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Edward Mukiibi lives and works in Uganda and is vice president 
of Slow Food. He is an agronomist, an educator in food and 
agriculture, social entrepreneur and executive director of Slow 
Food Uganda. He also played a pivotal role in the development of 
the Slow Food Gardens in Africa project and in the overall growth 
of the Slow Food network in Uganda. He informally started his 
work during his second year at university by vying for leadership 
positions in his faculty, which he used as a platform to advocate 
for, and promote, agriculture as a viable career path. Edward went 
on to establish the DISC Project, as a vehicle through which he 
could continue this work on a larger scale. He has served on the 
executive committee of Slow Food since 2012 and became Slow 
Food vice president in 2014.

Marta Messa

Director of the Slow Food office in Brussels, Marta Messa has 
worked with Slow Food since 2010, where she coordinated the 
development of the Thousand Gardens in Africa project. Since 2014 
she has been based in Brussels, liaising with EU institutions on 
policies relating to food, giving a platform to the international Slow 
Food network and developing strategic partnerships with other 
organizations active at the European level. Her studies and work 
experiences allowed her to gain a deep appreciation of intercultural 
communication (as well as a good grasp of five languages), starting 
with her time at the international United World College followed 
by experiences in the UK, the USA, Germany, Guatemala, Belgium, 
Italy and field work in 9 African countries through the Slow Food 
Gardens in Africa project.

渡辺めぐみ
ウガンダ在住で、現在、スローフード・インターナショナルの副会長を務めています。農学者であり、食と農の教育者、社会起業家、そしてスローフード・ウガンダのエグゼクティブ・ディレクターでもあります。また、Slow Food Gardens in Africaプロジェクトの発展や、ウガンダにおけるスローフード・ネットワーク全体の成長において、極めて重要な役割を担っています。彼は、大学2年の時に非公式に活動を開始し、それを基盤として、農業が実現可能なキャリアであることを主張し、推進しました。その後、DISCプロジェクトを立ち上げ、この活動をより大きなスケールで継続できるように貢献しました。2012年からはスローフードの実行委員を務め、2014年にはスローフード副会長に就任しました。

渡辺めぐみ
ブリュッセルのスローフード事務所のディレクターであるマルタ・メッサは、2010年からスローフードに勤務し、「Slow Food Gardens in Africa」プロジェクトの開発をコーディネートしてきました。2014年からはブリュッセルを拠点に、食に関する政策についてEU機関と連絡を取り合い、スローフードの国際的なネットワークにプラットフォームを提供し、欧州レベルで活動する他の組織との戦略的パートナーシップを発展させています。ユナイテッドワールドカレッジでの留学を皮切りに、イギリス、アメリカ、ドイツ、グアテマラ、ベルギー、イタリアでの経験、そしてアフリカプロジェクトによるアフリカ9か国でのフィールドワークなど、彼女の学問と仕事の経験を通して、異文化コミュニケーションに対する深い理解（同時に5か国語を十分に理解すること）を会得しています。



Jorrit Kiewik

Nina Wolff

Nina Wolff studied philosophy and law in Germany and France 
and holds a PhD in European and International Environmental Law 
(2002). She has worked as research associate at the Environmental 
Research Center Leipzig, as project manager and consultant for 
various NGOs, among others at Environmental Action Germany 
and the U.S. Pew Charitable Trusts, with a focus on biodiversity, 
fisheries and marine conservation. In July 2019, Nina first became 
Deputy Chairwoman followed by acting Chairwoman in July 2020, 
and in June 2021 she became Chairwoman of Slow Food Germany. 
Nina is currently a member of the International Council of Slow 
Food.

Francesco Sottile

Francesco Sottile is an agronomist and university professor, 
teaching Biodiversity and Quality in the Agri-food System, as 
well as Conservation of the traditional rural landscapes at the 
University of Palermo. Author of over a 100 scientific publications, 
he coordinates the activities of the Biodiversity Conservation 
Centers of Agricultural Interest and is member of the Committee 
on Biodiversity of Agricultural Interest at the Italian Ministry of 
Agriculture, Food and Forestry and of the newly established EU 
Biodiversity Platform. Since 2000, he is scientific advisor for the 
biodiversity projects of Slow Food across the world, supporting Slow 
Food’s work through field visits and capacity building workshops, 
working closely with farmers and producers. He served in the 
executive committee of Slow Food Italy between 2018 and 2021.

