと思っている企業にはメリット

は大きいと思います。もちろん、「食」は

全ての人に欠かせない領域で全国的に食

への関心が一層高まってきていますので、
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食べる通信の可能性

「食べる通信」から派生する
ビジネスに可能性を感じる

「食べる通信」は町のためになる
だからやる

独立採算の編集部が
切磋琢磨するからこその緊張感に期待

「食べる通信」と無印良品が一緒に、
生産者との「感じ良い関係」のきっかけ作りを

 「食べる通信」はべらぼうに儲かるビジ

ネスモデルではありませんが、黒字を出

すことはできます。『北海道食べる通信』

の例を挙げると、毎号制作費は約 50 万

円、印刷費は約 15 万円。北海道在住の

専任スタッフの人件費や取材の渡航費等

の支出をふまえると、550 〜 600 人にご

購読いただければ黒字になる計算です。

　とはいえ、「食べる通信」だけで儲けの

　食べる通信には『東北食べる通信』創

刊から注目していました。震災から 3 年

目の当時、その他復興支援事業と比較し

明快なコンセプトがあった。誰と誰がつ

ながってほしいか、これほど明確なビ

ジョンを持っている事業は珍しく、また

ビジョンが情報誌に集約されているので

ハブとして多様な人の輪が生まれること

がイメージできました。その後全国に展

　食べる通信のおもしろいところは、出

会うはずのなかった人や地域とつながり

新しい関係を築くきっかけになること。

そうした様々な「感じ良い関係」が、無印

良品が提供したい「感じ良いくらし」を

構成していくと思います。

　食べることは身近な行為なのに、消費

者にとって生産現場は遠い存在となり、

食べものは「食材」として消費されるも

　東松島の身近な生産者が『東北食べる

通信』で特集されたことをきっかけに、

その生産者自身や誌面を見た地元のアン

テナショップスタッフたちが明らかに変

わった。その様子を見て「これは町のた

めになる。町のみんなと一緒につくろう」

と決めました。

　地元に向けて発信することで、僕より

も長く住んでいる人たちの価値観を変え

られたことがよかったです。冊子を編集

しているのは僕ですが、それはひとつの

役割。宣伝する人、協力する人がまわり

から出てきます。それは、特集される生

産者が「うちの町の人」だからです。僕は、

町の人たちが笑顔で自慢できるものがあ

る、そういう町にしたい。

　うちには「東松島食べちゃう！通信」

成長戦略をつくることは難しいと思いま

す。「食べる通信」を発行することで生

まれる利益よりもむしろ、そこから派生

するビジネスを生むことに無限の可能性

があると考えます。

　そのひとつとして、モニターを集めて

新商品のアンケートを集計して生産者さ

んに提供する活動を始めています。生産

者のみならず地域の自治体と都心をつな

ぎ、マーケティング活動などのビジネス

が広がる可能性があると思っています。

　また、生産者さんを読者さんが訪ねる

ツアーや、都心に生産者さんを招く交流

イベントを開催しています。誌面の多言

語化も考えています。国内に留まること

なく、広く北海道の魅力や生産者さんの

ストーリーを発信していきたいです。

開が広がったことは、コンセプトと媒体

の力の証左であると思います。もう一つ、

リーグ制という各編集部が独立採算の仕

組みをとったことも重要です。日本財団

では様々な団体やネットワークへ支援を

行っていますが、中央に本部がある上意

下達の組織か、独立した組織がゆるやか

な提携を行っているケースがほとんどで、

連携しつつ緊張感をもって競争や切磋琢

磨していく社会事業は日本でも希有な

のです。そこから地域で活躍する起業家

