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４１％から１３％に落ち、国内の農業・農村
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●●●あぐ・ぼら事業
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は壊滅状態に陥ってしまうと指摘し、生産者
米価の下落で稲作農家が苦境に立たされてい

初の農業体験説明会
（インターンシップ）
を開く！！

る現実など今日の農業・農民の置かれている

●

現状について語り、同時に人間の命の源を作
り出す農業の果たしている役割を強調しまし
た。そして農業・農民を支援するために結成
した農の未来ネットが行うアグリ・ボラバイ
ト（協働援農）事業について詳しく説明をし
ました。田沼事務局長は「インターネットで
アグリ・ボラバイト事業への参加を呼びかけ
てきたが、なかなか実が結ばないので、今回、
初めて説明会を開くことになった。この説明
会を機にインターンシップへの参加をお願い
したい」と要請しました。
理事の吉田道行さんは、アグリ・ボラバイ
ト事業のボラバイターを受け入れる農家とし
ての生産活動について話しました。吉田さん
は、夫婦、子ども２人、両親の家族を紹介。

【写真】あぐ・ぼら事業の概要を説明する田沼事務局長

農業経営はハウスでのミニトマト栽培を夫婦

西村正昭

で行っており、両親は野菜を作っているが、

農の未来ネットは、初めての農業体験説明

別々に農業経営を行っていると説明。「出荷は

会（インターンシップ）を１２月９日、東京

生産者が集まって作った埼玉産直センターに

・世田谷区の東京農業大学「グリーン・アカ

出している」と話し、埼玉県北部で利根川も

デミー」の２階会議室で開きました。東京農

近く、土壌も肥沃で何を作るにも適している

大の学生３人が参加、卒業後は就農をめざし

地域と説明。吉田さんは「家族みんなで農業

ている方たちで、真剣に聞き入っていました。

を行い、生活できる。やりがいがある仕事」

「農の未来ネット」編集長

一之瀬今朝一副理事長が、農の未来ネット

と農業の魅力を語りました。

の結成経過などにふれながら代表あいさつを

東京農大を今年春に卒業し埼玉産直センタ

しました。続いて田沼繁事務局長が、TPP（ 環

ーの職員になった内田さんも説明会にかけつ

太平洋連携協定）が実施されたら現在自給率

けてくれ、先輩として一言語りました。
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参加した３人の学生さんはまだ３年生です

農業体験をやり、様々な栽培技術や経営者と

が、将来を見据えて説明会に来てくれたので

しての心構えなどを学びたいと思っています。

す。参加、ありがとうございました。

知識はまだあまりないのですが、体験を通じ

【写真】応援に駆

てどんどん増やしていきたいと思うので、よろ

けつけて頂いた今

しくお願いします。（Ｔ君・学生）

年3月に農大を卒業

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

し、あぐぼら事業
受け入れ生産者の
いる埼玉産直セン

説明会「インターンシップ」
に向けた要請行動の概要

ターに就職した内
田さん

【写真】圃場作業内容の説明をするあぐぼら事業受け入

９月２５日の農の未来ネット事務局会議は、

れ生産者でもある当NPO理事の吉田さん（埼玉産直セン

アグリ・ボラバイト事業をどう推進するかを中心

ター所属）

に熱い検討を行いました。その結果、１２月９日
に「インターンシップ・農業体験説明会」を設
定し、ポスターの作成や、関係機関への要請行
動を行うことを決定。ポスター作成は濱田事務
局員が担当し、１０月２２日に完成。要請行動
は事務局長を先頭に取り組むことを意思統一し、
ポスター完成を期に精力的に行動を行ったとこ
ろです。出向いた箇所を列記するとつぎのとおり
です。
○１０月２６日：東京農業大学入試センター上

参加者の声のご紹介
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
平成22年12月9日の「インターンシップ
・農業体験説明会」に参加された方々の決
意をご紹介します。

田次長訪問
○１０月２９日：早稲田大学森川教授訪問
○１１月５日：東京農業大学藤島教授訪問
○１１月９日：東京農業大学稲泉準教授訪問
○１１月１１日：武蔵大学後藤教授訪問
○１１月１２日：東京大学農学部鈴木教授訪問