Jorrit Kiewik (he/him) grew up on a small scale-dairy farm in Lonneker, 
in the east of The Netherlands, where he supported the production of a 
variety of products on-farm, including cheese, sausages and bread. He 
holds a bachelor in Agricultural Entrepreneurship at the Aeres University 
of Applied Sciences in Dronten and a Masters degree in Communication, 
Health & Life Sciences at Wageningen University.
He worked at the socio-communications office Het Portaal on “The Milk 
Story”, a platform that focuses on making Dutch dairy farming more 
sustainable and connecting producers and consumers. In 2016, after 
joining Slow Food Youth Network’s “We Feed the Planet” in Milan, Kiewik 
joined the Dutch SFYN Academy. He has been the director of the Slow 
Food Youth Network (SFYN) in The Netherlands since August 2016 and 
founded the SFYN Global office in late 2017 after the Chengdu congress. 
Since 2019, Kiewik has fully dedicated his time to the development of the 
global Slow Food Youth Network.
Next to his work for Slow Food, Kiewik is still involved with the family 
farm, where he and his family are transforming it into a truly sustainable 
farm, both socially and ecologically. Kiewik is also part of YPARD’s steering 
committee, and both secretary and cyclist at The AMANI Project, an 
international cycling team which brings together initiatives aimed at 
enhancing inclusivity in (professional) cycling and creating opportunities 
for riders based in East-Africa.

渡辺めぐみ
ドイツとフランスで哲学と法律を学び、欧州・国際環境法の博士号を取得（2002年）。ライプチヒ環境研究センターで研究員、ドイツ環境アクションや米国ピュー・チャリタブル・トラストなど様々なNGOでプロジェクトマネージャーやコンサルタントとして、生物多様性、漁業、海洋保全に焦点を当てた仕事をしてきました。2019年7月にスローフードドイツ副会長、2020年7月に会長代理、2021年6月にの会長に就任。現在、スローフード国際評議委員でもあります。


渡辺めぐみ
オランダ東部のLonnekerにある小規模な酪農場で育ち、チーズ、ソーセージ、パンなど様々な製品の生産を農場でサポートした経験を持ちます。ドロンテンにあるエール応用科学大学で農業起業の学士号を、ワーヘニンゲン大学でコミュニケーション、健康・生命科学の修士号を取得しています。社会コミュニケーション事務所Het Portaalで、オランダの酪農をより持続可能なものにし、生産者と消費者をつなぐことに焦点を当てたプラットフォーム「The Milk Story」に従事。2016年、ミラノで行われたスローフードユースネットワークの「We Feed the Planet」に参加した後、オランダのSFYNアカデミーに参加。2016年8月からオランダのスローフードユースネットワーク（SFYN）のディレクターを務め、成都大会後の2017年末にSFYNグローバル事務所を設立しました。2019年以降、グローバルなスローフードユースネットワークの発展に完全に時間を捧げています。
スローフードでの仕事の次に、現在も家族農場に携わっており、家族とともに、社会的にも生態学的にも真に持続可能な農場へと変貌を遂げつつあります。また、YPARDの運営委員会の一員であると同時に、サイクリング（プロ）における包括性の向上と、東アフリカを拠点とするライダーの機会創出を目的としたイニシアティブをまとめる国際サイクリングチーム、The AMANI Projectの事務局兼サイクリストでもあります。

渡辺めぐみ

渡辺めぐみ
農学者であり、大学教授として、パレルモ大学で農業食品システムにおける生物多様性と品質、伝統的な農村景観の保全について教えています。100以上の科学的出版物の著者があり、Biodiversity Conservation Centers of Agricultural Interest（農業分野生物多様性保全センター）の活動をコーディネートしています。また、イタリア農業食料林業省の農業部門生物多様性委員会と新しく設立されたEU生物多様性プラットフォームの委員も務めています。2000年からは、世界各地のスローフードによる生物多様性プロジェクトの科学アドバイザーを務め、現地視察やトレーニングワークショップを通じて、農民や生産者と密接に協力しながらスローフードの活動を支援しています。2018年から2021年にかけて、スローフード・イタリアの理事を務めました。



Dali Nolasco Cruz

A Nahua indigenous woman from Tlaola Puebla, partner and 
founder of the Network of Indigenous Women’s Organizations of 
Tlaola, Mopampa, Timo’Patla and Yoltika, Dali has been deeply involved 
in community work since her youth, especially involving groups of 
indigenous women. She is a graduate of the Faculty of Psychology 
of the Autonomous University of Puebla and also graduated with 
a degree in Indigenous Peoples, Human Rights and International 
Cooperation from the Carlos III University of Madrid. 
Since 2008, Dali has been an active member of Slow Food International. 
In 2016 she joined the advisory board of the Terra Madre Indigenous 
Network to accompany the international movement on indigenous 
issues. In 2017, she was appointed coordinator of the Terra Madre 
Indigenous Network for Latin America and the Caribbean. Dali 
has extensive training on issues of Human Rights, Women’s Rights, 
Gender, interculturality, social economy and food. She has shared 
this knowledge through training processes in different indigenous 
women’s organizations.

