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第8回社会貢献型インターンシップ 
「クラダシチャレンジ」in 北海道仁木町 

 

■活動内容：① 北海道仁木町のNIKI Hills ファームにてサクランボを収穫・選果

　　　　　  ② 北海道仁木町のNIKI Hills Wineryにて醸造所見学

                    ③ 仁木町役場の職員の方と交流　　　　　  

■開催期間：2021年6月24〜7月12日

■参加人数：大学生18人

 　※3班にわけ実施。各班6人の参加。

■実施企業：株式会社クラダシ （クラダシ基金にて運営）

#1. クラダシチャレンジとは



#1.クラダシチャレンジとは

クラダシ基金設立背景（クラダシチャレンジの狙い）
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事業



#1.クラダシチャレンジとは

 北海道仁木町クラダシチャレンジの概要
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　クラダシでは、地方創生やフードロス問題に興味がある学生が、人手
不足に悩む地方農家での収穫支援を通し、地域課題やフードロス問題
について考える社会貢献型インターンシップ「クラダシチャレンジ」を実施
しています。
　参加学生の旅費交通費や宿泊費、食費などは、地域経済の活性化と
社会発展に寄与するため設立した、「クラダシ基金」から支援していま
す。

＃クラダシチャレンジ in 仁木町

【社会貢献型インターンシップ「クラダシチャレンジ」とは】

　北海道南西部、積丹(しゃこたん)半島の付け根に位置する町です。
　サクランボ、りんご、ぶどうなどの果樹栽培、トマト、イチゴなどの施設野
菜、お米の生産など農業を主産業を主産業とする豊かな自然環境とおいし
い水が流れるのどかな農村地域です。特にサクンボについては道内有数の
生産地域として知られています。
　ワイン醸造への新規参入者の支援も行っており、隣町である余市とともに
「余市・仁木ワインツーリズムプロジェクト」を始動させ、ワイナリーツーリズム
を活性化させている町でもあります。
　しかし、総人口が約3500人と深刻な人口減少の問題を抱えており、　若年
層の労働力を確保し、主幹産業である農業従事者の減少・高齢化について
解決することが必要不可欠となっています。

【仁木町とは】
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「クラダシチャレンジ」による農家・自治体への効果
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①未収穫作物の収穫による新たな収益の獲得 
　地方では、農業人口の高齢化・労働者人口の不足によって、未収穫作物の発生が増加しています。 
　北海道仁木町で生産されているサクランボの収穫や選果には時間と人手が必要です。
　収穫作業の必要な時期に学生を派遣することで、未収穫による一次産品のフードロスが解決されると同時に、
　農家さんの新たな収益を獲得することができます。

②地方の関係人口の増加に貢献、若者を呼び地域振興に

　地元の方から見たら当たり前の風景でも、
　都心にいる学生から見ればとても価値のあるものに見え、
　地元の商品や土地に誇りを持つことができます。
　そして、SNS等を利用して地方の魅力を発信することで、
　地方の関係人口の増加を図ることができます。

③地元の特産品の購買促進に

　仁木町には、サクランボの他にも、多数のワイナリーや果物収穫
　が楽しめる施設など様々な場所があります。
　そのような素晴らしい魅力を、活動を通してPRすることで、
　購買促進・観光客の増加を図ることができます。

＃クラダシチャレンジ in 仁木町
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#2.毎日の記録

５日間のスケジュール①（Day1-3）
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<Day1>

9：00    成田空港出発
   10：30   新千歳空港到着
   12：30   昼食・自由時間
   14：21   仁木駅到着

              大黒さんによる送迎
   14：30   NIKI Hills到着
   15：20   ワイナリー見学 
                  舟津さんのお話を聞く
   16：20    NIKI Hillsのガーデン見学
   16：45    森の見学
   17：10    自由時間
   18：00    夕食（自己紹介カード作り）
   19：25    自由時間
   21：00    ミーティング

　　　　　<Day2>

7：00    朝食
8：00    サクランボのファームへ
             ファームの方々を含め自己紹介
8：30    サクランボ収穫開始
10：00  休憩
10：30  サクランボ収穫
11：00  選果作業
12：00  昼食
12：50  仁木町役場
15：00  NIKI Hills総支配人のお話
17：30  自由時間
18：00  夕食
              自由時間
21：00  ミーティング
22：30  夜景見学

　　　　　　<Day3>

7：00    朝食
8：00    サクランボのファームへ
            （徒歩）        
8：10    サクランボの木の剪定
9：00    休憩
9：30    サクランボの木の剪定
12：00  昼食
13：00  ワイン用のぶどう畑で針金張り
17：00  自由時間・コンビニへ
18：00  夕食
              自由時間
20：00   日報記入・ミーティング

＃クラダシチャレンジ in 仁木町



#2.毎日の記録

5日間のスケジュール①（Day4-5）

10

<Day5>

7：00     朝食
8：00     さくらんぼの収穫・選果
            （選果メイン）
12：00   昼食
　　　    舟津さん最後のお話
13：25   NIKI Hills Winery出発
13：41   仁木駅出発
16：00   チェックイン・お土産
17：00   搭乗手続き

17：35   新千歳空港出発
19：15   成田空港到着
20：00   解散

＃クラダシチャレンジ in 仁木町

<Day4>

7：00    朝食
8：00    さくらんぼの収穫・選果
　　　   北海道新聞社 余市支局支局長 
　　　   松嶋加奈さんとNIKI Hills 　　　　　　      　

Winery の三島さんによる取材
              ・インタビュー
12：00   昼食
13：00   さくらんぼの収穫・選果
17：00   自由時間
18：00   夕食（BBQ）
22：00   ミーティング



