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がんばるママの応援団 子育て
ママたちの地域ネットワーク
ＮＰＯ法人 子育てネットワークえひめ
愛媛県松山市で、育児サークルで知り合った主婦の仲間が、商店街の一角に場所を借りて、
現在子育て中の親を支援している。
〇商店街の空き店舗を借りて、親と子どもが集まることのできる「活動拠点」をつくって
いる。
〇地元企業から広告収入を得ることなどで、会報誌を１万部無料配布している。
〇子育て中の母親をモニターとして、Ｗｅｂアンケート調査を受託している。

1. 活動開始の背景と経緯
育児サークルで出会った主婦たちが子育てサ
ポートのＮＰＯを立ち上げた

「子育てネット
ワークえひめ」
の紹介を受ける
1998年、育児サークル「ちびっこクラブ」で
と、商店街は、
出会った主婦たちが子育て支援ボランティア活
子どもと母親が
動を始めたところ依頼が相次いだ。
来ることによ
活動を続けるためには事業収入が必要と感じ
り、商店街が活
て、2001年４月にＮＰＯ法人「子育てネットワ
性化すると考え
ークえひめ」は、ＮＰＯ法人格を取得した。
これを歓迎し、
設立当初はボランティア活動を行っていたメ
ンバーが中心となり、代表者の自宅の一室を活 「 子 育 て ネ ッ ト
ワークえひめ」
動拠点としていた。
一方、松山市中心部にある柳井町商店街では、 は柳井商店街に
活動拠点を置く
活性化のために何か面白いテナントが入らない
ことになった。
かと思っていた。県中小企業団体中央会から

こねっと広場内部

2. 活動の内容
商店街の子育て拠点「こねっと広場」では子
育て中の親子が集まることができる
柳井町商店街の一店舗を借り平日の10時から
15時まで、子育て支援の拠点「こねっと広場」
をオープンしており、親子で利用できる。利用
料金は１回当たり300円。
予約制のイベント（育児相談、お話会、ビー
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ズやアロマの教室）を週に２回開催しており、
毎回４〜５組の親子が参加している。

育児を始めた親たちの情報交換をサポート
育児サークル運営講座の開催、育児サークル
の実態調査、県内育児サークルのネットワーク
化などの活動を行っている。

子育て・教育

子育て情報を満載した会報誌を企業からの広
告収入などにより無料で配布

モニターアンケートで、子育て中の母親の生
の声を企業に伝える

会報誌「こねっと通信」（年４回発行）を１
万部無料発行し、愛媛県内の子育て支援センタ
ー、児童館、保健所、病院、企業などで無料で
配布している。印刷代は企業からの協賛広告か
ら捻出している。編集作業を自分たちで行い経
費を削減することにより、黒字化している。

約400名の子育て中の母親をモニターとして抱
えており、企業から依頼を受け、Ｗｅｂを利用
したアンケート調査などを行っている。

県内の子育て情報満載のホームページ５
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愛媛県内の子育て支援の情報を毎年調査して
掲載しており、全国から問い合わせが多い。

3. 運営の状況
活動の中心は主婦たち

空き店舗を活用することで助成金が出た

正会員はほとんどが主婦で、賛助会員は、学
生や取材を通して知り合った人が多い。
会員にはサラリーマンの妻が多いことから、
配偶者の転勤により、活動に参加できなくなる
という問題を抱えているほか、パートで働いた
方が収入が多いことから、活動を離れざるを得
なかった会員もいた。

愛媛県中小企業団体連合会の商店街や行政と
の仲介により柳井町商店街の空き店舗を活用し
てこねっと広場を開設するに至った。開設には、
松山市空洞化対策の補助金を受けている。

4. 成 果
子育て中の親子が楽しむ

地域が明るくなった

親子が、「こねっと広場」に遊びに来ること
で楽しんでくれたり、親同士で子育ての情報を
交換しているなど、行政サービスがカバーしき
れないニーズに対応している。

「こねっと広場」が入居したことにより、若
い世代が商店街に来るようになり、人通りが増
え地域の雰囲気が明るくなったほか、こねっと
を訪れる人たちが飲食店などを利用してくれる
ようになった。