Richard McCarthy

Richard McCarthy is the co-founder of the Crescent City 
Farmers Market and its parent organization, Market Umbrella. For 
eighteen-years, he served as executive director, before taking the 
helm of Slow Food USA for six-years. He has been serving on the 
executive committee of Slow Food International since 2013 and a 
Slow Food member since 1998. A long-time advocate for urban-
rural linkages, he co-founded Voice for Farmers Markets in the 
USA, the Farmers Market Coalition, as well as the World Farmers 
Market Coalition. In 2020, McCarthy joined other leaders in the 
public market field, most notably the HealthBridge Foundation in 
Canada and New York City’s Project for Public Spaces, to promote 
an ecosystems approach to public markets: Market Cities. 

Megumi Watanabe

Megumi Watanabe. A graduate from Waseda University, 
Faculty of Education, she has been involved in Slow Food since 
her university years and founded the Slow Food Youth Network in 
Japan with fellow young people. In 2014, she moved to Italy and 
obtained a Master’s degree from the University of Gastronomic 
Sciences. She has worked in restaurants and agritourisms in Japan 
and abroad, learning about cooking, agriculture and hospitality. 
After returning to Japan in 2016, she played a central role in setting 
up and activating Slow Food Nippon (Japan), where she became 
President in April 2019. She is the wife of an organic farmer and 
mother of two children. She works in three languages (English, 
Korean and Italian).

www.slowfood.com

渡辺めぐみ

渡辺めぐみ

トラオラ・プエブラ出身のナフア族女性で、トラオラ、モパンパ、ティモパトラ、ヨルティカの先住民女性組織ネットワークのパートナーであり創設者。ダリは若い頃から地域活動に深く関わり、特に先住民女性のグループに関与してきた。プエブラ自治大学心理学部卒業、マドリード・カルロス3世大学にて先住民、人権、国際協力の学位を取得。
2008年以来、ダリはスローフード・インターナショナルのアクティブなメンバーとして活動しています。2016年にはテッラ・マードレ先住民ネットワークの諮問委員会に参加し、先住民問題についての国際的な動きに伴走しています。2017年、テッラ・マードレ先住民ネットワークのラテンアメリカとカリブ海地域のコーディネーターに任命されました。ダリは、人権、女性の権利、ジェンダー、異文化、社会経済、食糧の問題について幅広いトレーニングを受けており、さまざまな先住民族女性組織での研修を通じて、この知識を共有しています。

渡辺めぐみ

渡辺めぐみ
リチャードは、クレセントシティ・ファーマーズマーケットとその親組織であるマーケット・アンブレラの共同設立者です。18年間エグゼクティブ・ディレクターを務めた後、6年間スローフードUSAのディレクターを務めました。2013年からスローフード・インターナショナルの国際理事を務め、1998年からスローフードのメンバーでもあります。都市と農村のつながりを長年にわたって提唱し、米国で「Voice for Farmers Markets」「ファーマーズ・マーケット連合」「世界ファーマーズ・マーケット連合」を共同設しました。2020年、カナダのヘルスブリッジ財団やニューヨーク市の公共空間プロジェクトなど、公共空間でのマーケット分野の他のリーダーたちとともに、Market Citiesというプロジェクトを通して、公共の場所でのマーケットに生態系アプローチを推進しています。

渡辺めぐみ
早稲田大学教育学部卒業。大学時代からスローフードに関わり、日本でスローフードユースネットワークを仲間の若者たちと立ち上げました。2014年、イタリアに渡り、University of Gastronomic Sciences（食科学大学）にて修士号を取得。国内外のレストランやアグリツーリズモで働き、料理、農業、ホスピタリティも学びました。2016年に帰国後、Slow Food Nippon（日本）の立ち上げと活性化に中心的な役割を果たし、2019年4月より代表理事に就任。有機農家の妻であり、2児の母でもあります。3カ国語（英語、韓国語、イタリア語）も操ります。


