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米粉で地域と日本を変える！ 

 今、イタリアでは「ミラノ万博」が開かれており、世界の皆さんに日本の

水田農業の多目的機能、そこで培われた文化、食生活を広くアピールし、認

識してもらう良い機会だと思います。しかし現実に目を向けると、我が国の

農業、特に水田農業を考えるとかってない厳しい内憂外患の状態にありま

す。 

 その１つは、迫りくるＴＰＰ（環太平洋経済連携協定）で、目隠し状態の

まま真相は定かでありません。漏れ伝わるところによれば、米国の傲慢な要

求に抗しきれず、屈辱的な妥協の恐れが高まっています。まして、米及び米

粉の調製品まで対象にし、これ以上輸入することなどは全く論外です。第２

の困難な課題は、かってない米価の値下がりの中で、危機的な状況になって

いることです。大規模農家からも、これ以上米価が下がれば大幅なコスト割

れとなり、経営が成り立たたず、地域農業が崩壊という悲鳴が全国から聞か

れます。今年６月末の民間の米在庫も過去１０年間で最高の２３０万㌧とい

う見通しの中で、産地は危機打開に必死です。 

 ＣＡＰ.ＮＥＴが取り組んでいる米粉の普及、促進運動は、こういう厳しい状況下

にあるからこそ一層重要と考えます。中長期的に考えても世界の食料の争奪戦はより激

しくなります。そうした中で、貴重な水田を守り、子子孫孫に至る長期的に国民の食料

基盤を守り抜く上からも重要なことです。「米粉の名人」料理グランプリもその一つ

で、今年度も農水省から計画が承認されました。３回目となる今年度は皆さんや関係者

の力を借りながら、過去最大の応募となるよう大きく伸ばしていきたい、と考えていま

す。昨年度までの米粉グランプリを見ても、各地の審査委員長から従来にも増して商品

開発力がはるかに高まり、進化しているとの審査講評を頂きました。熊本県の阿蘇熊本

空港近くのホテルエミナースでは、ランチバイキングに米粉料理コンテストの受賞作品

が、順次提供されています。今後とも、米粉料理レシピを商品化、実需に結び付けるよ

う努めていきたいと思います。 

農水省の「食料・農業・農村基本計画」では、米粉用米の生産を現状の５倍、１０

万㌧にするという基本方針が示されました。米粉産業はまだ未成熟ですが、都市、農村

を問わず、皆さんの知恵と意欲を集約することで、これの達成は十分可能です。また、

米粉の新しい機能として食物アレルギー対応という大きな役割も認知されてきていま

す。今年度もセミナーを開く予定です。「米粉の名人」料理グランプリにつきまして、

今年度は新たに公益財団法人産業教育振興中央会の後援をいただくことになりました。

学校教育でも米粉料理が草の根型で広がっており、こうした力を借りながら、結集して

いきたいと思います。 

我々は希望を失ってはいません。どうか皆さん、いかに困難であっても志しを強くし

て、道なき道を切り開く決意をもって挑戦する１年にしたいと思います。ＣＡＰ.ＮＥ

Ｔの運動をより前進させましょう。本日の総会議案のご審議、宜しくお願い致します。 

 ＮＰＯ法人国内産米粉促進ネットワーク（ＣＡＰ.ＮＥＴ）は６月４日、東京・永田町の衆議院第二議

員会館第一会議室で平成２７年度通常総会と「米粉懇話会」を開きました。総会には理事役員及び会員約

５０人が出席し、２６年度事業報告と収支決算報告、２７年度事業計画と収支予算案などを承認しまし

た。総会では、主催者を代表してＣＡＰ.ＮＥＴの島田圭一郎理事長が開会あいさつをしました。 

「米粉需要拡大へ、道なき道を切り開こう」 

島田圭一郎理事長の開会挨拶 
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Ⅰ．事業活動について 

 １．米粉普及・啓発事業 

  (1)全国米粉料理コンテストの開催 

米粉需要の増大を図ることの重要性に鑑み、前年度に引き続き「全国米粉料理コン

テスト」の地方および中央での開催を計画し、米粉および米粉製品を広く周知させる

ことに努める。 

   (2)米粉促進のための啓発事業 

米粉に関するフォーラム、セミナー、講習会、米粉関連イベントなどを積極的に開

催し米粉の普及啓発を図る。 

  (3)地域、企業、団体などと提携した米粉利用促進活動 

行政組織、教育機関、各種団体、企業などと提携した米粉利用促進活動を展開す

る。とくに、地方におけるイベントや講習会を地域組織と提携して開催し、全国各地

域において米粉の普及啓発を図るとともに米粉促進リーダーを養成する。 

  (4)米粉促進のための技術的支援 

米粉製品(パン・麺・洋菓子・料理)の製造・調理技術講習会を初心者、起業希望

者、米粉普及指導者などの技術水準に応じて開講し、技術を身につけた米粉普及の

リーダーを養成する。 

  (5)その他 

 ２．米粉に関する情報収集及び情報提供事業 

   (1)『ＣＡＰnet通信』の定期刊行 

『ＣＡＰnet通信』「米粉で地域と日本を変える！」の内容を充実させ、年４回全

会員に配信配布する。 

    (2)ホームページの充実 

      ホームページを随時更新し内容を充実させより的確な情報が行き届くよう努める。 

   （3）米粉料理レシピ集を編集し公表する。 

   （4)その他 

 ３．米粉事業開発相談・支援事業 

原料米の生産、製粉、製品製造(パン･麺･洋菓子等)、販売、消費にかかわる農商工連携

による米粉事業、産地形成などにかかわるハード、ソフト面の相談・コンサルタント事

業、起業協力支援事業を全国的に推進する。 

  (1)講習会・セミナー支援(共催セミナー企画、技術者・識者派遣) 

