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よしま農園

こんにちは。飛騨高山よしま農園です

～農園の風景より～

いつもありがとうございます。よしま農園は、自然栽培たくあん漬や、赤かぶ漬などを製造。自然栽培のお野菜な
どを生産しています。今回の投稿で、農園の風景のひとこまを感じて頂ければ嬉しいです。

【花

咲く農園の風景】

私の農園には、野菜たちの周りに季節折々の花々が咲きます。植物にクラッシック音楽を聞かせると良い効果があ
ると提言した人がいます。人が聞いていても気持ちよければ、植物もリラックスできるからでしょう。また、野菜
たちに声をかけて、愛情をもって育てると、どんな肥料よりも、良い効果があるといわれます。広い畑に、スピー
カーを置いて、音楽を流すのが良いのかもしれませんが、そういうわけにもいきません。それでひらめいたのが、
花の栽培でした。畑の周りに沢山の花たちを咲かせることです。花によって、まるでクラッシック音楽が流れてい
るかのような空間がそこに広がっているような・・・・もちろん、そこで畑仕事をする私自身も心が癒され、気持
ちよくなりますね。

【儲ける農業から、喜ばれる農業へ】
よしま農園では、無肥料栽培に取り組ませて頂いています。無肥料栽培とは、肥料農薬堆肥そして有機肥料も使わ
ない栽培です。
「なぜできるの？」
「どうして、そこまでするの？」という疑問が出てくるでしょう。無我夢中で取
り組んで、もう１０年以上にもなりました。「年々、肥料が無くなって、取れなくなるのでは？」と聞かれますが、
最初は大変でしたが、じつは、年々良くできるようになっています。
農薬は当然、人に危険性があります。また、堆肥や肥料も多すぎれば、人や土に悪いもの（硝酸態窒素による害
毒化）になります。今の日本の農業は農薬と肥料を大量に使って儲かる農業を追求した結果、土壌は疲弊し、環境
汚染（地下水汚染）は深刻化が止まらず、崩壊寸前です。また、これから先の世界の食糧を考えるうえで見逃すこ
とのできない事柄があります。それは肥料資源の不足です。肥料の 3 大要素といわれる窒素・燐酸・カリウムのう
ち、燐酸とカリウムについては、それぞれリン鉱石、カリ鉱石が主原料となっており、その採掘資源の世界的枯渇

が叫ばれています。また、化学肥料に代わる有機肥料においても同様に資源の枯渇が深刻です。じつは日本の有機
農業を支えているのは大量の輸入有機資源なのです。この状況のなか、今後諸外国が食糧のみならず肥料資源を安
定的に日本へ輸出してくれるという保障はありません。このまま世界が食糧生産を続けたとしても、世界の食糧生
産量は、増収をするどころか、減収の一途をたどることは必至です。100 年後でも永続可能な農業を見出したいと
いう願いが無肥料栽培にはあります（無肥料栽培で一般栽培と変わらない収穫量をあげている実例もあります）
。

「儲ける農業から、喜ばれる農業へ」という言葉を、ある方から頂きました。経済的利益の追求のなかでは、見失
う大切なもの（環境、安全、健康、心）があります。そして今、農家の心のあり方が問われているそうです。この
栽培は、作物に肥（こえ）は与えず、声（こえ）をかけてお世話してゆきます。農家の愛が何にもまさる肥料だそ
うです。
・・・野菜たちから教えられます「自然の世界では、損得や駆け引きはいらない」と。

【無肥料自然栽培の農家たち】
この栽培に取り組み、野菜の収穫が不安定なときが続いても、名古屋生活クラブの伊沢社長をはじめ、スタッフの
皆様から「収穫できるときを待っていますからね。いつでも応援していますよ」と、お声をかけ続けて頂いたこと
が何よりも励みになり、これまで農業を続けてゆくことが出来ました。
「毎日、畑に行くのが楽しくて、楽しくて、嬉しいです。野菜たちが、とっても可愛いいです。
」そして「肥料を
使わないから、種播いたら、あとは天におまかせで、心配しないようにしています」と先輩農家さん（熊本県・豊
永佐代子さん、吉田よし さん）は、いつも話されます。
「このように、農業させて頂いているのが有難いです」
「何
よりも、できた野菜を食べて頂いた方が喜んで頂くときが、嬉しいです」。この栽培を実施する農家が皆、同じよう
に口にする言葉です。野菜が美味しい、甘いなどの印象に加えて、食べたらどこかしら、心が満足して、
「ホッと」
するような野菜たちです。この栽培は、大自然と協調し、収穫物は身体を温め、心軽く元気になり、上薬になるよ
うな野菜作りを目指しています。■食は人の心と身体を創ります■

【農家の心で、野菜たちの表情が変わる？】
仕事に追われて、忙しいときが続くと、身体も心も余裕がなくなってしまいます。そんなとき、思いきって休日を
とり、畑から離れて、家族・子ども達と遠くへ遊びに行くと・・・不思議です。
「昨日は暑かったけど、野菜たちは
大丈夫だったかなぁ？」と、休日後の畑へ行ってみると、ビックリするほど野菜たちが活き活きしているではあり
ませんか。野菜たちは、主人(私)の心をよく知っているようです。
「私が 1 日休むことで野菜たちにご迷惑をおかけ
するのでは？」という私の気持ちとは逆に、
「どうぞ、楽しく遊んできてくださいね。私たちは大丈夫よ」と野菜た
ち。リラックスした心の大切さを野菜たちから教えて頂いたのです。農園の私たち家族が心も身体も健康で、楽し
くいることが野菜たちにとって嬉しいことのようです。愛しの野菜様々です。