○昔、祖父母が農家をやっており、深谷ネギは

○１１月１９日：武蔵大学キャリアセンター浅野さ
ん、波多野教授訪問

大好きです。将来は農業にかかわる仕事を行
いたいと思っています。（Ｋさん・学生）

とくに、武蔵大学からは、来年度、農の未来
○実家が農家で、キュウリを主に栽培している

ネットとして武蔵大学生向けのインターンシップ

ので、その後継者として実力を付けたいので

を取り組んで欲しい。そのための計画書の提出

今回応募しました。現在では、自分でミニトマ

が要請されています。計画書は、埼玉産直セン

トを栽培したいと考えています。
（Ｋ君・学生）

ターと協議し、作成することとしています。

○私は将来就農をする予定です。そのために、
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聞出版社

▼ ▲▼▲ ▼▲▼ ▲▼▲ ▼▲▼ ▲▼▲ ▼▲
情報コーナー

定価2，400円）

経済学から考える！国土の持つ潜在力を活かせ。豊か

農業関連の新刊本のご紹介

な自然に恵まれているにもかかわらず、いまや空前の
灯状態に陥っている我が国の農林水産業を復活させる
には何が必要か 。「政府の失敗と市場の失敗」の観点

民主党政権による農業への新たな政策である戸

から問題点を浮き彫りにし、具体的改善策を展望する。

別所得補償制度の来年度からの本格実施の一方で

待望の一書！

我が国の食料自給率が１２％に転落しかねない自由
ブロック貿易協定である環太平洋経済連携協定（TP
P）への参加を検討する動きなどなど、めまぐるしく変わ
る食料・農業に関する話題が事欠かない今日この頃

●『むらと農法変革-「市場モデル」から「む
らモデル」へ』（磯辺俊彦著 東京農大出版
会

です。。。それを反映して様々な視点・立場からの農
業関連の新刊本が続々と刊行されています。ここに１
０月以降の新刊本の一端をご紹介します。年末年始
にじっくりといろいろな視点・立場からのこれらの本を読

●『アメリカ農業・政策史1776-2010 』（服部
信司著 農林統計協会 定価2，400円）
世界最大の穀物生産・輸出国の農業政策はどう行われ

んで参考にして頂き、改めて食料・農業に関するご自

てきたのか

分の考えを思い巡らしてみてはいかがでしょうか。。。
（＊定価は全て税別。説明のある本は全て出版社か
らの紹介文及び帯より抜粋です。）

●『食糧・農業 』（逸見謙三著

本経済のお荷物であり、ガンであるかのような大合唱
を繰り広げています。俗論、暴論、農業農村、農家経

定

●
『農業と農政の視野−論理の力と歴史の重み』
（生源寺眞一著

農林統計出版

定価1，６

80円）

定価800円）
TPPをめぐって政府・財界・大マスコミは農業が日

筑波書房

価1，500円）

▲ ▼▲▼ ▲▼▲ ▼▲▼ ▲▼▲ ▼▲▼ ▲▼▲
●『TPP 反対の大義 』（宇沢弘文・田代洋一・
鈴木宣弘他多数執筆 農文協ブックレット

定価3，800円）

●『食の歴史と日本人- 「もったいない」はな
ぜ生まれたか』（川島博之著 東洋経済新聞
社定価1，800円）

営に対するいわれなき難癖を徹底的に批判、TPPに反

環境・産業大国の原点は「食文化」にあった！「勤勉」

対する科学的、全国民的大義を明らかにします。

「もったいない」など日本精神の誕生を「食」の視点
から解き明かす異色の日本論。

●『新たな食料・農業・農村基本計画の検討経
緯と具体化に向けて』（鈴木宣弘著
版社

大成出

定価1，400円）

●『自然資源経済入門１

ミスター岩盤といわれた著者が明快に解説！【国内】
食料自給率50％達成を目指す、戸別所得補償制度の
本格実施。【対外的】農業現場が直面することとなるE
PA、FTA、TPPの深刻な貿易自由化問題等の切実な
声に応える 。（10年3月閣議決定の「食料・農業・農

農林水産業を見つめ

なおす』（寺西俊一・石田信隆編著
済社

中央経

定価3，600円）

一橋大学の特別講義を再現。困難に直面する農林水産
業の現状を環境経済学の視点で解き明かす。疲弊化・
衰弱化が急速に進行しつつある農林水産業という自然
資源に依存する産業の意義および位置づけについて改

