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～農的な生きかた～

名古屋生活クラブの取り組みに超協力的な生産者、みのふぁーむ蓑口さんの特集です。昨年開催した中村さ
んのお米カフェにも尽力していただき、美味しいお米の炊き方実演も以前開催していただいた関係性の深い生
産者。今回、蓑口さんから文章を頂きましたので紹介します。

小さなオーガニックふぁーむの取り組み
みのふぁーむ 蓑口潔
今から１５年前だったろうか、妻と二人で名古屋生活クラブの伊澤社長に米とニラをもって売り込みに伺った。ま
だ車にはナビもついてなくて名古屋市内地図を見ながら、たぶん夏の暑い時期だったと思う。ニラを生でかじって
“うんこれならもらうよ、でもコメはいらない“と。本当は米が本命だったのだけどでもニラを評価してもらえた
だけでもうれしかった。
関西のエネルギー関連会社で水力発電の仕事をしていて５３歳で農
業に転職？しました。ずーっと単身赴任の生活で妻には苦労をかけ
ていたので軽い気持ちで“やめようかな会社を”と言ったら“やめ
れば”と。さてそれからが大変で、意地でも辞めなければならなく
なる羽目になってしまいました。
もちろん早くから有機農業を志していたし、代々の農家で農地もあ
る程度はあったので、まずは有機 JAS の認証に挑戦したのです。近
傍の「富山れんげの会」という有機農業のグループに入れていただ
き、そこで指導を受けました。このような契機でオーガニック農場
が始まりました。
「身の丈に合った小さな循環」というコンセプトのオーガニック農場を目指して、いつの間にか１５年を過ぎて歳
も６０後半になり、これからどんな生き方をしようか考えている矢先に「たねまき新聞」から原稿依頼があり、ち
ょうどいい機会だと思って書いています。
現在の農地は約６ヘクタール、その内、コメが４．５ヘクタール、野菜が０．４ヘクタールそして大豆が１ヘクタ
ール。
野菜つくりについて
主力はニラ、もう１５年も同じ畑で作り続けています。今でこそ連作障害はないのですが初期のころはアブラムシ
やスリップスに悩まされました。牛乳とか木酢液を使ったりもしましたが効果はそれほどありませんでした。ベッ
ト(畝)の土中醗酵（夏の暑い時期に有機肥料と発酵液をすきこみマルチをかける）を取り入れてからは悩みも少な
くなりました。
また肥料には魚粉、油粕と米ぬかを混合し醗酵させ１年以上熟成したものを使っています。
さらに味をよくするために木酢液や魚の発酵液を薄めて直接、葉面に散布したりもしています。このようにして、
ようやく野菜栽培にも自信ができたので５年前から白ネギも同じようにして栽培を始めました。そして、たくさん
の種類の野菜も少量を作っていますが今年は量も増やそうと計画しています。
また最近ではプロの料理人やフードアナリストが直接、畑の野菜を生で食して評価し、ついでに料理もという機会
も増えたおかげで味に対する意識が増し、おいしい野菜つくりの励みになっています。
米つくりについて
父が早く亡くなったので専業農家になる前（単身赴任時代）からコメを作っていましたのでもう３０年にもなりま

