
平成 28年度 事業報告について 

平成 28年 2月 1日 ～ 平成 29年 1月 31日迄 

特定非営利活動法人 食の絆を育む会 

1. 農村ホームステイ事業 

（1）教育旅行受け入れ事業 

命の糧である｢食｣やそれらを育む営みである農林漁業や、農山漁村及び農林漁業者へ

の理解を育むことを目的に、次代を担う都会の高校生を十勝の農林漁業者宅で受け入

れ、泊を伴うありのままの生活体験をしてもらう｢農村ホームステイ｣を行った。 

 

日程 学校名 人数 

5/22（日）～23（月） 奈良学園高校 183名 

6/14（火）～15（水） 京都府立南陽高校 252名 

7/6（水）～7（木） 京都精華学園高校 189名 

7/25（月）～26（火） 神奈川県立弥栄高校 71名 

9/20（火）～21（水） 大阪府立刀根山高校 356名 

9/25（日）～26（月） 大阪府立香里丘高校 356名 

9/28（水）～29（木） 大阪府立吹田東高校 315名 

10/3（月）～4（火） 大阪府立天王寺高校 357名 

10/12（水）～13（木） 大阪府立阪南高校 314名 

  合計 2,393名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（2）食農キャンプ 2016 

 昨年に引き続き、地元の高校生を対象にした農村ホームステイとして｢食農キャンプ

2016」を開催した。本年度も、酪農教育ファーム認証牧場であり、本会の研修部会長で

もある岩谷さんにご協力いただき下記要領で高校生を受け入れた。 

 

・実施日：7月 30日（土）～31日（日） 

・参加高校：北海道池田高等学校 

・参加人数：13名（男子 8名・女子 5名） 

・受け入れ家庭：南十勝の酪農家 6件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 事前・事後学習事業 

（1）事前学習の実施状況 

 北海道十勝をより身近に感じてもらうために、当事務局が各学校に出向き、十勝の

説明や農村ホームステイについて生徒さんの質問に答えた。 

 

・5月 12日    大阪府立吹田東高校       生徒  計 315名 

・6月 2日   京都精華学園高校       生徒  計 189名 

・6月 9日   神奈川県立弥栄高校    生徒  計 398名 

・6月 22日  大阪府立香里丘高校    生徒  計 356名 

・7月 7日    大阪府立天王寺高校      生徒  計 357名 

 

・9月 3日（土）   

大阪府立天王寺高等学校 文化祭 

実施内容：調理実習・文化祭出店（とうもろこし醤油焼き・じゃがバター・フライド

ポテト・ポテトチップス・たこ焼きを販売） 

先生より：当日、生徒たちは、朝７時前から登校し、下準備、調理と長い時間忙しい

中でしたが、「美味しそう！美味しそう！」と言いながら、ときにつまみ食



いをしながら、とても楽しそうに活動していました。いずれも長蛇の列が

出来るほどの盛況ぶりで来られた方も大満足しておられました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・9月 10日（土）   

大阪府立吹田東高等学校 文化祭 

実施内容：調理実習・文化祭出店（芽室町のすずきっちんさんからいも団子を仕入れ、

砂糖醤油いももちとカレーチーズいももちを販売） 

  先生より：800個用意したいももちは、4時間で完売しました。大盛況で、ネット上で

はいももち模擬店『イモーレ』の名が拡散される程でした。また、文化祭の

表彰式では、最優秀賞を受賞することができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）事後学習・事後交流の実施状況 

・8月 29日   

北海道池田高等学校  



実施内容：講義 

 

・9月 17日（土）・18日（日） 

神奈川県立弥栄高等学校 文化祭 

実施内容：調理実習・文化祭出店（じゃがバター、じゃが丸（いもベースのたこ焼き）） 

先生より：お陰様で送っていただいたじゃがいもは大盛況で、1日目、2日目ともお昼

前に完売するほどでした。生徒たちは、是非また来年度の文化祭でも十勝の

食材で何か企画したいと言っておりました。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 交流事業 

（1）フォトコンテスト・小論文コンテストについて 

1)フォトコンテスト 2016・小論文コンテスト 2016の中止 

・台風被害を考慮し、学校と協議した結果、フォトコンテスト 2016及び小論文コンテ

スト 2016の実施を中止とした。それに伴い、春のフォトコンテストに応募をしてくれ

た高校生（6グループ）には、お詫びとして野菜セット（じゃがいも、玉ねぎ、かぼち

ゃ）を 11月に郵送した。 

 