5．「子育てネットワークえひめ」ホームページ（http://www.conet-ehime.or.jp）
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子どもが自然とふれあう機会を
つくる
ＮＰＯ法人 ＮＰＯ子どもネットワークセンター天気村
滋賀県草津市では、子どもたちに地域での自然体験や様々な人の交流を経験させるととも
に、親たちの子育てを支援する活動が展開されている。
〇子どもの野外の遊びを重視し、子どもが自然とふれあう機会を作り出している。
〇預ける側の都合に合わせて保育日を選ぶことができる保育園を運営している。
〇地域のイベントに積極的に参加することで、地域交流を進めている。

1. 活動開始の背景と経緯
こんぺいとう自然保育園で竹パンを焼く子どもたち

幼児教室「こんぺいとう」の設立
1987年、元中学校教師が、子どもからお年寄
りまで、障害者も含めた地域の人々が気軽に集
える場所を作ろうと任意団体「天気村」を設立、
子どもに自然体験させる活動を開始した。
90年代初めには滋賀県草津市は、京都・大阪
のベッドタウンとして急速に発展し、幼児を抱
える家庭が増加した。しかし、幼児が野外で遊
ぶ機会は少なく、親が安心して子育てできるよ
うな支援に対するニーズが高まっていた。
それまでの活動によって、子どもが本来の生
き生きした姿を取り戻すには、幼稚園児では遅
すぎると実感していた代表は、91年に２〜３歳
の園児のための幼児教室「こんぺいとう」
（現在
の「こんぺいとう自然保育園」
）を開設した。こ

うした中で地域のニーズをうまくとらえさらに
活動を広げた結果、93年に「ネットワーク天気
村」と改称し、99年にはＮＰＯ法人「ＮＰＯ子
どもネットワークセンター天気村」（「天気村」）
に発展した。

2. 活動の内容
野外活動や交流を通じて「子どもが育つ」を
助けるプログラム
○こんぺいとう自然保育園（水木金土 9:30〜
15:00）
家族の都合に応じて、週１回〜４回まで保育
日を選べる保育所。週３回バスで遠足に行き、
野外体験、地域交流、文化交流を組み合わせた
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総合的な保育を行っている。
○くさつあそび隊（毎月１回程度、土日に実施）
幼児から小中学生まで、子どもがふれあう自
然体験プログラムを実施している。
○こんぺいとうクラブ（毎月第３土曜日）
春は田植え、夏は川遊び、秋は稲刈り、冬は
しめ縄作りなど、四季折々のプログラムを実施。

子育て・教育

○地域コミュニティ・コーディネーター事業
栗東市の各公民館（８か所）に、子どもにか
かわる地域活動の企画や調整、情報提供を専門
に行うスタッフを配置する（栗東市委託事業）。
○子どもエココイン
子どもがイベントに参加したり、活動する度
毎に１枚ずつ貰うことができるエココインを一
定数集めるとグッズを貰える。また対応する商
店街で商品と引き替えたり、商店街主催の祭り
で金魚すくいや輪投げなどをすることができる。
○子ども向け情報誌「Ｋ２マガジン」を発行
（年間４回）

草津市内の保育園から中学校までの全児童に
配布する情報誌。エココインに関する情報も掲
載している（文部科学省委嘱事業）
。
○栗東市障害児サマーホリディサービス委託事
業（夏期20日間）
地域の障害を持つ子どもたちのための夏期学
童保育を実施（栗東市委託事業）
。
○くさつ子育てランド（月〜金 8:30〜17:30）
一時預かり、子育て相談、子育て情報誌の発
行、親子ふれあい教室（月１回）、送迎などを
行う（草津市委託事業）
。
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3. 運営の状況
「こんぺいとう自然保育園」ではニーズに沿っ
た保育プログラムを実施
「天気村」の中心事業である保育所「こんぺ
いとう自然保育園」では、月極保育のほか、家
族の生活の都合に合わせて事前にチケットを購
入し任意の日に保育してもらうチケット制保育
を導入するなど、預ける側のニーズに沿った保
育を実施している。
また、保育の内容も、その日の天候と子ども
たちの意見で何をするのかを決めている。
保育士は園児４〜５人当たり１人の割合であ
り、この他に学生（高校生、大学生）のボラン
ティアが活動している。専門の保育士だけでな
く、キャンプインストラクター、ネイチャーゲ
ーム指導員による自然体感教育を行っている。

