ＦＣＮ株式会社 代表

将来を担う子 供 た ち の
食はこのまま で い い の か

椎名伸江

を開くに当たっての許可も必要でし

私の子供時代には塾なんてもの

昆

た。ただ、本当にすぐやらなきゃと

を説明して、保護者の方々が困って

は存在しなかったけれど、今はそう
椎名

いるのでたぶんニーズはあります、

思って。企画書を書いて、塾の実態
確かに共働きの方も多いし、塾に

私たちは絶対にできると思いますと

いうニーズがあるんですね。

通っている子供も多いので、そうい

いう勢いだけでお金を貸してもらっ

は、塾や学童に「子ども向けの仕出

昆吉則（本誌編集長）

が塾で食べる夕食をどうしたらいい

れども、その保護者の方から「子供

小学校で栄養士をしていたのですけ

椎名

で、すぐに学校給食の仕事は辞めよ

くお弁当を届けたいなという思い

思ったんです。そうしたら一刻も早

育ったりするのはちょっと嫌だなと

フードだったり、コンビニ弁当で

もたずにやめちゃったよ。注文が当

かお弁当業者を入れたけれど、１年

う感じでした。「ただ、今まで何軒

方で、できるならすぐやって

椎名

昆

私もびっくりしたんですが、

う問題もあるようです。そして、た

て、会社を立ち上げました。それ

月に会社を

ぶん私たちよりエリートになる子供

行って、直談判という形ですね。

で、大手学習塾の社長さんに会いに

う思いで、２０１３年

立ち上げました。サービスを始めて

のではないかと。彼らがファースト

たちが塾に通って、中学受験をする

し弁当」を提供するサービスをされ

のかわからない」と相談を受けたん

うと。

日だったり、時間厳守だったり、平

きっかけを教えてください。

ています。事業化に至るまでの経緯

ですね。お母さんも働いていらっ

昆

日は必要とされないけれど夏休みと

その反応はどうでしたか？

や大切にされている思いについて伺

しゃるので、子供にお金を渡すと好

も、始めるのにお金も、いろんな許

か忙しかったりと売上が不安定だか
会社を興すことも、このお店

とい

らね。仕方なく、近くで買っておい

!!

一昨年までは東京都練馬区の

いたいと思います。

きなものしか買わないし、夜の分の

椎名

可も要るんでしょう？

その社長さんがすごく柔軟な

椎名伸江（ＦＣＮ㈱代表）

お弁当を朝つくって出かけるという

そういう思いを持ったとして

ランスが良くて、日本の旬のものを

のは難しいのでどうしましょうと。

栄養バ

使って、すべて手作りで添加物のな

昆

11

いお弁当を子供たちに届けたいとい

椎名さん

約１年が経ったところです。

東京都中野区の住宅地に一軒の仕出し弁当屋さんがある。ここでつくられ
る手作りのお弁当を食べるのは、日本の未来を担う子供たちだ。ファース
トフードやコンビニ弁当、菓子パンなどを食べている子供たちに、日本で
穫れた旬のおかずとご飯という和食を届けたい。奮闘する女性経営者に話
を聞いた。
（まとめ／加藤祐子）

ご飯を主食とした日本型の食事を
子どもたちにお弁当で届けたい

イ ン タ ビ ュ ー
編 集 長
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場でいただきました。

