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米粉で地域と日本を変える！
全国米粉料理レシピコンテスト
全国決勝大会

■ 出場者は自ら考案したレシピに基づき調理実技を行いました（11 月 5 日、東京・製粉会館で）

■ 表彰式に先立ち、出場者が調理した作品を試食し、
活発な意見交換を繰り広げました

■ 左から準グランプリの久保田さん、
グランプリの岡田さん、準グランプリの森山さん
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全国米粉料理レシピコンテスト 2016
全国決勝大会

栄えある全国グランプリに岡田尚子さん（新潟県）
「全国米粉料理レシピコンテスト
2016」の全国決勝大会が 11 月 5 日、
東京都中央区の製粉会館で開かれまし
た。同コンテストは、農林水産省の主
催による「食と農林漁業の祭典」にお
ける表彰事業の一環として開催され、
米粉の普及に取り組む特定非営利活動
法人（NPO 法人）国内産米粉促進ネッ
トワークが農水省からの受託事業とし
て実行委員会を置き、取り組んできま
した。全国規模で行う本格的な米粉料
理コンテストであり、実施にあたり JA
全中を始め JA 全国連、日本フードサー
ビス協会、各製粉会社の協賛をいただ
きました。

■ 表彰される岡田尚子さん

今年度のコンテストには、全国から「主食」
「主菜・副菜」
「デザート」の 3 部門に 758 点の応募があ
りました。9 月から 10 月まで全国 5 地区で開かれた地区決勝大会で上位に入賞した 15 人が、11 月 5 日
の全国決勝大会に出場し、会場で自ら 1 時間にわたり調理し、試食したホテル料理長らの審査員に作品
をアピールして「全国一」を競いました。
審査の結果、栄えある全国グランプリには新潟県胎内市の岡
田尚子さん（45）の作品「米粉キーマカレー＆米粉ナン」が
受賞しました。準グランプリには熊本市の会社員、森山美樹さ
ん（28）の「米粉の三重奏♪カレーコロッケ」と、山口県宇
部市の高校生、
久保田美咲さん（17）の「もちぷる米粉プリン」
が選ばれました。

３回目の挑戦で栄冠
■ 受賞の喜びを語る岡田さん

岡田さんは受賞スピーチで「まさか自分がグランプリを受賞
するとは思いませんでした。ありがとうございます。胎内市は

米粉発祥の地で、地元の人たちの米粉普及の取り組みを見て、私もイベントなどの PR 活動に参加するよ
うになりました。これからも地元の人たちと一緒になって米粉の良さをアピールしていきたいと思いま
す」と受賞の喜びを語りました。岡田さんは管理栄養士で、一昨年は地区決勝大会で敢闘賞、昨年は同
大会で地元産品活用レシピの特別賞を受賞し、今回は 3 回目の挑戦で初の全国決勝大会に進み、見事に
グランプリの栄冠を勝ち取りました。
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斬新な発想！米粉でナン、
ルーを使わず米粉でとろみ、地元野菜たっぷり
全国グランプリ受賞の「米粉キーマカレー＆米粉ナン」
全国グランプリを受賞した岡田尚子さんによると、
「米粉
キーマカレー＆米粉ナン」は小麦粉を使わないグルテンフ
リーでも、簡単に美味しいカレーとナンを作れるレシピを
考えました。
調味料にも小麦粉が入らず、カレーはルーを使わずに米
粉でとろみをつけています。トマト、ナスなど 5 種類の地
元野菜を使いました。ナンはイースト発酵で、グルテンフ
リーでも生地がまとまり、冷めてもカチカチにならないよ
う、ふっくらもっちりに仕上がるよう片栗粉とヨーグルト
を使用するなど工夫を凝らしました。また「地区大会での