2）フォトコンテスト 2015の受賞者に対する実施状況 

・グランプリ受賞者に対する副賞（卒業旅行）…フォトコンテスト 2015でグランプリ

に輝いたグループ 2 組を平成 29 年 3 月に卒業旅行として十勝に招待した。2 泊 3 日の

うち 1泊は、ホームステイをした受け入れ家庭のお宅に再び宿泊した。 

① 「Rainbow JUMP」で受賞したグループの実施概要 

実  施  日：3月 13日（月）～15日（水） 

 受け入れ家庭：帯広市の中村健太郎さん宅 

 来勝高校生  ：大阪府立吹田東高校の生徒さん 4名 



 高校生の感想：「修学旅行の時に中村さん家に行った時に出してくれたからあげをも

う一度食べられたことが何よりも幸せでした。本当に中村さん家のからあげはおいし

いです。大好きです。中村さん家に行ってすごく心に残っていることは、夜遅くまで

中村さん家族とそのお友達さんと語り合ったことです。たくさん為になる話を聞いた

り、何気ない話を聞いたり、皆さんとても仲が良くて、私もこんな友達や家族が欲し

い！また来たい！！と思いました。北海道でしかできない体験などもできて、とても

楽しかったです。中村さん家がとても心温かくて、優しくて、見ていてほっこりしま

した。また北海道に行きたいです。こんな楽しい卒業旅行を企画してくださって本当

にありがとうございました。最高の思い出になりました！！！！！！」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・金賞受賞者に対する賞品（十勝の産品）の発送…平成 28年 4月（ホームステイ先の

特産品を発送）、8月（とうきびを発送）11月（かぼちゃ、にんじん、たまねぎ、じゃ

がいもを発送） 

 

（2）交流部会・研修部会の設置について 

  1)交流部会について 

  新たに受け入れ家庭同士の更なる懇親を深め、ホームステイ事業に参画するもの同士

の想いを共有する場として交流部会を設置した。部会長として平かよ子さん（新得町）

を役員とし、平成 28年度は慰労交流会を実施した。 

 2)研修部会について 

  ホームステイ事業の更なる可能性を拡げていく場として研修部会を設置した。部会長

として岩谷史人さん（幕別町忠類）を役員とし、平成 28 年度は救急箱の中身・エピ

ペンの使い方に関する研修会を実施した。 



 

（3）慰労交流会の実施について 

1)実施概要 

・実施日：平成 28年 11月 30日（水）～12月 1日（木） 

・場 所：十勝幕別温泉グランヴィリオホテル 

・内 容：交流部会長の新得町・平さんを中心に、士幌町・矢野さん、幕別町・岩谷

さん、芽室町・高野さんにお集まりいただき実行委員会を立ち上げ、企画

運営を行った。慰労交流会は 2 部構成とし、第 1 部は楽しい簡単クッキン

グ交流会、第 2部は笑顔の大収穫祭を実施。 

2)楽しい簡単クッキング交流会について 

・実施時間：14：00～17：00 

・出 席 者：24名 

・内  容：ホームステイ中に高校生と会話をしながら一緒に楽しく簡単に作れるも

の（アイスクリーム 4種類）を料理した。また、じゃがいも 6種類の食

べ比べも行った。5～6人のグループを作り、普段の受け入れの様子や悩

み事などをざっくばらんに話し合いながら実施した。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)第 2回 笑顔の大収穫祭について 

・実施時間：18：00～21：00 

・出 席 者：22名 

・内  容：宮川大輔が出逢った「17 歳の北海道農村体験」（ＨＢＣ北海道放送）の

ダイジェストムービー、チーム対抗ゲーム大会、ビンゴ大会を行いなが

ら、他町村の受け入れ農家さん同士の交流を図った。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（4）とかち農村ホームステイ写真展の実施について 