からまた来なさいという返事をその

る準備が整ったら、すぐにゴー出す

でって言うしかない」と。始められ

てくれるので、ここに頼むのは安心

はこんなお弁当を食べたよ」と伝え

ているようで、保護者の方に「今日

たちは結構これを楽しみにしてくれ

だと思っていただければと。
昆

いい方に出会いましたね。

椎名
椎名

昆
が、会社を立ち上げた時に学童から

くださるんですね」という言葉をい

親御さんも感動するでしょ？

も声をかけていただいて、夏休みや

ただくので、ありがたいですね。こ

最初は塾から始まったのです

冬休み、春休みには学童にも届けて

ちらとしても「毎回の食事に意味が

「こんな思いを込めて作って

いま す 。

ていて１カ月ごとにホームページに

椎名

べられることは幸せ」といったこと

「旬があって、それを感じながら食

本にはこんなにいい食材がある」

ある」「大事にとってほしい」「日

掲載しています。献立は基本的に毎

は手紙で伝えていければと思ってい

メニューを教えてください。

日、ご飯を主食とした和食一つだけ

ます。

昆

で選んだりはできません。給食のと

昆

に血糖値が上がり過ぎたりすること

供たちなので、眠くなったり、一気

ちっと立てています。勉強をする子

しい栄養素が入っている献立をき

してふさわしいカロリーで、ふさわ

椎名

昆

り替えでいただいています。

していて、

を通さずに保護者の方と個人契約を

弁当は５６０円（税抜き）です。塾

塾に出している高学年用のお

がないように、少しご飯控えめで逆

食に出しているのが毎日

日替わりでメニューが決まっ

きと同じスタイルです。栄養士なの

椎名

一食いくらなんですか？

で、今の小学校５～６年生の夕食と

にタンパク質を増やしてという栄養

長期休暇になれば、塾の講習と学童

～

食。

普段の学校があるときで、夕

数はどのくらい出ているの？

カ月分まとめて口座振

バランスを基本にしています。

を合わせて、昼夜両方で１５０～２

基本が和食というのは面白いコ

昆

昆

配送までされているんですね。

椎名

椎名

さらに、お弁当のふたに必ず
日替わりのお手紙をつけて、今日は

しています。塾は中野から届けられ

はい。ピザ屋のバイクで配達
こういう思いでお弁当を作っていま

る範囲の８カ所と、学童は中野区内

５０食くらいです。

40
ンセプトですね。

30
すよというのを伝えています。子供
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1

調理場・事務所の前に配達用のバイクが待機している
お弁当と一緒に届ける「お手紙」
小学校高学年用のお弁当の一例

椎名 伸江

■プロフィール（��������
しいな・のぶえ�
）

1985年東京都練馬区生まれ。高校卒業後、日本大学生物資源学部に進学。

入学早々に参加した農場���������������������
実習�������������������
で長野県野辺山の高見澤賢一氏に出会う。

過酷な農業現場を目の当たりにし、未来を担う子供たちに日本の食を伝

える仕事を志す。大学を中途退学し、山脇学園短期大学食物科に入学。

栄養士と栄養教諭の資格を取得し、卒業後は東京都練馬区の小学校の栄

養士として5年間勤務。学生時代より続けてきたシッターのアルバイト

で働く女性の実情を肌で感じて企業を志す。食育の最前線で得た経験を

もとに、2013年11月にFCN㈱を������������
立ち上げ��������
、代表を務める。

み直しての繰り返しです。

いて、ぐるっと回って配達して、積

で、まとめてつくって箱に入れてお

私が大学で４年間勉強しただけで指

業をやっていく中で、何も知らない

いろいろな話を聞いて、実際に農作

た。ところが高見澤さんのところで

導者になりたいという夢がありまし

椎名

更を決めましたね。

昆

栄養士を目指すことにしたんです。

動をしたいと思って、大学を辞めて

のものを食べましょうよ」という活

の人に「日本の食事を、お米を、旬

昆
導者になるなんて、すごく失礼で馬

ても、大学教授の授業が現場から離