■ 全国グランプリを受賞した「米粉キーマカレー＆米粉ナン」

審査員からのアドバイスを受け、ナンは薄く焼くように改善もしました」とプレゼンで強調しました。
審査員からも、米粉でナンを作ったことに驚きの声も出るほどで、
「アイデアが素晴らしいし、面白い」「米
粉で作ったナンを食べたのは初めて」
「地元産野菜をふんだんに使っているのもいい」と、珍しさと発想の
斬新さ、弾力のある食感などが高く評価されました。

レシピの紹介
【材料及び分量（g）】

玉ねぎ 50、茄子 50、ズッキーニ 50、トマト 100、パプリカ 20、豚挽肉 80、ニンニク 5、生姜 5、オリー
ブオイル 10

◎調味料＝カレー粉 8、中濃ソース 10、ケチャップ 10、 コンソメ 5、 水 100ml、塩こしょう適宜
◎水溶米粉＝米粉 10、水 20ml

◎ナンのイースト発酵＝ドライイースト 3、 ぬるま湯 50ml、砂糖 10

◎ナンの生地＝米粉 160、片栗粉 30、塩 3、プレーンヨーグルト 100、

【調理手順】

オリーブオイル 10

※米粉キーマカレー

①野菜は全て 1 ～ 1.5㎝角くらいに切る。

②鍋にオリーブオイルを入れて弱火で熱し、みじん切りしたニンニクと生姜を入れて香りを出す。
③②に豚挽き肉を入れて炒め、バラバラになったらトマト以外の野菜を入れて、更に炒める。
④全体に火が通ったらトマトと分量の水と調味料を全て入れて、煮込んでいく。

⑤ 15 ～ 20 分ぐらい煮込んだら塩こしょうで味を調え、水溶き米粉でとろみをつけたら完成。
※米粉ナン

①分量のぬるま湯（30 ～ 40℃）に砂糖を溶かし、更にイーストを振り入れて混ぜ、約 15 分放置する。
②米粉、片栗粉、塩を混ぜ合わせておく。

③①の発酵が進んだら②の粉類を混ぜ入れ、更にヨーグルト、オリーブオイルも混ぜ合わせていく。
④③がまんべんなく混ざったらラップをし、40 分ぐらい常温で発酵させる。

⑤④の生地を形成しながら熱したフライパンにのせて蓋をし、中火で 5 分ぐらい焼いたら裏返し、更に焦
げ目が付くぐらいまで焼いたら完成。
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審査講評

～レベル高く、アイデア豊富で伸びしろがいっぱい～
井田仲弘審査委員長
「実は、事前に今回のコンテスト決勝大会のレベルはすごく
高い、と聞いていました。800 人弱の応募の中から、本日の
決勝大会に進まれただけあって、どれもアイデア豊富な料理
ばかりで素晴らしく、圧倒されました。食べて、会話して、
楽しい 1 日でした。ホテルの料理よりも米粉レシピが伸びし
ろがいっぱいあると感じました。米は食文化の核。米を食べ
ているとアレルギーになるわけはありません。米粉料理で日
本が元気になるようにしたいと思います」