#3. 記録(SNS発信)
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 ▶ サクランボの収穫

さくらんぼの収穫は主に木製のハシゴに登って行 いました。さくらんぼの木々
は斜面上の土地に位置しているため斜面に対 してハシゴを設置する角度や、
設置したハシゴの角度を考えながら安全に登ることなど 様々気を配りな がら行
う必要がありました。 収穫1つ取っても多くの要素が含まれており、 さくらんぼ収
穫の難しさや危険性を感じ生産者の方々の努力を身に染みて感じ ました。 

さくらんぼの収穫の時期自体は 1ヶ月以上ありますが、 真夏になってくると
夏野菜やスイカを食べる人が増える 関係でさくらんぼの需要が全国的に減
るため、1ヶ月間に集中して収穫 し切るそうです。季節や人々の気持ちから
需要曲線が変化する農業の世界は厳しいなと思いました。

＃クラダシチャレンジ in 仁木町
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 ▶サクランボの収穫

さくらんぼの収穫は予想以上に楽しくて真っ赤に熟した サクランボを見つけると
宝物を見つけたようにウキウキし ました。私たちが収穫を行った翌 週が1番の
時期らしくまだ熟していないさくらんぼが多かった です。収穫しているときは楽
しかったが午後になると一気に疲れがこみ上げてき ました。半日だけでも自分
の体はヨレヨレ でした。私たちは 8時から始めたが農家の方は朝の 5時半から
夕方の5時までしているので農家の方々がいかに大変かがよくわか りました。
通常の会社の出勤だとこのようなことはないので若者が農家に就職する上で
のデメリットだとも思 いました。

４日間の農業体験を経て、一つのさくらんぼパックにこめられた想いや、大変さ、出
荷して消費者の手元に届けられた時の嬉しさなど、様々な感情を知ることができ まし
た。特にさくらんぼは、全工程を手作業で行っていて、この時期はみなさん朝 5:00～
夕方の5:00まで一日がかりで作業されていて、頭が上が りません。サクランボに限
らず、いつもスーパーで売っている野菜や果物をただ買うだけだが、今回収穫から
出荷までの過程を体験したことにより、より一層、感謝の想いが増し ました。「農業」
というものは、やはり都会に住んでいると、まったくの遠い存在に感じてしまいがちだ
が、普段の生活で欠かせない「食事」の根幹にあるものは、まさに「農業」の世界で
働いてくださっている方のおかげだと身に染みて感じ ました。私が大好きな「食」とい
う分野の根幹に触れることができて、農業の可能性や、こだわりぬいた各地の特産
物をより多くの人にお届けできる機会を設ける活動に、どんな形であれ携わることが
できたら、、、という純粋な思いを抱 きました。また、こういった学生による体験型イン
ターンシップで、考えを深める機会は、今後の人生に活きることで、このような活動を
与えてくださった クラダシの事業にも携わりたいという想いが芽生え ました。

＃クラダシチャレンジ in 仁木町
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▶Niki Hills Winery 総支配人によるお話

Niki Hillsが出来上がるまでの歴史を説明してくださったのですが、ガーデニン
グ、農業、ワインなど様々な分野でそれぞれの プロフェッショナル が集結して出
来上がったそうです。そんないろんな方のこだわりが詰まった素敵な場所でイ
ンターンができることを誇りに思ってがんばりたいと 感じました。

＃クラダシチャレンジ in 仁木町

生きていくうえで自分が大切にしていることは「楽しむこと」というお話を してい
ただきました。日本屈指のチャレンジャーの舟津圭三さんだからこその説得力
がありました。

人生ではじめて冒険家の方とお話する機会をいただき、人生を自分
のやりたいことや目標を達成させることで謳歌していてとても刺激的
でした。はたから見たら一見不可能なことのように思われることで
あっても自分の意志を貫き進められる人になりたいと感じ ました。

施設内を案内してくださった舟津さんは本当に魅力的な方で、すご
く刺激を受け ました。
人脈が繋がって、みんなが自分のスペシャリティを持ち込んで、化
学反応が起きているというか、相乗効果が生まれているような感覚
で、純粋にこういった取り組みに関われていることがいいなと思っ
たし、ジョインしているみなさん本当に人生満喫しているなと思 いま
した。

「自分の人生は自分で作り上げる、人生にはいろんな選択肢があ
る、だからこそ、好きなことを見つけてほしい。好きなことを見つけ
るには、経験する・本を読むことなど、あらゆることを体験するこ
と」という言葉が心に響いた。舟津さんの経験からしか、生まれな
い言葉に感銘を受け ました。

ワイナリー見学は舟津さんのガイドがとても丁寧であったこともあ
り、さながら博物館見学のよう でした。Niki Hillsの歴史を聞くうち
に、舟津さんが大切にしている開拓者精神の一端にふれること
ができたような気がし ました。
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▶ サクランボの選果

さくらんぼの選別は、色が 65％以上で２Lサイズ、LMサイズ、色がそれ以下のもの、傷がついているもの という４段階にわか
れていました。私からすれば全然食べられるのに少し虫に喰われていたりかけていたりするとゴミ箱行きなのがもったいな
かったです。その理由としては、「秀」として出荷されたさくらんぼに欠陥があった場合企業全体のイメージや信頼に悪い影響
を与えるからだそう です。農家側がもったいないと思っていても自らのイメージをよく保ちブランド力を自信を持って掲げるため
に仕方なく規格外の農作物を処分しているのだと 思いました。捨てることによる売り上げ金額の損失よりも信頼の損失の方が
大ダメージを受けるという言葉が心に響 きました。