が排出されることを期待しています。し

かし分散の仕組みは、クオリティ維持や

メッセージの強さの点でデメリットにも

なり得ます。リーグ制を維持しつつ、そ

ういった課題を解決していくことで生ま

れるイノベーションに期待があります。

のになってしまいました。生産者との関

係性の希薄さに不安や疑問を感じている

方は多い。食べる通信と一緒に、消費者

が生産者や生産現場に思いをはせるきっ

かけを作っていきたいと考えています。

　協働の一例をご紹介します。一部の店

舗内に Open MUJI というお客様参加型

のコミュニケーションスペースがありま

す。そこを活用し、生産者さんとワーク

ショップを開催しました。また有楽町店

では、各地の編集長が生産現場や地域で

の発見をシェアするトークイベントを定

期的に実施しています。

　いずれは、各地の編集部と地域の店舗

との連携を実現したいです。実店舗を持

つ強みを活かし、より多くの方に「つな

がる場」を提供していきたいですね。

という、子どもが生産現場を取材する企

画がありますが、みんなこれをやりた

がるんです。家に帰って「次のいちご特

集、何しよう」と企画を練っているらし

くて。こうなればもう「食べる通信」は関

係なく、町そのものが楽しくなる。町に

かっこいい大人がいたり、誇りや楽しさ

があったりすれば、子どもたちは町を出

ていかなくなりますよね。

北海道食べる通信 編集長

林 真由

1979 年、北海道生まれ。株式会社グリーン
ストーリープラス代表取締役。ヤフーを経て、
2005 年より出身地の十勝にある十勝毎日新聞
社に勤務。2006 年、新規事業として銀座コリ
ドー街に「お取り寄せダイニング十勝屋」を開
店。十勝の食材の魅力やそのストーリーを伝え
る。そこで得た経験を活かそうと 2015 年 6 月

『北海道食べる通信』創刊。ジュニア野菜ソムリ
エ、北海道フードマイスターの資格を持つ。

日本財団ソーシャルイノベーション本部
上席チームリーダー

青柳光昌

障害者の移動困難の解消、ＮＰＯ支援センター
強化など市民活動の促進に従事。2011 年 3 月の
東日本大震災後、同財団の災害復興支援チーム
の責任者として、企業や行政と連携した多くの
支援事業に携わる。現在は、社会的投資の普及
や政府と連携した子どもの貧困対策などを担当。
なお日本財団は、全国の「食べる通信」の立ちあ
げ・創刊・普及について日本食べる通信リーグ
と協業を行っています。

東松島食べる通信 編集長

太田将司

1973 年、千葉県生まれ。インテリアショプ「アク
タス」に勤務。東日本大震災を機に退職し、2011
年 11 月宮城県東松島市へ移住。2012 年 1 月より

「東松島あんてなしょっぷ まちんど」勤務。2014
年 8 月『東松島食べる通信』創刊。都市に住む消
費者向けではなく、「地元のため、地元に向けて」
の編集姿勢を貫いている。子どもが生産現場を取
材して発信する企画や、地域と連携した食育事業
などを独自に展開している。

株式会社良品計画　事業開発担当部長

生明弘好

1998 年 株式会社良品計画 入社。香港、シンガ
ポール、韓国、台湾、中国への無印良品店舗の展
開に従事。2005 年 12 月には香港の現地法人社長
に就任。2006 年 10 月から 2014 年 4 月にかけて
米国へ赴任し現地法人の社長を務める。帰任後は
地域活性化事業など、無印良品の新規領域での事
業開発を担当している。

社会的価値やビジネスチャンスといった「食べる通信」の可能性について、

ふたりの編集長、そして日本財団と無印良品の担当者に聞いた。
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「つくる人」と「食べる人」をつなぐ関連事業 トピックス
大量生産大量消費社会のなかでともに疲弊する都市と地方、