■ 審査講評を行う井田仲弘審査委員長

【審査員から一言】
那須慎吾審査員

「第 1 回から審査員をしております。これからは、うどんやラーメンではない、米粉麺の

特徴を生かした料理の拡大ができないでしょうか。米の麺には、高アミロースの米品種が合います。麺類に
も力を入れてほしいですね」
樋口直樹審査員

「どの作品も美味しく、いろいろな形で米を消費してほしいし、米粉という新しい可能性

の追求はありがたいことです。米粉を野菜など地元農産物と一緒に使う中で、地域の人たちと農家との交流
にとりくんで頂きたいと思います」
もりおかまりこ審査員

「バラエティーに富み、米粉料理の可能性が広がっていると感じました。料理技術

のレベルも上がっている中で、小麦粉を使うよりも米粉料理が簡単にできる、ということも印象的でした。
地産地消のレシピも目立ちました」
平尾由希審査員

「3 回目の審査員で書類審査から関わってきましたが、今回も 800 近いレシピには、きら

りと光るものがありました。小麦粉の代替品ではなく、米粉だからこそ美味しくできるのです。地域食材へ
の愛情が伝わってきました」
西田光洋審査員

「入社して 35 年。うち 20 年間は商品開発に取り組み、お客さんに受け入れられる料理づ

くりに努めてきましたが、本日、皆さんの調理作品を試食してみて、米粉料理については 1 枚も 2 枚も上手
な先輩ではないかと思いました。これからも新たな米粉の可能性を発揮してもらいたいと思います」

■ 審査員名（審査員は五十音順）

（敬称略）

審査委員長 井田 仲弘

日本ホテル（株）ホテルメトロポリタン総料理長

審査員

西田 光洋

ロイヤルホスト（株）商品企画部長兼統括料理長

審査員

樋口 直樹

全国農業協同組合中央会広報部長

審査員

平尾 由希

料理家・フードコーディネーター

審査員

もりおか まりこ 日本食文化研究料理家・フードコンサルタント

審査員

那須 慎吾

農林水産省政策統括官付穀物課課長補佐
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3 月 5 日の表彰授与式では、主催者を代表して農水省政策統括官付・天羽隆農産部長が挨拶しました。ま

た、これに先立つ開会式では、NPO 法人国内産米粉促進ネットワーク（CAP.N）の島田圭一郎理事長が挨
拶しました

■ 主催者挨拶

米粉の未来を拓くコンテスト / 農水省政策統括官付・天羽隆農産部長

応募の中から競争率 50 数倍の競争を勝ち抜き、本日の決勝大会に北海道から鹿
児島までの出場された 15 名の皆さん、長い間お疲れさまでした。また、大会事務
局をお願いした NPO 法人国内産米粉促進ネットワークには、タイトなスケジュー
ルの中、本日の決勝大会まで進められたことに感謝し、地方大会も含め、関係団体、
企業の方々の協力にも感謝申し上げます。
米の消費が減少する中で、米の優れた生産装置である田んぼを将来に残してい
くための大きな可能性の 1 つとして、また米を中心とした和食の大きな柱という
観点からも、米粉はとても大事な食材です。その米粉の消費拡大のためには、コ
ンテストに出品された皆さんの創意工夫あふれる米粉料理で様々な用途に使って

■ 天羽農産部長

いくことは重要なことです。農水省としても、このようなイベントの開催だけでなく、米粉の利用促進を図
るため、小麦粉にあるような（用途別）規格（強力粉、中力粉、薄力粉）を米粉でも作れないかといった観
点から検討を進め、また本日のプレゼンの中でも触れられておりましたが、グルテンフリー、アレルゲンフ
リー、ノングルテンといった観点からのアピールをどのように進めていけばいいのか、ということにも取り
組んでいます。私も 15 食を試食しましたが、いずれもアイデアに富んだ素晴らしい作品で、審査員からも
お褒めの言葉を頂きましたが、米粉の未来に意を強くしました。農水省としても今後とも、精いっぱい米粉
の推進に取り組んでいきたいと思います。皆様も地元などで引き続き米粉の魅力を発信して頂くようお願い
致します。

■ 開会式挨拶

米粉料理のパイオニアに / 島田圭一郎理事長

今大会は農林水産省の主催による「食と農林漁業の祭典」における表彰事業の一
環として開催されるもので、NPO 法人国内産米粉促進ネットワーク内に実行委員
会を置いて進めてまいりました。全国規模での本格的な料理コンテストであり、実
施に当たりましては JA 全中はじめ JA 全国連、日本フードサービス協会、各製粉会
社からの協賛を頂きました。厚くお礼申しあげます。
今回の応募件数は 758 件で、うち主食が 188 件、主菜・副菜 184 件、デザート
386 件でした。これをもとに書類審査を行い、全国 5 地区でそれぞれ 3 部門で 5 名
ずつ、全体 15 名の代表を選び、地区決勝大会を開催いたしました。本日はその中で、