選果では、秀 >優の順でさくらんぼをパックに詰めるという作業を行 いました。秀はさくらん
ぼの赤みが 65%以上の形の綺麗なもので、優は赤みが 30%以上の形の綺麗なものという
それぞれ基準が設けられて いました。この「選果」という作業は消費者に届くまでの最後の
作業であり、消費者の顔を思い浮かべながら想いを込めて取り組める作業だから、個人的
に非常にやりがいを感じる作業であると感じ ました。

午前中はサクランボ収穫、「もぎ」を体験させていただきました。サクランボを採る基準として、色が 50％以上のもの、虫に食われていないも
の、割れていないもの、などがあり、各自に配布された籠の中にいれるときも実が傷んだり熟れてしまわないようにやさしく入れることを心掛
けながら収穫しました。そして、「選果」という作業は収穫されたさくらんぼを色味の付き具合や大きさ、傷の有無などを注意深く見るものです。
普段スーパーなどで買っていたものは本当に傷がなく基準を満たした、厳選されたものなのだなと感じた。午前中のみの作業であったのにと
ても疲労感があったので、この作業を毎日行っているファームの方々はすごいなと改めて感じ ました。
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▶ワイン用ぶどう畑の手入れ
午後はワイン用のぶどう畑に入らせていただき、ぶどうの枝が折れないように支えるために針
金を張り直す作業をさせていただ きました。ワイン用のぶどう畑と言うのはワイン好きの方か
ら羨ましがられるほど、畑に入ること自体が貴重なことだとワイナリーの方々がおっしゃってい
たのでより緊張感を持って作業に取り組 みました。ぶどうはスーパーや市場で売っている状態
のものしか目にしたことがなかったため、ぶどうの実がまったくなっていない状態の、まだぶど
うの花のつぼみができ始めた段階のぶどうを見させていただいたのはとても新鮮 でした。わた
したち6人はぶどう畑全体の 4分の1もいかないくらいの量を午後の時間をすべてかけて行った
のに対し、ワイナリーの方は 3人ほどでこの作業を数日もかけずに終わらしてしまうそう です。
ワイナリーの方々は作業効率も良く、なおかつ丁寧で、ぶどうの職人なのだと感じさせられ
た。 さくらんぼ畑と異なり、ビニールシートなどが一切ない、直射日光のなかの作業は大変な
ものだったが、ワインとなるぶどうに触らせていただいたこと、貴重な畑に足を踏みいれさせて
いただけたことなど疲れよりも感謝の気持ちでいっぱい でした。

＃クラダシチャレンジ in 仁木町

さくらんぼの熟成具合が低いということで、ワイン用ぶどう畑のお手伝いをさせていただいた。
今回のぶどう畑は関係者しか立ち入ることができず、ワイン好きには喉から手が出るほど興
味があると言われるほどの場所だと現地の方が話していらっしゃり、感謝の気持ちが込み上
げました。
ワイヤーを用いてぶどうの茎が真っ直ぐ伸びるよう手を加えるという作業を行いました。見渡
す限り広がるぶどう畑の大きさに、この作業を毎日行っている現地の方には頭が上がらない
と感じるほどであり、農業とは地道かつ繊細な気の遠くなるような作業を日々継続して行うも
のなのだと農家の方々の見えない努力の大きさを心から感じました。
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▶サクランボの木の剪定

さくらんぼの木の剪定を 行いました。さくらんぼは陽の光に当たると赤く色づく
ため、木の下の方になっている実にも光を当てるために、 この作業を行いま
す。こちらもさくらんぼの収穫と同様に木のハシゴを使って行うのだが、未だ
に登って作業をすることが怖く感じてしまい、途中からハシゴに登らずに剪定
することができる長いハサミのようなものを使わせてもら いました。しかしこの
長い剪定バサミも重く常にハシゴからは切ることのできないような上の方にあ
る枝を切らなければならず少し大変な作業 でした。しかし、作業しているうちに
木の枝の間から木漏れ日が差し込み始めているのを見てすごく達成感を味
わいました。ひとつひとつの作業に明確な意図がありどれを除いてもこの美
味しいさくらんぼはつくることができないのだと感じ ました。

＃クラダシチャレンジ in 仁木町
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▶NIKI Hills ファーム職員の方々からのお話、NIKI Hills Wineryでの出会い

従業員の方とお話する機会が多くあり、この職に就いた理由やこれから
の展望、自分の想いなどを共有することができ ました。農作業に関わる方
とお話する機会はこれまでほとんど無かったため、今回の話を通した学
びは自分にとって非常に大きな価値があ りました。考え方や視野が広
がったと実感し ました。

ファーム責任者 である福森さんが口にしていた 「一次産業における本当のフードロスは、
消費者が商品を買ってくれないで、商品が残ってしまうこと。傷物などを捨ててしまうの
は、フードロスではない。」と言う言葉を思い出しながら、選果を行いました。 消費者に選
んでもらえるような商品を作るために、傷物などをできるだけ正確に取り除けるように、
注意しながら作業をしていましたが、同時に捨ててしまうさくらんぼも何か再利用できな
いか、考えていました。

＃クラダシチャレンジ in 仁木町

NIKI Hills Wineryに滞在していらっしゃった 旅好きのゲストの方から、旅の良さや人生、
この世の中についての話をし ました。「旅先で出会った人から人脈を広げられる。出会っ
た人のつながりから、様々なことに興味を持てる。」倉本さんには仁木に来た背景や DAC
グループの社長の話を聞いたりし ました。「一緒に働く人や環境って、とても大事。どれだ
け自分のやりたいことを追求していても、人と環境が悪ければ、楽しくない。」「社会人に
なる前に、やりたいことなんてわからないよね。とりあえず、社会に出てから、やりたいこ
とって見つかると思うよ。」作業から得られる経験と、人とコミュニケーションをしながら得
られる知識。日常生活で得られないことを、たくさん吸収出来て、多くの心に響く言葉をも
らえて、とても嬉しい です。
また、農業の仕組みや、農協の共選と、個選の違いも学べ ました。

