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放射能に立ち向かった福島米農家

追悼特集

中村和夫さん

4 月 27 日、福島県のお米の生産者、中村和夫さんがくも膜下出血が原因で享年 70 歳で永眠されました。心からの哀悼
の意を表すとともに謹んでお知らせ申し上げます。震災後は被災地福島から私たちに被災地や福島の農家の現状を伝え続
けてこられました。中村さんと(株)名古屋生活クラブの付き合いは 10 年以上。社長が直接、福島まで取引のお願いに行
ったことがきっかけです。(株)名古屋生活クラブとしてもできうる限りの支援を続け、中村さんと共に震災と放射能に向
き合ってきたつもりで、これからも共に歩んでいこうとしていたところです。
この特集号を会員のみなさまのお力もお借りして新聞を作成しました。いま一度、福島のことを考え、中村さんは私た
ちに何を発信してきたのかを探るきっかけになればと思います。

広がっていく〝中村さんの輪〝
昭和 23 年 9 月 18 日、13 代続く米農家の長男として福島県郡山市に生まれる
長年、有機栽培による米作りを行い、安心安全なお米を直接消費者へ届けていた
郡山環境保全農業研究会会長、日本有機農業研究会員、福島県有機農業ネットワーク会員
飛来する白鳥のために春先に田んぼの水を貯め
メダカを守るため田んぼの一部に継続して水を貯めておくビオトープを作る
3.11 原発事故後もお米を作り続けるが、売り上げは半減
放射能の影響を可能な限り少なくするため、尽力
中村さんは逢瀬いなか体験交流協議会を立ち上げ、農業体験・農家民宿の受け入れを行いました。また震災以前から日本水田を
守る会の取締役を務め自然豊かな田んぼで元気なお米作りを実践し、日本を元気にしようと頑張っていました。震災後も苦しん
でいる農家仲間で郡山環境保全農業県協会を立ち上げるなど地元を元気にするため頑張っていました。
様々な活動をする中で中村さんと関係を持った人たちが輪になり、さらにそこから口コミやインターネットで紹介されるなど
で、さらに大きな輪へ広がっています。
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直接農地を見て触れてもらい、農
のことを消費者に理解してもら
いたいから
「かあちゃんズ」地域の奥さんた
ちも巻き込んでグループを結成

料理 が 得意 な奥 さんの 喜代
さん、社交的な中村さんで、
顧 客 と の 交 流 会 「 囲 炉 裏で
ランチ」

逢瀬いなか体験交流協議会を立ち上げ 2010 年

1993 年より産直を始める

農家民宿「なかむらさんち」
学生たちとの農業体験交流

郡山で 化学肥 料 や化学 合成農 薬 を
一切 使用し ない 「人と 環境に や さ
しいお米づくり」をする

郡山での 有機農業の 推 進を目
指し。会長を務める

郡山環境保全農業研究会を設立

米の独自流通

有機 農 家 と し て 都 会 など の 顧
客に米を直接販売

少なくなるメダカを守るため田んぼの一部に
年中水を貯めたビオトープを作る

消費者に安全なものを届けるのが農家の使命、さらに農の立場か
ら自然環境を守りたいという思い

生活クラブや都内のおにぎりや
さんに米を届ける。長年かけて
す べて 自 分の 作物を 販 売ル ート
を築きあげてきた

年から冬期も冠 水す る
ように。除草剤の散布も辞め
るための工夫だった。雑草が
生えにくくなった。
その年から白鳥が飛来する。

水がいっぱいに張られ
た田に数百羽の白鳥が
悠々と浮かんでいる

白鳥が飛来する田んぼ

自然と共生する農業・
年有機認証取得

月号で登場

もともと無農薬での米作りを実践
さらに身近な子どもの親から「安全な食べ物を作って欲しい」と頼
まれたことから、安全な米作りを追求し、自然農法とも出会う

郡山市で有機農業をいち早く実践
不耕 起栽 培（
年ま
で実践）、自然農法と出
会う

年

「米の厚みを増す不耕
起栽培・半 耕起 栽培～
ホ タ ル ・ ド ジ ョ ウの わ
く田 んぼで で き た 米 を
どんどん売るぞ～」

雑誌『現代農業』で紹介

（株）日本の水田を守る会の取締役を務める
メダカの群れる田んぼを
全国に
自然耕の技術指導
自然耕米の普及

地域の田んぼが耕作されなくなるのを見かね
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中村さんのお米のおいしさの秘密
・「水田に用いる水は奥羽山系から湧き出た自然水で大半を賄っており、自慢の 1 つです。
」
・自家製発酵肥料を中心に貝化石（富山産）のミネラル肥料等を使用。
・籾摺り後の調整はより整粒歩合を高める為、ワンランク上の大きい網目で調整
・より元気な苗にするため５葉まで育ててから田植えをする（普通は２葉半）
会員さんの声「中村さんのお米に感動したのをよく覚えています。私のような子育てまっさかりの人間は、中村さんの
お米のような美味しいお米を子ども達に食べさせたいのに、やっぱり放射能コワイ。
。。と思っている方はまだまだいる
と思います。中村さんの素晴らしい信念そのままで､放射能測定済みを大きくうたえば、少しずつファンの皆様は戻ってくると思います。

放射能に立ち向かう米作り
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東京など首都圏に出張販売

震災前から交流のあった学生たちが学祭に
中村さんを招き野菜の販売協力も
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映画「福島六ヶ所未来への提言」
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2012 年 6 月 11 日福島県民 1324 人が原発事故を引き起こした東京電
力幹部や国関係者ら 33 人に対し、業務上過失致死罪などの刑事責任
を問う告訴・告発状を福島地検に提出。先祖代々受け継いできた農
地を放射能で汚染され顧客のほとんどを失ってしまった。その被害
はお金では計りえない。中村さんは損得の問題ではなく、放射能汚
染の原因を作った事故責任者を許すことができないと告訴人になっ
た。
告訴団の抗議活動には必ず参加