■ 島田理事長

グランプリ、準グランプリに輝いた各ブロック 3 名、全体で 15 名の方が出場されたわけです。各地区大会
での審査員の講評でも、
「毎年確実にレベルが向上し、このままホテルや外食ですぐ使える完成度の高い作
品が多い」と評価されました。また、どの地区でもグルテンを使わないレシピの応募割合が増えるなど、時
代のニーズに積極的に応えようとする意欲を強く感じました。こうした大会の積み重ねによって、米粉料理
の魅力を発信しながら、私たちが目指す米粉の消費拡大を図ることができれば嬉しいことであります。同時
に皆さんのような「米粉料理のパイオニア」というべき方々が各地に生まれ、各分野で活躍していただくこ
とは、大きな貴重な財産だと思います。どうか皆さん、日頃鍛えた力を存分に発揮して、審査員のみなさん
に対し作品にかける思いやりや特徴をしっかりプレゼンしていただきたいと思います。
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受賞者一覧
賞

レシピ名

氏名

住所

全国グランプリ

米粉キーマカレー＆米粉ナン

岡田

尚子

新潟県

全国準グランプリ

米粉の三重奏♪カレーコロッケ

森山

美樹

熊本県

全国準グランプリ

もちぷる米粉プリン

久保田

優秀賞＜外食向けレシピ＞

もっちりお米のスフレチーズケーキ 藤澤

美宇

埼玉県

優秀賞＜給食向けレシピ＞

朝日米の米粉揚げめん「あかパリ」 西岡

滋子

岡山県

優秀賞＜家庭向けレシピ＞

あぶり胡麻豆腐

久田

萌夏

三重県

特別賞＜グルテンを含まないレシピ＞ ふわもちアレルゲンフリーケーキ

朝田

みなみ

愛知県

特別賞＜地元産品活用レシピ＞

鮭のヴォロヴァン

白木

杏佳

岐阜県

敢闘賞

塩パンケーキのエダマメーゼがけ

佐藤

幹子

秋田県

敢闘賞

米粉でポップオーバー豆サラダ

大津家

敢闘賞

イカしたボール

上林

信子

北海道

敢闘賞

ヘルシーしゅうまい

武井

康子

栃木県

敢闘賞

米粉ロールアサリのスープ仕立て

迫

敢闘賞

ほうれん草のオール米ケーキ

野村

知華

北海道

敢闘賞

ちょこめのプディング

島津

美希

熊本県
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美咲

熱子

幸代

山口県

熊本県

広島県

大会

協賛団体、副賞の一覧

日時

協賛各団体・会社

各地区大会共通
米粉総量 46㎏ご提供

全国準グランプリ

5 万円 N ツアー旅行券

全国準グランプリ

5 万円 N ツアー旅行券

（一社）
日本フードサービス協会

優秀賞＜外食向け＞

5 万円ジェフグルメカー
ド

全国
共済農業協同組合連合会

優秀賞＜給食向け＞

5 万円 N ツアー旅行券

優秀賞＜家庭向け＞

5 万円 N ツアー旅行券

株式会社農協観光

特別賞＜グルテンを含ま
ないレシピ＞

5 万円 N ツアー旅行券

株式会社日本農業新聞

特別賞＜地元産品活用レ
シピ＞

2 万円 N ツアー旅行券

ＮＰＯ法人国内産
米粉促進ネットワーク

全国グランプリ

10 万円 JCB 全国共通
商品券

近畿・東海・ 9 月 17 日 片山製粉株式会社
北陸地区大会
関東・甲信越 9 月 24 日 みたけ食品工業株式会社
地区大会
株式会社セイシン企業
新潟製粉株式会社
10 月 1 日 株式会社アクティブ哲西

