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青森県　りんご農家

三上さんと今さん巻頭特集

青森りんごの袋掛けツアー。来年はいよいよ 10 年目の節目の年になります。「まずは 10

年やってみよう」（三上さん）と始まったからです。

農薬を減らして欲しいという名古屋生活クラブの意向を受け入れ、農薬を減らすだけでな

く、使う農薬の安全性も配慮し試行錯誤しながら共に取り組んでくれている三上さん。お

父さんの代からの無農薬りんご栽培に取り組む今さん。

今回お忙しい中、それぞれ文章を寄せていただきました。三上さんには「りんごの袋がけ

10 年目を迎えるにあたって」、今さんには「無農薬栽培りんごについて、名古屋生活クラ

ブとの関係について」という内容でお願いしました。

りんごのおいしい季節。この袋掛けの取り組みが何を意味するのか？もう一度振り返るきっ

かけとして特集することにしました。

「文章を書くのが苦手で・・」と言う、三上さん。箇条書きでも、電話ででも、三上さんの

言葉で会員さんに伝えたいのでとお願いしていただいた、貴重な三上さんの文章。「名古屋

生活クラブとの出会いが衝撃的過ぎて、どうしてもそのことを書きたかった。無農薬りん

ご栽培のことも書きたかったけど。またその話は別の機会で・・・」「名古屋生活クラブさ

んは有機認定にこだわらない。認定より、実際に来て、見てみる。生産者との信頼関係を

大切にしている会社だと思った。そのことも書きたかったけど、忙しくて・・」

とは今さん談。

お 2 人の生産者を通して、流通として、消費者として、感じることがたくさんあります。

452-0802 愛知県名古屋市西区比良 2-120　tel:052-501-0251 FAX:052-503-0967
nsc@athena.ocn.ne.jp  http://www.nagoyaseikatsuclub.com

名古屋生活クラブ
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名古屋生活クラブさんとのおつきあいは友達を介して

米の出荷が最初でした。（18年位前かな？）

うちはりんご園 12.5ha、水田 40 ａのりんご専業農家

と言ってもいいくらいなのに始まりは米だったんです。

りんごを出荷する様になったのは 6、7年後になってか

らです。そのころ一般的なりんごの防除は 17～ 18 回

の薬剤散布で 11回まで減らしました。

伊澤さんが弘前に来られた方のはそういうときでした。

伊澤さんと話をしてりんごのお付き合いをすることと

なるのです。

でも生活クラブさんとお付き合いするのは簡単なこと

ではありませんでした。

付き合い 2年目に、摘果剤を使わないでもらえないか

と言われ、「う～ん！」と悩んだすえに、とりあえず使

わないでやるか？その結果、近所では摘果が終わって

いるのに、うちはまだまだ終わらない状況で、母親に

愚痴をこぼされる状態でした。

3年目には、殺菌剤（マンゼブ）の使用をやめて、黒

星病が出たこともありました。

黒点病が出たこともありました。

りんごの付き合いをし、3年目に、あることを思いは

じめました。

農薬の回数を減らすことがいいことなんだと思ってい

たのが、違うかもしれないということです。

回数を減らしても毒性や残留の強いものを使っては意

味がないと思ったんです。

りんごをはじめて 4年目の冬に、一度、生活クラブに

行かなければと思い名古屋に行きました。

そして南伊勢に向かう車の中で伊澤さんと当時の担当

者に言ったのが「青森に袋掛けに来るなら農薬もっと

減らしてやってみてもいいよ」です。

自分でも何言っちゃったの？と、たぶん青森ま

では来ないよな～、と思ったのを覚えています。

3月末にチケット取るから、袋掛けは何日が

いいの？と電話があったときは「本当に来る

の？！」と驚きでした。

一番小さいりんご園（20 アール）を生活クラ

ブ専用にしてやれるだけやってみようと決めま

した。

6月末袋掛けに来てくれました。たしか社員 13

名だったと思います。なれない作業を頑張って

くれました。13,000 枚掛け終えました。

（袋掛けをすると、りんごにとって一番の害虫モモシン

クイガの殺虫剤 3回散布しなくてすむのです。）

11月の収穫時、葉は虫がついて大変な作業だったけど

りんごは予想よりも良かったのです。

2年目以降どうしようと思っていたところに、私と会

員さんとの交流会を開くので来てくださいとの連絡が

あり、その年の 12月だったかに名古屋に行きました。

交流会でりんごを食べた会員さんから、「良かった」と

か「これからも作ってください」等の言葉を聞くと「やっ

て良かったな！」「もう 1年頑張ろう！」と思ったんで

す。

そして、もう一年が続いて、今年で 9年目になりました。

人との出会いがあって今の私のりんごがあると思って

います。

まずは脱サラして地元に帰ってきた友だちと知り合え

たこと。その友だちを通じて伊澤さんと知り合い生活

クラブとお付き合いが始まったこと。

私の場合、最初から大幅に薬剤を減らした袋掛けりん

ごを作ろうと思ったのではなく、こうしてほしいと言っ

たことに一つ一つ応えて今があるのです。

名古屋に行くたびに会員さんからの言葉にやる気と元

気をいただいて、9年続けられているんです。

自分の作ったものがどういう人に食べてもらい、どう

思ったかを聞けるのは、とてもうれしいことです。

三上勝

三上　勝さん
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　最初の出会いは、2008 年今から 8年前に、社長さ