「つくる人」と「食べる人」をつなぐことで、双方の課題を解決する。

私たちが食べる通信と並行してすすめる事業をご紹介します。

食べる通信と関連事業の成長につれ、様々な出来事が起きています。

海外展開や書籍の出版など、さらなる発展に向けた動きをご紹介します。

2013.7 NPO 法人東北開墾発足。『東北食べる通信』創刊。

2014.4 『四国食べる通信』創刊。全国展開スタート。

2014.4 一般社団法人日本食べる通信リーグ発足。

2014.9 第一回「リーグ運営会議」。以後 3 ヶ月ごとに開催。

2014.12 食べる通信リーグ加盟団体が 10 団体突破。

2015.7 WEB メディア『日本食べるタイムス』リリース。

2016.3 食べる通信リーグ加盟団体が 30 団体突破。

2016.9 WEB サービス『ポケットマルシェ』リリース。

旬な食材を、農家・漁師から
簡単楽しくスマホで購入。
産直がアプリとWEB で楽しめるサービスです

ポケットマルシェは、生産者さんが自ら出品し、「食べる人」

と直接つながって販売できる産直アプリ／ web サービスです。

食べる通信で得た知見とネットワークを元に、より多くの生産

者さんが、自ら発信し販売するためのプラットフォームとして

2016 年開始しました。ヤマト運輸とのシステム連携で物流面

の課題を解決。スマホひとつで出荷ができます。そして食べた

後は「ごちそうさま」。モノだけでなく言葉でつながる楽しさを

多くの「食べる人」「つくる人」双方にお届けします。

現場の農家・漁師が書く！
史上初のニュースメディア

「食べる通信も面白いけど、生産者自身の発信もすごく面白いよ

ね」。日本食べるタイムス（通称食べタイ）は、生産者が自ら WEB や

SNS で発信した投稿を、編集してお届けする「まとめサイト」で

す。運営するのは約 20 人の学生編集部。農家・漁師だからこそ

できる発信、目線にこだわり、150 人以上の登録生産者をサポー

トしサイトを運営しています。各地の食べる通信編集部が「発掘」

した生産者を、ポケットマルシェと食べるタイムスが継続的に

サポートする、そんな循環も生まれています。

ハーバードの学生たちと
東北の生産現場へ

『東北食べる通信』の現場が、世界

最高峰の MBA、ハーバード・ビジ

ネス・スクールの学びの場になり

ました。2012 年から続く東北での

フィールドスタディで 5 名を受け

入れ。石巻と相馬の生産現場を訪

れ、生産者の課題を解決する方法

について提案いただきました。

日本食べるタイムスに
160 万円を超える寄付！

『日本食べるタイムス』はクラウド

ファンディングに挑戦し、総勢 130

名の方からご支援を頂きました。

その額なんと 1,616,000 円。集まっ

た資金を活かして、一次産業の世

界がどれほど豊かで魅力にあふれ

ているのかを伝えていきます。引

き続き応援お願いします！

ポケットマルシェの
登録生産者数200名突破！

ポケットマルシェには、食べる通

信で特集された生産者にとどまら

ず、全国から続々と出品を希望す

る生産者が集まっています。サー

ビス開始からわずか 4 ヵ月で、登

録生産者数 200 名を突破。まだま

だ広がり続けています。

高橋博之 2 冊目の著書
好評につき増刷決定！

高橋博之著『都市と地方をかきま

ぜる「食べる通信」の奇跡』（光文社新書）

が 2016 年 8 月 17 日に発売されま

した。これからの農業・漁業、地域

経済、消費のあり方、情報社会にお

ける生き方など多くの実例と共に

書き下ろし。たくさんの方にご支

持いただき、12 月には増刷が決定

しました。

利用者　都内在住・片口美保子さん
注文すると「これ送ります！」と魚の写真が漁師さんから。
産直ならぬ人直と思ったポケマル。釣った人に聞くのが一
番と鍋の調理方法も漁師さんに教えてもらい、最後はお礼
の言葉を料理の写真に添えて漁師さんに送りました。旬な
お魚と、生産者さんとのコミュニケーション！幸せな時間
を頂きました。