福島県の農家の現状を伝える様々な活動
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流会へ参加

郡山有機研究会の
成田さんと鈴木さん
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中村和夫さんのメッセージ
震災後約 4 年

2015 年 1 月

大交流会 2015in ウィルあいち

シンポジウム「放射能汚染と有機生産者の苦しみ～東北の生産者と共存できる道を探そう～」
いなーって。こうやって 1 年に 1 回なんだけど、会ってみ
なさんからいろいろ話聞いてエネルギー蓄えてまた明日
から頑張っていこうと思う。今後もどうぞよろしくお願い
します。
みなさんと同じように私の孫にもなるべく子どものた
めに安全なものを食べさせたいと思っています。しかし、
この原因を作ったのは何なんだ？誰なんだ？っていうこ
と、私らは聞きたくて・・原発訴訟団の一員になっていま
す。最終的には国も、東電も、みんな原発進めたあやまり
にきちんと責任を取ってもらう、それにはみんなで「原発
はダメだよー」って、そういう行動を起こさなければ以前
のまま。
原子力の問題に対してみんなで探ろうという今回のテ

原発でなくても、お米。最近は農業においても効率を求

ーマを見て、本当に私たちのことを考えてくれているんだ

めた農業ってことで「大型農業経営者を育てる！」という

なーと、大変力強く思いました。あの年以来、名古屋生活

ことで海外と対等に安く売って。まったくこのまま行った

クラブの量がだいたい半分くらいになって、いまだにかえ

ら今の日本の農業はなくなってしまう。ただみなさんのよ

っていません。だけど福島の人からすると事故以来、米は

うな良識のある消費者がすべて。自分のような農家を支え

全量検査しています。もちろん野菜も全部検査したやつだ

てくれるのは実は消費者のみなさんがどういう行動を起

け消費者のところに届けて、福島の人は頑張ってんだけど、

こすかがカギなんです。だから有機農業についても、それ

残念ながら安全の数字というのは、みんなおのおのが持ち

を支えてくれる消費者がいなければ絶対にうまくいきま

合わせているもんだから国とか県がここまでだったら食

せん。私らここ（大交流会）に来て有機農業当たり前だと

ってもいいぞって言ったて、いや私は 1 ベクレル、2 ベク

思ってかもしんねえけど、ウチさ行くと（地元に帰れば）、

レルあってダメって人がいたら、もちろん敬遠されるよ

あれ「変人かバカか」と言われている。お店に商品ずらり

な！？生活クラブにも今年の米だったら 26 年産、できた

と並んでるの見たって有機 JAS マーク貼ってあんのおそら

去年の 10 月には測ってもらった。C ラボのデータでも 1

くほとんどないと思う。それぐらい生産量がないんです。

ケタ代なんですけど消費者の方からすると、「やっぱある

裏返すと、やってもそれだけの算段してくれる消費者がい

よなー」と言われると、私らにはどうにもなんない相談な

ないってことに結びつくんですけど。やっぱり消費者のみ

んですね。

なさんも、農家は米作って、野菜作って、消費者に届ける。

セシウムを吸い上げないように田んぼにゼオライト入

というのをもう一歩踏み込んで農地を守ることによって、

れたり、深耕したりいろいろとはやっているが、そんだっ

生き物を守ったり、自然も守ってるんだっていう、そのた

て急激にゼロになるってことは、今はあきらめてるんだけ

めの代償を払ってるんだっていう思いになればいいと思

ど、その中でもみなさんから応援してもらえるとありがた

ってる。日本の農業を支えて欲しい。

震災後約 4 年半

2015 年 6 月

中村さんのお米カフェ

講演「それでもお米を作り続ける理由」
根が百姓なんでみんなの前で話すの苦手なんですが、まず話を始
める前に、こういう集いを計画してくれた名古屋生活クラブはじ
め関係者のみなさん、協賛していただいたみなさん、本当に福島
のことを思ってくれたこと、感謝と御礼を申し上げます。そして
昨日メッセージということで 19 人からいろんな励ましのお手紙
をいただきましたが、思わず涙が出そうで、夕べの余韻でそんだ
けでいっぱいで、激励のメッセージというか、本当にありがとう
ございました。
私は郡山市、福島の中央なんです。（地図を指しながら）奥羽山
系の山並みと吾妻山系の山並みがあって、会津、中通り、浜通り。
私らはちょうど福島県のヘソにあたる部分に住んで、農業をして
います。私らのとこには猪苗代湖のある奥羽山系の近くの麓で水
田を主とした農家です。郡山は明治のころ猪苗代湖から水を引い
て、ここだったら愛知用水というところがあるけど、私らは安積
疎水から水を引いていて、郡山は今 1 万ヘクタールの水田面積で、
都市では 2 番目か 3 番目に水田面積が広いところです。みなさん
ご存知の通り震災後の原発事故ということで、この 4 年間過ごし
てきたんです。福島の農産物なんですけど 4 年経った今でもいろ
んな人から「なんだ福島の農産物か」

