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エコファーマー 2014年7月

会員番号 A0000000

☆前回も触れた「環境保全型
農業推進コンクール実施要
領」が公表されました。第
20回目になります。既に、
関係機関から連絡が届いて
いると思います。農林水産
省のホームページ（http://
www.maff.go.jp/j/seisan/
kankyo/kankyo_konkuru.
html）をご覧下さい。
☆対象者は、①意欲的に経営
や技術の改善に取り組み、
環境保全型農業（有機農業
を含む）の発展に貢献し、
環境の保全や創造性ある地
域社会の発展に貢献してい
る農業者及び農業者組織、
②環境保全型農業の発展に
貢献する人材を育てる教育
機関及び活動グループ、③
農業者や農業者組織との連
携・交流を通じ、様々な支
援を行うことにより環境保
全型農業の普及拡大に貢献
する自治体及び農業団体と
広い層を対象としていま
す。
☆今年度から、農林水産省が
コンクールを実施すること
となりました。そこには、
平成26年度から「日本型
直接支払」の対象の一施策

として環境保全型農業を位
置付けて一層推進したいと
する農林水産省の意気込み
が窺えます。多数の応募が
あることを期待します。
☆環境保全型農業を推し進め
るエコファーマーの活動支
援は、「エコファーマーネッ
トワーク整備準備事業」（平
成21～23年度）のあと途絶
えています。
☆その後、全国のエコファー
マーたちが連携し、「全国
エコファーマーネットワー
ク」を組織して、互いに研
鑽を深めあうとともに、消
費者や流通関係者との交流
を深める活動を行っていま
す。
☆活動としては年に一度、全
国交流会を開催していま
す。本年度も開催の準備を
進めています。また、今年
で４回目になりますが、農
林水産省の「消費者の部屋」
で、会員の農産物を特別展
示することを幹事会で決
めております。10月27日
から31日で計画が進めら
れています。これらは、会
員エコファーマー自らの会
費で組織・運営されていま

す。自らの意志のもと全国
的規模で活動できる貴重な
組織になっています。まだ
未加入のエコファーマーの
方に、全国エコファーマー
ネットワークの活動に参加
して頂きたいと思います。
加入希望の方は日本土壌協
会に連絡をして下さい。
☆今回の通信は、エコファー
マー全国交流会（奈良県）
での紀ノ川農業協同組合の
活動報告を掲載致しまし
た。宇田篤弘組合長の軽妙
な語りをそのまま残しまし
た。環境保全型農業の推進
の柱として、農産物の品質
保証、圃場登録制に基づい
た栽培管理に力を入れてき
た実績が紹介されていま
す。また、「安心して買え
る」「土に還る」「社会を変
える」など多数の意味を持
たせた「かえる
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プロジェク
ト」の標語どおり、次の後
継者たちの生き生きとした
活動の紹介があり、地域の
躍動感が伝わってきます。
　　（全国エコファーマーネット

ワーク事務局）
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エコファーマー

紀ノ川農業協同組合 組合長　宇 田　篤 弘

環境保全型農業を推進する生産・流通戦略とその成果
～本来の農業にかえるプロジェクト～

１　はじめに

　皆さん、こんにちは。ただ
今ご紹介いただきました紀ノ
川農協で組合長をしておりま
す宇田といいます。よろしく
お願いします。私の方は、環
境保全型農業を推進する生
産・流通戦略とその成果とい
うことで、この間、取り組ん
できたことをお話させていた
だきます。また、「かえるプ
ロジェクト」って、妙な名前
を付けていますが、ご紹介さ
せていただきたいと思いま
す。
　紀ノ川農協は、1983年（昭
和58年）に設立しましたが、
1970年代から80年代にかけ
て、まだ任意団体であったこ
ろから、産直に取り組んでき
ました。この間、環境保全型
農業を推進し、それと合わせ
て、品質保証システムを作っ
てきました。先ほど来のお話
にも少し出ていますけれど
も、環境に優しい農業を旨と
する環境保全型農業を誰が引
き継ぎ推進していくのかとい
うことに行き着くと思いま
す。これは全国の農家の皆さ

んが抱えてい
る問題意識だ
と思います。
次の担い手を
どのように育
成していくの
かというとこ
ろを最後にお
話したいと思
います。

す。

2　紀ノ川農協の概要

　紀ノ川農協のエリアは、和
歌山県全域に亘っておりま
す。1976年（昭和51年）に
スタートした農民組合の時代
から、今日もお越しの生協の
皆さんと産直からスタートし