・実施日時：2016年 2月 11日（木）～2月 16日（火） 

  ・実施場所：おびひろ市民ギャラリー 

  ・来場者数：400名 

・実施内容：本事業をより多くの方に知っていただくことを目的とし、芽室町のカメラ

マン箕浦伸雄さんが撮影したホームステイの写真でパネルを約 40枚作成

し、写真展を開催した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（5）研修部会による研修会について 

・実施日時：2016年 6月 6日（月） 13：00～15：00 



  ・実施場所：農協連ビル 5階 会議室 

  ・参加者：46名 

  ・実施内容：研修部会の部会長である幕別町忠類の酪農家 岩谷史人さんを講師に招き、

岩谷さんの普段の受け入れの様子やご自宅に常備している救急箱の中身、

エピペン（アレルギー症状を抑える注射薬）の使い方等について講演いた

だき、その後、グループで理想の受け入れについて 1泊 2日のスケジュー

ルを組んだ。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

（3）農家さんと高校生の事後交流を図る名刺の作成 

 ・高校生と農家さん同士の事後交流の促進を目的とし、名刺を作成。2016 年度に受け入

れを行った各ご家庭に 30部ずつ郵送した。 

 

 

 

 

 

 

 

         〈 名刺 おもて 〉          〈 名刺 うら 〉 

 

４. その他法人の運営に係るもの（本部管理） 

（1）食の絆フォーラム 2016について 

 ・実施日時：2016年 2月 24日（水） 10：00～15：00 

・実施場所：とかちプラザ レインボーホール・アトリウム 

・参加者：133名 

・実施内容：午前の部は、レインボーホールにて、「わたしのホームステイ」をテーマに

受入家庭の方による事例報告、「農村ホームステイへの関わり（JA・行政）」

をテーマに JA・役場・JA 青年部・北海道大学教授の方々によるパネルディ



スカッション、「いまなぜ、農村ホームステイ」をテーマに近江理事長によ

る講演、を行いました。午後の部は、アトリウムにて、「受け入れ家庭みんな

集まれ！たのしい意見交換会」と題して、8つのグループになり受け入れに

ついての意見交換会を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

（2）全体研修会（アレルギー研修会）の実施について 

  ・実施日時：2016年 3月 8日（火） 11：00～13：30 

  ・実施場所：農協連ビル 5階 会議室 

  ・参加者：38名 

  ・実施内容：食農キャンプで本事業に関わっていただいている北海道池田高校の家庭科

教諭 堀田明子先生をお招きし、食物アレルギーに関する基礎知識や摂取

してしまったときの症状等について講演していただいた。また講演後は、

昼食を食べながら参加者同士の交流を図った。 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

（3）賛助会員へのフォトブックの送付について 

賛助会員に加入していただいている方に向けた会報として、農村ホームステイのフォ

トブックを作成し、4月に郵送した。 

 

 

 

 

 

 



 

（4）「農村ホームステイ」ドキュメンタリー番組全国放送 

今年の 8月、TV全国放送の 1時間番組として、下記要領で農村ホームステイ事業が取

り上げられました。 

放映日：8月 27日（土）午後 4時〜5時 

放送局：HBC北海道放送（TBS系全国ネットで放送） 

番組名：宮川大輔が出逢った「17歳の北海道農村体験」〜誰かのために生きる、ということ。〜 

取材先：昨年受け入れた大阪府立渋谷高校・天王寺高校の生徒さん、 

清水・芽室・帯広・広尾の受け入れ家庭の皆さん。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（5）高校生に対する事後交流（つながり拡がり事業）の検討について 

農水省「農山漁村振興交付金」を活用して、十勝町村会や十勝総合振興局と連携し、

とかち農村ホームステイ発展事業創造協議会を設立。ホームステイをした高校生との

事後交流の可能性について、高橋町村会長（本別町長）を座長に各市町村担当者と検

討を重ねた。平成 29 年度はモデル事業として大学生のインターン実施や高校生に対

する地域の事業者と連携したお土産品の販売等を実施し、事後の可能性について探る。 

 