学生編集部　早稲田大学・大町昻平さん
食べるタイムスの面白いところは、学生と生産者が一緒に
企画を作れるところ。生産者と連絡をとり記事を作成する
だけでなく、仲良くなった生産者に会いに行く学生も！ 秋
田の漁師さんちで食べた生海老は絶品でした！ 情報発信や
企画を練る経験は貴重で、これまでにない出会いと経験が
ここにあります。

日本国内にとどまらず
アジアにも広がる輪

高橋博之の著書『だから、ぼくは

農家をスターにする』が翻訳出版

された台湾から、「食べる通信」創

刊希望の声が続々寄せられていま

す。食べる通信リーグではこの動

きを受け台湾向け web サイトと

Facebook ページを開設。本格的に

情報集約・発信を始めました。今

後の展開にご期待ください。

問い合わせ先

各事業に関するご質問・ご提案・講演・
メディア出演依頼などは右記アドレス
宛にお願いいたします。

日本食べる通信リーグ

http://taberu.me

info@taberu.me

ポケットマルシェ

http://poke-m.com/

info@poke-m.com
※生産者登録のお問い合わせもこちらへ

日本食べるタイムス
NIPPON TABERU TIMES

http://taberutimes.com/

contact@taberutimes.com
※生産者登録のお問い合わせもこちらへ

『東北食べる通信』は、2014 年グッドデ
ザイン賞金賞を受賞。

日本食べる通信リーグ・NPO 法人東
北開墾は、第 1 回日本サービス大賞地
方創生大臣賞を受賞（2016 年）。

NPO 法人東北開墾は、第 3 回日経ソー
シャルイニシアチブ大賞クリエイティ
ブ賞を受賞（2015 年）。

受賞歴

食べる通信と関連事業の沿革

ポケットマルシェ 日本食べるタイムス

『都市と地方をかきまぜる
「食べる通信」の奇跡』
高橋博之著

（光文社新書）

食べる通信が生み出した、食べる人とつくる人がつながって、食や価値をわかちあ
うモデル。ポケットマルシェ、食べるタイムスは IT の力を使ってより広い人々が気
軽に利用できるプラットフォームとなります。情報とコミュニケーションで一次産
業を変革する。共通のビジョンで社会に新しい価値を生み出します。
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いただきますの手
日本独自の文化である “ いただきます ” という挨拶は、生産者、そして食材
の命に感謝しながら、自分の命につなぎかえるという行為です。食べるこ
とは生きること。大量消費社会で見えづらくなった食に対する感謝の気持
ちを取り戻すこと、すなわち “ いただきます ” を取り戻すことは、食べる通
信の大きな使命です。 
　重ねられたふたつの手は消費者と生産者を、また手に添えられた箸は、
生産者と消費者の橋（箸）渡しという「食べる通信」の役割を表しています。

編集後記

食べる通信リーグ事務局より

「日本食べる通信リーグ」事務局は現在、常勤スタッフ 4 名を中心に各地の編集

部の創刊・運営支援、プラットフォーム構築と PR を行っています。「安い・便利・

簡単」が当たり前に求められる時代に、天候や生産物の状況で配送が遅延する

こともあれば、届く食材は調理や下処理が必要。そんな一見不便ともいえるサー

ビスを、決して安くはない価格で販売しています。なぜ我々はこの事業を続け、

広げようとしているのか。リーグ発足から 3 年たち、「食べる通信」が起こした

変化と目指すビジョンをまとめ、道標とすべくこの小冊子を制作しました。カ

ネとモノの交換ではなく、人と人のつながり。それを食の現場で生み出す仲間

が全国にいることを知ってもらえればと思います。

阿部正幸

花巻事務所

東京事務所

江守敦史

渡辺瑛子

工藤明恵

2017 年 3 月 15 日発行

発行元／一般社団法人 日本食べる通信リーグ
花巻事務所：〒 025-0096　岩手県花巻市藤沢町 446-2
東京事務所：〒 104-0061　東京都中央区銀座 4-13-8-801