　我々が名付けた「かえる
プロジェクト」の「かえる」
は、変えるというより飛躍を
する、ひっくり返すなど、い
ずれにせよ大変な中身だと
思っていますが、今、このプ
ロジェクトで若い生産者と取
り組んでいるところをご紹介
させていただきたいと思いま
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65％ぐらいが生協さんです。
表では、一番上に大阪の生協
さんの名前が出ていますが、
現在はトップが株式会社マル
タさんで、オイシックス様も
大きな取引先様です。それで
も、６割強が生協さんとのお
取引がなされています。
　組合員は、前年度末で925
名です。地域としては伊都地
区をはじめ田野地区も含んで
います。また、奈良の関係者
と共同してやっている部分が
あります。大体年間に20名
を超える加入がある一方で脱
退があります。昨年は少し脱
退の方が、７名ほど多くなり
ました。脱退されていく方の
大きな理由については、やは
り高齢化による病気で農作業
ができないとか、作物がなく
なったということで脱退され
るケースが増えてきておりま
す。昨年度の加入者は26名
あったんですが、このうちの
６名がＵターンと新規参入で
す。20代から40代のところ
で加入していただいています
ので、これからの可能性を見
いだしています。900名のう
ちの49歳までの組合員さん
が110名いらっしゃいます。
全体の大体12％です。有機
農業推進協議会の事務局と、
紀の川市には環境保全型農業
グループがありまして、この
２～３年、新規参入で農業を
やりたいっていう方が、紀ノ

ました。産直による販売専門
農協というのが、私たちの農
協の大きな特徴であります。
現在、900名ぐらいの生産者
で頑張っているところです。
一番遠いところでは、農事組
合法人古座川ゆず平井の里と
いうのがあります。３時間半
ぐらいかけて行くのですが、
以前は組合員さんでしたが、
脱退していただいて、この法
人に団体加盟をしていただい
ています。私はそこの理事も
１年半ぐらいさせていただい
て、山間部の担い手の問題
等、勉強をさせていただきま

した。
　取り扱い品目
ですけれども、
当初はみかんか
らスタートした
のですが、この
２年ほどみかん
は金額ベースで
第２位に落ちて
います。これま

では、みかんが一番多かった
んですけれども、今はトマト
とか柿が上位に上がってきて
います。果物で大体20品目、
野菜で20品目、これで全体
の売上高の7割から８割ぐら
いになります。現在、17億7
千万円の売上高になっていま
す。
　それから、主な取引先様で
すけども、設立当初は本当に
ほぼ100％が生活協同組合様
でしたが、2000年あたりか
ら、チャンネルを多様化して
いこうということもありま
して、現在売上高の60から
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3　環境保全型農業への
　取組み

　我々のこれまでの取り組み
について振り返ってみたいと
思います。1983年の農協設
立以来、生協の皆さんと一緒
になって勉強もさせていただ
きました。ほ場については
しっかり登録しましょうと
か、栽培体系の確立をしま
しょうなどです。それから、
写真の分析器は、糖度と酸度
を計測する際に使っていたも
のです。この時は、非常に時
間をかけながら酸糖度の計

が、それに先立って80年代
後半にはみかん産地における
減反が行われました。その頃
から、地域全体が非常に厳し
くなってきました。また、生
協さんの方も、伸びが、急成
長から安定成長に変わってい
く時代になりまして、産地が
非常に厳しい状況におかれま
した。産地の維持が困難に
なって来た頃から、紀ノ川農
協だけではなく、他の地域の
JAさんも含めて、有機の街
づくりをやっていこうという
ことが、1993年頃から始ま
りました。
　環境保全型農業という言葉
が出て来たのも、この頃では
なかったかなと記憶していま
す。有機農業、環境保全型農
業の推進によって、地域づく
り、農業を元気にしていこう
という取り組みが1993年ご
ろから始まりました。
　2000年代に入って、輸入
農産物から残留農薬が検出さ
れたとか、登録外の農薬の使
用とかの問題が、産直組織の