  (2)米粉関連事業の起業支援 

    東北被災地での米粉関連起業化への支援 

   （3）その他米粉関連事業支援 

 ４．米粉関連物品・機器の紹介事業 

賛助団体会員などが製造供給している米粉、米粉商品、米粉製粉器機、米粉製品製造器

機などをホームページや『ＣＡＰ.Ｎ通信』等を通じて積極的に情報を提供し斡旋する。 

 ５．米粉に関する研究開発事業 

      各地における米粉事業事例などの情報収集と分析 

  ６．その他 

    (1)米粉品質基準を検討する。 

  (2)米粉普及推進のための新たな事業を検討する。 



Ⅱ．会員・組織対策について 

  １．会員間ネットワークの強化 

『ＣＡＰnet通信』(年４回)、ホームページで米粉情報、イベント案内等の情

報伝達を充実させ、会員間の情報交流を活発にするためにネットワークの強化を

図る。 

  ２．執行・事務局体制の強化 

ＣＡＰnetの活動の活性化を図るために事業企画執行体制を再編強化する。ま

た、増大する事務業務の分担効率化を図る。 

Ⅲ．組織、財務基盤の強化 

 １．全国米粉料理コンテストなど米粉普及運動と結合した飛躍的な会員拡大 

 ２．会員拡大により経常収入の増大を図る 

３．各種事業の活性化により事業収入の増収を図る 

ＮＰＯ法人国内産米粉促進ネットワーク 平成27年度役員・参与 

理 事 長 島田圭一郎 (一社)協同総合研究所顧問 元(株)日本農業新聞代表取締役社長 

副理事長 萩田 敏  元農林水産省近畿農政局兵庫農政事務所長  

副理事長 安村碩之   元日本大学生物資源科学部教授 

専務理事 高橋仙一郎 協同組合米ワールド21普及協議会専務理事 

常任理事  富田孝好    日本労働者協同組合連合会常任理事 

理  事 岡阿弥靖正 元全国農業協同組合連合会専務理事 

理  事 風間与司治 東都生活協同組合常務理事 

理  事 江川和徳  新潟県農業総合研究所 元食品研究センター所長  

理  事 川村耕太郎 元東京商工会議所常務理事 

理  事 髙橋正郎   元日本フードシステム学会会長 宮城大学客員教授 

理  事 堤 公博  九州米粉食品普及推進協議会会長 米・食味鑑定士 

理  事 平岡 豊  マーケティンググプロデューサー 

理  事 八巻美恵子 食工房みやふく代表 フードコーディネーター 

理  事 横田修一   全国稲作経営者会議青年会長 

理  事 重野徳夫  元新潟県農業協同組合中央会専務理事 

監    事  岡元カツ子  労協センター事業団副理事長 

参  与 竹村 晃  農政ジャーナリストの会事務局長 元日本農業新聞 

参  与 浅井由剛  (株)カラーコード 代表取締役  
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米粉で地域と日本を変える！ 

米粉グランプリ実行委員会 

実行委員長   島田圭一郎  元(株)日本農業新聞代表取締役社長 

副実行委員長   萩田 敏   元農林水産省近畿農政局兵庫農政事務所長  

副実行委員長   高橋仙一郎  協同組合米ワールド21普及協議会専務理事 

事業推進本部長  松原  博     前(株)日本農業新聞代表取締役社長 

事務局長     小池経二    元(株)東宣顧問 

企画主幹     高橋英昭    元協同広告(株) 役員待遇営業局長 

企画主幹    島村忠雄     元(株)農協観光総務 
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 自民党は、農政改革の課題として米政策の改革、農地の集積、経営