ん、丑山さん、木下さんと永田さんの４名がお見えに

なった時と記憶しています。年中忙しい我が家ですが、

その時もとても忙しく、こんな忙しいときに見学かと

いう思いが私の中にありました。そもそも、名古屋生

活クラブも、生協だと思っていましたので、生協は私

の中では、あまり信用のおける会社ではいのです。お

まけに、運転手の人が、道を間違え、遅れてきたもの

ですから、私は、かなり不愉快な顔で対応したと、後

で社長さんからお聞きしました。しかし、せっかくお

見えになったのですから、りんごのこと、自分の信念

や想いを田んぼにまで連れていって、説明したように

思います。田んぼでは、社長さんが、いもち耐病性の

品種があるとか、自分たちも作っている話をしました。

それを聞いて益々しゃくにさわったのを思い出します。

それは、こういう方がいるからです。「私は、家庭菜園

をしているから、農家さんの苦労は良くわかります。」

と自負する方。私は、生活が安定し、趣味で作ってい

る方と、百姓を生業とし、命をかけて作っている私と

同じ訳がないと思っています。そんな人が、百姓の本

当の苦労なんてわかる訳がない、何知ったかぶりして

るんだと、その時も思いました。だから、私は、不機

嫌でした。皆さん一生懸命聞いて下さったのですが、「売

る物は、ありません。」とお断りしました。一つだけ好

印象だったのは、名刺です。山羊の写真がのっていま

した。山羊はこの前までうちでも飼っていましたし、

百姓にとっては身近な動物です。なぜ、山羊の写真が

あるのか不思議でした。理由は、後でわかります。

　次の年、瀧岡さんと数名の方が、お手伝いさ

せてくださいとお見えになりました。売る物が

ないのになぜ来るんだろうと思いました。りん

ごの袋がけは終わっていましたので、木の回り

の草取りをお願いしました。若い方達が、一生

懸命働いてくれました。また、次の年も、袋が

けさせて下さいと今度は、もっと多くの方が、お見え

になりました。これも私の経験から、援農は、ほとん

どの場合足でまといで、働いていただいたことはあま

りありません。ですから、人夫さんに、どうせ少しし

かできないから、下の方を少しだけ残して、はしごを

使う上の方は、全部袋をかけてくださいと頼みました。

そしたら、あっという間に袋がけが終わりました。丑

山さんが、「はしごがあれば、上の方までかけられます。」

と言いにきました。「え！この人達、はしご使えるんだ、

袋がけ出来るんだ。本当に手伝うつもりなんだ。」と、

わかりました。ありがたかったです。今まで申し訳な

いと思いました。その時から、私の意識が変わりました。

袋をかけていただいたジョナゴールドは、秋、名古屋

生活クラブさんにお出ししました。それが、始めて送っ

た物です。

　お付き合いしていくうちに、この会社は、生産者の

ことを理解しようとしている会社だと思いました。当

時、窓口だった瀧岡さんには、私のくだらない農業論

をよく聞いてもらいました。冬に行われるつどいに呼

んでいただき、真面目な会社だと思いました。次の日、

三重の田んぼを見させていただきました。山羊がいま

した。なぞが解けました。

今では、名古屋生活クラブさんは、今ファミリーファー

ムには、なくてはならない良き理解者となりました。

これからもこのご縁を、大切にしていきたいと思いま

す。

今ファミリーファーム

今 道代さん
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名古屋生活
クラブから

伊澤眞一

三上さん、今さん

と出会うまで

りんごは、長野県松川町の平沢さん、水野さん、２軒

からずっと取って来て、毎年 1 回はりんご狩りでお邪

魔する関係がその当時で 20 年位（定かではない）続い

ていました。特に平沢さんは、低農薬栽培の先駆けの

人で「朝日新聞の天声人語にも載った有名人なんだよ」

と前の代表から言われ、すごい人なんだと仰ぎ見るよ

うな関心でした。ところが自分（伊澤）で農薬の毒性

を調べてみると、落下防止剤とか、古いタイプの危険

な農薬が使われていることがわかりました。農薬の散

布回数を減らすために、より長く、強く効く農薬が使

われていました。

そこで、りんご狩りの時に、落下防止剤をやめてもら

えないか頼んでみました。そこから、こちらの不手際

もあり、関係が悪くなり、「出荷しない」とまで言われ

てしまいました。その際に「りんごは農薬で育つんだ」

と言われ、びっくりしたことも覚えています（今考え

れば正しい言葉で、それほどりんごには農薬が必要な

んです）。

水野さんには、農薬を変えるのはリスクが高いから「う

ちは剪定でいく（剪定…りんごの枝を切って整えるこ

と）」と言われ、今までの生産者の農業を変える道は絶

たれてしまいました。

　そこでどうしようか考えました。ふと青森の三上さ

んに頼んで、みようかと思いつきました。三上さんと

は、お米の取引を既にしており（冷害で日本中のお米

がなくなった翌年から）、りんごのふじの育ての親と言

われている人の弟子で、剪定の技術にすごいものを持っ

ていると聞いていました。頼んでみるとあっさりと「袋

かけに来てくれるのなら、やる」と言ってもらえました。

三上さんは青森県で反核燃に関わっていて、僕も原発

を止める活動をしていたので、そこで信頼があったの

だと思います。その後の話は、三上さんの文章によく

書かれているので読んで下さい。

その後、僕（伊澤）は、同じ青森県の田村さん、神さ