川農協を訪れてこられる機会
が増えて来ています。先日も
１人、大阪出身の方が来られ
て、今相談に乗っているとこ
ろですが、新規参入者がこの
数年で20名ちょっとありま
した。環境保全型農業や有機
の推進協議会で取り組みをし
ていますが、地域での新たな
変化だと思っております。新
規で参入される方のほとんど
は、環境にやさしい農業をや
りたいという方が圧倒的に多
いです。慣行栽培でなにか金
儲けしようかなという方はほ
とんど見られません。自分が
農業をやることに対する何ら
か意味付けあるいは理由を
しっかり見いだしたい方がい
らっしゃるように思います。
そういう点で、この環境保全
型農業を進めるということ
と、担い手を育成するという
ことが一体の課題としてある
のではないかと今は考えてい
ます。

測をしていま
した。設立当
初から、分析
に取り組んで
きました。と
ころが、1990
年代に入り、
オレンジ輸入
自由化が始め
られるのです
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川市でどこかのグループが問
題を起こすと、恐らく紀の川
市全体に影響するだろうとい
うこともあります。従って、
これはみんなの問題として、
品質保証、GAPの取り組み
を進めていきたいということ
で、２年ぐらいかけて、JA
さんと一緒になり啓発用の簡
単なGAPの作成もしました。
更にポジティブリスト制度へ
の取組があります。和歌山の
場合、特に多様な品目が隣り
合って栽培されているという
環境にありまして、この導入
の時には、厳しいんじゃない
かとの意見がありました。ド
リフト問題があり、これで産
地が潰れないかなと思うくら
い心配した時期がありまし
た。制度を導入し、生産技術
のステップアップ、レベル
アップを目指して取り組んで
来ました。
　2009年には、第15回の環
境保全型農業推進コンクール
で農林水産大臣賞を受賞さ
せていただきました。また、

中でも発生しました。そのた
めに、紀ノ川農協も大丈夫な
のか、また、出荷しているも
のは本当に安全安心なのかと
いう不審の目が向けられた時
期がありました。そういう流
れの中で、栽培管理システム
なり、品質保証の仕組みな
どが必要になりました。安心
安全を確保するためには、科
学的に検証できるような仕組
みを作っていかなければいけ
ないと意識するようになりま
した。また、JAS法が改訂さ
れていきましたので、それに
沿って、自分たちだけではな
く、いっそのこと第三者の方
に格付けをしていただいて、
消費者に対する信頼信用を取
り戻して、さらに高めること
が必要であると認識されるよ
うになってきました。
　特別栽培や有機JASに取
り組むようになりました。そ
のことから、品質保証システ
ムの構築およびGAPに取り
組むようになりました。
　それと合わせて、美味しさ

を科学的に示
すための光セ
ンサーの導入
があります。
特に果物の場
合は、当たり
外れというこ
とがありま
す。桃なんか
は値段が非常

に高いものですから、外れた
場合、お客さんからのお怒り
というのは、１年たっても２
年たっても、おさまらない場
合があります。そういう点か
らも光センサーを導入して客
観的に美味しさを保証するよ
うな仕組みを作りたいと思い
ました。桃がセンサー導入の
一番の動機でした。それと、
柑橘も同じ機械で分析できる
ということから導入の決意を
強めました。それともう１つ
は、環境保全型農業や品質保
証の仕組みを構築できたのは
紀ノ川農協だけではなくて、
地域、行政が色々な力添えを
いただいた結果と思います。
地域での環境
保全型農業の
推進なり、適
正農業規範
GAPについ
ては地域の
JAさんとも
共同して取り
組みました。
例えば、紀の
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2008年に有機農業推進協議
会を設立して、2012年にタ
マネギでようやく、JAS認定
を取得することができまし
た。これ以前はキウイフルー
ツでJASに取り組んできた
んですが、２つ目の取り組み
ということで、だいぶ時間が
かかりましたが、2012年に
取得をすることができまし
た。

4　栽培管理と安全性の
　確保

　ポジティブリスト制度の導
入では、どこの産地も同じと
思いますが、計画を立てて、
どこのほ場で栽培するかとい
うことを登録すると言うこと
について非常に悩みました。
科学的なデータがなかったの
ですね。ドリフトの問題にし
ても、残留農薬のことも非常
に分かりにくかったのです。
　知りうる範囲の中で、１番
に問題にしたのは梅のほ場で
す。写真にみられる通り、隣
はSSで散布している柿のほ