安定制度の見直し、日本型直接支払い制度の創設を掲げている。 

 米の消費が減り続けている中で、日本の水田を守っていくために

は、主食用米の生産調整をしっかりやる必要がある。同時に主食用米

に頼らない水田農業にしなければならない。米粉用米、加工用米、飼

料用米などの主食用米以外の米をしっかり安定して作っていくことが

重要だ。主食用米の作付けは減っているが、水稲全体の作付面積は殆

んど変化ない。水田への米の作付けはしっかり維持していく、という

のが、現在の基本スタンスだ。 

 新規需要米に入る米粉用米については、３月末に閣議決定した新た

な「食料・農業・農村基本計画」の中で、生産努力目標として１０年

後に１０万㌧を掲げた。これについては確実な達成をめざす。米粉用

米の生産は残念ながらピーク時の半分に減った。需要は増えているの

に生産量が半分になったということは、在庫で賄っているということ

だ。今後は、在庫を使っているという状況から脱却し、米粉の利用拡

大を図るためには、製粉コストの低減、消費者に魅力ある米粉製品の

開発とアピールが課題となる。 

 最近は新たな米穀加工品として「米ピューレ」「米ゲル（ゼリー

状）」などの技術開発も進み、新商品として市販もされている。粉と

いう状態ではなく、ピューレまたはゲル状の形で普及を図り、コスト

を下げていくことも重要だ。米ピューレなら家庭のパン焼き器でも使

えるのではと思う。ゲルも加工条件によっては様々に加工できるのも

持ち味なので、粉状だけではなく、それ以外での普及の活用を図って

いく必要があるのではないか。 

 和食も世界文化遺産に登録された。日本産食品の安全性は世界中で

評価されており、特に米は小麦やソバと異なり、アレルギーがまった

くない。欧米では小麦アレルギーが大きな問題になっている。米粉の

潜在需要はどんどんできると思う。これからの販売戦略として、介護

食品（スマイルケア食品）に新たな市場を見出すこともできるので

は。食品産業界もこのスマイル食品に大きな関心を示しており、これ

からこの分野は間違いなく伸びていくだろう。 

 今年の６月１日から運用が始まった地理的表示保護制度（ＧⅠ）を

活用して、単品の売り込みだけでなく、これからは食と農と景観を

セットで地域の魅力を発信していくことも大切になる。国内産米粉促

進ネットワークの皆さんの力で、米粉の需要を増やしていただきた

い。 

 通常総会に引き続き「米粉懇話会」が開かれ、第１部では、衆院議員の宮腰光寛氏（自民党農林水

産戦略調査会会長代理、自民党農業基本政策検討ＰＴ座長）が、「農政改革と米粉推進」と題して講

演を行いました。 
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米粉で地域と日本を変える！ 

 通常総会後の「米粉懇話会」第２部では、第２回全国米粉料理コンテストの地区決勝大会で優秀

な成績を収め、全国決勝大会に進出した３人の受賞者とコンテスト審査員を交え、「米粉料理コン

テスト受賞者の皆さんと知りたい、聞きたい」座談会を開き、レシピや作品作りで苦労した点など

を披露しあいました。 