んとも取り扱いを始めました。神さんは先代の姉 2 人

が急性農薬中毒で死亡して以来、無農薬でりんごを作

ることにチャレンジし続けています。畑に行くと、た

くさんのりんごが収穫前に落ちていました。他の畑で

は、りんごも葉もすべて落ちて丸はだかの状態でした。

その当時も全くの無農薬ではなく、ボルドー液や石灰

硫黄合剤といった有機 JAS 許容農薬を使っていました

が、そんな状態でした。奇跡のりんごで有名な木村さ

んの所にも行きましたが、神さんの畑とちがい、普通

のりんご園の様でしたので確信が持てず、取引しませ

んでした。そんな中、織座農園の窪川さんに紹介して

もらい、今さんの所に伺ったのです。
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塩化ビニルの製造時
　塩化ビニルモノマーは沸点が－ 13.8℃と、通常の温
度では気体です。平成 23（2011）年度には「1 年間
に全国合計で届出事業者から大気へ 146 トン、 7 公共
用水域へ 5 トン排出され、廃棄物として 84 トン、下
水道に 1 トン移動している」（厚労省、経産省、環境省 
2014）。以前より少なくなりましたが、塩化ビニルモ
ノマーは漏れ続けています。住む所をえらぶ時には気
をつけましょう。
塩化ビニルモノマーは肝臓の血管肉腫やその他のがん
を起こすことが知られています。このため国際がん研
究機関 IARC や日本産業衛生学会は、塩化ビニルモノ
マーをヒトに対する発がん性が認められるとしていま
す。この蒸気は吸入したいものではありません。恐ろ
しい話ですが、かって、塩化ビニルモノマーはスプレー
する時に圧力をかける噴射剤とし使われたことがあり
ます。今は使われていませんが、スプレーを使う時は
噴射剤にも気をつけて下さい。
塩化ビニルの使用中
　塩化ビニル自体は固く、もろく、紫外線により変質
しやすい。塩化ビニルに柔らかい性質を与えたり、着
色したりするために、大量の添加物が加えられ、製品
として販売されます（表：塩化ビニルに添加する物質）。
使用中に塩化ビニルからフタル酸エステルが遊離する
ことは良く知られています。しかし、他の多くの物質
の挙動や安全性は良く分かりません。何か起こってか
ら「ごめんなさい」といわれても、困りますが、多く
の場合、ごめんなさいとさえもいいません。添加物質
のうちフタル酸の問題について、後に触れます。
塩化ビニルの使用後
　良く知られていることですが、塩化ビニルの焼却に
よりダイオキシン類が発生します。現在は焼却炉の改
善や焼却状態の改善により、ダイオキシンの発生量は
抑えられています。しかし、全て焼却炉で処理される

とは限りません。今では少なくなりましたが、保温や
雑草が生えるのを防ぐために土壌表面を覆う塩化ビニ
ルが使用された後、野外で大量に焼却されていました。
野外での焼却はダイオキシンが発生するだけでなく、
様々な塩素を含む有害物質を発生させます。
　農業以外でも大量に使われます。家の内装、特に壁
紙のほとんどは塩化ビニルです。私たちは塩化ビニル
容器の中で生活している様なものです。火災が起こる
と危険な物質ができます。
　なお、日本で塩化ビニル生産を始めたのは水俣病で
有名なチッソの前身で、積水ハウスなどの母体です。
　塩化ビニルを含むプラスチック全体の問題ですが、
環境中に廃棄されたプラスチックは砕けて徐々に細か
くなり、マイクロプラスチックになります。マイクロ
プラスチック自体の問題とともに、マイクロプラスチッ
クに残留性有機化合物が集まり、魚などが食べ、汚染
されるれることが心配されます。さらに、海水から作っ
た食塩中にマイクロプラスチックが残っていることも
報告されています（参考：名古屋生活クラブ 食の安全
最新情報 vol.1 （Ｄｒ . 外山）、プラスチックによる海の
汚染、たねまき新聞 2016 年 5 月号 3 ページ）。プラス
チックを放置しないようにしましょう。
フタル酸類の問題
　フタル酸エステルが問題になっています。塩化ビニ
ルの可塑剤のひとつの「フタル酸が検出された」とい
う記事を目にします。この場合のフタル酸とは、フタ
ル酸エステルのことです。次の段落はフタル酸とフタ

渡部和男さん
医学博士、前浜松医科大学勤務
各務原カンファレンス主宰
(http://www.maroon.dti.ne.jp/bandaikw/)
趣味は登山・カヤック・魚釣り・キャ
ンプ・ワイン等々

第 5 回 プラスチックの安全性　4

11 月に渡部先生をお招きして交流会あります。詳しくは巻末イベントスケジュールを

　前回まで、女性ホルモン（エストロゲン）に似た影響を与えるビスフェノールＡや

その類縁化学物質、プラスチック全般からのエストロゲン様物質の遊離などを取り上

げました。今回は焼却するとダイオキシンが発生すると問題になった塩化ビニルと、

塩化ビニルの可塑剤で、男性ホルモンを妨害するフタル酸エステル類を取り上げます。

塩化ビニルは単にビニルあるいはビニール、塩ビ、塩化ビニル、PVC という名前でも

知られています。塩化ビニルの構成単位（モノマー、単量体）クロロエチレンも塩化

ビニルと呼ばれることがあります。両者の混同を避けるため、塩化ビニルと塩化ビニ

ルモノマーという言葉を使います。
塩化ビニルに添加される物質
添加物 添加目的 添加物質 添加量
安定剤 熱分解や光分解などを防止 鉛やスズ、カルシウムの

化合物など
1-8%

着色剤 着色、耐候性向上 色素など <15%
可塑剤 柔軟性や機械的性質の向上 フタル酸エステル類など 1-60%
充填剤 電気的、機械的性質向上 炭酸カルシウムやタルク