場です。ここが紀ノ川農協の
ほ場で一番ドリフトの可能性
が高いところではないかとい
うことで、生産者の組合員さ
んと話し合って、実証実験に
取り組みました。右上表にあ
る１、２、３、４、５という
のは梅とスモモの生産者に聞
き取りをして、まとめた資料
です。１は、隣接ほ場からド
リフトの可能性が極めて低い
かどうかということで聞いた
折、低いと答えた方が27.2％
いらっしゃるという数字の見
方です。２は、隣接の生産者
との話し合いで、農薬等の変

かどうかっていうことを聞き
取りして可能と応えた人で、
１割ほどでした。４は、ドリ
フトを確認することが可能で
あると答えた方が1.8％とい
うことでした。実際には、こ
れは難しいことですね。５
は、混植についてのもので
す。柿を植え、みかんも植え
ていたけれども、加齢ととも
に梅にしようとしてさらに梅
を植えている等です。そうい
う混植の地域があったのです
が、このような圃場では、ま
ず無理であると判断しまし
た。他の品目にするか、どれ
かを切ってくださいと指導し
た結果、転換を図ろうとする
圃場が2.6％ありました。ほ
場について10数ケ所からサ
ンプリングして、高さ、場所
と位置を変えて残留農薬検査
をした結果、一定の取り組み
をすれば、ドリフトは防げる
と確認できました。なんとか
やっていけるのではないかと

更、散布時の
注意が可能で
あるとするの
が６割ぐらい
ありました。
３は、ドリフ
トの可能性が
高い部分と低
い部分を区別
して出荷可能
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いうことで、ドリフト、ポジ
ティブリスト制度を導入にあ
たって、このようにほ場の確
認をするという取り組みに
よって、安全安心に対する信
頼がレベルアップできたので
はないかと思います。この作
業は大変厳しかったことを覚
えています。
　最終的に登録されたほ場を
確認し、栽培管理記録を提出
して、紀ノ川農協としての出
荷になるわけです。しかし、
万が一、栽培管理記録が提示
されてなくても、生産者がそ
れぞれでパソコンにタッチし
ながら、パネルタッチして出
荷を入力する場合がありま
す。この時に、出荷入力をし
た場合、入力制限をかけて赤
い画面に「栽培記録が有効で
ありません」と表示して、そ
れから先の入力ができないと
いう仕組みを作りました。水
際で防ぐという対策もとるよ
うにしました。その時に聞き
取りをしながらちゃんとデー
タを整えて、出荷できるよう

ですが、ここのところが一番
難しかったのです。水稲を有
機でやっている方がいらっ
しゃったので、その方につい
て色々と勉強して学びながら
作っていますが、なかなか難
しいですね。私の場合、去年、
今年と草をはやしてしまっ
て、もう一度考え方を整理し
なければいけないと思ってい
ます。でも、技術的には取り
組めるようになりました。先
ほど初めて聞いたんですが、
奈良県では1970年に太陽熱
消毒の技術を開発したと言っ
ておられましたね。タマネギ
のほ場、苗のほ場、苗床が一
番問題になったんです。除草
対策では、今、太陽熱で消毒
するということで、100％草
の問題は解決できています。
先ほど、この技術が奈良の技
術であったと聞いたので、ま
た帰って、皆さんに報告しよ
うと思っています。
　あと、特別栽培の延べ人

な指導もしています。現在で
は、出荷したんだけれども、
記録が出てなかったというよ
うなことがないようにしてい
ます。
　このように安全安心に取り
組んできました。また、有機
栽培と特別栽培の取組につい
ては、有機の方は先ほど言い
ましたように、キウイフルー
ツとタマネギを行っていま
す。キウイの方の栽培面積は
６ヘクタールぐらいで、21
名が取り組んでおります。タ
マネギは、88アールで４名
です。このうちの一人が私