九州地区大会 10 月 10
日

副賞

地区グランプリ
地区準グランプリ
地区準グランプリ
優秀賞
優秀賞
優秀賞
特別賞
特別賞

北海道・東北 9 月 10 日 大潟村あきたこまち
地区大会
生産者協会

中国・四国
地区大会

受賞対象

熊本製粉株式会社

全国決勝大会 11 月 5 日 全国農業協同組合中央会
農林中央金庫

（一社）家の光協会

日本の食を次の世代に残し、創るために、消費者、民間企業・団体、
国等が一体となり、国産農林水産物の消費拡大を図る取組—それ
がフードアクション・ニッポンです。

日本の農林漁業・食品産業・農山漁村がもつ素晴らしい価値を国
内外に広く伝えることを目的としています。今コンテストは「食と
農林漁業の祭典」における表彰事業の一環として開催されました。
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写真で見る全国決勝大会

■ 会場の製粉会館に告知ポスター

■ 受け付けをする出場者

■ 熱心に作品づくりに取り組む出場者
■ 試食する審査員も真剣そのもの
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■ 白熱した審査会議

■ プレゼンで作品をアピールする出場者

■ 表彰式司会は関谷亜矢子さん

■ 関谷さんから岡田さんへインタビュー

■ 受賞者と審査員を囲んで記念写真
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トピックス
米粉麺に向く高アミロース水稲新品種「ふくのこ」を育成
農業・食品産業技術総合研究機構（農研機構）
西日本農業研究センター（広島県福山市）は、
米粉麺への加工に適した高アミロース水稲新品
種「ふくのこ」を育成しました（2016 年 10 月
公表）。 これまで、栽培しやすい西日本向けの高
アミロース水稲品種がありませんでしたが、
「ふ
くのこ」の育成によって、西日本でも高アミロー
ス米の生産から米粉麺の製造・販売までが可能
となり、6 次産業化への貢献が期待されます。
「ふくのこ」は、高アミロースで製麺適性に優
れる「新潟 79 号」
（後の「こしのめんじまん」
＝新潟県育成）と、多収で縞葉枯病抵抗性を持
つ「関東 229 号」
（農研機構育成）を交配して育
成した品種です。