っかもしんねえけど、農家じゃ、代々受け継いだ農地をそう簡単

私は福島の現状をみなさんに伝えようとここまで一生懸命やっ

に、他の人が考えるようにはいかない。そして自分が田も畑も長

てきた。それでもなおかつ福島の放射能に対する現実を発信でき

年耕して、自分の子どものようにお付き合いしてきたわけだから、

なかったから、もちろん関東圏もそうですけど、どうしたら理解

放射能に汚染したから、じゃあどこさ行って農家やるなんてこと

してもらえるか？

は、私からすると全くできる話ではないんです。そのへんのこと

とくに米は福島では全量検査。福島県のお米は県の責任で全部検

も考えてもらうと。「まだこれほど農産物がダメだったら作んな

査することになっている。それで 27 年度産ももちろん検査しま

きゃいいんでねえ」という人もいるけど、でも長年、農家として

した。ちなみに数字。2014 年で全袋検査したうち 99,98％が

やってきて「売れなければ作んなきゃいいんでねえ」って言われ

25Bq/kg 以下。

たってやっぱり長年農家として消費者に届けてきた誇り、そうい

１８５万６８７９袋、福島では全部検査。私のところでは 1,410

うものがあっから。でも何とかして理解してもらいてえって思い

袋。口で 1,400 というのは簡単だけど 30kg の袋だけんね！その

で米も野菜も自分なりに努力して仲間とやってきたんですけど、

30kg の袋を検査所に持って行く。そんな仕事までして。もちろ

その 1 年がやっぱし福島県自身でも例えばうちらの農産物直売

ん福島県中に何ヶ所もそういう検査するところ設けている。そし

所でも震災後あきらかに半分以下、2 割から 3 割でずっと低迷し

ていまだ山菜とかは残念ながら出荷してはダメですという県の

てきた。このままじゃもう直売所おわりだなーっていうことで首

指示がある。だから除染をいろいろやったけど、山まではまだ除

都圏に、
「どっから来たんだい？」と聞かれ、福島県っていうと、

染できてねんだから山の水が流れて、結局、沢になって田んぼの

買おうと持っていたものを手から離す。未だにそういうことが首

セシウム濃度が高くなるっていう現象が避けて通れない。何とか

都圏でもあるんです。よく考えてみると地元の農産物直売所でも、

セシウムが稲に移行しないように、農家の努力はお互いかなりし

福島の人ですらそうなのに、他のところに行って理解してもらお

ているはずです。まあそういう中で私らはどうしたらみんなに理

うとしたって無理。矛盾してんじゃねえか？まあなかにはそうい

解してもらえるかをずーっと頭悩ませて現在に至ってんだけど、

う人いっけど、どーしても理解して欲しい一心でいろんな応援も

それでもいろんな人が「中村さん、あんな悪いところいねっで、

らいながらやってきた。被災地支援のマルシェなどで南三陸と肩

↑中村さんのお米カフェに共催・協賛していただ
いったりでけ
いた団体・個人

ちっと違うと

を並べて売ってと同情して買ってもらえっけど、普通のマルシェ

ころに引っ越

行くと「あっ、福島」ダメっていうのが目に見えていまだにそう

しで違うとこ

いう傾向があるのをいかにして乗り越えていくか。私ばっかでね

ろで農家やっ

え、福島県の農家みんながそう。そういう農家を助けるためのい

たらいいんで

ろんな事業を動かしているが果たしてそれがどこまで有効か？

ねえの？」勤め

風評被害？実害？風評被害払拭の答えは誰も出してくれない。で

人なら住居、違

も、どうしても農家をやめるわけにはいかない。福島の農家で生

う方に持って

きていきたい。発信していきたい。こうして交流すること自体が、
明日から農業するやる気になる。

震災後約 5 年

2016 年 1 月

大交流会 2016in ウィルあいち

杉内清繁さんの講演「南相馬菜の花プロジェクト～農地と地域の再生を目指して～」を受けて
福島の外にいて
も福島のこと考
えて欲しい

んですけど、福島の中は実際はいま原発の廃炉に向かって、
原発の中では 8,000 人働いているそうです。そんなかで世
の中がオリンピックムード一色だけど今、福島では廃炉に
向けて、みなさんご存知の通り世界中の科学者を持ってし
ても、廃炉には 30 年、40 年かかるってんだわな。そうい
うことさせておいて世の中が何事もなく動いていて、福島
に住んでいないと福島のこと忘れたのか？そんな思いで
います。
郡山市というところは人口 30 万人ほどで、水田面積が 1
万ヘクタールあるという中で農地の除染やったり、私のと
ころも今やってるとこなんですけど、福島県の中は震災後

みなさん、ただいま講演をされた杉内さんは福島県南相
馬市で、私は郡山市と言って杉内さんは原発から 20km、僕
のところは 60km から 65km のところに位置しています。今
日は農業の仲間 5 人、同士と一緒に来ています。
え～、いま福島はどうなっているのか？まず福島から外
出てくるとなんか世の中すごい動いているように見える

1 日だって新聞もそうですけど原発に関係しないニュース
はない。ですから今、福島県、大変なことになっていると、
廃炉に向け大変なことになっていると、福島県外にいても
そういうことを考えていただけると大変ありがたい。一言
だけ話させてもらいました。

【福島県の米の放射性物質全量検査の結果 】
検査点数
25 ベクレル/kg 未満
平成 24 年度産

10,346,169 点

平成 25 年度産

11,006,551 点

平成 26 年度産

11,014,971 点

平成 27 年度産

10,498,715 点

平成 28 年度産

10,255,388 点

※「ふくしまの惠み安全対策協議会

25～50 ベクレル/kg

10,323,530
20,317 袋
（99,78％）
（0,2％）
10,999,155 袋
6,478 袋
（99,93％）
（0,06％）
11,013,018 袋
1,910 袋
（99,93％）
（0,02％）
10,497,915 袋
645 袋
（99,99％）
（0,01％）
10,254,915 袋
417 袋
（100％）
（0,0041％）
放射性物質検査情報」ページより

51～75 ベクレル/kg

76～100 ベクレル/kg

100 ベクレル/kg 超

1,383 袋
（0,01％）
224 袋
（0,002％）
11 袋
（0,0001％）
13 袋
（0,0001％）
5袋
（0,0001％）

72 袋
（0,0007％）
1袋
（0,00001％）
1袋
（0,00001％）
1袋
（0,00001％）
0袋
（0％）

71 袋
（0,0007％）
28 袋
（0,0003％）
2袋
（0,0002％）
0袋
（0％）
0袋
（0％）

会員さんから中村さんへ
追悼特集号の制作にあたり 30 人の会員様から中村さん宛ての頂いた手紙、メッセージをお預かりしました。そして中村
様ご家族にお送り致しました。ここでは全文は掲載できませんが、その一部を紹介させていただきます。