など
<50%>

滑剤 表面仕上げ ワックスなど 1-4%
難燃剤 燃えにくくする 有機リン、塩素化パラフィ

ンなど
10-20%
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ル酸エステルの構造を
説明します｡ 化学にア
レルギーがある人は次
の段落を飛ばして読ん
で下さい。
　右の図上ににフタル
酸の構造を示します。
下にフタル酸エステル
を示します。フタル酸
と ア ル コ ー ル が 結 合
し、フタル酸エステル
と水ができます。R や
R' はアルコール（R-OH や R'-OH）の一部です。R や R'
の種類は多く、フタル酸エステルは 1 種類の化学物質で
はなく、多数の化学物質のグループです。
　フタル酸エステルは塩化ビニルの可塑剤として大量に
使われます。明らかに塩化ビニルと分かる電線の被覆や
フローリング材、壁紙、自動車部品さらにバッグや接着
剤、シーリング材などに使われます。プラスチック手袋、
輸液用のバッグやチューブなどの医療用材料、消しゴム
などにも使われています。驚くことに、香料がすぐに蒸
発しないようにする保留剤やマニキュアなどの化粧品と
いった塩化ビニルと直接に関係がないものにも使われて
います。また、生理用品のタンポンから検出されたと、
最近報道されました。
フタル酸の毒性
　フタル酸エステルの急性毒性は低く、テオ・コルボー
ン博士がホルモンかく乱物質問題を訴えるまでは、あま
り関心を持たれませんでした。多種類あるフタル酸エス
テルの毒性を全て書くのは困難です。ここでは、個々の
フタル酸エステルの毒性に立ち入らず、フタル酸エステ
ルの気になる毒性のみを述べます。
生殖への影響
　フタル酸エステルは男性ホルモン（テストステロン）
の作用を妨害することが知られています。フタル酸エス
テルにより次のような生殖への影響が現れます。テスト
ステロン減少や精巣の構造変化、受精能低下、精子数の
減少が見られ、女性でも女性ホルモン生産減少や卵巣機
能不全が起きます。影響は胎児や乳児が被ばくした時に、
特に強く表れます。
発がん性
　国際がん研究機関 IARC は、フタル酸エステルの一部
が人間の発がん物質の可能性があるとして、グループ
2B に分類しています。最近の韓国の疫学研究は、許容
限度以下であっても、フタル酸類に曝されると、肺や肝
臓の変性や精巣の萎縮（小さくなり機能不全になるこ
と）、肝臓がんが労働者に発生すると報告しています。
その他の小児や胎児に対する影響
　生後早期のフタル酸エステル被ばくと小児科の健康と

の関係を調べた疫学文献を見直した研究があります。疫
学とは本来は伝染病を調べる研究でしたが、現在は集団
を対象として病気とその原因や予防法を研究する科学分
野です。
　アジアや欧州、米国の 5 つの研究は、小児がある種の
フタル酸エステルに被ばくすると、ぜん息や湿疹などの
アレルギー疾患のリスクを高めることを明らかにした。
妊娠中、フタル酸エステルに強く被ばくすると、幼児の
肉体的発達の変化や、自閉症に似た小児行動が現れるこ
とも明らかにされました。
　 小規模な 2 つの研究は、妊娠中にフタル酸エステル
に強い被ばくをした場合、男性乳児の肛門と生殖器官と
の距離が短いことが知られています。肛門と生殖器官と
の距離が短いことは、男子が女性化したことだと考えら
れています。
　フタル酸エステルの影響は十分に分かっていません。
今後も研究が進むにつれ、様々な影響が分かってくるで
しょう。子どもたちや自分のために、できるだけフタル
酸エステルに曝されない生活を試みましょう。
フタル酸エステルを避けるために
　フタル酸エステルの一部は規制されています。しかし、
現在でも多量に使われて、あらゆる所にありますが、心
がけ次第で被ばくを減らすことができるでしょう。いく
つかの環境グループは様々な提案をしていますが、みな
様も考えましょう。例えば次のことを可能な範囲で試み
ましょう。
・余分な化粧品や香料などは使わない。マニキュア液や
香料にフタル酸エステルが入っていることがあります。
・塩化ビニル製おもちゃを子どもに与えない。
・台所のプラスチック製品を少なくする。
・ペンキの使用に気をつける。フタル酸エステルが入っ
ていることがあります。
・食品用ラップを使わない。一時的に蓋をするなら皿で
も十分です。
・ファストフードをなるべく食べない。ファストフード
愛好者の体がフタル酸エステルで汚染されていると報告
されています。調理済み食品を購入するより、なるべく
素材から作りましょう。
・有機食品は農薬や化学肥料使用が少ないので好ましい
のですが、外国の研究で、有機コリアンダーから高濃度
のフタル酸が検出された事例があります。フタル酸エス
テル汚染を少なくするため、使用する塩化ビニル製の手
袋や包装・容器などに配慮する様に、生産者や流通業者
と話し合いましょう。
・家の中のほこりを少なくする。ほこりにはフタル酸エ
ステルなどの有害物質が多いことが知られています。
　完全にフタル酸エステルを避けるのは不可能です。し
かし、減らせば減らすほど良い方向に進むでしょう。特
に幼い子どもやこれから生まれる世代を守るために！
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名古屋生活クラブ会員さんの素敵なショップ・活動をご紹介します