す。
有機栽培の大きな課題は「除草」です。この間、いろんなことに取り組みましたが、まだまだです。いろんな除草
機を作ったり改造したり、米ぬかをまいたり，最近では土壌の改善などにも取り組んでいますが、そろそろ答えを
出さなければならないと考えています。（なぜならもう田んぼに入る体力がなくなる年代だからです）
稲の品種は「コシヒカリ」を主力にして「ミルキークイーン」や古代米「緑米」も作っています。
名古屋生活クラブ会員さんには玄米を購入される方の比率が大きいので玄米のおいしさをどのように評価していた
だいているのか大変、気になっています。炊き方などの条件もあり、いろんな要因でおいしさが決まるので難しい
のですが、双方向でこのようなお話ができる機会があればいいなーと思っています。
みのふぁーむのおいしい玄米の指針は「深みのある美味しさ」です。玄米の外観が飴色をしたものを目指していま
すが奥が深いようです。
小さな循環の取り組み
もみ殻、米ぬか、野菜くずなど農場から出る有機質材料はすべて醗酵肥料やたい肥にして使用していましたが最近
は栽培面積も少し大きくなり、醗酵肥料は外部からも購入しています。
「小さな循環」という考え方はいろんな面から考えているのですが、例えばエネルギーでは太陽光発電や太陽熱、
醗酵熱利用そして肥料などもできるだけ自家製造すること。
田んぼの環境についてはビオトープで在来種の魚や生き物が再生できること。もっと考えると土壌地下層のいろん
な水、空気の小さな流れなどについても注意して観察しています。
まだまだ、このような取り組みは道半ばですが、いろんな場で公言することで退路を断っています。今年は水田ビ
オトープに挑戦です。
《味噌づくり教室について》
以前から休耕田で大豆を作り続けていたので、その大豆で友人たちと味噌づくり
を始めたのが２０年前です。７年前から近くの青葉幼稚園の子供たちとお母さん
にも教えるようになり毎年１～２月に５回ほど教室を開いています。麹つくりか
らすべての工程を教えていますが今では６０人ぐらいの生徒さんがいます。最近
では東京のインターナショナルの幼稚園からも依頼がありますが遠いので対応
に迷っています。幼児期の食育としても有効なことなのかもしれませんし、これ
も小さな循環として意義があると思っています。
《田植え体験》
古代稲の緑米はもち米で開花期の穂が赤黒色で鮮やかな品種ですが、この田植えを幼稚園の子供たちと７年も続け
ています。開花期の観察、そして稲刈りも、そしてそのお米で餅つきも。この一連の体験学習を通じて幼児期の成
長を保母さん方と見守る楽しみを共有できることがいつの間にか私の生きがいになりつつあます。
これからの農的な生き方について
最近、友人が「もし波平さんが７７歳だったら」という本をカナリア書房から出したが内容は４０年前のサザエさ
んのお父さんの年齢設定は５４歳、当時の会社定年は５５歳、男性の平均寿命は６０歳だったようで現代版、波平
は７７歳になる。
（０．７掛けの人生）要はシニア自らシニアの時代を創れということのようです。
私の農的人生すなわち第三ステージは、すでに１６年も立っているので、これからが第４ステージでこの本を読み
ながら人生デザインに取り掛かっていますがまだまだ悩み中です。
でもオーガニックな小さな農業は続けていきます。

「みのふぁーむ」と名古屋生活クラブ
蓑口さんは大のジャズ好きで、自らイベントを企画したりするし、オーディオマニアでもあります。
有機農業に取り組んでいくと「どんどん社会的な取り組みにも関るようになった。オーガニックに関ることで自分の精神性を高めて
くれる」と言います。
阪神淡路大震災で住まいが全壊する被災に遭いました。その体験があり東日本大震災の時、蓑口さんの家に支援物資を集め地震の
４～５日後には南相馬に入り支援しました。その後も 3～4 年物資を送る支援などを続け、正月には餅つきのセットを積んで 40 人
ほどでバスで南相馬に向かい餅つきをしました。傍観者であってはならない、小さなことでも行動するが蓑口さんのテーマで、生活
クラブのスタッフも同じ気持ちがあるようなのでうれしく思っているそうです。
「米つくりについて」の工夫はここに書ききれないほど色々なことをしています。蓑口さんが取り組んでいることはただ「無農
薬」
・
「オーガニック」というだけではない。そういう「農的な生きかた」のことを生活クラブの会員さんとお話しするお米カフェを
やってみたいと言います。