東北米ツアーに参加された会員さんのお子さん論田稜太さんと中村さん

★「現在、私ども家族は毎日、中村さんのお米を頂いております。

だ！！そしてなぜか「なつかしい～」と感じる。きっとそれは

本当に美味しくて、また 2016 のお米カフェでは中村さんとお会

中村さんに会って、どういう思いでお米作りをしているのか知っ

いしてお話させてもらい、温かいお人柄に触れたこともあって余
計に有難く、感謝しながら頂いておりましたところ、突然の訃報
に大変ショックを受けております。震災にも負けず、精力的にい
ろいろ取り組まれておられた中、今後も中村さんの意志を忘れず
になにかできることがあれば行動したいと思っております」

ているからだ。もしあの時中村さんに会っていなかったらこうい
う風に思うこともなかったのかもしれない。」S・T さん
★「ごめんなさい・・・としか言えません。お米、一度も買えな
かった・・・本当につらかったと思います。そんな中にあっても
中村さんの屈託のない明るさはみんなに幸せを下さいました。あ

H・T さん・H・M さん

の笑顔、一生わすれません。」M・H さん

★「去年の夏、ツアーに参加させていただきました。お米作りへ

★「娘は米の好きな子に育ちました。私も昔は米をそれほどおい

の熱い思い、作ったお米を食べる人への気遣い、そしてご夫婦の

しいと思ったことなくただ日本の主食が米というだけで食べて

あたたかいお人柄に触れ、中村さんのお米を美味しいね、また行

いました。中村さんの米に変えてから「米」がこれほどうまいも

きたいね、と息子たちと話していたのに信じられません。」

ので体を作ってくれてるんだ。そして生産者のご苦労なども想像

S・Y さん

することもできるようになりました。震災の時、今後の注文をど
うしようかと問われたときも自分でしっかり考え、家族とも話を

★「皆さんの心の中で生き続けることと思います。」H・A さん

し、中村さんの米を継続したことも思い出されます。本当にあり
がとうございました。」K・T さん

★「一度お会いしてお礼を言いたかったのですが夢になってしま
した。中村さんが届けてくださったお米で子どもたちも病気もし

★「後に残った我々が福島のこと、日本のことを真剣に考え、行

ないで大きくなり結婚しようとする年齢にもなりました。」

動していかなければと思っています。」I・S さん

M さん
★「生活クラブとお付き合いを始めて 10 年以上経ちます。
「たね
まき」にいつも中村さんのお名前があることが当然のようでし
た。」I・N さん
★「中村さんに初めてお会いしたのは震災後の大交流会の時だっ
た。その時の講演会の中で「僕は農家だから米が作りたいんだ！」
と力強く言われた。大変な被害にあわれている最中でのこの言葉。
家で中村さんのお米をいただく時はたいがいこの言葉とその時
の姿が頭をよぎった。だから中村さんのお米は格別にうまいん

★「『放射能ゼロ派』のママ達に知識もなくてほとんど何も言え

★「昨年の大交流会で福島を出ると何もなかった様に世の中が

なかった私。生活クラブさんが発信してくださる汚染（除染）

動いているとお話されたことが心に強く残っています。」

の現状と数値を信じて「応援したいナ」の気持ちだけで、お米

H・Y さん

を年間購入させていただいていました。美味しいお米をありが
とうございました」S さん

★「出来れば今いただいているお米と同じようなおいしいお米

★「中村さんがこれから何をしていきたかったか、果たしたか

を作り続けていただきたいと思います。」H・T さん

ったのかを考えるようになりました。それが何かは私 1 人では
まだ分かりませんが、みんなで考え、みんなで力を合わせて、
いい未来にしたいです。中村さんがしてきた活動、

★「これからも中村さんのお米を待っています。」S・M さん
論田稜太さんのお母さんのお手紙

被災地の現状を伝えること、支えること、みんなで
できないかな。」N・Y さん
★「もし日本中の水田が中村さんの水田のようであ
ったなら、もし原発がなかったなら・・・」
H・E さん
★「一度だけですが中村さんのお話を聞きました。
それからもずっと頭のどこかに、あのときの中村さ
んの声がします。今も、あのときのことを置き去り
にしたまま、この国が進んでいこうとしているよう
で、そんなことは絶対おかしい。とずっと思ってい
ます。」H・K さん
★「原発はいらない、自然に帰ろう、は伝わってい
るし広がっています。福島の自然に感謝して大切に
していきたい。」S・A さん

