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地元・広川の新鮮な農産物の

｀｀旬、、が年間通して楽しめる

福岡県南部に位置する広川にある、「里の駅広） IIくだも

の村」は、地元・広川の生産者の方々が丹精込めて作っ

た新鮮な野菜やくだもの ・ 加工品などを販売。冬場は隣

接するハウスでいちご狩りも楽しめる。

［ 果物はもちろん、野菜・加工品など、美味しいものが盛りだ＜さん！ ： 
四季を通して、その
時 その時の旬な地
元の果物が店頭に
並ぶ。特に桃・梨・ぶ
どう・いちごは人気
が高く、家庭用から
贈答用まで、直売所
ならではの新鮮な果
物がリ ーズナプ）レな
価格で購入でき、思
う存分買い物が楽し
める。

一一

約100箇所以上の
生産者からE々新
鮮な野菜が集まる直
売所。毎日の料理や、
普段スーパーでは見
かけないサイズのも
のまで、幅広く商品
を取揃える。販売ス
タッフに旬や調理方
法も気軽に聞くこと
ができるので野菜
不足の強い味方に。

まるごとすりおろした九州産の生姜の果肉と果汁をふんだんに使い、
｀，，，， 

同じく九州産の蜂蜜とシチリア産のレモンなどを配合して作った、

今までにない爽やかな生姜ドリンクが誕生しました。

お子様から大人の方まで飲みやすい仕上げになっています。

果物酢から調味料、
お弁当やお惣菜 な
ど、食材を活かした
美味しい加工品が
数多く店頭に並ぶ。
普段使いでも、プレ
ゼント用にも喜ばれ
る、直売所ならでは
の商品の数々は見
逃せない！

くだもの村はなんと言っても新鮮
さが1番の魅力です。梨やぶどう、
苺などは果物が熟してから収穫す
るので美味しさが格別ですよ。
また、年に2回併設しているぶど
う温室内でイベントも行っていま
す。是非お気軽にお立ち寄りくだ
さい！

店長の中村さん

10月27日（土）•28日（日）に、スローフー ド
フェスタin広JIIくだもの村2018を開催。
詳綱はくだもの村Facebookページをcheck!

内容量： 200ml 
原材料名：生姜（九州産）

はちみつ（九州産）
果汁（レモン ・ ライム）
砂糖
醸造酢／酸味料

価 格：¥1,080(税込）
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福岡で活躍する様々なジャンルのスペシャリストを紹介するインタビュ ー企画。

り夢の実現と現実

若い頃、ァバレルの世界で大活躍していた原田さ

ん。人の心を引きつけるトークと求心力で、系列店売

上ナンバーワンに。仕事は順風満帆。しかしどこか

で梱車が狂いだした。

心身ともに疲れていた頃。‘自分の気持ちが温かく

なる物、を探していた時に出逢ったのが「クレイフラ

ワー」だった。

►►►t旨紋や手相

手のひらで粘土をの

ばす と柔ら か い 感

触。なんとも言えない

優しさを感じた。粘土

にうつる指紋や手相

が、花びらの菓脈や

柄に な る。「今」し か

作れない。同じ 作品

を作ろうと思っても、

その時の感覚や気分によって変化するのだ。

クレイの魅力に取りつかれた原田さんは、「今まで迷

ぃ。実際に触ってみると、以外と硬いことに驚く。「ク 色やトレンドの取り入れ方は、以前アパレル経験がク

レイフラワ 一をた＜さんの方に知ってほしいJと想い レイフラワーにもしっかり繋がっている。

を語る。 意外なことに、同業者の作品はあまり見ないとのこ

►»ォーダー作品 と。植物園に行ったり、生花を見たり。時には、剌繍

普段は、既存の作品を販売している。「オ ーダーを受け の色 からインスピレ ー ションをもらうことも。最近は、

ることは？」と尋ねると、現在は積極的に受けていない Instagrarnに掲載された風景や喫茶店の写真か

という。その理由はア ーティストそのものだった。 ら、温かさや印象だけを受け取ることもあるそ うだ。

クレイフラワーの色は、赤•青 ・ 黄 ・ 白などを混ぜて作る。 ►►►-ttロカヽらのSTART

以前作った色も完全に再現するのは難しい。PCや クレイ は、乾かすの

スマホで見る色と実際の色も若干違う。完成品を見た に3~4Bかかるか

お客様がIイメージと違うJとガッカリさせたくはない。だ ら、大量生産に は

からJまずは一度クレイフラワ一を手にとっ℃質感・ 向いていない。「テイ

色合いを知ってほしい」と原田さん。 ストが変わるから」、

「自分の作品テイ ストを崩してまで、儲けたくない。」プ と 作り置きも一切し

ロのア ー ティストとしてのこだわりを強くと感じた。 ない。心を込めて命

»仏花 を吹き込むように、ゼロから作品を作っていく。まるで

なるべく受けるオ ーダー 人生を積み上げていくように。

がある。大切な愛犬や愛 -� 和1
原田さんはこれからも、生きた証：'""''を残し

猫などのために作る仏花 ，.ii雀」ど苔r、

続けてい＜。

だ。実体験から作った仏

惑をかけた人や、助けてくれた人たちに、手作りの物 花が、今 ではた＜さんの

でお礼をしたい」と一念発起。 方々の心を救っている。

►►►preuvecプルーヴ）＝フランス語で証（あかし） 「誰かの心に寄り添うお

「自分の生きた証を残したい。」と い う想いから命 花」がそこにはある。

名。「読みにくいと言われるJと笑いながら松譲れな ＂＂筐外な学び

い名前だ。 プリザーブドフラワーから、ブーケの形やデザイン、花

クレイ＝粘土のお花と聞いても、質感はわかりに＜ 器に飾った時の バランスなどを学んだ。

t+ Interviewer profile 

タレント ・ 女優 ・ 声優

馬場阿紀子
Akiko Baba 

■ ASPREAD所属
■福岡県那珂川市出身（元那珂川町）

■希望郷いわて文化大使

12歳で芸能界へ飛び込み、CM ・ ト ー ク番組な
どに出演。高校卒業後、銀行員として社会人生活
をしながら演劇活動を始める。
22歳、銀行を退職しプロの劇団に所属。女俊と
して全国飛び回る。
その後、現在のプロダクションに所属し、KBCラ
ジオで7年間パ ー ソナリティをつとめる。さら
にアニメの声優デビュ ー 、お芝居のプロデュ ー

スなど、表裏問わず活動は多岐にわたる。

原田麗子さんの活動内容や
お仕事のご依頼はこちらから！
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