竹内さんとの奇跡の出会い（木ハ 山崎里紗さん）
いつも竹内さんの甘エビを注文している我が家。
竹内さんの変色防止材不使用の甘エビは、とても甘くておいしい。身や卵はもちろん、
頭、殻、終、髭もすべて出汁として無駄なくいただき切るくらい、竹内さんの甘エビは
本当に素晴らしい。竹内さんのおかげで、すっかり甘エビの虜となった私は、甘エビを
もっと食べたい！欲求を抑えられず、2 月下旬に急遽甘エビ食べ放題旅行を計画。
しかし、2 月末から 3 月中旬にかけては、全国的にカニ食べ放題プランばかりで、甘エ
ビ食べ放題プランなどほぼ見つからず。新潟が甘エビ漁獲量 1 番と知り、小牧空港から
新潟空港に飛ぶつもりだったが、新潟の良さげな旅館を探すことができず、新潟は断念
することに。次に、能登方面で検索したところ、今度はたくさんありすぎて決められず。
そこで、さらに西の京都あたりを検索してみたところ、兵庫県の香住漁港がヒット。
しかも、香住蟹で有名な土地らしく、宿泊施設もたくさんあった。今回は、その中でも
人気の高かった、旅荘佐小さんを予約。
3 月 1 日、長時間電車に乗り、初めての香住へ。素晴らしい旅館で、念願の大きな甘
い甘エビ、香住の番ガニをたくさんいただき、翌朝にチェックアウト。この旅館は、香
住駅までご主人が送迎してくれるのだが、朝食時に、土産物屋に寄りますか？とわざわ
ざ尋ねてくださった。蟹チップスのお菓子とか饅頭とか、そういう観光客向けの土産物屋じゃない、香住の名産そ
のものが買えるお店があれば、ぜひお願いしますと伝えた。
旅館のご主人は、私のリクエストを叶えてくれ、電車に乗るまで 20 分しかないのに、香住駅近くの小さな水産会
社に連れていってくれた。冷凍ケースには、香住で揚がった魚や大きな甘エビ、水槽にはたくさんの元気な蟹。冷
凍ケースの甘エビは、いつも生活クラブさんで注文しているような甘エビだったので、もちろん即決で購入。あと
は友人に贈る蟹 1 杯を購入しただけなのに、水産会社の方はご家族総出で外まで出て、手を振り見送ってくださっ
た。
香住のことが好きになって、名古屋に着いてから、ふと思った。あのときは時間に追われ
てしっかり見ることができなかったけれど、あの甘エビのパッケージがいつもの甘エビのパ
ッケージに本当によく似ていたなぁと。さっそく、生活クラブさんのサイトで生産者一覧を
見てみたところ、なんと兵庫県・香住・竹内水産と書いてある。そう。香住旅行のきっかけ
になった甘エビの竹内さんのところに、気付かず行っていたのだった。
生活クラブさんで、竹内さんの甘エビを食べていなかったら、そもそも今回の旅行自体なかったわけで、あまり
の奇跡に驚いた。翌朝、竹内さんに電話をして、この旨を話したところ、お互いご縁に感動してしまった。感動し
て勢いで電話をかけてしまったために、言葉が上手く出てこなかった。 だけど、いつも安全でおいしい極上の甘エ
ビで幸せな気持ちになっていること、憧れの竹内水産さんで気付かずに買い物していたご縁に感謝していることを、
どうしても伝えたかった。
短い店内滞在時間でも、竹内さんご一家はとても温かくて丁寧で親切だった。そして、品物に自信を持っていら
っしゃる水産会社としての誇りと情熱を感じた。
そして、前々から聞いていた通り、生活クラブさんが生産者さんとのつながりを大切にされているというのは、
本当だった。生活クラブさん、いつも素晴らしい品物とご縁をありがとうございます。

竹内商店（兵庫県香住）

主な生産物：かに・えび・魚類
紅カニがとても愛されている地、香住。香住ガニとも呼ばれます。紅カニ専用漁船をお
持ちの竹内商店さんの特徴
①日数が短い（長くても 1 泊 2 日）
②持ち帰るカニが大型船に比べ少ない（カニが傷まない）
③紅カニ専用の漁船なので、鮮度保持のための設備が優れている
「カニは活きのいいのが一番旨い！」と言う竹内さん。香住のカニは他港とは比較にな
らないほど新鮮で甘みのあるジューシーな肉質のカニです。仲買人や中央市場での評価
も非常に高い方です。

～子どもたちの未来のために私たちができること～

放射能による差別と分断を乗り越えて
――――― 今問われるフクシマとの向き合い方 ―――――
今、改めて原発事故にどう向き合うのかが問われている。取り返しがつかない放射能汚染
とそれがもたらす被曝の影響、更には故郷を追われた人々と放射能を恐れて自ら故郷を捨て
た人々、汚染を知りながらそこで暮らしを続けなければならない人々、自らの意思に反して
分断された家族や地域社会、そうした諸々の被害者とどう向き合っていくのかが問われてい
る。風化が忍び寄る原発事故の今を問う。