で す。 私 も
今、頑張って
取り組んでい
ます。和歌山
の場合、タマ
ネギは水稲の
裏作になりま
すので、水稲
も有機にしな
いとダメなの
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数は212名になります。実際
は131名の組合員が取り組ん
でおります。表に見られると
おり、みかん、はっさくから
タマネギまで取り組んでいま
す。取り組む面積の方も伸ば
してきていますし、前進はし
てきているかと思っていま
す。ただ、特栽の方はもう少
し伸びて行く可能性があるか
なと思うっています。有機の
キウイフルーツの方は、今
少し壁にぶち当たっていま
す。実は、農薬を散布すれば
本当になんともない虫なので
すが、食害、葉っぱの食害と
いうことで、対策が必要に
なっているので、山梨の方へ
勉強に行ったり、県の方にも
特別な研究を進めて欲しいと
いうことを要請しようと考え
ておりまして、現在大きな壁
になっています。しかし、な
んとかクリアしていけるので
はないかなと思っております
が、生産者にとっては大きな
悩みになっています。恐ら
く、この特栽の取り組みは、

県内でもかな
りグループと
してまとまっ
た大きい取り
組みではない
かと思います
し、キウイフ
ルーツの有機
の方のグルー
プとしての取

支持されるようになると思っ
ております。食卓に笑顔を届
けながら農村にも笑顔を作っ
ていこうということで、提携
をして、その運動を進めてい
ます。消費者の方には、環境
保全型農業を支持していただ
き、消費していただくという
ことが、大きな課題になって
きています。

5　新たな環境保全型農業
　の担い手の芽生え

　先ほども話題にしましたよ
うに、脱退される方も増えて
きています。平均年齢で62、
63歳っていう数字が出て来
ます。次の担い手をどう育成
していくかということは非常
に大きな課題であります。そ
れで、有機農業推進協議会に
相談し、紀ノ川農協の青年部
が中心になって取り組もうと
いうことで、考えた末に始め
た取り組みを紹介します。「か
える」とは、田んぼの中で非
常に大事な生き物です。また
消費者の方では、嫌いという

り組みも、全国的に見ても大
きいのではないかなと思って
います。
　以上のようにして、安全安
心を担保する仕組み作りがで
きてきました。このことをイ
メージして、トップブランド
と自分で言っています。その
特長として、一つは持続性と
いうことで環境保全型農業を
推進する事と、それを担保す
る安全安心のために厳格に品
質保証システムを推進してい
く必要があるということ、二
つ目は、特に果物の場合、ま
あトマトなんかも必要ですけ
れども、美味しいということ
をしっかり分析し、アンケー
ト等により生
産者、消費者
の声を聞い
て、改善を進
めることが必
要になりま
す。こういう
ことを地道に
やれば、消費
者の方から、
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人もあるんですけれども、「か
える」をメインとして、パソ
コンでこの「かえる」を漢字
に変換していくと、色々な漢
字が出てきたので、そうした
言葉遊びで何か印象づけるこ
とを考えました。有機農業と
か特別栽培ということを説明
して、消費者の方とお話しす
るってなかなか大変ですよ
ね。消費者の中には、まだま
だ、有機、産直を余り問題と
せず、安全安心のみを購入動
機とされている方が多くて、
環境を考慮した農業で生産し
たことで、購入すると言うこ
とには、まだなっていないと
思います。
　有機農業の基礎基準という
のが2000年に発表されてい
るのですけれども、そこの中
にずっと書かれてあったこと
ですよね。「かえる」を漢字
に変換すると、色々な漢字が
あります。この「かえる」の
ロゴも、うちの青年部がイ
メージ作りにつかうことに
なったものです。ちょうど昨

日、スタッフジャンパーがで
きてきました。背中にマーク
も付けて、この緑色のジャン
パを着て、販売に行くことと
しています。そして消費者と
直接交流しようということを
今、考えています。那賀地方
の有機農業推進協議会で、有
機トマトとか、パプリカをサ
ンドイッチに使っていただい
てけないかと新たに取り組ん
できましたが、和歌山市内に
あるサントピアさんというサ
ンドイッチ屋さんが一肌脱い
でくれました。この方の店
が、月曜日休みになりますの
で、店の前を無償で貸してい
ただき、毎月第４月曜日にマ
ルシェ（市場）を始めました。
最初は、青年部のお父さんら
が始めたのですけれども、何
回かやるうちにもう息子さん
たちにやってもらおうという
ことになりました。このサン
トピアのオーナーさんも、こ
の若い人を応援したいという
ことで、一緒に取り組んでく
れています。