ストラクチュラルＳｔｒｕｃｔｕｒａｌ　インテグレーションＩｎｔｅｇｒａｔｉｏｎ（S.I.）っ

て聞いたことありますか？（身体全体のつりあいを筋膜からアプローチすることで修正し、動作・

姿勢を再教育します）

大塚さんは子供の頃からスポーツが好きで色々やったそうです。野球をして肩を痛めたり、スキー

をして膝をねじったり…ケガをして西洋・東洋医学を色々受けても治してくれる人が居なかった。

そんな時出会った S.I. が一番効果があり、アメリカに渡り技術を学び開業しました。

★私（石川）の体験談★

☆悪い所を何とかするのではなく、毎回プログラムを元に全身筋肉のある所全てに働き掛けるの

で、頭や顔までは分かっても、えーっ！口の中や、鼻の穴にも指を突っ込むんですか！？って頃

には大塚さんとも親しくなり、恥ずかしさはありませんでしたが痛かった！でもびっくりする位

スッキリしました。

☆「石川さんは人と話をする時、体にすごい力が入っている。」そう言われて意識してみると、

確かに肩にすごい力が入ってる。これも私の肩こりの原因の一つ、当たり前に自分の体を使って

いる気でも、自分の癖に気が付かず正しく使えてないことに気が付きました。意識して体をゆる

める練習中、体が覚えるのにはまだ時間がかかりそうです。

体の機能を保つのに重要なのは、栄養・運動・休養のバランスです。名古屋生クラブ会員
の皆さんは、食に気を遣い調べて学んで知識もあると思います。でも食では保てない健康
もあります。何をしてしまうと負担をかけるのか、体の構造と使い方を学び、どう動くの
が自然か知識を持ってもらうことが重要です。知らずに偏った負担をかけて、年齢が重なっ
てきたら骨が変形してしまう、関節が削れてしまう、筋力が衰えてきた時に痛みが大きく
なるのです。自分に責任があると知って下さい。
人生を長く健康的に楽しく過ごすことは大事ですね。僕の先生は 90 歳過ぎて亡くなるま
でピンピンでした。基本のプログラムを元に、全身の調律、体の動き・関節の仕組みを知り、
自宅で練習・実践・覚えて、自分の体を再教育し上手に使いこなしましょう！

右の図の中であなたの姿勢に近いものはありますか？

と聞かれ、私は一番左の人はいい姿勢だと思いましたが

実は全て癖のある姿勢だそうです…

身体の調律師
米国 G.S.I. 公認施術者／ SPT 施術者：大塚　由洋さん 取材担当：石川恵理

米国 G.S.I. 公認施術者／ SPT 施術者：大塚　由洋
〒 446-0072 愛知県安城市住吉町 6-1-2　　Tel/Fax 0566-96-0478
http://www.yoshihiro-otsuka.com
　9：00 ～ 20：00　完全予約制・不定休
＊セッション中は電話に出られません。留守電にお名前と連絡先を残してください。
◆一回約 90 分／ 12,000 円
◆体験セッション　約 60 分／ 3,000 円
★こんな方に選ばれています★
姿勢、所作に美意識のある方、慢性頭痛、肩こり、腰痛などお持ちの方、術後のリハ
ビリ、妊産婦、ヨギ、ダンサー、音楽家、アスリートなど
赤ちゃんから高齢の方まで受けられます。産後の骨盤、ケガ、骨折のリハビリなど（応
相談）セカンドオピニオンでもご利用下さい。

名古屋生活クラブ交流会
大塚由洋さんの
体の使い方・筋骨セミナー
自分の体と向き合い、自宅でできるセルフケア

の仕方を学びましょう！

11／ 10（木）　11 ／ 24（木）　12 ／ 8（木）

名古屋生活クラブ会員特別価格 2,000 円／ 1回

詳しくは別紙チラシをご覧ください

お店詳細
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渥美どろんこ村
愛知県田原市　渥美半島にある農家
自給自足の農的暮らしは、そのまるごと、す
べてが仕事であり、楽しみであり、学びの場
であり、いろんなものとつながっていく開か
れたもの。その豊かな暮らしを体験してもら
いたいと 1999 年ファームステイを開始。よ
くある農業体験と違い、日常の仕事、生活そ
のものを体験する。今では年間約 300 人が
参加し、リピーターは 7 割。

（写真下左から小笠原さん、渡部さん）

そだてるたべるつながる
自給自足の農的暮らしの試み 渡部千美江

8

　

１００人以上の子供たちがやってきた夏休みファームスティも無事
終わった。
9 月になって２学期も始まった。
5 月にスタートした今年の「育てて食べる暮らしの学校」（日帰り
ファームスティ）の 4 回目、9 月のテーマは自分たちでヒヨコから
育ててきた鶏を食べること。

「暮らしの学校」の前日、「明日、首を切ってみたい」と言ったチヒ
ロちゃん。

「そのあと、解体してみたい」と言ったサクラちゃん。
予想していなかった二人の申し出に、大人はびっくり！
実は、９月に入ってからここ数日の大人の話題は夏休み明けで少し
だらけている（ように見える）二人にどう働きかけるかということ
だったから。