「農業」に対するイメージは、若者にとってはまだまだ手を出しづらいマイ
ナスイメージが強い。けど、今は、機械も進歩して、だいぶ農業も発展し
てきている。若者が農業を始めるケースも増えてきている。このように、若
者世代が農業を始めやすくするプラットフォームづくりをしていきたい、と
いう話を聞き、非常に印象的でした。
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　▶NIKI Hills Winery ワイナリー見学

ワイン作りについては、長い時間をかけて、丁寧に丁寧に作っていることを教えて頂きました。
苗からブドウを手に入れ、水量に気をつけながら生産、甘さと酸っぱさのバランスが絶妙なタイミングでブドウを収穫し、搾ってブ
ドウジュースにしたあと、樽に入れ、甘さの完成形の度合いによって発酵のスピードを変えたりしながら醸造。ワインボトルに入
れ、さらにそこから醸造させる。シャンパンの場合は、ただ二酸化炭素を入れる訳ではなく、ボトルに酵素を入れて再発酵させて
二酸化炭素を発生させた後、少しずつ角度を変えながら空け口に滓を集め、冷凍させて取り除き、蓋をする。とても丁寧に、いろ
んな工程を踏んで製造していることが分かり ました。また、ワイナリー経営は初期投資を回収できるのに時間がかかるので楽で
はないことを 実感しました。

ワインは長い長い年月と手間をかけ土壌から発酵、瓶にワインを入れるまで、たくさんの
工程を経て作られるということ、土地の土壌や天候によってワインの作り方が大きく変わ
るというお話が非常に印象的でした。 土壌、土はとても貴重なものであることを再認識し ま
した。

＃クラダシチャレンジ in 仁木町

ワインを作る中で景観を意識したり、もともとはワインを作るのに向いてない土地でワインを作る工夫と歴史が感じられ
ました。

クラフトビールの工場には行ったことがあるのですがワイナリーは初めてで した。まずワイナリーの広さに驚き、温度
管理も徹底されていること、 機械に多額の費用がかかっていることも驚 きました。また、スパークリングワインは二酸
化炭素後から入れるというやり方ではなく、ボトル内で発酵させて作り出す手法に、ワインへのこだわりを感じ ました。
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▶NIKI Hills Winery ワイナリー見学

NIKI Hills Wineryは、石川さんと舟津さんをはじめとした６人で描いた夢が実現した形であ
り、人々の想いが詰まった場所だと感じ ました。
始めは、荒れ地状態であり、手作業で土地を整備し、森の木々を伐採し、ガーデンに綺麗
な花を植え、、、０から作り上げた軌跡に感動し ました。相当な努力と想いの結晶 です。
7haもの広大な土地に広がるぶどう畑。そのぶどうから作られる仁木のワイン。ぶどうを３
年間かけて育て、秋に収穫し、赤ワインなら 2~3年熟成、白ワインなら１年熟成させるとい
う工程を経て、ようやくワイン１本が完成。また、設備投資費もトータルで１５億円と聞き、ワ
イン作りは相当な年月と費用がかかることを知り、驚 きました。１本のぶどうの木は、ワイ
ン３本分。１樽は、ワイン３００本分。
今日では、北海道がワインの産地として１番良いと、世界からも認められるほどで、仁木町
はワインを通して経済活性化を目指している そうです。
第一次産業で働く最前線に触れ、私たちが飲むワインには、長い年月と人々の想いが込
められていることを実感し、日々の食事のありがたみを、より一層感じ ました。
 

＃クラダシチャレンジ in 仁木町
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▶仁木町役場での意見交換
 

＃クラダシチャレンジ in 仁木町

＜仁木町役場の方々のお話＞
・町の現状
少子高齢化がすすみ、若者が流出してしまうことが問題のひとつとして
挙げられてい ました。仁木町内に生徒の数が少ない小中学校が二つし
かなく、こどもたちは高校に進学すると小樽などに行くようになり、大学に
進学すると札幌や地方に行ってしまうという状況であることを知 りまし
た。また、仁木町内にスーパーマーケットや医療施設がないために、隣
町である余市町に行かなければならないという生活するうえでの不便な
ことがあると知り、こういった身近な不便さも人口減少につながっている
のではないかと感じられ ました。

・農業
仁木町の住民の９割以上が第一次産業従事者であり、年中様々な農作
物が取れるそう です。しかし農業従事者が足りていないために収穫しき
れない作物も多く、食品ロスも多く発生していると 伺いました。外国人技
能実習生を受け入れている そうですが、新型コロナウイルスにより来日
できず、被害を受けた農家さんもいたそう です。仁木町は地理的にフ
ルーツ産業が主流なため労働集約型の農業に依存しているが、フルー
ツは輸入製品が多く、値段が高騰した際野菜のほうが売れるため、さく
らんぼなどのフルーツからミニトマトにシフトしている というお話も伺いま
した。

仁木町は、社会増減にはさほど変化がな
く自然減が多くなっているということで、日
本の少子高齢化の何がどう問題なのかが
明確になりました。環境問題でもそうだ
が、一番最初に問題に真正面から向き合
わなければならないの が地方の自治体な
のだなと思いました。『人材不足』が一番
大きな問題で、どのように人を呼び住んで
もらうかは本当に難しい問題だと感じ まし
た。今日話していて正直、考えるべき内容
が増えたような気がしていて一言で『地方
創生』とは言ってもなかなか一筋縄ではい
かないなと思 いました。