名古屋生活クラブはたくさんの柱で成り立っていると思い

「私のギャラリーで又かあちゃんズの協力も得て福島応援

ます。生産者の柱、社員の柱、消費者の柱。その中の太い太い

のイベントできたらいいね」と伝えると「やんべやんべ」
「う

中村柱が一本突然なくなって・・・。大きな悲しみです。

ちのかあちゃんにも云っとく」という昨年秋の会話が最後の

中村さんに初めてお会いしたのは震災前の生産者交流会の

おしゃべりになろうとは。

時でした。陽気なおじいちゃんで冬に白鳥の舞う、代々続いた

生命ある者の運命（さだめ）で、齢に関係なく、いつ、ど

美しい田んぼで安全でおいしい米を精魂込めて作っているこ

こで、どうなるか、本当に分かりません。でも、一日生涯。

とを誇らしげに語っていました。そのとき頂いた名刺には奥さ

今日一日を悔いなく果て無き夢と、本当の震災復興を果たし

んと一緒に頑張っているよというメッセージだと受け取りま

たいという中村さん自身の強い意志は、触れ合う折に伝わっ

した。

てきていましたので、残念無念なお別れ、出来事なのではな

震災後の交流会などでは、人災である原発事故への怒りと田

く、その思いの下地をしっかり残したからあとは、その継承

を汚された深い悲しみが言葉に表われ、私は原発を指示する者

頼むよとのバトンのメッセージ手渡してくださったものとく

たちへの怒りが強くなりました。目には見えない放射能は簡単

みとりたいものと思います。

に取り除くことができるものではなく、時間をかけ・・かって

御縁あること大切にしたいと常におっしゃっていた中村

いる。中村さんの報告を聞くたびに、胸が痛くなりました。中

さん、これからも蒔いた一粒の種の御縁が大きくつながって

村さんのお米はとてもおいしくて、1 才 8 ヶ月の孫から 82 歳

いく様、これからも天国から見守って元気を送り届けて下さ

の両親まで大好きです。おいしくて安全なお米を作ることので

いね。ありがとうございました。

きる貴重なお百姓さんが日本から一人いなくなったこと悲し

福島県田村市

くてくやしいです。

（元名古屋生活クラブ会員さん現在は養生のため徳島県在住）

心よりご冥福をお祈り申し上げます。
2017.5.15

東北ツアーの時の写真

菊池弘恵さん

和みギャラリー

ゆずり葉

佐藤久美子さん

中村さんの４０年以上の農業活動に敬意を表します。
そして、深く感謝と心よりご冥福をお祈り申し上げます。
半歩プロジェクト

スタッフ一同

—————————————————————————————————————
2015 年、名古屋生活クラブと共催のお米カフェで、中村さ
んと交流を交わすようになりました。
『「中村さんちは、つばめ飼ってるの〜〜〜？」なんて言
われるんだぁ』なんて、陽気に話してくれました。太陽の
昇る時間に合わせて農作業すること。めだかの学校のこと。
ご親族で集まると大きな鉄板でお料理をすること。楽しい
話とうらはらに心が痛みます。
「無農薬農家の方を応援することは、地球を守ること。」
子ども達に言ったセリフは本心であるけれど、お米カフェ
で、私がママ目線で発信したことは、
、、
、
放射能汚染の可能性がある食べものは子ども達に食べさ
せたくない、と思っていること、でした。
それでも・・・やっぱり中村さんのお米を応援したい。
福島の地で守ってこられた無農薬農業を、続けて欲しい。
では、お米を買えない私たちが、中村さんを応援するには、
どうしたらいいのか。
お金で支援することなのか。
原発反対と声をあげることなのか。
それとも、全く別にあるのか。
それを、話し合うことにも意味があるのでは？と。
「本当の復興支援とは、日本中から原発をなくすこと。」
お米カフェで中村さんはおっしゃいました。
私に何ができるのか、あのとき答えを出せないまま、日常
に流されてしまいましたが、中村さんの言葉を思い出し、
今、また感じるものがあります。でも、
、
、日が経つにつれ
て、また日常に流されてしまいます。原発を止める。と言
っても何をしたらいいのか、何ができるのか、正直 分か
らずすっきりしないまま時間がすぎていくのが現状です。
話は戻りますが、実はお米カフェ終了後 こんなことがあ
りました。中村さんがロールで苗を送って下さったのです。
中村さんは確かに打ち合わせ中に、「子どもたちが稲の育
ち方、見たことないなら、そしたら送ってやるから」とお
っしゃいましたが、量が半端なく多いことにびっくりしま
した。サークルのメンバーで分け、幼稚園や小学校で育て
てもらい、それでも残って希望者の方にもお配りして。そ
の夏、私の周りでは、バケツでお米を育てるのが、ブーム
になりました。
そして、中村さんからアドバイスをいただいて、稲はバケ

NPO 半歩プロジェクト
食と暮らしの向上を目指して名古屋市で活動するママたちの
集まり。日々の食事や暮らしの大切さを、楽しみながら見直
していきたい・・・そんな思いから、
「子どもが作るお弁当の
日」などいろいろなイベントやお話会などを企画
中村さんのお米カフェを共催

ツで育ちました。
収穫した稲は、子ども達と牛乳パックで脱穀してから、精
米しました。
幼稚園や小学校では、先生方が率先して子ども達と調理し
て下さいました。
都会で暮らす私たちの子は、「体験」という形でしか、食
べ物の向こう側に触れる機会がなかなかありません。でも、
私たち親や先生方もきっと、子ども達が体験することで食
べ物の向こう側に触れることを望んでいます。その機会を
待っているのです。積極的に参加する場に連れていくこと
もあります。
中村さんのご配慮で、この夏お米を身近に感じることがで
きました。「稲と一緒にバケツでめだかを育てたよ」と、
話してくれる人もいました。子ども達は、田んぼの生き物
の話を思い出してくれたかな。お米を育てている人がいて、
生き物を守っていると少しでも感じてくれたかな。
そう思ったとき、ああ、そうか。私にできることって「原
発を止めること」、そんな大きなことでなく「子ども達へ
疑問を投げかける」ことなのだ。
今、私にできることを精一杯、続けていく。それが中村さ
んへの恩返しになるかもしれません。
微力ではありますが、中村さんからの発信を子ども達に繋
げていきたい。
その先に、きっと社会が変わっていくと信じて。
今、気持ちを新たにこのメッセージを書くことができまし
た。
中村さんのご冥福を心からお祈り申し上げます。

半歩プロジェクト

中島

「中村さんがくも膜下出血で亡くなられました」と吉田さんからの電話に、あま
りにも突然のことでただ驚くばかりでした。
あらためて「たねまき新聞」11 号を読み、中村さんと私が並んで田んぼを見てい
る後姿の表紙がとても印象に残っていることを思い出しました。ページをめくると
日焼けした精悍な顔の中村さんが笑っています。白いタオルがまた似合っている。
お互い敗戦後の昭和 23 年に生まれ、米の増産時代には一粒でも多
く米を穫りたいと稲作に力を入れて暮らした毎日だったが、中村さん
も多分同じ思いだったのではないでしょうか。減反政策が始まって農
業が変わりだし、世の中も高度成長で沸きあがっていた。そのころ有
機農業に目覚めて、やっと山と田んぼが繋がって見えてきた。そして
自然に生かされていることに気づいた。中村さんは 13 代続く米農家
の長男、私は７代続く農家の長男、お互い似たような境遇で育ちなが