　チヒロちゃんが首を切った。
お湯につけ、暮らしの学校の参加者たちで羽をむしった。
サクラちゃんがモモと手羽、ササミ、ムネを外した。
どろんこ村で暮らして５ヶ月、暮らしの学校の子がいないほとんど
の日々、二人がエサと水をやった鶏である。
二人とも自分が「やりたい」と決めて、初めての挑戦をした。

　その夜久しぶりに「育てて食べる家族会議」を開いた。
私「いつごろからやりたいと思った？」
チヒロ「「8 月の終わりころ」
私「どんな感じだった？」
チヒロ「骨と骨の間がわかりにくかった」
サクラ「やろうと思って、ゴーちゃん（研修生）のやるのをよーく
見ていた」
私「どう思った？」
チヒロ「ワクワクした」
サクラ「楽しかった」
私はちょっと意地悪な質問もする。

「最近、二人ともテレビ見てるよね。テレビとどっちが面白い？」
チヒロ・サクラ「テレビよりワクワクした！」
去年、２泊 3 日のファームスティのとき、授業で来た大学生が首を
切りながら泣いているのを見ていたサクラちゃん。「なぜ泣くの？」っ
て大学生に聞いたそう。その答えは「かわいそう」
私「それを聞いてどう思った？」
サクラ「その時はかわいそうかもって思った。でも今年は、どろん
こ村でずっと暮らして、自分で食べてるから、ちゃんと世話してる
から、今はそうは思わなかった」
チヒロ「泣いてる人見たら、ちょっと変かなって思う」
　う〜ん！　涙腺の弱いおばちゃんは感動してもう目の奥が熱く
なってくる。

私は二人に、「はーちゃん」のことを話して聞かせた。

　３年前、研修生のお父さんとお母さんと一緒にどろんこ村で暮ら
していた、３歳の女の子「はーちゃん」
彼女はとても賢い子どもで、カフェにやってきたお客さんが外に出
ると、自分も走って行って、庭を案内していた。

「このヤギはハナちゃんというの。草が好きなの。お乳を絞るの」
「このニワトリは、ハナちゃんのウンチのところにいるミミズを食べ
るんだよ」

「そしてね、大きくなったら首チョンして、はーちゃんたちが食べる
の」

「ええーっ！かわいそう！」
驚く大人たちに「かわいそうじゃないよ」って涼しい顔の「はーちゃ
ん」
実際に「はーちゃん」は何度も鶏の首を着るシーンを見ていた。
さすがのその時は、ぎゅっと口をつぐんで肩をすぼめるようにして、
それでもしっかりと目を見開いて見つめていた。
その後、解体した鶏肉を食べる時「どんな気持ち？」って聞いたら「お
いしい気持ち！」と笑ってた「はーちゃん」
その「はーちゃん」がある時突然、「お肉を食べない」って言い出した。

「どうして？」と聞くと「あのね〇〇ちゃんがかわいそうだから食べ
ないって言ったの」
ファームスティにやってきた小学生の一人がそういうのを、食事の
とりわけのためにその子の後ろで並んでいた「はーちゃん」は聞い
たのだ。
その後、かわいそうって言った小学生はちゃんと鶏肉を食べていた
が、「はーちゃん」は一口も食べなかった。

　「はーちゃん」の話を聞いたチヒロちゃんとサクラちゃんに、もし
同じようなことがあったらどう思う？って質問してみた。

「そんなふうには思わない」
何の屈託もなく二人は笑って首を振った。
　
　３歳の「はーちゃん」の気持ちの変化は私たちに、人の意識はこ
んな風に変わるのだということを目の当たりに見せてくれて、今で
も強烈に覚えている。（その後、はーちゃんはまた鶏肉を食べるよう
になった）
　そして今回、１年間ファームスティのチヒロちゃんとサクラちゃ
んの意識の変化も、食べること、育てること（ちゃんと世話すること）
が作り出したものと思うと、尚一層私たちにとって忘れることので
きない出来事になりそうである。
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たねまきクラブ
商品を購入したり、情報を得るだけではなく、何か役に立ち