地方創生は、人・町・仕事の循環であ
ること、「町を持続させること」が課題
であること、今後は都市部よりも長い
目で見れば、地方移住の方がメリット
が多いのではないか、などの話が印
象的でした。



 
 サクランボ収穫から出荷までの流れ

収穫！！！

選果！！

トラックに積んで・・・

選果場へ！！

出荷！！！



※参加者のクラチャレに関する SNS投稿の一例

SNS発信について



※参加者のクラチャレに関する SNS投稿の一例

SNS発信について



#4. 参加者の声



#生産物フードロス削減の難しさを知る

 生産過程で取り切れない作物がある、食べ残し・売れ残りのフードロスが大

量に発生している。フードロス問題に関心を持っていた自分ですが、その表

面的なところだけを見ていたことに気づきました。実際にさくらんぼを収穫する

際には、1ヶ月という短い期間で収入を最大にするために、赤くたくさんの実

がなっている木を優先しなければならず、タイミングを逃すと取ってもらえない

実が出てきてしまう。

 また、企業がフードロスを減らすため、作物の消費を減らすことで、需要が減

り、作物の価格が下がって農家さんの収入に影響している。そもそもフードロ

スは何が問題なのか。もったいないことなのか、ゴミとなりCO2になることか、

途上国と先進国の間に流通食品量にギャップがあることなのか。もし途上国

の飢餓をフードロス削減で解決したいのなら、需要が減ることによってただ価

格が下がる結果に終わるのではなく、その余剰作物が途上国へ回る仕組み

を整えなければならないと思いました。

【名古屋大学4年 佐々木あみ】



# 食物の繊細さと人の補綴性

　目の前に「ある」という事実が、どれほど稀有なことか。生活の外部化が
進み切った現代では、食べ物が消費者の前に現れるまでの過程すらも、
見えなくなっています。今回のクラダシチャレンジでは、さくらんぼの収穫
などを通じて、果実そのものの繊細さ、収穫や選果の作業の大変さを知
りました。貨幣と交換できることは確かに便利です。ですが、その利便性
や或いは市場価値の為に、ノイズとして退けられたり見えなくなっている
ものが確かに存在している、それを肌で感じました。
　また人という存在そのものについても思案する機会にもなりました。互
いに支え合っているからこそ、一人で成す以上の力を発揮することが出
来る、換言すれば、一人の人間が弱さというものを本質的に持っているこ
との裏返しだと思いました。フードロス然り、人口減少然り、人間の相互
依存性を抜きに取り組むことは出来ません。非常に学びのある、望外の
幸福とも言える5日間でした。有難うございました ...！

【立教大学3年 伊墻宗一朗】



# つなぐ農家の人々の思い

農業は戦争だった
　最初は「楽しそう」と軽い気持ちだったのですが実際に自分が働いてみると
体力的にかなりキツくて収穫しきれないほどのさくらんぼに追われて想像との
ギャップがありました。

さくらんぼへの誇り
　さくらんぼファームの方全員が自分たちのさくらんぼが日本一だとおっしゃっ
ていてまさにその通りだと思いました。農業従事者のかたがこれほどまで熱い
思いを持っているということを間近に感じられて本当に刺激を受けました。

実家に仁木町のさくらんぼが🍒
　私もびっくりしたのですが、実家にお中元として送られてきたさくらんぼがな
んとNiki Hillsのものだったのです！これも何かのご縁だと思います☺家族が
「本当に美味しい！」と言って食べているのを見て汗水流して育てて収穫した
さくらんぼがちゃんと消費者につながっているのだと改めて実感しました。

【早稲田大学2年 松本真左子】



# 関わることでみえてきた壁

　農業という生産の場では食品ロスが出ているのか、ということが一番
自分のなかで興味があることでした。さくらんぼをつくり市場に出すうえ
でどうしても採りきれないさくらんぼが出てきてしまう、というのが現状
だと知りました。さくらんぼは追熟しないために、赤く色づいたものから
優先して収穫され、まだ白いものはとり残されるのだが、再度その残さ
れたさくらんぼを採りに同じ木に戻ってくるということがほとんどないと
聞き、こんなにも美味しいさくらんぼが誰にも味わわれることなく地面
に落ちるか枯れていくのだと思うと悲しい気持ちになりました。
　流通過程や、消費過程だけでなく生産過程でも食品ロスが出てし
まっているのは改善しなければならないと感じたけれど、人手不足の
問題などにより完全にゼロにするというのは正直厳しいと思いました。
しかしゼロに近づくための方法はあると考えます。これからの様々な学
びを通して食品ロスを限りなくなくすことのできる策を考えていくことが
私の課題です。

　【立命館大学  2年 植草七海】



# 縁を大切にすること

　私は今回のクラダシチャレンジで、「人との縁を徹して大切にする」ことを学びま
した。
　DACグループの石川社長は、自分たち一学生にテイスティンググラスや舟津圭
三さん著の書籍を贈ってくださり、その他にも手厚く丁寧にサポート・また接してく
ださいました。石川社長の一期一会の縁を大切にする生き様に私自身非常に心
を打たれました。一瞬の出逢いを一生の出逢いにしていくところに、縁を大切にす
るという本質があると感じました。その他にもインターンシップを通して少しでも社
会を知る機会となり、現地の実務家の方々からお話を伺うことで自分の視野と進
路選択の幅の拡大を行うことができるなど、非常に多くの学びがありました。今回
の第8回クラダシチャレンジin北海道仁木町に参加できて本当に嬉しかったです。
必ず今回の経験を自分の成長や将来に繋げていきます。現地で出逢った方々、
共にインターン先に足を運んだ5人のメンバー、このような機会を与えてくださった
株式会社クラダシの方々への感謝の気持ちを忘れず、これからも堂々と自分の人
生歩んでいきます。自分にとって一生涯の経験となりました。同時に人としての生
き方を学ばさせていただきました。
　大変にありがとうございました。