（座談会出席者） 

石井ゆかさん（主婦） 

 第２回全国米粉料理コンテスト全国グランプリ受賞 

 （「ホタテ貝柱と彩り野菜の黒米粉キッシュ」） 

末岡貞之さん（㈲木村有機農園） 

 同中国・四国地区グランプリ受賞 

 （「むらげの田守のピリ辛おろち麺」） 

中村祐希さん（東京家政大学生） 

 同関東・甲信越地区準グランプリ受賞 

 （「米粉点心」） 

長谷川実穂さん（国立病院機構相模原病院管理栄養士） 

 第２回全国決勝大会審査委員 

進行：萩田 敏（ＣＡＰ．ＮＥＴ副理事長） 

※応募した作品で苦労した点やどのような場面で食べてほしいですか。 

・誰でも食べられる生地の厚さに試行錯誤 

石井さん：この作品は、一緒に食事をしたある企業の方が、定年退職後にアレルギー

になり、みんなと外食する時、彩りのきれいな料理を食べたい、という話を聞いたこ

とがきっかけです。外側は黒米の玄米粉、ソースは米粉と豆乳だけだと、とろみを出

すまでに時間がかかるので、米粉のフレークを入れていったんふやかしました。小麦

粉と違ってどこか懐かしいおこげのような風味が出るように工夫しました。アレル

ギーのある方もない方も食べられ、なおかつ初めて食べる味を作ってみたかったで

す。難しかったことは、長方形のものを焼いたことがなかったので、お年寄りや子供

たちが食べられる生地の厚さをどうするか、試行錯誤して焼き上げました。 

・６次産業化にベストな米粉麺１００％商品 

末岡さん：基本は田んぼを守りたい、ということでした。島根県雲南市の標高５０

０㍍の稲作専業農家らが耕作放棄化していくのをどうにかしたい、と考えたのが始ま

りでした。農園の代表者である木村（晴貞氏）が、「道の駅」で１０割そばを売って

いるなら、１０割で米粉麺を作ろうといろいろ試した結果、１００％米粉麺商品を

作ったことによって希望が湧いてきました。最近の米価下落で、３戸の農家が田んぼ

で米を作ってほしいと、言ってきていますが、（耕作放棄地にしない）対応が可能だ

と思っています。この商品は、農家が６次産業化に取り組んでいくのにベストな商品

と感じています。 

・ヤマトイモを生地に使いもっちり感 

中村さん：このレシピは、食物アレルギーの方に提供したい一心で作成しました。大

学では、米を通してアレルゲンフリーの商品開発を手掛けています。そのきっかけ

は、自分の身のまわりに７大アレルゲンのほとんどが食べられない人がいたからで

す。最初はスイーツを中心に、その後、おかず（副食）について個人的に家庭でも始

め、試作を重ねました。この作品は、アレルギーを引き起こすものを減らし、そうと

は感じさせないように米粉の素材や味付けにこだわりました。具体的には、米粉を使

いながらふくらみ出すためにヤマトイモを生地に使いました。これで、もっちり感を

出すことができました。大学祭で店頭に並べたらすぐに売り切れてしまいました。美

味しいといっていただけたのが嬉しいです。 
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・アレルギーのある人もない人も美味しく食べられるメニュー 