たいというお気持ちを名古屋生活クラブの活動に役立てても

らいたい、とたねまきクラブを立ち上げました。会員さん同

士の交流の場にも活用してください。気になった方は、まず

はＨＰからメーリングリストへ登録してみてください。

http://2.nagoyaseikatsuclub.com/?eid=267

11 月 11 日（金） おしゃべり会（名古屋生活クラブ）10：00 ～ 12:00

20 日（火）おしゃべり会（岡崎市巽ヶ丘会館）10：00 ～

たねまきクラブスケジュール

「私のイチオシ！名古屋生活クラブ取扱商品　紹介」
参加した 11 名のメンバーがそれぞれオススメ商品への思いや使い方などを話しました。

他のメンバーの話しを聞いて「うちはこんな使い方している」「今度買ってみる」「そういう使い方

があったんだ！」と盛り上がり、１人１品ずつの予定が次から次へとお気に入り商品がでてきて話

が尽きませんでした。

たねまきを見て気になっていたけど注文する一歩が踏み出せない、いつも注文がマンネリ化してし

まう、他の会員の皆さんがどんな商品を注文しているか知りたい、という共通の気持ちもあること

がわかり、次回も同じテーマで集まることになりました！

Dr．外山からパーム油の発ガン性の話
高温で精製するパーム油には、グリシジルエステル、クロロプロパノール類といった発がん性物質

が多く含まれており、EFSA（EU の食品の安全性を評価する期間）の報告によると、健康上のリス

クが懸念される濃度になっています。また、産地である熱帯雨林破壊など環境に対する影響もあり

ます。

名古屋生活クラブでも、以前からトランス脂肪酸の問題を重視しておりパーム油の割合が多くなっ

ています。

表：パーム油中の濃度　EFSA Journal 2016;14(5):4426 [159 pp.]
 平均濃度

( μ g/kg)
備考

3-MCPD 2,912 醤油に使用されている自家製アミノ酸液の平均 670 μ g/kg　
（2011 年農林水産省の調査）

グリシドール 3,955 エコナは、91,000 μ g/kg　（2009 年 花王）
3-MCPD、グリシドール共に、エステル化物の濃度から算出

今回の EFSA の報告を見ると、3-MCPD に関しては、平均濃度が醤油に使用されているアミノ酸液

を大幅に超えています。自家製アミノ酸液は、タンパク質を塩酸で分解したものなので、名古屋生

活クラブが 3-MCPD の問題から取り扱いを禁止している「塩酸分解で製造したたんぱく加水分解物」

そのものです。油などを高温にすると、ある程度発生する事は知っていましたが、パーム油含有量

がこれ程の量になっていたということに、驚いています。

トランス脂肪酸の低減を目指すと、パーム油の量が増え、健康リスクが高まるという考え方は間違っ

ていると思いますが、トランス脂肪酸さえ減らせば良いというものではなく、より安全なものを追

い求める事が重要だと思います。

名古屋生活クラブとしてはこれらの問題があるからと言って、パーム油を排除した方が良いとは考

えていません。問題は問題として目を背けず、より良くしていくにはどうしたら良いのかを、生産

者の方や会員の皆さんと一緒に考えたいと思います。

おしゃべり会＠名古屋生活クラブ　9 月 9 日開催
おさかなソーセージ

（山九水産）

練り物製品を今まで買っていな
かったがこれは美味しくておや
つにまとめ買い。

白いソフトショコラ
( プレマ )

乳・卵不使用なのに本当のチョコ
クリームみたいで子どものおやつ
にお気に入り。

おあげさん
( あらいぶきっちん )

みそ汁や煮物に使うと出汁いら
ず。本当に美味しい。

玄米ムース
( 白鷹町農産加工研究会 )

アレルギーがあり砂糖・乳製品・
小麦を避けているが、このムース
は食感・味ともにとても美味しい！
デザートとして大満足の商品。

西海の惠そのまんま鯵
( アクトフォー ) 

魚を食べない子どもに
食べさせるのに重宝し
ている。
おから、味噌、生姜な
ど混ぜてつくねやハン
バーグに。

おしゃべり会であがった

おすすめ商品ご紹介します！
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参加したメンバーの感想

「食べたことのない商品、知らなかった商品、迷って買わないもの、皆さんに教えていただけると試

してみよう！と思い買いました。試食できたものに関してはどれも美味しかったので買います。楽

しかったです。トランス脂肪酸フリーのショートニングのこと。ショックですが・・・知らないと

いけないことなので、感謝です」

たねまきクラブおしゃべり会での試食の感想

国産無添加焙煎えごま油（隔週で企画）

焙煎してあるので、生より酸化しにくく、サラッとして、何にでも合います。奴とうふにかけるだ

けで美味しいです。焙煎すると酸化しづらいと初めて知りました。韓国料理のナムルをよく作るの

で試してみようと思いました。えごま油の塩おにぎりも試してみたいです。

みれっとファームの太郎くん（次回 11 月取り扱い。卵・砂糖・乳製品不使用の手作りお菓子メーカー）

カレンズのみの甘みだけど、じんわり甘くて小麦粉の味とマッチして素朴だけれど、とっても深み

がありました。試食したなかでは一番美味しかったです。

たねまきクラブはメンバーを固定するのではなく、会員さんならだれでも参加 OK ！！という会のほ

うが、ハードルが低くて良いと思います。いろいろな方が参加したりしなかったりするほうが、意

見やお話もひろがるのではないかと思います。「お豆腐の食べ比べ会」的な何か 1 個テーマありきで

参加者募集して集うのが無理なくて良いのではと思いました。

井村国産有機濃口醤油
( 足立醸造 )

生活クラブに入会して
醤油の美味しさを初め
て知った商品。
何に使っても間違いな
い味。出汁不要。

かけぽん
（チョーコー）

もずくに、サラダに家
族みんなが好きな味。
甘めの味が好きな実家
へのお土産に。

ケニア山紅茶
( 日本ケニア交流会 )

旬の野菜や果物 

今さんのスイカと高坂さん・また
のさんのトマトやキュウリを皆で
試食。
たねまきから選んだ季節の野菜や
果物を食べると体が元気になる！

手でほぐして野菜と混ぜてサラ
ダに。タレも全部かける。手軽
で味がいい！

塩麹で作ったサラダチキン
( シガポートリー ) 