商店街との連携は、商店を個別に回って協力
を受けている
子どもが育つ環境として商店街は良い社会資

源であるとの考えから、「天気村」は、草津市
北中町商店街の店舗の１店１店を回って個別に
協力を受けている。
具体的には、子どもエココインの商品の提供
などで協力を受けるほか、納涼祭りの際に、商
店街の空き店舗に「天気村」が子ども向けのお
化け屋敷を設置したり、「天気村」のプログラ
ムに参加している子どもが廃材を利用した人形
を作り、商店街が企画するコンクールに応募し
ている。

地域のイベントに積極的に参加することによ
り住民の理解を得ている
地域の祭りの運営などに子どもたちを連れて
参加するなど様々なイベントに積極的にかかわ
り、子どもにかかわる活動団体として地域住民
から認識されるようになった。また、親同士で
お互い気軽に子育ての相談ができる機会作りに
積極的に取り組んだ。

4. 成 果
野外活動体験、障害児・健常児との交流、
小・中・高生のボランティアの育成、まちづく
りワークショップ、子育て支援セミナー企画な
どを通じて、新しい学び合いのスタイルがつく

り出されている。また、活動を通じて、地域の
人と人、人と情報、人と場を結ぶネットワーク
が作られている。
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懐かしい校舎で新しいふれあい
ＮＰＯ法人 塩谷町旧熊ノ木小学校管理組合
（星ふる学校「くまの木」
）
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栃木県塩谷町では、廃校となった小学校の校舎を活用し、地域の交流と活性化を進める活
動に取り組んでいる。
〇地域の人々に愛されていた学校の建物を宿泊型体験施設として再生させた。
〇自然観察、農林業体験、伝統工芸体験など、体験活動の場となっている。

1. 活動開始の背景と経緯
廃校となった小学校を地域活性化の拠点に

域活性化の拠点」を同時に取り入れた案に決定
した。
塩谷町熊ノ木小学校は1999年３月31日に廃校
運営体制は公設民営方式が採用された。学校
となり、124年の歴史に幕を閉じた。木造校舎
施設の改築は町が農林水産省の補助を受けて行
を残したいという地元の要望から、町が事務局
い、管理運営はＮＰＯ法人として設立された
となり、区長など地域住民の代表者を集めた
「旧熊ノ木小学校跡地利用検討委員会」が作ら 「塩谷町旧熊ノ木小学校管理組合」（愛称は星ふ
る学校「くまの木」）が行うことにに決定した。
れた。
「廃校をいかした社会貢献活動ができないか」 理事長には提案者である会社員が就任、2001年
12月にＮＰＯ法人の認証を受けた。
と考えていた会社員が、塩谷町に調査に訪れて
開業前の準備期間には「くまの木便り」を発
廃校活用事業を提案した。その結果、会社員は
行し、また町の広報誌に準備状況を掲載するな
委員会のオブザーバーとして参加することとな
ど、地域住民に対する情報提供に努めた。
った。度重なる議論を経て、会社員提案の「宿
泊型体験施設」と地元から要望の強かった「地

2. 活動の内容
小学生を中心とした団体の利用が多い
星ふる学校「くまの木」では以下の活動を行
っている。
○宿泊事業
年間約2,000名が宿泊している。合宿として
利用するのは、ボーイスカウト、ガールスカウ
ト、少年野球チームや子供会育成会など、団体
が多い。
○体験事業
１年８か月間で延べ約4,000名が参加してお
り、自然観察（天体観察、雑木林の虫探し、バ
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ードウォッチング）、農林業体験（炭焼き、木
の葉さらい、田植え）、伝統工芸体験（木工、
「くまの木」で伝統工芸体験（木工教室）をする子どもたち

子育て・教育

竹の皮のぞうり作り、しめ縄作り）、文化体験
（影絵鑑賞、リサイクル小物作り、昔の遊びな
ど）及び郷土料理（そば打ち、うどん打ち、豆
腐作りなど）などの活動を行っている。

地域の交流の場

「くつろぎお楽しみ会」を開催している。また、
地域のお年寄りと子どもの交流のために開催さ
れる「ふれあおう集会」で体験会場を提供して
いるほか、講演会を無料で開催するなど、地元
住民が最先端の科学情報などに接する機会を提
供している。