長谷川さん：今回の審査を通じて感じたことは、小麦粉に置き換えて米粉を使うので

はなく米粉の特性を生かし、米粉だからこそ美味しくできるメニューが多かったこと

でした。見た目も華やかで、自由な発想で、和中洋の料理が見られたし、特に共通し

ていたことは、アレルギーのある方が食べられるということではなく、ある方もない

方も、美味しく食べられる、みんなで一緒に食べられる・・・そういうメニューが多

かったです。家庭でお母さんたちが米粉料理で失敗しがちなところを上手に補い、サ

クッと、ふわふわと、仕上げていました。米粉麺についても、市販のものは歯切れは

いいが、歯ごたえのないような麺が多い中で、グランプリに出された米粉麺のメ

ニューは、食感にインパクトがありました。 

 

※こんなことをすれば失敗しない、というアドバイスがあれば教えて下さい。 

中村さん：他の出場者の方もそうだと思いますが、ヤマトイモと同じくイモ類を使う

ことで、米粉のまとまりがよくなっていき、料理しやすくなります。ふわふわ、もっ

ちり感が出ます。これには、米粉の量と加水量も大きく関係してきます。最近感動し

たのは、学内で米粉を使った天ぷらを食べた時です。米粉の天ぷらはお薦めです。 

末岡さん：製品化のポイントは、高アミロース米でないと、１００％の麺ができな

い、ということです。色々な米粉を使いましたが、なかなかつながらず、ブチッと切

れてしまう連続でした。高アミロース米に出会い、工夫した結果、お湯の中に２，３

分入れただけで食べられる麺になり、コシがあり、食感良く、常温で３か月変化せ

ず、今も６か月経っても伸びにくく、日持ちすることも分かりました。和、中、洋

食、イタリアンのパスタの、いずれにも向きます。３月から「道の駅」にも１００㌘

パック２８０円で売り出したが、１か月の来客数９,２３０人の２割近い、１,６６０

食売れました。可能性のあるおもしろい麺です。 

石井さん：失敗しない方法は、ホワイトソースは、濃く作って、後で薄めて調整する

のがポイントです。米粉は、ケーキでも冷凍して解凍しても風味が変わらない良さが

あると、思います。 

長谷川さん：米粉自体の普及には、米粉で作られる加工食品ができれば、と思ってい

ます。それを家庭でも真似ることで可能性が出てくるのではないでしょうか。食物ア

レルギー対応以外にも、これからは、介護食、病院食として、嚥下障害、誤嚥性肺炎

を防ぐために必要となってきます。料理の苦手のお母さんもいますので、色々と広く

情報交換の場を作り、特別の人だけのためではない、ユニバーサルな米粉の使い方を

考えていったらよいのではないでしょうか。 
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米粉で地域と日本を変える！ 
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米粉で地域と日本を変える！ 