だったので、いずれは海外で農業指

きない体制でしょう。
鹿にしているんじゃないかと思うよ

れているように感じて、それはそれ

カ所です。１回では積めないの

椎名
うになりました。さらに野菜の出荷

と素直に受け入れられなかったんで

の

けでも委託できればと思うんです
調整を初めて体感して、あんなに頑

すね。それで、３年生になるタイミ

そうですね。いずれは運搬だ

りました。

算の授業では、「パンを主食に」

短大の栄養バランスや栄養計

するための山をつくるのは悲しかっ

昆

「麺を中心に」栄養バランスを考え

椎名

たですね。日本の農業がどうこうと

ことが優先だったんでしょうけれ

なさいという課題が出るのですが、

夏休みが終わって大学に戻っ

よくそれで、あっさりと進路変

が、子供たちと触れ合えるのも嬉し
張って植え付けをして、育ってきた

ングで、受験をし直して、短大に入

大変ですね。今のところ分業で

い時間なので、大事にしています。
のに、捨てるために収穫する、廃棄

いうわけじゃなくて、食べる人が

ど、栄養士になるための学校に入っ

当時からご飯を主食とした日本型の

日本で穫れた 旬 の も の を
全力で食べて な い ！
昆

もっと増えればいいのにと。

て、学生時代からの目的意識に合う

食事をとれば、どんな主菜が来ても

に入学して早々の５月に初めてお世

椎名

れたものを本当に食べているのかな

単純にもっとみんなが、その時に穫

かは全然わかっていなかったので、

椎名

全然知らなくて。私は料理だけは母

はみんな包丁を使えなくて、料理も

嫌でした。一緒に学んでいる同級生

椎名

ンスが良くなるわけないと、すごく

にした場合とか、それでは栄養バラ

食にした場合とか、シチューを主菜

ありました。それなのに、パンを主

栄養バランスがとれるという意識が

まずは技能を身に付けるという

辺山の高見澤憲一さんの農場に行っ
昆

感じはしたんですか？

話になりました。農業を勉強する

の教育の甲斐あって、同世代の誰に

葛藤していました。

そもそも、学生時代に長野県野

たことが、人生の転換点を与えてく

はずだってね。

サークル活動で先輩から「キツイと

と考えたら、全力で食べていないっ

も負けない自信があったので、調理

昆

消費が増えれば、これも売れる

れたという思いがありますよね？

ころなんだけれど、行かないか」と

て思ったんです！

に関しては学んだ部分はなかったで

んですよね？

安易なものやその時期じゃな

短大に通っている頃は、毎日

誘われて、「厳しいところなら行き

昆

す。ただ、栄養士としては栄養計算

椎名

そうなんです。農業の制度と

たい」と連れて行ってもらいまし

椎名

の他にも、衛生管理について学ぶこ

ンを食べたとしても、シチューを食

間違いないですね。日本大学

た。夏休みは１カ月半フルに、ただ

いものに手を出していたり、日本に

とは重要で、勉強になりました。

すから。

えるのが栄養士の仕事になるわけで

るように、数字を合わせて献立を考

べたとしても栄養バランスが良くな

もちろん必要なことです。パ

その先生の問いは必要なことな

ひたすらレタスを切って、キャベツ

いる人が日本でその時に穫れたもの

全力で食べてない（笑）？

を切って、白菜を切って、詰めて、

をいっぱい食べてほしい。それで、

ご飯が中心の和食なら
栄養バランスがとれる

担いで運んでと働きました。

食育が大事だなと。私がこのまま農

そのときは農業をやろうという

昆

られないだろう。食育をして、多く

家になっても廃棄は苦しいし、耐え
国際地域開発学科という専攻

夢があったのですか？
椎名
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10

学生時代に経験した野辺山での過酷な農場実習

なるタンパク質が入った主菜があっ

を主食として、メインディッシュに

椎名

教えていただけませんか？

本型の食事についてもう少し詳しく

ら、そう思われたんでしょうね。日

るべき形が見えてしまっているか

昆

ばいいんです。ところが、パンや麺

と、そこは誇りを持って食べていれ