地域の高齢者に年に一度招待状を出して、
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3. 運営の状況
会員は地元住民が中心
会員には正会員と賛助会員（議決権なし）が
あり、現在は全員が正会員で、地元住民が大半
である。また、体験学習の指導者は、委員会の
委員の推薦を受けた約50名（９割が地元）がほ
ぼ無給（交通費は支給）で引き受けている。
事務局のパート職員（非常勤）は町の広報誌
で募集し、地元の意欲ある主婦を採用した。仕
事内容は、主として宿泊者の対応と施設の清掃
であり、早番と遅番に分かれてシフトを組んで
いる。

町、県からの支援
町から施設の維持管理と景観整備事業にかか
る委託費を受けているが「くまの木」は町に施
設の家賃を支払っている。
町は、活動開始時に体験学習の指導者を集め
たほか、広報誌などで何度も取り上げ、町内住
民にも広く理解されるようになった。また、総
会などに町の担当者が参加したり、大規模なイ
ベントで交通整理などに人手を出すなどの支援
が行われている。

県はＮＰＯセンターを通じて情報提供や業務
相談に応じている。特に県の農務部は情報の提
供･発信や施設利用などで「くまの木」を支援
している。

学校などとの連携
小学校がクラスの課外学習で「くまの木」の
プログラムを使ったり、幼稚園のお泊り保育の
宿泊先となっている。この場合は特別料金でサ
ービスを提供している。
また日本野鳥の会から自然観察に関する体験
事業の指導者の派遣を受けたり、野鳥の会がこ
の地域でセミナーを開く場合の開催場所として
「くまの木」を利用したりしている。

知名度の向上と宿泊客の確保
マスコミでの紹介機会を増やすために、時々
パンフレットを送付し働きかけているほか、ホ
ームページを開設し情報提供している。
また、リピーターを確保するため、宿泊者に
対する「くまの木スタンプカード」を発行して
おり、６回目の宿泊料は半額にしている。

4. 成 果
廃校の活用、地域づくりの広まり
地域の人々に愛されていた学校の建物を宿泊
型の体験学習施設として活用することで再生す
ることができた。
学校にお年寄りが孫を連れて訪れたり、グラ

ウンドゴルフやゲートボールの練習に訪れた
り、あるいは中学生や高校生がボランティアに
参加するなど、これまで積極的に地域づくりに
参加しなかった層の人々が「くまの木」を訪れ
るようになった。
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引きこもり、不登校、もう一人
で悩まない
ＮＰＯ法人 文化学習協同ネットワーク
東京都三鷹地域の親たちが中心となって資金を出し合い、フリースクールを建設。
不登校や引きこもりの青少年の教育、自立支援活動を行っている。公開講座を行うことを通
じて地域社会とも連携している。
〇不登校や引きこもりの青少年のためのフリースペースを運営している。
〇利用者の親たちも運営や経営に参加している。

1. 活動開始の背景と経緯
この10年で急増した不登校の子どもたちを支
援するために設立

の専用の場所を確保した。
99年、文化学習協同ネットワークはＮＰＯ法
人格を取得した。

1970年代に校内暴力や授業についていけない
などの子どもの問題が社会問題となる中で、74
年に地域の親たちが建設資金を拠出し、地
図 不登校児童生徒数の推移
域の学生が学習塾を設立した。
（年間30日以上欠席者）
（人）
この学習塾を母体として、90年代に入り、 120,000
不登校の問題が大きくなる中、93年に地域
100,000
で不登校の子どもを持つ親たちが不登校の
80,000
小学校
子どもや青年の自立を支援することを目的
中学校
60,000
として文化学習協同ネットワークを設立
40,000
し、不登校の子どもたちの居場所として、
フリースペースコスモと不登校親の会がつ
20,000
くられた。
0 1991 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 2001 2002
その後、97年に不登校の子どもたちを抱
（年）
える親たちが中心となって、広く資金を募
（備考）文部科学省「学校基本調査」により作成。
り、建設費をすべて準備して、活動のため

2. 活動の内容
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不登校・引きこもりの子どもや青年の居場所
づくりと支援