 「米粉の名人」料理グランプリ2014－第２回全国米粉料理コンテストの全国決勝大会に進出した作品が、４

月下旬から熊本県益城町の阿蘇熊本空港ホテルエミナースのランチバイキングメニューに登場し（土、日）、

多くの来店者に好評を博しています。 

 この催しのきっかけは、同コンテストの九州地区決勝大会審査委員長を務めた同ホテルの宮本良二総料理長

が表彰式で「優秀な米粉料理をホテルでメニュー化できないか検討してみたい」と審査講評し、その具体化に

向けて準備を進めてきたものです。４月２５、２６の両日、最初のお披露目が行われました。当日は、他のラ

ンチバイキングとは別コーナーをつくり、一つ一つ料理名と出品者名のカードをつけて提供されました。 

 ホテル側の丁寧な料理紹介や米粉活用の調理品という物珍しさもあって、お客には大好評で、瞬く間にな

くなってしまいました。「５品だと、仕込みに手間がかかって多くの人に提供できる量を用意できなかった

ことが、反省点としてあります。今後は２品ほどに絞って、多くの方に召し上がっていただく量を確保した

いと考えています」と、橋之口智子管理支配人は話しています。 

～阿蘇熊本空港ホテルエミナースのランチバイキングで大好評～ 

副理事長 萩田 敏 

ランチバイキングで提供された米粉料理は下記の通りです。 

○赤星静香さん（熊本県山都町）「米＊米グラノーラ」（全国決勝大会準グランプリ受賞） 

○中田扶美子さん（熊本市）「米粉のフローズンデザート」（九州地区決勝大会準グランプリ受賞） 

○中川ゆりえさん（福岡県久留米市）「米粉 de 南瓜まんじゅう」（九州地区決勝大会準グランプリ受賞） 

○伊東有由美さん（埼玉県越谷市）「さくっ！とろっ！ブラマンジェ」 

                      （全国決勝大会特別賞・食物アレルギー対応受賞） 

○田安透さん（札幌市）「“パリッと”米粉のえびマヨ春巻」（北海道地区決勝大会準グランプリ受賞） 

○森尾美希さん（山口県）「豆乳プリン」（中国四国地区決勝大会特別賞＜食物アレルギー対応>） 

○ 松 本 南 帆 さ ん（熊 本 県）「卵・乳 不 使 用  チ キ ン 南 蛮 風」（九 州 地 区 決 勝 大 会 優 秀 賞） 

○ 加藤絹 子さん（熊本 県）「チーズ  in  米粉 ナゲッ ト」（九州 地区決 勝大会敢 闘賞受 賞） 

○相川成美さん（長崎県）「アスパラとトマトの米粉キッシュ」（九州地区決勝大会優秀賞） 

○岩下和美さん（熊本県）「米粉 ベジニョッキ」（九州地区決勝大会特別賞） 

ホテルレストラン入口のランチメニュー紹介 



「アスパラとトマトの 

米粉キッシュ」 

「豆乳プリン」 
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「卵・乳不使用 

 チキン南蛮風」 

「米粉 ベジニョッキ」 

「さくっ！とろっ！ブラマンジェ」 
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米粉で地域と日本を変える！ 

 



 平成２６年度の「食料・農業・農村の動向」（農業白書）が５月２６日に閣議決定

されました。農業白書では、冒頭の特集として人口の減少や高齢化が進む中で「農村

の活性化」と、３月末に閣議決定した今後１０年の農業政策の指針となる新たな「食

料・農業・農村基本計画」を取り上げています。 

 「農村の活性化」では、最近の都市住民の若者を中心に見られる「田園回帰」の

ニーズに着目し、農村への移住・定住につなげることを提案しました。それには、所

得・雇用の確保、後継者育成が重要で、地域資源を生かした農村活性化や新規就農支

援が鍵を握る、としています。農村の人口は１９７０年ごろから減少が続き、１０年

後の２０２５年からは、これまで地域活動を担ってきた高齢者の人口も減少に転じる

と見通され、一層過疎化が進むと指摘。地域コミュニティの維持・活性化などの取り

組みが急務の課題と警鐘を鳴らします。一方で、明るい兆しも白書で報告していま

す。農山漁村地域への定住願望がある都市住民は３割を占め、ここ１０年ほどで１１

ポイント増加。特に２０歳代男性の農山漁村に対する関心が高まっています（内閣府

調査・２０１４年８月）。こうした動きを大きな流れにしていくために白書は、住民

主体で農村の活性化に取り組む全国各地の事例（６次産業化や女子力の発揮など）を

まとめました。 

農業白書、「田園回帰」に着目 

 農水省は４月１６日、新たな「食料・農業・農村基本計画」で定める米穀の新用途

（米粉用米１０万トン、飼料用米１１０万トン）の生産努力目標の達成に向けて、利

用の促進を図るための基本指針を策定しました。最初の基本方針の策定（平成２１年

８月）から５年が経過したことを踏まえ、これまでに明らかになってきた課題、その

対応に向けた取組の方向を記載しています。そのポイントは以下の通りです。 

 １、米粉用米について、小麦粉よりも高い製粉コストの低減、用途の多様化が期待

できる、ピューレ状・ゼリー状などの新たな加工技術の利用を位置付け。 

 ２、流通・加工コストの低減では、米粉用米の製粉コストの低減のための加工技術

の改良、開発、普及の必要性を記載。 

 ３、実需者とのマッチング等では、米粉用米の特定の品種の原料米を求める実需者

への対応とともに、実需者による魅力的な米粉製品を利用した消費者へのアピールの

重要性を記載。 

（注）12ページ参照（農水省ホームページ） 

米穀新用途の利用促進に関する基本方針を改訂 
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 第３回全国米粉料理コンテストの作品募集が始まりました。今回のスローガンは「おいしさ、

