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設立の経緯

ニューヨーク州キンダーホックに2006年設立

設立の目的は以下２点:

 新たに設立されたシルビア・センターの
本拠地をつくること

 野菜を育て、グレイト・パフォーマン
シーズへ農産物を提供すること

農地は 60 エーカーで、 NOFAから有機栽培の認
可を受けています。
非営利団体シルビア・センターでは2007年に生
徒を迎え、２エーカーの学習農園を設立しまし
た。
農地には4-5年前から灌漑システム等のインフ
ラ設備があり、商業用農地もあります。2007年
に初の収穫物があり、グレイト・パフォーマン
シーズに販売されました。
しかし、カチキー・ファームとグレイト・パ
フォーマンシーズとの連携がうまくいくには数
年を要したのです。



私たちが
学んだこと: 

グレイト・パフォーマンシーズに卸すのに最適な栽培方法を模索していた頃、マン
ハッタンにあるコミュニティ・センターのメンバーで、CSA事業を試してみました。

メンバーは事業を気に入り、年を重ねるごとにCSAは2倍に膨れ上がっていきました。
企業がCSAに関心を持ってくれたことが事業拡大につながり、地域レベルのピックアッ
プ・ポイントを複数設定することにもなりました。

カチキー・ファームとグレイト・パフォーマンシーズはマンハッタンで一番のCSAを開
拓しました。週末や夕方にコミュニティ・センターや教会で自分の野菜をピックアッ
プする従来型のCSAスタイルから始まり、職場のCSAでは、事前に袋詰めされた野菜を
会員が持って帰るスタイルです。



私たちが学んだ
たくさんのこと

サイズと頻度 : 重要なポイントは２点; 

CSA のシェアサイズは大か小で、頻度は週１か隔週。

2年間程袋のサイズを選べるようにしていたが、袋詰めで手間とコストがかかってし
まったので止めにしました。どの袋にも6-8種類の旬の有機野菜が入っています。

会員は週１か隔週かを選べますが、ピックアップ・ポイントは1箇所もしくは他の方法
のみとしています。

現場調整役（コーディネーター）: CSAのコーディネーターと、ボランティアの意欲を
いかに上げていくかを配慮していくことは必要です。コーディネーターはその労力の
代償に野菜を無料で受け取れます。

ニューヨーク市の交通の問題があったり、様々な顧客がいるので受取の時間帯を調整
したりしなければならないため、配達ルートに関して課題があります。をといった配
達の課題もあります。場所によっては安全に関する問題もあります。



さらに学んだ
たくさんのこと

追加提供:

CSAは競争に優位になることができ、地元産の食料をさらに得たいと思うようになるも
のです。そのため肉や果物、卵や花といった野菜以外の地元農産物を提供するCSAもあ
ります。果物は別の農場から仕入れますが、管理には難しいことがあります。商品に
対する責任感が薄れていることがあるのです。

付加価値商品:

2018年に付加価値商品を試行しました。グレイト・パフォーマンシーズで、カチキー
の農産物を使ってスープやラザニア等を作ってみたのです。一桁台の会員が買いまし
たが成功でした。継続するには配達や梱包の調整が必要ですが、カチキーとグレイ
ト・パフォーマンシーズのCSAだけが提供できるユニークな取組です。

販売にテクノロジーを導入:

CSA の会員を管理しているのは、CSA専用の管理データベースです。お金はかかります
が必要不可欠なものです。今後はもっと選択肢を広げる予定です。

SMALL FARM CENTRAL
www.harvie.farm/forfarmers/small-farm-central/

https://www.harvie.farm/forfarmers/small-farm-central/


シェアサイズと頻度について:

週１シェアの場合の詳細

- 2年間（大か小かの）袋のサイズを選べるようにしていましたが、袋詰めで手間とコストがかかってしまったので止めにしました。
-どの袋にも6-8種類の旬の有機野菜が入っています。

-会員は週１か隔週かで選べ、ピックアップ・ポイントも一つ選べます。



CSA と顧客の忠誠心（ロイ
ヤルティー）
CSAスタート時には、農場への深いロイヤルティー
と、収穫物は予測不可能なことがあるとの理解が
ありました。ある年はトマトが多くて別の年は足
りないといった、生育期に突如起こるような予測
不能な事態に、会員の支持があったのです。