参加は子どもたちの自由意志に任されている。
年間延べ40〜50名が利用している。

不登校や引きこもりの子どもや青年に対する
教育プログラムを提供したり、学びと自立のた
めの特別講座を実施している。プログラムへの

○「フリースペースコスモ」
義務教育年齢の不登校の子どもたちの居場

子育て・教育

して地域でパン屋（コミュニティ・ベーカリー
所を提供している。子どもたちが話し合って
）を起業する準備を進めている。
内容を決定する遊び、スポーツ、自然体験な 「風のすみか」
どのほか、教科学習の支援も行っている。
各種公開講座を地域住民に提供
○「コスモゼミナール」
地域に対する公開プログラムとして、三鷹・
10代後半〜20代前半の不登校経験者、高校、
武蔵野地域の教育をテーマとした講習会、学習
大学中退者、引きこもりの青年を対象に、教
会などを開催し、地域住民の生涯学習の場とし
科学習のサポート、英会話、数学、歴史講座
て提供されている。その一つである「子ども土
の各種講座、自然体験学習、農業や福祉、保
曜セミナー」は、社会福祉・医療事業団（現
育の分野での労働体験、ホームヘルパー養成
独立行政法人福祉医療機構）から助成を受けて
講座などを行っている。
おり、企画段階から地域住民も参加している。
現在は、青年の自立支援のため、働ける場と
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3. 運営の状況
スタッフは比較的容易に集まるが、賃金水準
が低いのが悩み
実際に活動を行う有給のスタッフは20代が多
く、活動開始時より近隣大学の学生からの募集
が中心。不登校の子どもや引きこもりの青年の
自立支援活動というテーマに関心のある学生が
多く、比較的容易にスタッフを集めることはで
きるが、賃金は10万円台。
それ以外に無給のボランティア延べ20名（常
時５名程）が働いている。

運営資金は利用料収入が中心
活動開始時以来、国や地方公共団体からの資
金助成は受けておらず、フリースペースの運営
費の約９割は利用者負担金で賄っている。負担
金については、利用者の親たちと話し合い決め
ている。
会費収入として、現在約350名の会員から年
間5,000円の会費を得ている。

利用者の親たちも運営に参加
利用者の親たちの信頼を得るため、運営や経
営に参加してもらうようにしている。現在、親
たち全体の三分の一程度が参加している。

地域とのつながり深める
地域ＮＰＯ同士でイベントを共催したり、三
鷹市周辺で地域の子育て・まちづくり活動を行
っている団体と意見交換をしている。また、東
京農工大学との間で農業体験や食農教育の分野
で協力しているほか、三鷹市立第四小学校とは、
保護者を中心とした学習会を共催するなど、学
校とも協働している。
活動を知ってもらうため、市の広報誌を通じ
て活動内容を広告している。また、親同士の口
コミや個人的につながりのある学校職員により
文化学習協同ネットワークの活動が紹介されて
いる。

4. 成 果
引きこもり・不登校児の居場所を地域で用意
引きこもりや不登校の問題は家族を孤立した
状態に追いつめかねないが、そうした状況にあ

る家庭の受け皿を地域において準備しているこ
とに大きな意味がある。
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安全・安心な子どもの食事を
地域から
有限会社 茄子の花
島根県松江市で自らも母親である社長が経営する有限会社が、無添加で国内産の原材料の
みを使用した離乳食の販売や、地域の無農薬栽培の野菜を使用し、子連れでも気軽に利用で
きるレストランを経営。ここを拠点に地域の親子に食育を実施している。
〇子どもたちに安全・安心な食と、食が生み出すコミュニケーションを伝える専門家グル
ープを設立。
〇主婦たちが自分の子どもに使わせたいか・食べさせたいかなどの視点から議論して商品
を開発・販売するかを決めている。

1. 活動開始の背景と経緯
食卓での家族のコミュニケーションが足りな
いと感じたことがきっかけ
島根県松江市で、福祉器具メーカーに勤務し
ていた女性が中高年の知恵と経験を子どもたち
に伝える事業を展開しようと、1999年４月に有
限会社茄子の花６を設立した。
中高年者とかかわっていく中で、社長は今の
子どもたちには、食卓での家族の会話やコミュ
ニケーションなど「心を育てる場」としての食
が欠けているのではと考え、また、食の安全に
対する不安もあり「子どもと食」を中心として
事業を展開することにした。
島根県内の地元の食材を使った食品加工グル

子育てトータルスペース

ープや、無農
Ton Tonで食事をする親子
薬野菜の生産
者との交流を
きっかけに、
地域で子ども
と食に関わる
専門家・経験
者らと「子ど
もと食の楽会（がっかい）」を組織し、2002年
に活動を開始した。また、同年に松江市内の空
き店舗を改装し、子ども連れでも安心して入れ
るレストラン「子育てトータルスペース
Ton Ton」を開店した。