■「ふくのこ」の米粉麺を使用したフォー
（農研機構西日本農業研究センターＨＰから）

1987 年に育成された西日本向けの高アミロース品種「ホシユタカ」は、玄米の粒形が細長く、また脱
粒性もあることから、栽培や選別・精米などが難しいという欠点がありましたが、
「ふくのこ」の粒形は「ヒ
ノヒカリ」と同等で、選別や精米には従来の施設・機械等が利用できます。また、脱粒性も改良され、収
量も「ホシユタカ」と比べて 3 割ほど多収で、西日本の主力品種「ヒノヒカリ」に比べても２割多収です。
収穫時期は「ヒノヒカリ」とほぼ同じで、西日本など「ヒノヒカリ」の作付地帯で栽培可能です。
一般の良食味米（中アミロース）で作成した麺は、ゆで麺の表面の粘りが強く、麺離れが悪いのに対し、
高アミロース米は麺離れが良く、
製麺適性が高いことから、
北陸地域向けの「越のかおり」
、
北海道向けの「北
瑞穂（きたみずほ）
」などがこれまでに育成され、米粉麺が製品化されています。しかし、これらの品種は、
瀬戸内沿岸など温暖な地域では出穂時期 が早すぎるため収量が低下しやすく、また雀害にも遭いやすい
ので、温暖な地域での作付けには適しません。
「ふくのこ」のアミロース含有率は、
「ホシユタカ」と同等
の 27％前後で、米粉と水のみで米粉麺に加工した結果、製麺適性は親品種の「こしのめんじまん」と同
等に良好で、ベトナムの麺料理であるフォーなどへの調理が可能です。
西日本向けの「ふくのこ」の育成によって、北海道の「北瑞穂」
、東北～北陸の「あみちゃんまい」、北
陸～関東の「越のかおり」と合わせ、ほぼ全国で高アミロース米が栽培できるようになりました。これを
機に、米粉麺などの米粉製品の製造・販売等、6 次産業化のさらなる発展への貢献が期待されます。同研
究センターによると、既に昨年から岡山県内で栽培が始まっており、岡山市内の製麺業者が米粉麺の製品
化を予定しております。
< 品種の名前の由来 > ：多彩で幸せな食卓の主役となれることを願って命名されました。
農研機構西日本農業研究センターホームページ（http://www.naro.affrc.go.jp/warc/）
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米粉のガイドラインづくりで調査
〜利用促進へ検討会〜
「米粉の利用促進に関する検討会」
（関東米粉食品普及推進協議会と米穀機構が共催）が 10 月 4 日、埼
玉県さいたま市中央区のさいたま新副都心合同庁舎で開かれ、関係者約 40 人が参加しました。
検討会では、農水省の担当者から、米粉の利用拡大に向け、現在民間に委託して調査を進めている「米
粉の用途別基準のガイドライン」と「グルテンを含まない米粉製品の表示ルールに係るガイドライン」の
2 点について説明がありました。説明内容の概要は、次の通りです。
「国内で流通している米粉には、小麦粉の薄力粉、中力粉、強力粉といった基準がなく、たとえば、A 社
の米粉で B 社のレシピを使って調理してもうまくできない。粉の挽き方（製粉方法）や原料米の品種など
が違い、メーカーの間で品質のばらつきがあるためだ。米粉メーカーや食品メーカーなどが活用でき、消
費者も用途別に商品を選択しやすいように、ガイドラインを提供していく」
「米粉の利用を見ると、お菓子向けが過半を占め、その次がパン、そして家庭用の粉。麺類用がいちばん
少ない。用途別基準づくりによって、使い勝手が良くなり、認知度が高まり、米粉需要の底辺を広げたい。
米粉の特性をいかに伝えていくのか。用途はパン用、麺用、菓子用が中心となるが、分かりやすい表記に
したい」
「世界の小麦消費量は約 7 億トン。欧米ではセリアック病などでグルテンフリー食品に関心が高まって
いる。日本では食物アレルギー発症は、全国民の 1.2％だが、米国では 3.5％、フランスで 3.4％に達して
いる。欧米のグルテンフリー表示は 20ppm 未満（グルテン含有量）の食品について可能。日本国内の表
示制度では、10ppm を小麦アレルギー表示をする境目としている。定量検査キットでは、日本がトップ
レベルの技術。日本ではより厳密な表示ルールで、国内はもとより、海外にも日本の米粉製品の安全、安
心をアピールでき、米粉の需要拡大を図っていきたい。コンタミの管理は、圃場、荷受けから製造工場ま
で徹底する必要がある」
【米粉短信】

●「技術と普及」誌 11 月号が「米粉を利用した６次産業化」特集
一般社団法人全国農業改良普及支援協会（東京都港区）が発行する「技術と普及」誌は 11 月号で「米
粉を利用した 6 次産業化」と題し、11 ページにわたって特集記事（5 本）を掲載しております。特集では、
全国先進各地の取り組み状況を普及指導員などが紹介。
「もっとおいしく食べてほしい～県産米粉活用で商
品づくり～」（新潟県）
、
「中山間地域で米粉の 6 次産業化を推進～女性による米粉ビジネスの実現～」（岡
山県）、
「栄養たっぷり、体にやさしい手作り玄米おやつを全国へ」
（山形県）
、
「玄米ペーストパンを商品化。
（株）中九州クボタが始めた玄米ペーストパン専門店・玄氣堂」
（編集部）
、
「米粉パン製造の新しい技術紹
介～米麹やプロテアーゼを用いたグルテンフリー米粉パン」
（農研機構）─で構成されています。
全国に先駆けて米粉微細製粉技術を開発した新潟県ですが、記事の中では、早くから県と共同して微細
米粉の開発に取り組み、
「米粉のまち」として市ぐるみで米粉の活用を推進している胎内市などの事例を取
り上げています。胎内市には米粉専用製粉会社や米粉の製麺業者があり、
市では企業、
関係団体等と連携し、
「たいない米粉フェスタ」や「米粉スタンプラリー」で米粉の認知を図るほか、食育推進の一環で米粉の活
用を呼びかけています。
（一社）全国農業改良普及協会のＨＰ