昭和 23 年 宮城県大崎市に生まれる
宮城県立農業短期大学卒業。東京美学校にてシルク
スクリーンを学ぶ
1981 年 無農薬無化学肥料の米作りを始める。
1983 年から船形山のブナを守る会代表世話人を務
める
2011 年「詩集 稲穂と戦場」
2013 年「詩集 農で原発を止める」を出版
2015 年「詩集 農で原発を止める」を出版
ジョンレノンとお酒をこよなく愛す「農民芸術家」

ら日本農業を見続けてきた気がします。
福島第一原発事故は中村さんや仲間の方々をどれほど苦しめたことでしょう。その心労がなければまだまだ元気に
活躍されていたと思えてなりません。偉大な東北の農人をなくしてしまったことは、非常に悲しいです。
昨年８月の「米農家を巡る東北の旅」で、大崎耕土の水源である船形山のブナの森に中村さんにも同行していただ
き、ブナの森の美しさを体感してもらいました。中村さんとお別れの握手をしたときの大きくふくよかな手の感触が
忘れられません。
朝な夕な磐梯山を眺め農に生きた中村さん、今は磐梯山から郡山の田畑を眺めていることと想います。
どうぞ安らかにお眠り下さい。
小関俊夫
東北ツア
ーを特集
したたね
まき新聞

中村さん

2016 年 8 月の東北お米生産者ツアーの時の集合写真

小関さん

2015 年 1 月名古屋で行われた野菜生産者会議での中村さんの報告を聞き、澤村さんは地元熊本で帰ってすぐの 2 月に
中村さんを招いての集まりを開催しました。

中村さんへ

福島から熊本まで何キロあるのか。テレビで流れる原発の状況に大変だなと
思いつつ我が身には遠い所での出来事のように感じていた。名古屋生活クラ
ブ生産者会議で中村さんと出会い、一言一言に九州に住む我々があまりにも
軽率に考えていたことが恥ずかしく、翌日、熊本へ帰り、私 1 人が福島の現
状を知るのでは申し訳ないと思い早々に仲間に呼びかけ、
「福島からの報告」
とし、中村さんにお願いしました。100 名程の参加で、学
生から大人まで、ただ中村さんの現場の状況に、取り返
しのつかないことの重大さを痛感しました。昨年、熊本
で地震発生から、いち早くお米を送って頂いたのが、中
村さんでした。二度と繰り返さないよう、原発がいらな
い社会、我々農業者に何が出来るか、農業を通して社会

肥後あゆみの会代表
熊本県の中央に位置する宇城市という所で、自然に逆らわ
ない、
「自家製ぼかし肥料」と、タケノコや山菜、カヤな
どから抽出した天然エキス「天恵緑汁」を使った澤村流環
境保全型農業でトマトを中心に栽培
元漁師で 30 歳を過ぎてからの新規就農という異色の経歴
平成 13 年 仲間の農家と共に肥後あゆみの会を設立
他県の生産者からも注目されるトマト作り名人でオーガ
ニック・エコフェスタ 2017 で大玉トマト部門最優秀賞
若手の育成にも力を注ぎ、多くの若者が澤村さんの元で働
きながら農業を学んでいる

へ提案できるよう努力します。
6月9日
肥後あゆみの会

澤村輝彦

2015 年 1 月の大交流会で発言される澤村さん
中村さんも澤村さ
んも年 1 回の大交流
会と生産者会議を
大切に思い毎年参
加していただいて
います

澤村さん

この生産者会議でみのふぁーむの
蓑口さんはじめ生産者から東北の
生産者のために何かできないか？
と声が上がり、名古屋生活クラブと
して中村さんのお米カフェ開催な
ど支援活動を継続するきっかけに

毎年ウィルあいちで 1 月末ごろ開催される
野菜生産者会議

～放射能に立ち向かうきっかけを作ってくれた生産者～
4 月 27 日(木)のお昼過ぎにかけた一本の電話がきっかけでした。
電話に出たのは息子さんの奥さんで、お昼前に中村さんがくも膜下

高木
中村さん

出血で亡くなり、もうすぐ自宅に戻られるとのことでした。
中村さんは福島県という地でお米を中心に専業農家を営み、東京
電力福島第一原発事故の影響を直接受けた方でした。原発事故から
数年間は中村さんのお米からも放射能が検出されていました。それ
でも(株)名古屋生活クラブは中村さんのお米を取り扱いました。事
故によってまき散らされた放射能にただ怯えるのではなく、立ち向
かうきっかけを作ってくれた方でもあります。正しい知識を学び、
風評被害に惑わされず理性をもって判断する。