べていれば栄養バランスがいい」

ましょう」ではなくて、「和食を食

ですよ！「栄養バランスをよく食べ

どう考えてもバランスが良くなるん

わないので。それに野菜がついて、

が来たとしてもそれ以外に油分を使

も卵でも何でもいいですし、揚げ物

剣に向き合っえば伝わることを実感

も残菜がなくなっていて、子供に真

けました。気づいたら、毎日和食で

いっぱいなんだよと繰り返し伝え続

季節を感じられるし、良いことが

節のものを食べると身体に良いし、

ら、良い栄養素をとってほしい、季

が、今は成長する大事な時期だか

いの？」と言い出す子供もいました

たまに、「揚げパンやゼリーは出な

きたいですね。保護者の方がつくっ

椎名

通じてどうありたいと思いますか？

と思うけれど、具体的にこの仕事を

昆

かけてきて良かったなと思います。

しれないんですけれど、動いて働き

ので、考えが甘いところはあるかも

て受け入れてもらえるような状況な

椎名

というくり返しですよね。

ご飯を中心とした和食というあ

て、汁物がつくというのが良くある
を食べることも大事だということも

しました。

ストフードで買っていたり、菓子パ

ていればいいんですけれど、ファー
椎名 １年生から６年生までの食に

食でも多く、早く届けたい。広めた

ンを食べていたりする子供たちに一

この仕事をとにかく広げてい

これから先、大変なことがある

行くところ行くところ、すべ

形です。それだと、エネルギーにな
教わるんです。学校給食の栄養士に

とはありますか？

昆

つぶすことを公立の学校はやっては

関する授業に出させてもらいまし

日本型の食事というのはご飯

る炭水化物がしっかりとれて、すご

思っていたところ、パン屋や麺屋を

なった時も、毎日ごはんでいいと

なので、満腹感を得づらいですし、

いけないと言われてしまいました。

い。知ってもらいたい。ライバルの

食育のモデル校だからできたこ

麺類やパンは粉からできているもの

くいいと思うんです。どうしても、

太りやすい食材なので、粒で噛ん

た。普通の学校だとまだ、食育の授

てほしいです。それを食べて育った

小学校の栄養士になることはす

子供たちの中の１００ 人に１人で

昆

なかやっていないことだと思いま

も、日本の食事はいいな、農業って

で、唾液でまず分解して体に吸収し
椎名

す。たまたま学校の隣に畑があっ

大事だな、守っていきたいなという

会社でもいいから大きい流れで動い

食センターだったんですが、食育を

て、収穫体験をさせてもらったり、

子供が出てくれたら、あの食事を食

業に栄養士を呼ぶということはなか

するために大学を辞めて、栄養士に

農家さんとの関係を作らせてもらっ

べていたことが今生きているなと

そうですね。新卒１年目は給

なった人は他にいますか？と直談判

やりたいと思っていた食育は４年間

たり、環境にも恵まれていました。

んなり受け入れらたんですか？

何にでも合わせられるしね。
はい。主菜はお肉でもお魚で

したところ、２年目からは小学校に

ていくお米って素敵だなと。
昆
椎名

栄養士として配属されました。

事業が大きくなることよりも、

ですよね。実現していくために、経

それがミッションであるということ

昆

思ってもらえたらいいなと。

小学校ではどんな仕事に携わっ

やらなきゃ始まらない
一食でも多く早く届けたい

で全部やることができました。

昆

東京都の食育研究指定校とい

ていたんですか？
椎名

うことで、学校全体で食育をしてい

昆

椎名

うけれど、頑張ってください。

営力や人の助けも必要になるでしょ
の大きい小学校でした。前任の栄養

なたが見る前に飛ぶタイプの人だと

れからの日本を担う子供たちのため

る児童数８００人という比較的規模
士さんは結構パンが好きな方で週２

いうのもあるけれど、飛んでみた

にも頑張ります。

本当にいい出会いがあって、あ
～３回は給食にパンが出ていたので

ら、そこにマットが敷かれてあった

やらなきゃ始まりません。こ
すが、週４回はご飯に変えました。
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