会員から信頼を得るために私たちは常に努力して
います。毎回色とりどりの野菜になるよう工夫し
たり、選択を増やしたり、レシピを添えたりと
いったことです。

地元農産物へのオンライン・ショッピングが台頭
したことで、ファーマーズマーケットが増え、CSA
の人気は減っています。

CSAは農場を支持するものである、という理解が弱
まっており、顧客マーケティングや強い絆を継続
させていくことが私たちの課題となっています。

つながりを強めるため、付加価値的な関係を結べ
るような要素を見つける必要があります。



CSAの会員向けイベント

入会登録イベント –名物のお菓子をつまみながら、
農場の代表者たちから聞くCSA説明会。

地球の日イベント –事務所で開催し、野菜を試食
したり持続可能性について語るCSA販促のための会。

料理の実演 – CSA実施事務所でグレイト・パフォー
マンシーズのシェフが旬の野菜を使って料理の実
演を行う会。

ドリンク・クラス –実際にCSAで受け取れる農場の
野菜を使ってクリエイティブなドリンクを作る会。

農業者さんがやって来る! –農業者ジョーンがCSA
会員に会うために事務所を訪問されます。

カチキー・ファームでの春植えイベントにご招待

カチキー・ファームでの秋の収穫祭イベントにご
招待

CSAシーズン後に「コミュニティ・ポット・ラッ
ク・ディナー」



カチキー・ファームと
グレイト・パフォーマンシーズ
2019年は、農業者とグレイト・パフォーマンシーズへの農産物販売の連
携が最も成功した年でした。

農業者は、 5月から12月の期間中の消費パターンがどういうものである
かを見極めようと購入者とシェフと共に先進的なことをたくさん行って
います。

さらには、特定種を農産物に取り込もうと意欲的です。

 ビーツ 5000 ポンド
 ナス 2500 ポンド
 フェンネル 2,500 ポンド
 カーボロネロ 3,000 束
 レタス 2,500 株
 クレソン 9.5 ポンド
 ポブラノ 450 ポンド
 唐辛子 220 ポンド
 パプリカ 3,000 ポンド
 大根 1,500 束

 ダイオウ 140 ポンド
 バターナット 1,500 ポンド
 デリカタ3,000 ポンド
 ミニかぼちゃ 1000 ポンド
 ズッキーニ 7,500 ポンド
 トマト 18,500 ポンド
 ミニチンゲン菜 80 ポンド
 マスクメロン 200 ポンド
 にんじん 2,000 ポンド
 豆苗 25 ポンド

2019年カチキー・ファームはグレイト・パフォーマン

シーズに約6万ポンドの野菜を供給! 





付加価値の機会を知る

「農地確保の問題やその他様々な制約のある都市農家が、付加価値のある加工
物を売ると、収益増大の道を得られる。」 (マイヤーズ)

「どういう農産物を作ったり売ったりするのが良いかを決めるときには、対象
とする市場と需要を決定する販売先を調査し、どういった食と製品が人気で需
要があるのかを考慮せよ。高い利益率を確保して実現可能性を高めるために、
時間・施設・原料等にかかる費用も考慮して、比較的安価に提供できる製品を
決めるべきである。」 (マイヤーズ) 

• 100ポブラノと 200 のプチ
トマト:サルサ・ヴェルデ
• 220 ナスのカツレツ

• 500 ラタトゥイユ
• 150 角切りや冷凍かぼちゃ
• 320 ガロンのマリナラ
• 100 ガロンのトマトジュース
• 10 ガロンのグリーン・トマト
ジャム
• 50 ガロンの発酵ホットソース

食材活用には最適 –
8月はケータリング会社（グレイト・パ

フォーマンシーズ）にとって閑散期ですが、
農場にとっては収穫のピーク時にあたります。



会員の声

袋一杯に野菜が入ってい
るのを見ると、とても幸
せです。コスパも良いし、
全部オーガニックなのも

いいです。

“ ニューズレターには、料理のコツ
や今まで知らなかった野菜の知識
が得られるので役に立ちます。

“ ミニトマトがビックリする
くらい美味しいから、来年
はもっと欲しいです！

“

殻の付いたトマトが大好
きです。とても甘いし、
小売店では買おうと思っ
たことがなかったです!

“ 冷凍しておいて、旬ではない時
期にトマトソースが作れるよう、
もっとトマトが欲しいです!