（6）その他法人運営の内容（2015年 2月 1日～2016年 1月 31日） 

日にち 内容 場所  

2月 4日 新得町新年会 新得 近江（由）・加藤 

2月 10日 写真展の写真搬入 帯広 加藤 

2月 11日～16日 とかち農村ホームステイ写真展 帯広 近江・近江（由）・坪内・加藤 

2月 16日 食の絆フォーラム打ち合わせ 帯広 近江・近江（由）・坪内・加藤 

2月 17日 小林先生との食の絆フォーラム打ち合わせ 札幌 近江 



日にち 内容 場所  

2月 17日～19日 フォトコンテスト 2013グランプリ受賞者来勝 芽室 近江（由） 

2月 24日 食の絆フォーラム 2016 帯広 近江・近江（由）・坪内・加藤 

2月 25日 役員会 芽室 近江・坪内・加藤 

3月 1日 全体研修会打ち合わせ（堀田先生） 池田 近江（由）・加藤 

3月 4日～5日 農水省担当者との意見交換・都市農村交流イベントへの参加 東京 近江・坪内・加藤 

3月 8日 通常総会＆全体研修会 帯広 近江・近江（由）・坪内・加藤 

3月 17日 広尾町協議会設立に向けた打ち合わせ 広尾 近江・加藤 

３月 21日～23日 フォトコンテスト 2014グランプリ受賞者来勝 清水 近江（由）・加藤 

3月 25日 本別町 JA講演会 本別 近江・加藤 

3月 25日 本別町総会 本別 近江・加藤 

3月 26日 広尾町協議会設立総会 広尾 近江・加藤 

3月 28日 池田町事業説明会 池田 近江・近江（由） 

3月 30日 音更町総会・研修会 音更 近江・加藤 

3月 31日 研修部会打ち合わせ 幕別町忠類 近江（由）・加藤 

4月 8日 清水町総会 清水 近江・加藤 

4月 13日 芽室町総会 芽室 近江（由）・加藤 

4月 15日 豊頃町協議会設立総会 豊頃 近江（由）・加藤 

4月 16日 足寄町総会 足寄 近江（由）・加藤 

5月 12日 大阪府立吹田東高校 事前学習 大阪 加藤 

5月 18日 各病院への修学旅行生来勝の周知 足寄・本別 近江（由）・加藤 

5月 19日 新得町総会 新得 近江（由）・加藤 

5月 19日 各病院への修学旅行生来勝の周知 十勝全域 近江（由）・加藤 

5月 22日 奈良学園高校受け入れ対応 十勝 近江・近江（由）・加藤 

5月 22日 旅行会社下見対応 浦幌 近江 

5月 23日 奈良学園高校受け入れ対応 十勝 近江・近江（由）・加藤 

5月 27日 各病院への修学旅行生来勝の周知 十勝 近江（由）・加藤 

5月 27日 6月 6日実施の研修会の打ち合わせ 幕別町忠類 近江（由）・加藤 

5月 31日 来年来勝予定校への訪問・打ち合わせ 大阪 近江 

6月 2日 京都精華高校事前学習 京都 近江 

6月 6日 岩谷さんによる研修会 帯広 近江（由）・加藤 

6月 6日 各病院への修学旅行生来勝の周知 十勝 近江（由）・加藤 

6月 9日 神奈川県立弥栄高校事前学習 神奈川 近江 

6月 10日 西部ブロック研修会 鹿追 近江（由）・加藤 

6月 10日 各病院への修学旅行生来勝の周知 十勝 近江（由）・加藤 

6月 14日～15日 京都府立南陽高校受け入れ対応 十勝 近江・近江（由）・加藤 



日にち 内容 場所  

6月 22日 大阪府立香里丘高校事前学習 大阪 近江 

6月 25日 十勝地区青年部との打ち合わせ 帯広 近江・加藤 

7月 3日 役員会 芽室 近江・加藤 

7月 6日 旅行会社下見対応 十勝 近江（由） 