差別と分断をもたらす原発
そもそも、原発の立地は過疎地でなければ
ならなかった。万一の事故に備え人口密集地
に原発を作ってはならない、
と定めた法律が
ある。原発は初めから差別を前提に作られて
きたのだ。放射能に対する恐怖を札束で中和
し、時が経つとともに立地自治体と住民が原
発依存症になって行く現実を利用し、
これま
で５４基もの原発を作ってきた。
「安全神
話」はそのために必要なものだった。
チェル
ノブイリ事故があったにも関わらず、
日本の
国民の多くにとっていつしか原発事故は他
人事になっていた。そのことが福島原発事故
後の人々の対応の違いに顕著に表れたとい
える。
原発を推進してきた国と産業界は放射能
の被害を殊更小さく見せるために、福島県の
小児甲状腺がんの顕著な発症率増加を放射
能と無関係と強弁している。事故直後、経産
省内に「ピンチャン・プロジェクト」なるも
のが出来た。原発事故のピンチを経済活性化
のチャンスにしよう、という発想である。そ
れは見事に実現している。福島県内で発生す
る膨大な量の除染作業はすべてゼネコン業
界に国民の税金を流し込む仕組みに結実し
た。政府は20ｍＳｖ以下は安全、
として強
制的に避難させた住民を被曝環境に回帰さ
せ、あたかも事故を過去のものとしてオリン
ピックに向かおうとしている。人間の命より
も経済を優先する発想はこれまで原発を推
進してきた思想と何ら変わらない。
放射能のもたらす理不尽
一方で、放射能に対する恐怖は大多数の
国民にとって受け入れがたいものであるこ
とがあらわになり、被害者であるはずの国
民同士の間にも様々な溝を生み出した。福
島の避難者らは避難者らは避難先で差別さ

れ孤立した。居残った人々と避難した人々
との間にも溝が出来た。福島の農家は汚染に
よって被害を受けただけでなく、
実際には汚
染がなくても風評によって生きる糧を失い、
自ら命を絶つ人々も出た。都市住民の中には
1Ｂｑも食べたくない、と考える人もいる。
それは当然の権利であり、主張である。しか
し、そのことが福島の人々にとっては差別で
ある。これは放射能がもたらす理不尽であ
る。
そもそも、事故がなければこうした差別や
分断はあり得なかった。原発事故によって、
我々は事故前とは違った世界に生きざるを得
なくなった、と自覚しなければならない。放
射能に対する正しい知識を共有し、汚染地で
生きざるを得ない人々に対する共感と被曝対
策を共に担い、新たな世界の扉を開ける努力
を続けなければならない。現実を避けるのは
問題の解決につながらない。

責任追及と未来への努力
事故をもたらした者たちに対する責任追及
は厳しく行わなければならない。東電や原子
力業界、政府が事故の責任を認めない限り、
被災者は浮かばれないばかりか今後もまた事
故は起こるだろう。１３年前に名古屋で講演
したベラルーシの女性作家、Ｓ、アレクシ
ェービッチは「チェルノブイリ事故は近代の
代の便利主義や経済優先主義がもたらしたも
のだ。今、価値観を変えないと再び原発事故
は起こるだろう」と福島原発事故を予言して
いた。 原発事故によってもたらされた差別
と分断を乗り越え、未来に向けた努力を被
災地の人々とともに続けよう。 （河田）
※この記事は、チェルノブイリ救援中部機関紙
「ポレーシェ」2015年5月号掲載の河田さんの
コラムに、ご本人の許可を得て、時期について
微修正を加え、転載させていただいたもので
す。

このコーナーでは、エネルギー、食糧、廃棄物など、持続可能な社会に向けて私たちが考えなければならない課題につ
いて、主に河田昌東さん（チェルノブイリ救援中部理事、前名古屋大学理学部教員）執筆の記事を隔月で掲載します。

チェルノブイリ原子力発電所事故（1986 年 4 月 26 日）から今月で 30 年になります。
コラム中のアレクシエービッチさんは、昨年（2015 年）のノーベル文学賞受賞者。
2003 年秋にチェルノブイリ救援中部の呼びかけで来日されました。関係記事をご紹介します。