【創価大学3年 楠瀬 流永】



＃地方創生から”生き方”を学ぶ

　私は今回のクラダシチャレンジを振り返ってみて、食の大切さ、地方が抱え

る課題の現状について知識を深めることができたのはもちろん、”生き方”につ

いて学ぶことができた5日間だったように感じています。

　東京で暮らしていると生き方に限りがあるように感じてしまいがちですが、仁

木町を訪れて百人百様の人生と出会うことが出来ました。

ある方は、若くして南極を横断した世界的冒険家であったり、ある方は脱サラ

後ワインの醸造家としてご活躍されていたり。情熱をもって果物を生産する農

家の方や仁木町の良さを更に引き出そうと奮闘する役場の皆さんも、それぞ

れ様々なバックグランドの中、仁木町という場所に集まっている。一つの町を

きっかけに、人と人の化学反応が起きているような、そんな仁木町に自分自身

も惹きつけられ、地方創生というテーマに新しい可能性を見出せたように思い

ます。

　実りの多い濃密な5日間となりました。関係者の皆様、本当にありがとうござ

いました！

【早稲田大学4年 木村優衣】



# 体験の中での学び。その先でできることとは？
　今回初めて農業に携わった私にとって、この五日間は毎日が学びに溢れていて興味深かったと同時に、現

場の方々から発せられる言葉の数々や実際に体験してみての苦労や現実を知ると苦しくもなりました。

　体験を通してNiki Hills Wineryではすでに、ギフト用・秀・ハネといって出来栄えによって売り方を変えていた

り、もぎり方に注意して傷みやすい繊細な実を傷つけないように収穫していること。また『フードロスに取り組む

のなら、まずは商品を買って欲しい』という言葉から、フードロスは生産者がいくら頑張ってもなくなるものでは

なく、消費者の心がけや取り組み、意識が変わって初めて捨てられる食べ物が少なくなるということを知ること

ができました。では、どのように消費者の考え方や消費行動が変化するのでしょうか。私自身は、さくらんぼが

店頭に並ぶまでの過程を福森さんから伺い、実際にもぎりと選果に関わった中で1パック約600円に対する考

え方が少し変わりました。体験や現場の声を通して知った、雪おろしからビニールハウスを立て、肥料や農薬

を撒いたり、蜂を使うなど常に自然と勝負している一年間の過程。これを大半の消費者は体験することはない

ので、苦労を想像することは容易ではないと思います。私自身ができることは何か。この問いを常に頭に置き

ながら作業をしていました。

　五日間考えて行き着いたのは、人になるべくわかりやすく『伝える』ということでした。私がまず、この先できる

ことはSNSによる体験のシェア、クラチャレの宣伝、また現在住んでいる寮での体験発表会だと思います。こ

の夏に全てを行うべく現在、コンテンツを作成しています。長期的には、日本産の商品を買うことや、農業につ

いて詳しく調べそれも伝えられる人材になることだと考えています。伝えることは大きな誤解や混乱を招くこと

もあるので慎重にかつ、迅速に行いたいです。

　どの分野でもそうだが、私たちは何か出来事が生じた際その背景や対となる立場に何があったのかを見落

としがちです。SNSがコミュニケーションの主流になり一見情報が多様にあるように見えますが、この『背景が

見えなくなる現象』は年々顕著になっていると感じます。今回、クラチャレで生産者の立場を知ることができた

のでこれからもできるだけそういう機会に参加すること、常に想像力を働かせ、相手の立場の人の思いなどを

汲み取ることを大切にしていきたいです。

【トロント大学3年環境学専攻　髙橋典子】



 ＃ 仁木町とNiki Hillsに赴いて

　今回、クラチャレに参加して実際に現地で収穫、出荷の支援をさせ
ていただく中で、現場のシビアさや、プロ意識の高さ、仁木町の雰囲
気など、机上の議論では得られない知見を得ることができたと思い
ます。特に、Niki Hillsや仁木町役場で実際に働く方の意見を聞けた
ことは大きく、これまで座学中心だった地方創生やフードロス問題に
関しての学びに新しい視点が加わるとともに、それらをより身近で具
体的な問題として感じられるようになりました。
　仁木町で過ごした５日間は非常に有意義なものだったが、これから
もこの５日間で得た学びを忘れることなく、折々で思い出して行動す
ることで、今回の経験をさらに有意義なものへと高め続けたいです。
また、今回のように実際に現地、現場へ赴いて学ぶという姿勢を大
切にし続けたいと思いました。

【東京大学２年 　藤尾光一】



# 視点をアップデートし続けること

　クラチャレは春休みにも一度参加させていただいたので、今回が二
度目の活動でした。前回の西之表市での活動は自分にとって初めて
の農業体験・地方での就労体験だったため、自分自身の「農業観」「地
方観」を形作る大きな機会でした。ただ、今回の仁木町でのクラチャレ
は前回形作られた価値観をさらにアップデートしてくれた。農業従事者
が必ずしも年配ではないこと。ラグジュアリーな産業にもなりうること。
いわゆる「古き良き田舎農業」像がいつでも当てはまるものではないこ
と。これらのことは、実際に複数の自治体に足を運び、土を踏み、その
地の農業従事者とともに働いてこそ初めて得られるものだと思いま
す。
　農業だけにかかわらず、ひとつの事例だけ見てそれを知った気にな
ることの危うさを再認識するとともに、この国にもまだまだ知るべきもの
・見るべきものが山ほどあるという事実に再度興奮を覚えることができ
た経験でした。