健康、文化。未来に伝えたい、にっぽんの米粉料理。あなたのレシピが米粉の力をアップします」

―――。今回から新たに、公益財団法人産業教育振興中央会からも後援をいただきました。また、

表彰では特別賞として「地元産品活用レシピ作品」を新設しました。１０月５日までの募集期間

で、全国から多くの皆さんからの応募を期待します。 

 ＮＰＯ法人国内産米粉促進ネットワーク（ＣＡＰ.ＮＥＴ）の通常総会挨拶で島田圭一郎理事

長は「３回目となる今年度は、皆さんや関係者の力を借りながら、過去最大の応募となるよう大

きく伸ばしていきたい。学校教育でも米粉料理が草の根型で広がっており、こうした力を借りな

がら、結集していきたいと思います」と強調しました。また、総会後の「米粉懇話会」で講演し

た宮腰光寛衆院議員は「米粉の潜在需要はある。これからの販売戦略として、介護食品（スマイ

ルケア食品）に新たな市場を見出すこともできるのでは」と説きました。さらに、第２回全国決

勝大会の審査委員を務めて頂いた国立病院機構相模原病院管理栄養士の長谷川実穂さんも、座談

会の中で「食物アレルギー対応以外にも、これからは、介護食、病院食として、嚥下障害、誤嚥

性肺炎を防ぐために必要となってきます。ユニバーサルな米粉の使い方を考えていったらよいの

ではないでしょうか」と提案しました。いずれも傾聴に値します。 

 全国米粉料理コンテストも３回目。ホップ、ステップ、そしてジャンプと、大きく飛躍する年

です。 

 一方、直近の国内政治に目を向けると、今回（６月２５日永田町発）だけは驚きました。法治

国家・民主主義国家において、まさかこんなことを耳にするとは思いませんでした。「権力を持

つ側」（政権与党）が、絶対に言ってはならないことが、活字・電波・ネット媒体で広く流れま

した。あの「マスコミを懲らしめるには…」報道威圧事件です。前代未聞です。実に情けない出

来事です。よもや戦後７０年にして、こうした異常事態に遭遇するとは…。以前、この欄でも「政

治（家）の劣化」「マスメディアの劣化」さらには「有権者・国民の劣化」について触れたこと

があります。確かに、現在の「官邸主導政権」は、以前の同じ自民党保守政権に比べても、かな

り“異質”な政権で、その政治手法も、唯我独尊的な印象があります。 

 これとは対照的に、過日、東京・内幸町の日本記者クラブで急きょ行われた戦争体験を踏まえ、

“憂国”にかられた元自民党長老４氏による「安保法制反対声明」会見には“迫力”を感じまし

た。その中で、最近のマスコミの報道姿勢にも苦言を呈し「言論人としてきちんと発信している

のか」「言論の自由が尻すぼみでは」「権力でものを言わせない北朝鮮と一緒では」「自主規制が

かかって、ものを言わなくなることは大変なこと」…。実に耳の痛いことです。 

 今後とも「国が滅びる時は、言葉から乱れていく」（作詞家・故川内康範さん）という名言を

肝に銘じたいと思います。（Ｔ） 

【 編 集 後 記 】 

〒101-0054 

東京都千代田区神田錦町1-21 

轟神田ビル702 

電話&FAX:03（5283）6336 

Email:cap.net08@siren.ocn.ne.jp 

ＮＰＯ法人国内産米粉促進ネットワーク 

ＣＡＰ.Ｎホームぺージ 

PAGE 14 
ＣＡＰ．Ｎ 通信 

米粉で地域と日本を変える！ 

「第3回全国米粉料理コンテスト」

の詳細については、「米粉の名人」

料理グランプリ事務局のホームペー

ジをご覧下さい。 

ホームぺージ 