ノーベル文学賞にベラルーシ作家

【ストックホルム＝共同】

スウェーデン・アカデミーは８日、2015 年のノーベル文学賞を、チェルノブイリ原発事故で被害を受けた
人々の証言を集めたノンフィクション作品「チェルノブイリの祈り」などで知られるベラルーシの作家でジャ
ーナリスト、スベトラーナ・アレクシエービッチさん（６７）に授与すると発表した。
授賞理由でスウェーデン・アカデミーは、アレクシエービッチさんの作品について「多様な声を集めた著作
は、苦しみと勇気の記念碑だ」と称賛。ダニウス事務局長は「文学のあらたなジャンルを生み出した」と述べ
た。新聞や文芸誌の記者を経て、第二次大戦で従軍したソ連の女性たちの証言を集めた「戦争は女の顔をして
いない」
（1985 年）で作家デビューした。
東京電力福島第一原発事故後、2012 年３月に日本で開かれたシンポジウムにメッセージを寄せ、原爆投下
とチェルノブイリ事故後、
「人間の文明は『非核』の道を選択すべきではなかったのか」と指摘。
「私がチェル
ノブイリで目にしたような姿に世界がなってしまわないために、別の道を模索すべきだ」と訴えた。
（東京新聞デジタル 10 月 9 日より※編集の都合により写真割愛、一部漢数字をアラビア数字に変更）
http://www.tokyo-np.co.jp/article/world/list/201510/CK2015100902000117.html）

2003 年 10 月来日講演の際のチェルノブイリ救援中部機関紙「ポレーシェ」11 月号（１面）
チェルノブイリ救援中部の
主催で、チェルノブイリ/フ
クシマ講座が開催されてい
ます（不定期、2012 年 10 月
～）
。
詳しくは、
下記にお問い合わせください。
特定非営利活動法人
チェルノブイリ救援・中部

☎052-732-7172
（月・水・金 10 時～17 時）
✉chqchubu@muc.biglobe.ne.jp

どろんこ村ファームステイ記（１）
寒い日があって、暖かい日があって、雨が降って、どろんこ村の畑は冬の名残を残しながら春に向かっ
ている。
もうすぐチンゲンサイや小松菜、水菜、白菜の黄色の花、大根の白い花、オオイヌノフグリの青い花、
ホトケノザの桃色の花で畑はあふれかえる。
庭の杏の花もいいけれど、春の畑の花はもっといい。
そんな花たちにも負けないどろんこ村 2016 年春の News。
◯本格的な石のピザ釜（めちゃかわいい！）＜右写真＞
◯イチゴハウス（小松菜やホウレンソウと同居だけど…）
◯子豚ハウス（体験工房とカフェの庭の奥）
◯ゲストハウス横に秘密基地（夏なら泊まれるよ）
そして一番のうれしい News は小学 5 年生のチヒロちゃん
とサクラちゃん（１年間ファームスティ）
、4 人の若者たち（研
修生）がいること。
畑が花でいっぱいの頃、我が家の食卓もにぎやかになる。
（どろんこ村 千美江さん）

大交流会 2016 料理コンテスト優勝レシピ（木ノ

ヨシミさん）

ブロッコリーのケーク・サレ （パウンド型 2 本分） 優勝
【材料】
・ ブロッコリー…１房

ホタテ貝缶…1 缶

・ ほうれん草

…葉のみ２枚

サラダオイル…120cc

・ 銀杏

…100ｇ（皮をむいたもの）

牛乳…120cc

・ 赤パプリカ

…1/2 個（色どり）

ホワイトソース（エム･トゥ・エム）…70g

・ 米粉

…120g

カッテージチーズ…70g

・ 小麦粉

…120g（※全部米粉でもよい）

卵…４個

・ ベーキング・パウダー…小さじ２
①

クッキングペーパーをパウンド型に敷く。

②

野菜を切る。ブロッコリーはレンジにかけ、少し固めに火を通す。

③

卵を泡だて器で割りほぐし、牛乳、サラダオイル、カッテージチーズを入れる。

④

３のなかに、粉類を入れる。

⑤

４のなかに野菜類を入れる。

⑥

全てをパウンド型に入れ、180 度 50 分焼く。

ヨシミさんからのワンポイントアドバイス
「全て生活クラブの材料で作ることもできます（赤パプリカを彩りを考えてのことなので）。下準備も簡単です。
軽食にもなります。銀杏が苦く苦手な方や子どもさん用にはスイートコーンにしてもＯＫ。ホタテ貝缶は汁ごとい
れます。
」