7月 6日～7日 京都精華学園高校受け入れ対応 十勝 近江（由）・加藤 

7月 7日 旅行会社下見対応 十勝 近江（由） 

7月 7日 天王寺高校事前学習 大阪 近江 

7月 8日 受け入れ家庭周り 帯広 近江（由）・加藤 

7月 19日 第 1回地域代表者会議 帯広 近江・近江（由）・加藤 

7月 25日～26日 神奈川県立弥栄高校受け入れ対応 十勝 近江・近江（由）・加藤 

7月 25日～26日 名古屋市教委視察対応 十勝 近江・近江（由） 

7月 30日～31日 食農キャンプ受け入れ対応 南十勝 近江（由）・加藤 

8月 1日 金蘭千里高校下見対応 十勝 近江（由） 

8月 2日 大阪府立刀根山高校下見対応 十勝 近江（由） 

8月 10日～11日 受け入れ高校との打ち合わせ 大阪 近江 

8月 29日 北海道池田高校事後学習 池田 近江・加藤 

9月 11日 受け入れ家庭との打ち合わせ 帯広 近江・加藤 

9月 16日 新規受け入れ家庭訪問 十勝 近江・加藤 

9月 18日 新規受け入れ家庭訪問 十勝 近江 

9月 20日～21日 大阪府立刀根山高校受け入れ対応 十勝 近江・近江（由）・加藤 

9月 25日～26日 大阪府立香里丘高校受け入れ対応 十勝 近江・近江（由）・加藤 

9月 28日～29日 大阪府立吹田東高校受け入れ対応 十勝 近江・近江（由）・加藤 

10月 1日 大阪府立今宮高校下見対応 十勝 近江（由） 

10月 3日～4日 大阪府立天王寺高校受け入れ対応 十勝 近江・近江（由）・加藤 

10月 8日 大阪府立東百舌鳥高校下見対応 十勝 近江（由） 

10月 10日 大阪府立市岡高校下見対応 十勝 近江（由）・加藤 

10月 11日～12日 大阪府立天王寺高校事後交流打ち合わせ 大阪 近江 

10月 12日～13日 大阪府立阪南高校受け入れ対応 十勝 近江・近江（由）・加藤 

10月 15日 奈良学園高校下見対応 十勝 近江（由） 

10月 20日 理事との慰労会打ち合わせ 新得 近江（由）・加藤 

10月 26日～28日 受け入れ高校との打ち合わせ 大阪 近江 

10月 26日 笑顔の大収穫祭 実行委員打ち合わせ 帯広 近江（由）・加藤 

11月 21日 笑顔の大収穫祭 実行委員打ち合わせ 帯広 近江（由）・加藤 

11月 23日 笑顔の大収穫祭 実行委員打ち合わせ 忠類 近江（由） 

11月 25日 旅行会社視察対応 浦幌 近江・近江（由）・加藤 



日にち 内容 場所  

11月 28日 本別町 反省会 本別 近江（由）・加藤 

11月 30日～12月 1日 第 2回笑顔の大収穫祭 幕別 近江・近江（由）・加藤 

12月 7日 清水町 反省会 清水 近江（由）・加藤 

12月 7日 足寄町 反省会 足寄 近江（由）・加藤 

12月 18日 役員会 芽室 近江・加藤 

12月 20日 第 2回地域代表者会議 帯広 近江・近江（由）・加藤 

1月 12日 協議会周り 幕別・浦幌 近江・近江（由） 

1月 13日 協議会周り 清水・上士幌 近江・近江（由） 

1月 15日 協議会周り 足寄 近江（由） 

1月 16日 協議会周り 新得・音更・士幌 近江・近江（由） 

1月 20日 協議会周り 南十勝・鹿追 近江・近江（由） 

1月 21日 協議会周り 本別 近江・近江（由） 

1月 23日 協議会周り 広尾 近江 

1月 27日 協議会周り 芽室 近江 

1月 31日 奈良学園高校事前学習 奈良 近江 

 