“ カブカンラン等、これまで聞いた
ことも食べたこともないユニーク
な野菜を見るのが楽しみです。

“



2018 CSA調査結果 概要
回答者 301/xxx (回答率XX%  







健康食を楽しみ、料理し、
提唱すること

シルビア・センターの使命とは、若い人たちやその家族が、それ
ぞれ、健康的な食習慣を身に着けられるようにすることです。そ
うすることで、健康で生産的な生活を送ることができるようにし
ます。

シルビア・センターとは、次世代が健康的な食事を摂り、料理し、
提唱していかれるようにするための社会運動の一環であり、これ
により、食の未来が根本的に変わる可能性があるのです。私たち
の取組は単独では出来ませんので、他と連携して取り組んでいま
す。課題は大きく、賭けの部分もありますが、若い人たちが食卓
で居場所を見つけることができます。

シルビア・センターは、若い人たちと共に作業して、健康な人生
を送るための基盤を固めるために、2007年に設立されました。こ
れにより若い人たちが健康食を楽しみ、料理し、提唱していくこ
とができるのです。



健康食を楽しみ、料理し、
提唱すること

社会経済的な状況上、ゼロから食事を用意して台所で時間を過ごすよ
うな家族がますます少なくなっています。どのように食事を手作りす
れば良いかも知らないため、最も不健康で手頃なファーストフードに
走ってしまうのです。

シルビア・センターでは、実際に手を動かし楽しみながら料理の基本
を教えることに尽力しています。どのクラスでも最後は一緒に食事を
とります。

健康的な食習慣により、学業や課外活動にも良い影響を与えますし、
その後の長い人生においても料理の腕を上げていくことができます。

私たちにとっては、全てが台所からスタートします。台所は、人と協
力し合ったり、クリエイティブに事を行ったり、自分を有効に働かせ
る能力を身に付けたりすることができる、素晴らしい実験室なのです。



シルビア・センターの変革理論
新鮮な食

食べれば若い人たち
は新鮮な健康食を知
ることができます。

盛り沢山授業
料理の技能、食育、
キャリア準備、といっ
た広範囲にわたる直接
指導を行います。

コミュニティが囲む食卓
10代の生徒や仲間や研修内容に
よって、若い人たちが自分で主導
していく能力を培います。

好循環を生む
料理を学んだ10代の卒業生た
ちは、シルビア・センターで
OBやOGとして手伝いをして
くれます。コミュニティ・
シェフになることもあります。





カチキー・ファームという学びの農園で
行うシルビア・センターの取組と
コロンビア郡の放課後授業



Lesson Topic/Objective Culinary Concept Nutritional Concept Recipe

Lesson 1: 
Yes, Chef!

Setting Class 
Expectations

Pureeing What does “healthy” 
mean?

Carrot Cake Smoothie

Lesson 2: 
Basic Knife Skills

Whole Healthy Plate Knife Skills Nutrients, Food Groups Guacamole and Baked 
Chips

Lesson 3: 
Reading Your Way to 
Soup

Reading a Recipe Boiling
Measuring

Fruit, Vegetables Tomato and White Bean 
Soup

Lesson 4:
Flavor to Taste

Five Flavors Identity Herbs
Spices
Salt

The five flavors and 
what they mean for 
nutrition

Pasta with Broccoli 
Pesto

Lesson 5: 
Intro to Baking

Sugar Measuring dry and 
liquid ingredients

Carbohydrates: 

What they are.
Where they are.
What they do.

Blueberry Muffins

Lesson 6: 
Salad Your Way

Texture, Flavor and 
Vinaigrette

Whisking, Knife Skills 
Emulsifying

Vitamins and Minerals: 

What they are.
Where they are.
What they do.

Confetti Salad with 
Experiment Dressing



Lesson Topic/Objective Culinary Concept Nutritional Concept Recipe

Lesson 7: 
It’s all about Dough

Exploring Whole Grain 
Benefits

Kneading, Proofing Whole Grains: 

What they are.
Where they are.
What they do.

Spinach Artichoke Pizza

Lesson 8: 
Eating with the Seasons

Seasonal Foods Chart Adding veggies to our 
favorite foods 

Seasonal, Vitamins and 
Minerals

Spring Veggie 
Quesadillas and Mango 
Salsa

Lesson 9: 
Fats are Phat

Healthy Fats Cooking with less fat Fats: 

What they are.
Where they are.
What they do.