～会員さんのお店紹介～

なごや職業開拓校「則武家うどん」

則武新町（名古屋市西区）
、トヨタ産業記念館の裏手に、材料にこだわったお値打ちで
美味しいうどん屋さんがあるのをご存じですか？
「則武家うどん」さん（2001 年～）は名古屋生活クラブの生産者で長年の
会員でもある「わっぱの会」の取り組みの１つとして運営されています。
北海道江別産の小麦粉「北もみじ」をお店で前日から仕込んで製麺。
他の材料も、わっぱ知多のお米をはじめとして、すべて国産。
むろ節とさば節から丁寧にだしをとり、添加物一切不使用。
そんな手間をかけた「かけうどん」
、１杯３１０円、いかがですか！？
年間通しての人気メニューは、カレーうどん。昨夏初登場した夏期限定冷やしカレーうどんも大人気
だったとか。１３～１４時には、並料金での大盛りサービスもあります。
「一般のお店としてやっています！」という則武家うどんさん、味もサービスも他のうどん屋さんと
変わらないのですが、実は東海 3 県唯一の障害者雇用促進法に基づき、愛知県から委託をうけた「能力
開発訓練施設」
。勤労意欲をもちながら、一般企業への就労が困難な知的障がい者、精神障がい者が、働
く現場を作ることにより、職業体験をするなかで、就労に必要な知識や技能を習得すると同時に、労働
習慣を身に着け、自分にあった働き方を見つけ、働く喜びを感じ、職業自立できるよう支援する場です。
１～２年かけて、施設内の工場での製麺作業と店舗での接客の体験をします。
体験職業として「うどん」を選んだのは、
「人間の生活に欠かせないもの」で「作り方がシンプル」だから。
オープンするにあたっては、スタッフ数名が、一般のうどん屋さんで修行されたそうです。

多くの方に食べてもらって、
「美味しかった」って喜んでもらえることが、働く人の喜び！とのこと。
近くにお越しの際は、ぜひ、一度お立ちより下さい。「一般のお店」として、文句なく美味しいです！
◇車椅子・ベビーカーでの入店可

◇お子様用のフォーク・スプーン・おわん有

メニュー例）あんかけ、元気玉、コロ、とろろ等、うどん各種（並は 300 円代がほとんど）、天ぷら各種（80 円）

住所）名古屋市西区則武新町 2 丁目２４の１４
電話番号）052-582-6013
交通）名鉄「栄生」駅 徒歩 7 分、地下鉄亀島駅 徒歩 10 分
駐車場）６台（店舗前 1 台、向かい駐車場内に５台）
定休日）土日祝、夏期休暇（10 日）
、年末年始
※職業訓練校のため、このほかに行事に伴うお休みあり。
※入口で事前精算のセミセルフ形式。
（商品を運ぶことが困難な方にはサポート有。
）
※12 時～13 時はビジネスマンやご近所の方で混雑。
★お土産・ご贈答には「則武家うどん」―完熟半生うどん（小麦粉・塩
・黒酢）1 袋（300g）300 円（店内特別価格 240 円）―もどうぞ！★

「わっぱの会」は
1971 年、障害者隔離を差別としてたたかい、障害のあるなしの隔たりを越えた共同体を建設す
るという理想を掲げ、若い障害者 1 人と健常者 2 人が一緒に暮らし始めたのが始まり（「わっぱ」
の名は「輪っぱ」
、子どもを表す「小童（こわっぱ）」に由来）。
「共に働き、共に生活する場をつくり、共に生きる社会を実現しよう」という理念の下、現在では、
１ 共同事業所運営
国産小麦使用・無添加パン「わっぱん」や洋菓子作り、知多共同事業所での農業・農産加工品作り、リサ
イクルセンターやエコステーション、給食事業「わっぱのごはん」も展開予定(現在は事業所内弁当のみ)

２

障がいのある方の就労援助
障害者就業生活支援センター（職場定着や生活相談）、パソコンスキルアップ、なごや職業開拓校
３ 生活援助
介助者の派遣と養成研修、わっぱ各事業所で働いていた高齢者の日中活動拠点となる「わっぱ～れ
山口」
、生活支援センター
など様々な取り組みを行っています。 （以上、水鳥校長と河村店長にうかがいました。会員 Y．S．
）