【早稲田大学４年  上村幸平】



# アリとトリの視点を持って仕事をすること

　

　今回はさくらんぼの収穫や選果など、単純作業が多かったです。
　スタッフの方々を観察したりお話を聞く中で、「単純な仕事をこつ
こつやりつつ(アリの視点)、その仕事がどのように自分が目指す
社会に繋がっているのか(トリの視点)」を考えながら仕事をしてい
ることを学びました。

　この2つの視点をバランス良く持つことが、同じ作業を繰り返して
いても目標を見失うことなく取り組むことができるコツだと思いまし
た。

【東京都立大学４年　小澤萌子】



＃ 両者のサイドから

　新しい経験ばかりで新鮮な5日間でした。
　農家の方のお話を伺い、農協の仕組みなどから自分が思ってい
た農業よりも厳しい状況下での仕事だということを実感しました。
　さくらんぼ1つ収穫するのにも1年かけて、実がなる前から想像を
遥かに上回る労力やお金、そして農家の方々の思いが詰まって
いるのだと知り、衝撃でした。
　今まで消費者サイドからの視点でしか農業について知ることが
できなかったが、今回のクラチャレで生産者サイドからも物事を見
ることができ、食べ物への意識もより一層強く持つことができる
きっかけとなって、勉強になりました。

【東京女子大学２年 田中佐紀】



＃ サクランボの背景に

〜”真っ赤な宝石”サクランボに詰まった思い〜

　”美味しいフルーツ ”。クラチャレに参加するまでの私にとって、サクランボはそんな存在
でした。しかし、今回クラチャレに参加し、サクランボには美味しい実だけではなく、 ”沢山
の人の思いと努力 ”が詰まっているのだと気付かされました。自らの手でサクランボをも
ぎ、選果するという実体験を通して、いかに沢山の人の思いと時間、労力が農作物に込
められているのかを痛いほど感じたからです。
　スーパーで毎日のように、傷一つない野菜やフルーツを目にしていると、私たち消費者
はその商品の背景にどれだけたくさんの人の思いや努力があったかを忘れがちであ
る。SDGsの目標12では、「つくる責任  つかう責任」と称し、持続可能な生産消費形態を
確保することについて定められています。農作物の背景に着眼し、その実態を知ろうと
すること。このことが ”つかう責任 ”の具体例の１つとして挙げられると感じました。またク
ラチャレに参加することも、この責任に繋がることだと実感し、より多くの学生にクラチャ
レに参加して欲しいと強く感じました。
　また、今回のクラチャレを通して、地方創生についても多くの気づきがありました。私に
とって仁木町がそうであったように、日本には実際に訪れることでその良さに気づかさ
れ、また来たいと思わせてくれるような地域が多くあると思います。そんな素敵な地域と ”
ヒト”との間にどのようにして接点をつくり、つなげるのか。そのマッチングが地方創生の
鍵となると感じました。
　クラチャレへの参加を終えた今、クラチャレで得た経験・学び・つながりをヒントにフード
ロスや地方創生について何らかの行動を起す責任が私にはあると感じています。

【上智大学２年　林　絵莉花】



# いい出会いに、いい環境。

　他大学の学生とオフラインで会って交流するという機会は今回が初
めてだったため、期待とともに不安も抱えていたが、波長の合うメン
バーばかりで、非常に楽しい時間でした。また、仁木ヒルズの方々は
興味深い経歴をもった方が多く、ひとつひとつのお話が人生観が変わ
るような刺激的な内容で、都会では得られない濃い時間を過ごせまし
た。
　今は東京在住だが、元々は地方出身で、この 5日間仁木町で静かな
暮らしをして、改めて自然の良さを再確認できたと思います。人間は自
然なしには生きられません。農業はそういった意味でとても大切な役
割を担う産業です。自然の恩恵を肌で感じる農業の良さを広め、自然
のありがたみ、農業の楽しさを知る人を少しでも増やしたいと思いまし
た。
　今回のメンバー、現地の方々、クラダシの皆さん、そして、最高の環
境に感謝したいです。

【創価大学３年  荻野啓一朗】



# 一人一人の想い溢れる町　仁木町

　収穫からパック詰めまで、全部手作業で行うさくらんぼ。早朝5:00から夕方

17:00まで、毎日収穫・パック詰め。その想いはただ１つ。「消費者の元に美味

しいさくらんぼを届けたい」。都会に住んでいたら、遠い存在だけれど、農業と

向き合っている人がいてくれるから食事ができている。日々、当たり前に感じて

いた食材に対する感謝の気持ちがあふれ出ました。そして、宿泊施設のNiki 
Hills Wineryの方々の心の温かさにたくさん触れることができた５日間。「もっと