2014 年 6 月中村さん訪問
中村さんとかあちゃんずと名古屋生活クラブスタッフ

中村さんは、自分が育てたお米を「安心だよ、とは言えない。けど、おらにはこれしかできないから、食べてくれ
る人がいるかぎり頑張るだけだ。
」と、身を小さくしながら言っていた様子が今でも脳裏によみがえってきます。
私たちは応援しました。事故以前は白鳥が舞い降りる田んぼで有機のお米を届けてくれていた中村さんに、今度は
私たちが支える時だと。東北支援の交流会、お米カフェなどチェルノブイリ中部救援理事の河田昌東先生も招いてい
ろいろな交流会を企画してきました。どれだけみなさんの意識を変えられたのかは分かりません。でも努力がいつか
素敵な果実に成長することを思い描きながら頑張ってきました。しかし結果は、なかなか実りませんでした。中村さ
んは、「お米が売れなくても、努力してくれているだけで感謝しているよ。」と、お礼を言ってくれていました。思い
出すたびに自然と涙が溢れてきます。
事故以前から中村さんは地元郡山を元気にするため農家民宿を始めたり、仲間と逢瀬(おうせ)いなか体験協議会を
結成するなど、いろいろな活動を通して、本当に数多くの人たちと結ばれてきました。中村さんに触れたことのある
方には分かると思いますが、本当に人情に溢れた愛くるしいおじいちゃんで、心は子供のままといったイメージがぴ
ったりな方でした。そんな中村さんだったからこそ、輪が広がり、お互いが支え合う
素敵な関係が築かれていったのだと思います。しかし、原発事故を機に、この関係が
ほとんど切れてしまい、お米も売れなくなってしまいました。当社でも同じ状況でし
た。
でも踏ん張りました。
「国に負けてたまるか！」
「東京電力に負けてたまるか！」中
村さんは 6 年以上もの間、その命が尽きるまで戦い続けました。徐々に仲間も増え、
(株)名古屋生活クラブの会員さんも含めて新しい輪が形成されている最中での出来

田植えお手伝い

事でした。
みなさんが食べるお米はどんなお米ですか。農薬・化学肥料を使わ
ない中村さんのお米は市販と比べると高いです。でも中村さんの田ん
ぼには豊かな自然環境が整っています。冬には白鳥が好んで訪れお手
伝いしています。生前の中村さんの言葉に、「お米をお金という物差
しで選ぶのではなく、次世代に自慢できる環境を維持していけるお米、
そんな目で見て欲しい。」というものがありました。自然環境保護を
いうのであれば、そんな中村さんが育てたお米、無農薬・無化学肥料
のお米を食べることが、私たちの心を豊かにし、中村さんへの供養に
なるのではないかと信じています。
(株)名古屋生活クラブ訪問にされたとき震災後の状況
をスタッフにお話する中村さん

中村さんと(株)名古屋生活クラブの絆
2007 年の中村さんとの出会いから、震災後の中村さんと名古屋生活クラブの放射能と向き合う活動
共に歩んできた 10 年

中村さんとの出会い
今から約 10 年前、(株)名古屋生活クラブ代表の伊澤が雑誌『現
代農業』の中村さんの記事を読み、中村さんの実践する農業に
感銘を受け、すぐさま連絡をとり、福島まで取引開始の交渉に
行く。当時いまよりもまだまだ小さかった宅配会社だったにも
関わらず、快く受けていただく。その後、急速に絆は深まって
いき、〝心でつながる生産者〝に
初めての
出会い

中村さん＆(株)名古屋生活クラブの年表
2007 年

・2007 年 9 月に(株)名古屋生活クラブ代表の伊澤が中村さんを訪問し付き合いが始まる

2009 年

・2009 年中村さん名古屋訪問

2011 年

・8 月震災後初の中村さんの名古屋訪問
・放射能測定器の導入（名古屋でいちはやく自主検査体制を取る）
・5 月中村さんのところに放射能測定も含め訪問、震災後初の米作り
・中村さんも登場する映画「福島 六ヶ所 未来への伝言」上映会を(株)名古屋生活クラブ配達地域各地で開催

2012 年
2013 年
2014 年
2015 年

2016 年

・中村さん大交流会 2014 に参加し福島の現状報告、そのもちより新年会で母ちゃんずの手料理
・生活クラブスタッフの中村さん訪問（田植え手伝い）
中村さん訪問
・中村さん大交流会 2015 に参加
・6 月に中村さんのお米カフェ開催
・中村さんを訪問みのふぁーむ蓑口さんとともに。郡山有機農業研究会と会合
・大交流会 2016 に参加「風化しつつある福島」について、
もちより新年会では母ちゃんずの手料理
・夏休み企画として「東北のお米生産者を巡る旅」を実施
・たねまき新聞 11 月号の巻頭特集「東北のお米の生産者 中村さんと小関さん」
～スタッフの援農の様子～

東北のお米生産者を巡る旅

中村さんのお米カフェを名古屋で開催

～夏休み企画中村さん＆小関さんに会いに行こう～

～福島産のお米を考える

被災地支援カフェ第 1 段～

名古屋市の後援、有機生産
者団体はじめ団体・個人協
賛 ）
、講演「それでも米
を作り続ける理由」
2
4

直接会って感じてもらうことが
一番生産 者の 魅力を知って いた
だけると思い企画

東 北の お 米 と い う だ け で 避 け ら れて
し まい 、 も っと 大 き な 中 村 さん 、 小
関 さ ん の 魅 力 や 価値 が な か な か 伝 わ
っていないのが現状

（こども 11 人を含む 20 人 6 家族が参加）

中村さんに放射能汚染下での農業の現状と想いをお聞きすると共に
改めて放射能に対する理解を深め、生産者を支えるために何ができる
のか？を考え、話し合う場として“中村さんのお米カフェ”を開催

中村さんからのメッセージ（2015 年 1 月 5 週号掲載文章）
26 年産米については、はるばる名古屋からスタッフの方のみに関わらず、会員さんにも援農していただき、まさに提携関係を強化した感が
ありました。農産物は、消費者に届くには、八百屋、農産物直売所、契約栽培や(株)名古屋生活クラブを通すなど様々な方法があります
が、ここ名古屋生活クラブを通した提携という生産者と会員の関係には、農産物の売買ではなく、命を支え合う関係があると思っています。
生産者の育てる農産物は、商品ではなく命の糧であり、会員の支払うお金は代金ではなく、
自然（大地）の恵みへの謝礼であり、この関係を深めていくには顔の見える関係をも超えて
心でつながることが大切かと思います。そういった意味で、年 1 回しかありませんが、生産
者と会員の交流（大交流会）は、私にとって、大変楽しみであると同時に大切な時間でもあ
ります。絶対に欠かすことはできません。
中村さんが楽しみにしていた大交流会（生産者会議）の様子⇒