たねまきクラブから
「たねまきクラブ」メンバー募集
現在８名の会員さんが登録。一緒に商品のことやイベントのこと楽しく話し合いませんか？
「あんな商品あったらいいね！」
「こんな誌面になるといいな！」
「こんなイベントがあったらいいのに！」
５月１９日（木）生活クラブ事務所、6 月 7 日（火）岡崎りぶらにて開催します。ご興味がある方、話だけで
も聞いてみたいという方お問い合わせください。担当者からご連絡させていただきます。
TEL 0120-72-0251（フリーダイヤルにかからない場合→052-501-0251）

勉強会のお知らせです！ ５月に岐阜市にある、岐阜メディアコスモスで勉強会を行います！
岐阜で活動している食育サークル『ほっぺの会』の代表を務めます伊藤恵さんのお話とともに、
『食』をテー
マにしたお話をします。スーパーに並ぶ食品を見ると、添加物がたくさん使われています。野菜には農薬が
たくさん使われています。『食の安全性』より『経済性』が重視されている世の中になっている気がします。
でも本来、『食』とは健康に暮らしていくためにあると思います。『食』の大切さと共に、特にお子さんに対
して気をつけてもらいたい事をお話しします。お時間ある方は、ぜひともご参加下さい！

『パパとママに聞いてもらいたいお話～食品添加物 あなたの知識が子を守る～』
日時：5 月 21 日（土曜日） 講師：伊澤眞一（名古屋生活クラブ代表）伊藤恵（ほっぺの会代表）
場所；岐阜メディアコスモス 時間：10:00～12:30 参加費：¥2000（名古屋生活クラブ会員は
無料＊託児は別途必要です）
託児（定員有り）¥1000（保険料込み） 定員：80 人
参加申込締め切り：5/13（金）
（参加多数の時は早めに締め切る事があります。その場合は申込順とさせていただきます。
）
申し込み、お問合せは、名古屋生活クラブ（0120-72-0251 052-501-0251）までご連絡ください！

イベントスケジュール
4月

4 月 17 日(日) 第 3 回オーガニック映画祭にブース出展（ウィルあいち）

5月

5 月 14 日（土） トンディさん＆タイ料理交流会（ウィルあいち）主催：名古屋生活クラブ たねまきの会 参加費 500 円
5 月 15 日（日） タイチェンマイのおふくろさんトンディさんに学ぶみんなで創るよりい地域（豊橋市民文化会館）
主催：STA なみだの分かちあいアジア

5 月 17 日（火） ﾀｲのトンディさんに学ぶ女性の生きる力（岡崎りぶら）主催：うぶやの会・名古屋生活クラブ たねまきの会

5 月 21 日（土）パパとママに聞いてもらいたいお話（岐阜メディアコスモス）名古屋生活クラブ たねまきの会
6月

6 月 18 日～19 日 三上さんりんごの袋がけ（青森県）

次号予告
5 月号からは、渡部和男先生（医学博士）による「人や地球に優しい生活のため」のコラムと岡崎勝先生（中日新
聞『子どもってワケ分からん！』連載中による「お子さん」に向けたメッセージコラム（たねまき新聞書き下ろし）
の連載《隔月》がスタート！渡部先生への質問、
「オカザキセンセイに聞いてみたいこと」お待ちしております。
未だ手探り状態ですが、生産者も消費者も流通も、大人も子どもも、みんなにとって「こんな新聞あったらいいな」
という新聞目指して参ります。みなさまのご協力お待ちしております。
編集後記
創刊準備号を読んでいただいた会員さんからたくさん「良かった！」の声いただきました。どろんこ村の特集では
「子どもをどろんこ村に行かせたい」
「私も行きたい」などすごい反響をいただき、千美江さんにもそのことお伝え
しました。タイのトンディさんのイベントぜひご注目ください。5 月 14 日のウィルあいち開催のチラシはまた配布
します。参加すればきっとパワーがもらえる企画です。2016 年版お米カフェも計画中です。
（森田）

「たねまき新聞」投稿コーナー

ご意見・ご感想その他、この記事良かった！、こんな情報載せて欲しい、あなたがひろ

めたい・はまっている商品のこと、レシピなどドシドシお寄せください。