町を盛り上げたい！」「こんな人生を歩みたい！」1人1人のありたい姿・成し遂

げたい夢に向かって働く姿に刺激を受けました。

　自分の知らない遠い世界をまだまだ知っていきたい、色んな人の話を聞きた

い、という好奇心が芽生えるきっかけとなったクラダシチャレンジに、参加してよ

かったと心の底から思います。参加していなかったら出会えていなかった班メ

ンバーとの出会いも、かけがえのないものとなりました。最高の５日間でし

た！！！

【早稲田大学３年 左貫菜々子】



# 唯一無二の生きた経験

　今回の研修に参加して感じたことは、とにかく現地に行き多くの人と
交流することが、課題解決のために重要だということだ。農業と遠い生
活をしてきた自分にとって就農体験と農家の方々との交流はこの上な
く新鮮で、農業や食について新しい考え方を持たせてくれました。
　町役場での議論では、自分が「まず人口増加を進めるべき」という先
入観を持っていたことに気付き、それぞれの地域が目指す地方創生の
あり方を改めて考えさせられました。他にも新たな課題を見つけたり疑
問を多く得たりしたが、同時にそれらの解決の難しさも痛感しました。
　問題の複雑さや多様さをリアルに感じることができるのも、フィールド
ワークの良い点だと感じました。そして、 5日間を共にしたメンバーとの
交流も凄く貴重だったと思います。近い志や興味を持つ学生と生で交
流できることもまたこの研修の素晴らしい点でした。

【筑波大学3年 社会・国際学群　井戸大貴】



# さくらんぼづくしの生活

　仁木町の大きな魅力であるさくらんぼを生産する現場に５日間お邪魔
し、仁木町の魅力に内側から触れることができました。思い出の写真は
さくらんぼの選果を教えていただいたお母様、お姉さまと撮らせていた
だいた一枚です。私の中で選果の作業が一番心に残っていて、働くた
めに必要なことと仁木町のさくらんぼのよさを同時に知ることのできた
思い出です。
　働くために必要なこととは、さくらんぼの選果には決断力、その日生産
するさくらんぼの品質や量をきめる力とその指示についていく信頼関係
を間近でみることができたことです。
　そして、仁木町のさくらんぼのよさは味や形の良さはもちろんですが、
農家の皆様が大切にすばやくお客様に届けるための努力故だとわかり
ました。このような貴重な体験ができ、本当に充実した５日間でした。
　

【上智大学３年　大畠沙弥】



# 何にも変えられない、貴重な５日間

①活動を通して
　収穫から選果・パック詰めまでを行い、初めて商品として市場に出せる状態にな
ることを知り、スーパーに並ぶ商品の裏側を学べた貴重な機会だったと感じます。
また、「土日だから」と休むことなく朝から夕方まで収穫と選果を行い、消費者のも
とに届けるという流れには多くの人の想いが込められていて、より農家の大変さと
農業の魅力に気付くことが出来ました。

②人との出会い
　南極横断をした人・豪で農業をしていた人・宮城県にホタテの養殖を広めた人・
仁木町長など普通では出会えない、貴重な方々とお話しすることが出来ました。ど
の方も自分の人生に責任をもっていて、「こうしたい」という想いを実現させている
からこそ、キラキラしていました。自分の人生を見直すきっかけになり、挑戦心を忘
れず「やりたい」という心の声を大切にしていきたいと感じました。そして自分も将
来農業に関わる生き方をしようと活動を通して決意しました。

【宇都宮大学  ４年 島村愛実】



# 美味しいもので溢れている町、仁木町

　五日間、私たちは毎日仁木ヒルズの職員の方に作っていただいた豪華
な手料理をお腹いっぱい食べて、農作業をしていました。朝早くから始ま
る農作業に備えて、早朝から私たちの朝食の準備をしてくださり、本当に
ありがたかったです。一番印象に残っているのは、四日目に行った BBQ
です。仁木ヒルズの方に頂いた仁木ヒルズの白ワインと、差し入れでいた
だいた生の帆立が非常にマッチして美味しかったです。
　また、収穫の際、さくらんぼを食べながら作業を行うことができ、数え切
れないほどのさくらんぼを食べました。本当に仁木町のもぎたてのさくら
んぼは美味しく、全国の人にこの美味しさを伝えたい！と思いました。仁
木町には、さくらんぼの他にもブドウやリンゴといった名産があるので、是
非沢山の人に足を運んでいただき、この感動を味わって欲しいと思いま
す。

【上智大学三年　鈴木　華】
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今回のクラダシチャレンジの開催地である仁木町やサクランボ収穫の風景。
参加者や仁木町の方々の思いがたくさん詰まった動画です。

こちら をクリックし、ぜひご覧ください！！！！！

https://youtu.be/PLEgZt-fEfI
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クラダシチャレンジ総括
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クラダシ基金は、地域経済の活性化と社会発展に寄与するために建てられました。

社会貢献型インターンシップ「クラダシチャレンジ」 は、学生を地方農家に派遣し、学生と地方農家を繋ぐエコ
システムを実現し、地域経済の活性化とフードロス削減を図ってまいります。

株式会社クラダシは、仁木町以外の自治体でも支援を引き続き行なってまいります。

ご質問・ご相談等ありましたら、お気軽にお問い合わせください。

•活動中｜未収穫品から新たな収益を生み出し、経済面で地方・農家を支えます。さらに、学生の派遣によ
り町に活気をもたらし、地域の魅力を SNS等で発信することでさらなる発展のパワーに繋げます。

•活動後｜学生が自治体や農家の方 1人1人の温かみに触れ、地方・農業の魅力を体感することで、将来
のキャリア選択を通して地域に貢献しようという意識が芽生えます。
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会社概要
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株式会社クラダシ

2014年7月

東京都品川区上大崎３丁目２−１ 目黒センタービル 5F

代表取締役社長　関藤 竜也

社会貢献型ショッピングサイト「KURADHASHI」の運営

https://www.kuradashi.jp/　(ショッピングサイト)

https://corp.kuradashi.jp/（会社HP）

事業内容

社名

設立

所在地

代表者

URL

https://www.kuradashi.jp/
https://corp.kuradashi.jp/

