東⽇本⼤震災 被災者⽀援のための機能やサービス

Yahoo! JAPAN - ヘルプ

キーワードを⼊⼒

ニュース
北海道

ニュース検索

トピックス
東北

関東

条件を指定して検索

写真

映像

地域

雑誌

ブログ/意⾒

企業トレンド

信越

北陸

東海

近畿

中国

九州

四国

リサーチ

ランキング

沖縄
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北海道

札幌で農業イベント「きたベジ カフェ」－⽣産者と若者の架け橋
目指す ／北海道

みんなの経済新聞ネットワーク 11⽉1⽇(⽕)17時13分配信

北海道農業の潜在的な価値を発信する場として、農業法⼈・経
営・就職・ビジネスなどのサポートを⾏う「ギャラリー農窓（の
まど）」（札幌市中央区南2条⻄6）で11⽉5⽇、⽣産者と若者の
対話を目的としたイベント「きたベジカフェ」が⾏われる。（札
幌経済新聞）
【画像】 「きたベジ三姉妹」と「KAANA（カーナ）」代表の森⼭
加亜奈さん
拡⼤写真
「きたベジカフェ」が
⾏われる「ギャラリー
農窓（のまど）」の外
観

「若者がチャレンジできる仕事を創る」をコンセプトに、次の
北海道を担う若⼿⼈材育成や地域再⽣プロジェクトなどを⼿掛け
る「Neeth（ニーズ）」（北1条⻄7）が⾏うプロジェクト「きた
ベジ」が企画した。

農業や⽔産業などの第⼀次産業が⾷品加⼯や流通販売、サービスなどを多角的に業務
展開する「6次産業化」に挑戦している⽣産者と若者をつなぐことを目的に⽴ち上げた同
プロジェクト。地域資源を⽣かすことをテーマとし、同社の北川由依さんをプロジェク
トリーダーに、⼥⼦⼤⽣2⼈のインターン⽣を加えた計3⼈で運営する。

⽞海4号機 九電が運転再開へ
世⽥⾕の⾼線量 掘削準備開始
⼩⾦井市⻑辞意 ゴミ問題引責
丸⼭⽒ 府知事選不出⾺を表明
⽔中ロボで不明者捜索 宮城
被災地偽医師 起訴内容認める
ひき逃げ 軽50m⾶ばされ死亡
警察の武道場で拳銃暴発 福岡
バックナンバー｜⼀覧

今年8⽉から同プロジェクトと札幌オオドオリ⼤学の「ドリ農部」が共同で始めたアグ
リ体験ツアーでは、岩⾒沢のトマト農家や江別の⽶農家などで農作業体験から⽣鮮品の
加⼯、野菜の収穫や草刈りなどを⾏い、全3回のツアーの中で20〜30代の若者が各回25
〜35⼈参加した。

注目の情報

え？カプチーノが1杯19円!
お湯をいれるだけ！簡単に
本格カプチーノのできあがり♪

今回の「きたベジ カフェ」は、農業と⾷のイベントを札幌の中⼼地で⾏うことで、普
段農業や⽥舎に関⼼を持たない若者と、⽣産者の交流の機会を作ることを目的に開催。
同イベントを通じて、若者にとってはさまざまな⽣き⽅に触れる機会となり、⽣産者に
とってはファンを増やすことにつながるという。
イベントでは、アグリツアーで収穫したトマトを加⼯したトマトソースを紹介する
「トマトカフェ」を開催。「今回収穫した糖度が⾼いフルーツトマトはジュースやゼリ
ーとしても加⼯できるが、より⾝近で⼀般家庭でも頻繁に使う機会のあるトマトソース
を作ろうと考えた」と北川さん。「基本のソース以外にも、ミートソース、ガーリック
⼊りソース、和風ソースなども作ったので、試⾷に訪れた⽅の消費者としての意⾒を聞
いてみたい」とも。
そのほか、野菜ソムリエと北海道フードマイスターの資格を合わせ持つ本⽥⾥美さん
や、農漁村と都市をつなぐコーディネーターとして活動する近江正隆さんを迎えた「農
な⽣き⽅トークショー」や、⼥性向けなどの「かわいい」デザインの作業服やマタニテ
ィーウエアなどを⼿掛ける札幌発のオリジナルブランド「KAANA（カーナ）」の新作つ
なぎの販売なども⾏う。
「『私たちが普段⾷べている⾷べ物はどこで⽣産され、どのように流通されているの
か』そういう素朴な若者の疑問から当プロジェクトは始まった。農業や⾷に関⼼のある
⽅には、ぜひ参加してほしい」と北川さん。「⼥の⼦3⼈の『きたベジ三姉妹』で運営し
ているプロジェクトなので、当イベントを通じて若者から地域を変えていく仲間になれ
ればうれしい」と期待を寄せる。
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開催時間は、12時30分〜14時＝トマトカフェ（招待制）、15時〜16時＝農な⽣き⽅
トークショー（⼀般参加可）。⼊場無料。

【関連記事】
「きたベジ三姉妹」と「KAANA（カーナ）」代表の森⼭加亜奈さん（関連画像）
若者を対象に⾏われたアグリ体験ツアーの様⼦（関連画像）
札幌の普通科私⽴⾼校が有機農法に挑戦－⽣徒9⼈が農業実習（札幌経済新聞）
きたベジ
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最終更新:11⽉1⽇(⽕)17時13分

地域主要ニュース
県警：耐震強度不⾜で２署建て替えへ ／愛
媛（毎⽇新聞）16時50分
皇室：両陛下、⽩壁⼟蔵群や漁業センターへ
倉吉をご視察後、帰京 ／⿃取（毎⽇新聞）15
時40分
王寺スカイヒルズ開発：町と業者、調停決裂
６．５億円寄付巡り、共に提訴へ ／奈良（毎
⽇新聞）15時35分
九州電⼒：被爆者５団体、「やらせ問題」など
抗議へ ／⻑崎（毎⽇新聞）15時22分
指名⼿配容疑者捜査強化⽉間：きょうから 指
名⼿配者、徹底捜査へ ／福岡（毎⽇新聞）15
時20分

カードローン、今すぐ借りたい！

四国電⼒：冬の電⼒、綱渡り 数値設けず節電
要請へ ／⾹川（毎⽇新聞）15時2分
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借りれる⾦融会社5つを紹介！

審査が不安でも⼤丈夫！借りれる事を優先した⾦融会
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この記事には、まだコメントはありません。
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コメントのついた記事⼀覧を⾒る
次の記事： 札幌にアジアンラーメン店「チャナ姫」－⼈気ラーメン店が新業態 ／北海道

（みんなの経済

新聞ネットワーク） 12時13分
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まるでホテル？新築5000万円台〜

コンシェルジェにスカイラウンジ…⼤規模マンションだからこそかなう、充
実のサービス。4LDK超なら広さも⼗分。何よりも、この開放感が欲しいあな
たに。[SUUMO]
4LDK超！絶対欲しい、この広さ！

カードローンを即⽇で借りる！
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