2. 活動の内容
「子どもと食の楽会」の立ち上げと運営
「子どもたちに、安全・安心な食と、食が生
み出すコミュニケーションを伝えたい」という
趣旨に賛同する地域の専門家によるグループ
「子どもと食の楽会」を運営。
食育をテーマとした企画の提案、子育て中の
母親を対象に専門家の立場からの情報提供やア
ドバイスなどの子育てサポートを行っているほ
か、定期的に会合を開き、ここで会員から出た
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意見を「茄子の花」の事業に反映させている。
また、2003年11月には（財）島根ふれあい環
境財団21からの助成を受け「子どもと食の楽会」
の主催で｢食育ト〜ク＆子どもランド」を開催
した。

安全・安心な離乳食「あかちゃんどうぞ」の
販売
社長が離乳食として市販のベビーフードを購

6．社名の「茄子の花」は、「親の意見と茄子の花には千にひとつも無駄がない」とのことわざからつけたものである。

子育て・教育

入しようとした時、添加物の多さに疑問を抱き、
自分たちの手で安全・安心な離乳食を作ろうと
した。
地元スーパーと協力して国内産の原材料のみ
を使い、原則として無添加の離乳食「あかちゃ
んどうぞ」を開発、2003年７月から県内のスー
パー及びインターネットで販売している。

せることを目的として定期的に開催される「食
育の楽会」をはじめ、生産者との交流会など各
種食育セミナーを開催しているほか、音楽、英
語などの幼児教室、カウンセラーを講師として
の街角カウンセリングも行っている。

親子で食事が楽しめるレストランの運営

妊娠中から就学前までの子どもを持つ親を主
な対象とした、子どもの食に関するホームペー
ジを開設している。「子どもと食の楽会」によ
る「子どもと食Ｑ＆Ａ」、子育て中の母親同士
のコミュニケーションの場となる掲示板、離乳
食「あかちゃんどうぞ」をはじめ、安心な食材
や食育グッズの紹介・販売を行っている。

「子どもにやさしい、安全・安心な食」がコ
ンセプトのレストラン「子育てトータルスペー
スTon Ton」を運営。地元の無農薬野菜を使用
したメニューを用意、完全予約制で親子でくつ
ろぎながら、食事を楽しめる場所となっている。
また、同所では簡単な料理を親子一緒に作り
味わうことで食の楽しさ・大切さを身に付けさ

子どもと食に関するウェブサイト「おいしい
heart. net」７の運営
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3. 運営の状況
女性のスタッフとそれを支援する地域の専門家

「子どもにいいもの・クラブ」を開催、販売す
る商品を厳選
「茄子の花」のスタッフは、社長のほか、事
ホームページで子ども用の台所用品や食器、
務経理、プランナーの４名で全て女性である。
安全・安心な食材の販売を行う際には、子育て
このほか、幼児教室の講師が２名いる。
「子どもと食の楽会」の会員は20名いるが、 中の母親を中心に構成する「子どもにいいも
の・クラブ」を定期的に開催し、製造業者のこ
その中心となっている会員は、地域の管理栄養
だわりが感じられるか、実際に使ってみてどう
士、精神科医、小児科医、歯科医、フードコー
か、自分の子どもに使わせたい（食べさせたい）
ディネーターなどの専門家からなっている。
かを主婦の視点から話し合い、基準を満たした
また、「子育てトータルスペースTon Ton」で
ものだけを販売するようにしている。
は、地元の大学生が開店時に改装を手伝ったほ
か、イベントの食材調達には地元の無農薬栽培
農家も協力している。

4. 成 果
地域の食育の拠点として認知されつつある
「子育てトータルスペースTon Ton」で行われ
る食育講座では、参加者は１年半で延べ100組
を超え、松江市内の食育の拠点として知られる
ようになってきている。
また、安全・安心な離乳食「あかちゃんどう
ぞ」は、発売から５か月で8,000個を売り上げ、
7．おいしいheart.net（http://www.oishii-heart.net）

インターネット通販を通して県外への販売も増
加しつつある。
これらの成果が評価され、2004年１月に「茄
子の花」は、農林水産省提唱の「地域に根ざし
た食育コンクール2003」の消費安全局長賞（食
品産業分野）を受賞した。
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