～「100 ミリシーベルト以下は安全」も「１ベクレルは危険」も嘘～
福島原発事故の放射能は私たちにどう影響するの？
核施設などの放射能を日常的に浴びる場所で仕事をしていた方 30 万人を、27 年近くも調べた研究があります。
沢山の人を確実に調べているので、私たちが、実際に長期間に低い放射能を、どのくらい浴びると白血病で死亡する
のかの基準になります。
政府系では、かなり甘い基準！
「政府系の科学者は、ずっと取り続けた放射能の合計が、100 ミリシーベルト以下で癌は起きない。
」と言っています
が、この研究では、1.3 倍の人が白血病で亡くなるという結果でした。
１年間の合計が、20 ミリシーベルトになる地域への帰還を進めていますが、これだと、白血病で亡くなる方が 5 年で
1.3 倍に増えてしまうことになります。
（5 年で 100 ミリシーベルトになってしまいます。）
非現実的な基準 1 ベクレル
食品の会社や、放射能の危険を訴える団体が「1 ベクレルでも危険」といっている方もいますが、これは逆に過剰な反
応です。
1 ミリシーベルトを換算すると 7 万 7000 ベクレルとなるので、この研究結果と比較すると 1 ベクレルがいかに問題が
ない数だということがわかりました。
詳しくは、または科学的な解説は、次の文をお読みください。
論文
Ionising radiation and risk of death from leukaemia and lymphoma in radiation-monitored worker(INWORKS)
放射線被曝量をモニターされた労働者の放射線被曝と白血病、リンパ腫で死ぬリスク
Klevi Legrand. lnstitute for radiological protection and nuclear safety
Lancet Haematel 2015:2:e276-81
要旨
長期及び、何回もの放射線被曝は、職業上、環境中、医療で起こるものですが、その白血病、リンパ腫のリスクには多くの不確定
性があります。
方法
フランス、アメリカ、イギリスの核施設に１年半以上雇われた放射線量をモニターされた労働者３０万８２９７名からなるコホー
ト（集団）をトータルで８２２万人/年（３０万８２９７名なら平均２６．７年追跡した）
、線量としては、骨髄に当たった線量と、
白血病、リンパ腫の死亡率と比較した。
結果
線量は非常に低い線量（１年間に平均 1．1 ミリグレイ・・・ガンマ線が主なので 1．1 ミリシーベルトと同じ）、白血病死の過剰相
対リスクは、1 ｸﾞﾚｲ（1000 ミリグレイ）につき ２．９６倍になった。
この研究は、長期低線量被曝と白血病の関係を強く示している証拠になっている。

解説
この論文は、低線量被曝でも白血病死が起きてることを証明しています。
１ｸﾞﾚｲにつき２．９６倍という結果は、この研究はガンマ線によるものがほとんどの被曝なので、１シーベルトにつ
き２．９６倍と考えてもいいです。（本文に内部被ばくの影響は少ないという記載があります。）
１シーベルト
２．９６倍
１００ミリシーベルト
０．２９６倍（２９．６％増）
１０ミリシーベルト
０．０２９６倍（２．９６％増）
１ミリ
０．００２９６倍（０．２９６％増）
というもので０．２９６％増加の証拠のため、３０万以上の労働者を、平均２６．７年追跡して、ようやくわかった
というものです。
ちなみに、日本政府は、２０ミリシーベルト/年の汚染地への帰還を進めています。これは５年分で１００ミリシーベ
ルトになるので、白血病死が２９．６％増えるという予測になります。
又、１ミリシーベルトを、ｾｼｳﾑ１３７に換算すると、７万７０００ベクレル摂取と同じになります。
（ECRR だと、１万
５０００ﾍﾞｸﾚﾙ位）。
政府、政府系の科学者が言っている１００ミリシーベルト以下でガンは起きないは明白な嘘ですが、１ベクレルが危
険だというのも誤っています。
名古屋生活クラブ 伊澤

この 1 ベクレルに中村さんがどれほど苦しめられたかを思うと悔やまれます。

手紙読ませてもらいました。つながりとい
うものの大切さが身に沁みました。本当にあ
りがとうございます。
あの人はいつも大交流会を楽しみにして
いました。そして 10 月 21 日に岡崎で開催さ
れる秋のマルシェも。「何を出そうか！？」
と楽しみにしていたところでした。
（株）名古屋生活クラブさんのいろんなイ
ベントや会に参加させていただき、さまざま
な交流やつながりができ、おかげさまで他の
農家に比べて本当にいろんな経験をさせて
もらいました。そこが幸せだったと思います。
ただ悔いは自分がどういう状態か分からな
いまま逝ってしまったこと。そこがかわいそ
うで。
いま息子が一生懸命田植えをしているところです。普通だったら田植え終わっているのですが、（出遅れたた
め）10 日以上遅れています。後を継ごうと頑張っています。あの子も 10 年以上父と一緒にやってきたので、分
からないこともあるかもしれませんが、やっていけると期待しています。そして、落ち着いたら名古屋生活クラ
ブのイベントに参加してつながりの大切さを感じて欲しいと思っています。
どうかこれからもよろしくお願いします。
（会員さんからお預かりした中村さんへの手紙やメッセージをお送りした後、お電話させていただきました。そ
の時、奥様の喜代さんからお聞きした内容をまとめましたものです）

私の米作りの 半世紀の歩み（2016 年 5 月 1 週たねまき掲載文章より）
福島の農家は原発事故で悪い風評が国中、いや世界中に定着してしまい一向に回復の兆しが見えていない。当
クラブにおいても事故前の半分の数量ではなかろうか。
でもお金になるから米を作る、ならないから作らないとはいかない。借金が増えても農機を買い続ける。米作
りの人生、損得で決めることは決してできない。生きてる限り続けるつもりだ。しかし、いつかは息子にバトン
を渡す日が来る。来るのは意外と近い日かもしれない。