わっぱ知多の大豆の水煮 

砂糖 1・醤油 2・酢 2
の漬け汁に出がらし
昆布・切り干しと一
緒に入れておかずに。
サラダに入れてマヨ
ネーズであえても美
味しい。

容量たっぷりでリーゾナブル。ミ
ルクに合う。カレーの時にネパリ
のワインマサラで煮出してマサ
ラチャイで飲むのがお気に入り。

たねまきクラブとして取り組みたいこと
「子どものお弁当の日」を生活クラブの食材を使って行いたい！

子どもが自分で買い物（たねまきでの注文）、自分のお弁当を作る、食器の片付けまでを行う体験から

食の大切さを知って欲しいというイベントを、たねまきクラブとして実現できないか（大交流会の一

企画として実施できないか）検討することになりました。

次回おしゃべり会（名古屋）は 11 月 11 日（金）開催予定です。

内容は「お弁当の日　イベントの話」＆「私のイチオシ！名古屋生活クラブ取扱商品　紹介」

オススメ商品の連絡締切は 10/21（金）までにお願いします。

おしゃべり会（岡崎）は決まり次第連絡します。

皆さんの参加をお待ちしています。

＊たねまきクラブの主旨がホームページに掲載してありますのでご覧下さい！

投稿コーナー
会員さんからの投稿大募集

「私のイチオシ商品」。たねまきクラブのおしゃべり会でメンバー同士おすすめし合いをしています。
みなさんもおすすめ商品とコメントを添えて。ご投稿お待ちしています！

たねまき新聞 10 月号の感想を河田さん（チェルノブイリ救援・中部）より
「先日のうなぎカフェでは大変お世話になりました。お送りいただいた『たねまき新聞』で

当日を思い出しながら読ませてもらいました。よくぞ、ここまで、と感心です。ありがと
うございました」

「8 月号、生産者特集の窪川さんの記事、懐かしく拝見しました。遺伝子組み換え関係の知
り合いです」
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特集　青森県りんご農家三上さん、今さん・・・・・・・巻頭～ 4
名古屋生活クラブから（伊澤眞一）・・・・・・・・・・・5
渡部和男先生「プラスチックの安全性③」・・・・・・・・6 ～ 7
会員紹介「身体の調律師：大塚　由洋さん・・・・・・・   8
どろんこ村ファームステイ記・・・・・・・・・・・・・   9
たねまきクラブ、投稿コーナー・・・・・・・・・・・・  10 ～ 11
レシピ、たねまきの会イベントスケジュール・・・・・   ・12

・・・・・編集後記・・・・・
今回は発行が遅れてしまいました！
HP にてりんごの袋掛けの様子を動画で配信しています
言葉だけでは具体的に何をしているのか理解しにくいことだ
と思うので是非動画でどんなものなのか？見てみてくださ
い！

名古屋生活クラブ　たねまきの会イベントスケジュール
10 月 15 日（土） 阿智ゆうきの風と交流会「落花生を収獲しよう（仮）」（長野県阿智村）

7 日（月）岡崎交流会「腸内環境」（岡崎市竜美丘会館）10：00 〜

11 月 1 日 ( 火 ) 春日井交流会「腸内環境と油について学ぼう」（グリーンパレス春日井）10：00 〜

2 日（水）食の知識を共有するご近所交流会＠長久手（長久手文化の家）10：00 〜

11 日（金）渡部和男氏講演会 in 岡崎（岡崎りぶら）10：00 〜 12：00

19 日（土）渡部和男氏講演会 in 名古屋（ウィルあいち）10：00 〜

21 日 ( 月 ) 可児交流会「腸内環境」（広見公民館ゆとりピア）10：00 〜

29 日（火）北生涯学習センター交流会 10：00 〜

30 日（水）一宮交流会 10：00 〜

2 月 4 日（土）大交流会 2017（ウィルあいち）

5 日（日）大交流会 in 三河
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簡単レシピ

会員　服部 伸子さん
Tea Cake

［材料］
バター 100 ｇ、砂糖 100g、薄力粉 100g、卵 1 個
紅茶葉　大さじ 1（細かくしたもの）アールグレイ
がよい、牛乳　大さじ 1

［作り方］
１．バターを室温に戻し、砂糖を加え、白くなるまで混ぜ、卵を加え
さらに混ぜる。
２．1. に牛乳、紅茶葉を加え混ぜ、型に入れる。
３．150 度のオーブンで 40 ～ 50 分

大交流会 2017　日程決定！！！
大交流会の日程が決まりましたのでご案内します。三河方面でも企画をして欲しいという声にこたえ、今年はなんと！２会場で行います。

[ 名古屋会場 ]　　2月 4日（土）ウィルあいち
生産者トークや食について考えるシンポジウムを始め、渡部先生のサイエンスカフェ、岡崎先生の授業、筋膜リリース体験など昨年と

同じように企画目白押しです。さらに味噌や醤油、みりんなど発酵に関するメーカーさんが集う発酵サミットも同時開催。その一環と

して三河みりんさんによるみりん活用料理教室も実施します。もちろん毎年、大好評のもちより新年会もあります。

[ 三河会場 ]　　2月 5日（日）三河会場　※会場は決まり次第報告します

生産者交流や試食だけでなく、近畿大学の先生による天然農薬についての講演会も計画しています。

三河方面の生産者・メーカーさんを中心に企画をします。そしてお昼の試食にはあのお店に出店依頼中。こうご期待！

テーマは「未来に芽をだす〜生産・消費・流通三者が手をとり〜」です。これからも随時、企画状況を報告していきます。「こんな企画

して欲しい！」声も募集中です。

全部生活クラブの材料でできます。
紅茶葉はパルシックのアールグレイ紅茶（ティーバック）を粉砕して入れ
ています。そのまま食べるので無農薬のものが一番
薄力粉は江別製粉薄力粉（内麦）アルファフードスタッフ江別製粉がいろ
いろ試したけど一番おいしい。
砂糖は北海道産ビートグラニュー糖（アルファフードスタッフ）
卵は櫛田さんの卵。バターは四酪の白いバターを使用しました