目が、産直をやっていこうと
いう気持ちになっているかと
いうと一概にそうとは言えな
いようです。親父世代がやっ
てきたことですから、自分達
は別のことをやりたいみたい
なところがあったりします。
また、直売所がこの間ずっと
伸びてきましたので、その直
売所の方に直接販売しに行く
という流れもこれまでかなり
多かったのです。しかし、マ
ルシェのように、消費者の方
と直接対面して話していく中
で、なんとなくヤリガイを
感じつつあるように思いま
す。今、お話しした例は、市
内のサンドイッチ屋さんの店
の前なのですが、大阪の生協
さんとは、店舗の農産スタッ
フの方に、紀ノ川農協へ来て
いただいて交流をし、また反
対にこちらからお店の方に出
掛けて行って店舗で販売した
りするようにして、月１回ぐ
らいのペースでやり始めてい
ます。青年部の反応は、大き
なものを感じます。やってみ
て、お客さんから激励の言葉
とか、お客さんに買っていた
だき、おひる食べていただい
たお客さんがすぐ来て、「美
味しかったよ」って声掛けて
いただくと、やっぱり若手の
方は非常に元気になるようで
す。今では、もう一回産直を
しっかり発展させていかなけ
ればいけないという気持ちに

　青年部は、
産直の２代目
になるのです
けれども、消
費者の方との
交流が意外と
なされてこな
かったという
ことに気付き
ました。２代
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なってきています。これまで
は「ちゃんと売ってくれ」、「何
とかしてくれ」とかという話
が多かったんですけれども、
今では２代目自身が新しい取
り組みを開発していく、開拓
していくということに取り組
む動きになっています。仲間
もどんどん増やして欲しいと
いう話も、彼らにはしていま
す。自主的にマルシェや産直
に荷を出していくと、ものが
足らないなというのも、本人
らが気付き始めます。もっと
たくさん生産していかなけれ
ばいけない、仲間を増やして

いかなければ
ならないとい
うことも、彼
らが言い始め
ています。非
常に難しい課
題なので、こ
れは彼らに任
すだけでは、
達成できない

す。だから彼らのそういう感
覚で、若い消費者と提携しな
がら環境保全型農業を更に発
展させていけるかなあと今は
思っているところです。
　これは最後になりますけれ
ども、今年、先ほどのサンド
イッチ屋さんのところで、新
年会をやりました。その時
に、サントピアさんのオー
ナー森下さんから、「今夜は、
有機野菜農家の若者たちとの
新年会だった。彼らは真面目
でピュアな気持ちで農業に取
り組んでいます。生産者たち
の夢や悩みを聞いていて、彼
らの時代が必ず来ると確信し
ました」というメールを送っ
ていただきました。新規に参
入された方、また、障害者施
設で事務局をやりながら加工
用トマトを生産していただい
ている方もこの中に入ってい
ます。皆さんも非常に悩みな
がらやっているのですが、森
下さんが、「上りかけた山は
上りきろうな。途中で降りる
と気持ち悪いからね」という
激励をしていただいていま
す。時には、お叱りをいただ
いたこともあります。たとえ
ば、日曜日にイベントがあ
り、ものを売ってしまって、
月曜日のマルシェでは、もの
が無くなってしまったと言っ
たことがありました。そのと
き、「なに言うてんねん。商
売の基本がなってない。」っ

ことかと思っているのですけ
れども、以上のような意識が
生まれ始めてきたということ
が大きな成果だったかなと
思っています。どういう農業
を進めていくかということで
は、彼らはお父さんらに比べ
て、環境意識が強いように思
います。自分らが農業をやっ
ていることの意味合いを、
もっと社会的にアピールした
いと思っています。この点か
らも、彼らは環境だとか、安
全とかについて、お父さん、
お母さんらより、すごくしっ
かり持っているなあと思いま
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て、だいぶ怒られたことが
ありました。そのあたりか
ら、彼らの気持ちも少しずつ
変わってきたのかなと思い
ます。僕らが言うより、外
部の方からしっかり怒られる
方が、彼らも色々と気付きが
あるのではないかなと思って

います。まあ、こんなふうに
紀ノ川農協の中だけでなく、
色々な方に応援していただき
ながら、若者が少しずつ育つ
状況が生まれてきています。
これをなんとか大きな流れに
していきたいと思います。そ
ういう中で、環境保全型農業

と、それから品質保証の仕組
みをしっかり作ってきました
けれども、更に、彼らの感覚
感性で、発展させていただき
たいと思っているところで
す。