Zucchini Fritters with 
Asian Dipping Sauce

Lesson 10: 
Whole vs Processed 
Food

Reading a Nutrition 
Facts panel

Creating healthier 
versions of favorite 
treats

Processed vs 
Whole Foods

Strawberry Oat Bars

Lesson 11: 
Egg-ceptional –
Versatility of eggs

Protein Sources How protein works in 
cooking

Proteins: 

What they are.
Where they are.
What they do.

Potato Leek Asparagus 
Frittata

Lesson 12: 
Team Recipe Celebration

Community & 
Celebration

Two Recipes - Selected 
by Students



包丁技術

トンネル作り 繊切りシフォナード（スープやサラ
ダに入れる野菜の糸切り）





4時間夢中になれるプログ
ラムで、グループで行い
ます。食料がどこから来
るのか、どうやって育つ
のか、そしてそれをどの
ように調理したら美味し
く健康的な食事になるの
か（これが一番重要）を
学びます。

カチキー・ファームでの
授業

学校の児童に対しグループで
サマー・キャンプ等を行いま
す。健康的な食事を一緒に用
意することで、その過程を学
ぶことができ、新鮮な食がど
こから来るのかを知ったり、
料理の基本の技術を実践した
りして調理を体験します。

学校での授業

私たちの取組は、年齢に応
じて最適なプログラムを届
けています。一連のクラス
授業を通じて、児童は、生
きていく中で食の担う役割
が重要であることを学んだ
り、好みに応じていかに食
材を調理するかが、健康を
維持するポイントであるこ
とも知るのです。



ソフト面ハード面の技術を培うことで、
「健康のための料理」は包括的な目標に達成する。

-コミュニケーション -
-チームワーク -

-創造性 -
-読解力や数学知識の強化 -

-主体性 -

-専門的で教わりやすい能力 -
-薄切りや小さい角切りの学習と

栄養学 -

ソフト面の技術 ハード面の技術

「健康のための料理」事業により、ここ1年で、ブルックリン、マンハッタン、スタ
テン島、クイーンズ区における9箇所の場所にて、14の集団プログラムに140名の若

者が参加しました。参加者の多くは2年生・３年生・6年生でした。





成長する都市農業



• 都市農業計画を作成
• 都市農業事務所を設置
• 農地になりうる現存する土地の目録化
• 使い方の分類と優先順位付け
• 利害関係者の協調体制構築
• 土地利用政策の都市農業促進への適応
• 栽培項目評価基準の収集、目標と経済的効果
• 都市農業に適応させた区画分析、建築基準法、消防規則
• 都市農業の都市レジリエンスと保全事業への融合
• 全市若年層開発事業への組み込み
• 都市農業から生じる雇用創出と経済的効果の検討
• 公用地におけるコミュニティ農園保全
• 農業教育の支援；健康食、科学、環境との関係性
• 大人への都市農業教育；食事への効果、キャリアの可能性
• コミュニティ農園への経済力向上、所得創出

ニューヨーク市都市農業の未来のための計画

• コミュニティ農園における教育的活動評価
• 市場を利用した健康食のためのSNAP給付利用の拡大
• 小売店やCSAを通したニューヨーク州北部と南部の関連性拡大
• (300 以上のファーマーズマーケット/CSA/フードバンク事業/
フード・ボックス・ロケーションズ)

• 農業施設からの支援増大（例；「コーネル生協エクステン
ション」）

• 地域の食料拠点の増進：小規模生産者を支援する地元食ビジ
ネス、コミュニティ食料事業、経済的な事業、研修の発展

• 屋上農園、水産養殖、養蜂、動物飼育等の新しい都市農業の
形態を拡大

• 商用都市農業の科学技術の拡大 –基準の共有と知識習得



効果と利点活動内容

環境
雨水管理; 土壌改良; 環境への関連性

社会
多世代の関与;
青少年能力活用; 教育的機会

政治
コミュニティのエンパワーメント; 教育;地域の
発展

健康
知識を高める; 健康的な食へのアク
セスと知識

経済
仕事への準備; 経済的な機会

雨水貯留

「ファイブ・バロー・ファーム II」より:

種の保管

家畜の飼育

養蜂

堆肥化 土地の復旧

植林
環境教育

料理と栄養学
の教室

青少年リーダーシップ教育

心身の健康教育

ソーシャルジャスティス
と食料正義の教育

学校事業

食料システム教育

女性のための事業

職業トレーニング/職の創出

農業/農場経営トレーニング



Thank you.