村基本計画」（本文付）
）

めて理論的な考察を行い、それらの産業に依拠してい

●『日本の農林水産業-成長産業への戦略ビジ
ョン』（八田達夫・高田眞共著 日本経済新
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る地域社会の持続可能な発展をどのように展望してい
けばよいのか、そのための新たな理念ないしビジョン
を提言。

●『肥満と飢餓−世界フード・ビジネスの不幸

国民大運動実行委員会主催の APEC にモノ申す――

のシステム』（ラジ・パテル著・佐久間智

講演と市民からの告発「自由化は経済と国民のく

子訳

らしを脅かす」の集会での経済評論家の内橋克人

作品社

定価2，600円）

なぜ世界で、１０億人が飢え、１０億人が肥満に苦し

さんが「TPP開国論を問う」と題しての講演です。

むのか？。世界の農民と消費者を不幸にするグローバ

菅首相が TPP （環太平洋経済連携協定）への参加

ル・フードシステムの実態と展望を明らかにし、南北

を表明。 TPP はすべての品目の関税を撤廃するこ

を越えて世界中で絶賛された名著！

とを原則とする自由貿易協定です。協定が実施さ

●『食品企業のグローバル戦略−成長するアジ
アを拓く』（新井ゆたか

編著

ぎょうせい

れたら、農林水産省の試算でも食料自給率は４０
％から１４％に急落し、米の生産も９０％減少す

定価3，333円）

るという日本農業に壊滅的な影響を与える内容の

ネスレ、コカ・コーラ、味の素、キッコーマン、サン

ものです。内橋さんは開国論について明治時代か

トリー、国分、セブン&アイ、伊藤忠商事企業自らの

ら戦後の歴史の歩みにふれながら、自由化問題を

海外戦略を語る！

語りました。とくに安保条約は軍事同盟とともに
経済条約であり、アメリカの食糧戦略について詳

● ■●■ ●■● ■●■ ●■● ■●■ ●■●

しく解明。そのなかでアメリカが TPP に参加して
日本の米を作らせず、アメリカの米を輸出する狙
いがあると指摘しました。日本の主食・米を守る

農の未来ネット会員募集中

ためにも関税自主権が大切であり、 TPP に反対し

NPO 農の未来ネットでは、引き続き、個人会
員・団体会員を募集しておりますので、お知り
合いの方にもお声をかけて頂くとともに是非と
もご加入下さい。皆様のご入会を心より、おま
ちしております。

なければならないことを強調しました。いま事態
を見抜く自覚的な消費者、生産者になってもらう
ことが大事と訴えました。最後にドイツ作家のエ
ーリッヒ・ケストナーの言葉を「むすび」として
紹介しました。それは「かしこさをともなわない
勇気はらんぼうであり、勇気をともなわないかし

個人会員：会費月500円（年間6000円）

こさなどはくそにもなりません！

団体会員：会費月1000年（年間費12000円）

世界の歴史に

は、おろかな連中が勇気をもち、かしこい人たち

郵便振込：００１４０－０－４２８９０１

が臆病だったような時代はいくらもあります。こ

加入者名：田沼繁

● ■●■ ●■● ■●■ ●■● ■●■ ●■●
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋

編集後記
今号は１１月と１２月号の合併号です。１２月
９日に初めての農業体験説明会を開きました。準
備に相当な時間をかけてきました。参加者がくる
のかどうか不安な気持ちを持ちながらも３人の東
京農大の学生さんが出席してくれ、ホッとしまし
た。就農をめざしているというので、農の未来ネ
ットの役割が一段と高まってきたという思いを強
く持ちました。それとどうしてもお知らせしたい
ことがあります。それはAPEC首脳会議が開かれて
いた横浜市で１１月１４日に全国食健連と農民連、

れは、正しいことではありませんでした。勇気の
ある人たちがかしこく、かしこい人たちが勇気を
もったときにはじめて――いままではしばしばまち
がって考えられてきましたが――人類の進歩という
ものが認められるようになるでしょう 」。「かしこ
さと勇気をもった」消費者、生産者が多数になっ
てこそ TPP を実施させないことになると説く内橋
さん。参加者に大きな勇気を与えました。日本農
業を壊滅させないためにも TPP 反対の声を広めて
いかなければという思いと同時に、農の未来ネッ
トの基盤を作り上げ、実質的な力を発揮させる時
期を迎えたのだと痛感します。来年はさらなる飛
躍をめざす年にしたいものです。（西村）

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋
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