http://www.jadea.org/
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編集後記
2016 年 11 月 5 日に開催された「全国米粉料理レシピコンテスト 2016」の栄えある最優秀の全国グランプ
リには、主食部門で応募した新潟県胎内市の岡田尚子さんが輝きました。岡田さんは 3 回目のコンテスト挑戦
で今回初の全国決勝大会に進んだ上での、グランプリ獲得でした。受賞作品の「米粉キーマカレー＆米粉ナン」
は、
小麦粉を使わないグルテンフリーでも、簡単に美味しいカレーとナンを作れるレシピです。審査員からも「ア
イデアが素晴らしい」
「弾力のある食感だ」
「地元産野菜を多く使っている」などと高く評価されました。本号では、
前号の「5 地区決勝大会」に続き、「全国決勝大会」を特集しました。
今回のコンテストは、農林水産省の主催による「食と農林漁業の祭典」における表彰事業の一環として開催
され、NPO 法人国内産米粉促進ネットワーク（CAP.N）が農水省からの受託事業として取り組みました。全国
規模で行う米粉料理コンテストとしては今回が 4 回目です。実施にあたり、JA 全中をはじめ JA 全国連、日本フー
ドサービス協会、各製粉会社の協賛を頂きました。改めて感謝申し上げる次第です。主催者を代表して挨拶し
た農水省の天羽隆農産部長は「水田を維持していくためにも、米粉の活用、普及が大事で、コンテストに出品
された創意工夫あふれる米粉料理で様々な用途に使っていくことは重要です」と期待を寄せました。
全国グランプリを受賞した岡田さんは、早くから米粉の普及に地域ぐるみで熱心に取り組んでいる先進地・
新潟県胎内市で、管理栄養士の 1 人としてイベントなどの PR 活動に積極的に参加してきました。受賞スピー
チで岡田さんは「これからも地元の皆さんと一緒になって米粉の良さをアピールしていきたい」と喜びを語り
ました。
「米粉発祥の地で、地域の皆さんが日頃から一生懸命に取り組んでいる姿を見て一緒に活動できたこと
も今回の受賞につながりました」とも語っております。嬉しいことです。CAP.N の島田圭一郎理事長も開会式
挨拶で「皆さんのような米粉料理のパイオニアというべき方々が各地に生まれ、活躍して頂くことは大きな財
産です」と述べました。
昨年のニュースでは、
「“ 泡沫候補 ” トランプ氏が米大統領当選、TPP 離脱公約」が特に印象に残りましたが、
日本では同じ 11 月に勃発した規制改革推進会議の「全農改革」提言には驚愕しました。最近のある保守系言
論誌に、ウォール街の知人曰く「米国ではわざわざロビイストが時間とカネをかけて政治家を動かさなきゃい
けないのに、日本ではロビイスト自身が政策決定に関われるなんて、なんと素晴らしい国だ」と絶賛・・・と
ありました。価値観を共有するという同盟国でも “ 国柄 ” の違いなのでしょうか。（T）

NPO 法人
〒 101-0054

国内産米粉促進ネットワーク
東京都千代田区神田錦町 1-21

大手町モダンビルディング 702 号
TEL&FAX：

03-5283-6336

E-mail:		

cap.net08@siren.ocn.ne.jp
CAPnet ホームページ
http://www.cap-net.jp
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