【動物たちと共にある農園】
動物たちといえば、毎年話題になるのが、大豆の新芽を食べに山々から集まってくる鳩たちのこと。
「どうして、鳩
は、大豆たべるんだ～？(園主)」
「それって、あなたが餌付けしているのでしょ？（妻）」
「そうか、種まきして、毎
年餌付けしていたんだ～。だから大群の鳩たちが仲間あつめて、みんなで集まってくるんだ～（園主）」
。最近では、
そのほかに大豆の葉が美味しくて集まってくる野ウサギや、カモシカも。そして実のなる頃にはイノシシの親子た
ちまでもが楽しみに畑に来ます。まるで動物園です。
「山の畑は、動物たちが食べても良い畑。家の近くの動物が来
ない畑は、人が食べるための大豆畑があるから大丈夫だよ～」
。動物用と、人用に畑を別にしているから、安心して
動物たちの様子をみていられるのです。
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数年前の暑い夏のこと。野生のカモシカが、畑にある倉庫のなかへ、涼みにやってきて、すっかり居心地よさそう
にしていました。そのカモシカ君は、私を人間だと見ていないのか？

私が近く（僅差３メートル）に寄って一緒

に座り込んでも、全く警戒せずに、お互いに、のんびり休憩していたことがありました。このときは、
「友達」とい
う感じでした。このカモシカ君とは、ずいぶん色々なことを話しました。特に返事はなく、私からの一方通行でし
たが、お互いのなかに生れた信頼関係は、私にとってはとても心地よいものでした。

自然栽培だからこそ、自然界と対立することなく、協調を目指し、実現することを夢見ます。私たちは、大自然
のなかで生き、生かされていています。そのなかで野菜たちの収穫を頂きます。大地（土壌）
、虫たち、動物たち、
そして自然の雨風、気候の変化、その全てのなかで協調しながら、農業をさせて頂けたら、なんて心地よいことで
しょう。

【与嶋靖智（よしまやすのり）
】
1974 年生まれ【現在 41 歳】
。岐阜県高山市で生まれ育つ。幼少期からとてもおとなしい性格。地元高校卒業後、
農業に志し、東海大学農学部に進学。その後、
「農学は現場でこそ真実が追求できる。最高の研究の場」と確信。迷
わず就農。農業にあわせて、家業でもあった漬物製造業を、無添加（化学調味料等を使わない）製品づくりに転換、
伝統製法を守る。有機農業の難しさに悩みながら、就農から 4 年目には、農場全体を、肥料農薬堆肥を使わない無
肥料自然栽培に転換。その後現在に至る。栽培面積は、お米

約 7 反（2100 坪）
、露地野菜・約 13 反（約 3900

坪）
、ハウス約 2 反（600 坪）
。年間通じて多種多様な野菜・約 40 種類の栽培を手掛ける。４児の父親。

■インターネットブログ「飛騨高山よしま農園の風景」http://yoshima.hida-ch.com/
農園の日々の様子を、豊富な写真を交えて紹介
■飛騨高山よしま農園 ホームページ

http://www.h5.dion.ne.jp/~yoshima/

■スリーエフ農法研究会公式サイト（与嶋靖智・管理作成）http://ffnouhou.com/

与嶋さん（左）と社長（右）
電話でお話したとき「社長が私の栽培を理解していただき、だからこそここまで来れた。本当に感謝しています」とおっ
しゃっていました。
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隔月連載 岡崎勝先生コラム その１

学校ってどんなところ？ その 2
今回は、教科書の話をします。教科書をみなさんは大切にあつかっていますか？
教科書を渡されたときはとても大切にしたと思います。でも、日にちがたつと、だんだ
んらんぼうにあつかったり、はんたいに、ほとんど学校の授業のほかには開いたことが
ないという人もいるでしょうね。
日本では、小学校と中学校の教科書は「無償」、つまりただです。もちろん、この本のお金は、税金でまかな
っています。大人たちの支払う税金です。
今の教科書は学年によっても違いますが、だいたい、一学年分が三千円から四千円です。「使いおわった教
科書を買ってくれるなら、もっと大事にあつかうよ」という子もいましたが、教科書だけでなく、ものを大切に
使うということは、一人前になるためにはとても大切なことです。
さて、教科書に書いてあることが絶対に正しいと思っている人はいませんか？

実はそんなことはない

のです。教科書に書いてあることは、大人たちが研究したり、考えたりした、「とりあえずわかっていること」
です。だから、また新しいことがわかったり、今までの考えがまちがっていたりしたら、どんどん直していきま
す。
ときどき、「教科書に書いてあることだけが正しい」と思っている人がいますが、それは正しくありません。
教科書に書いてあることはそのほとんどが「一つの考え方、一つの知識で、そのほかに、違った意見や知識
がまったくないわけではない」と考えて欲しいと思います。
たとえば、漢字のテストをすると、ときどき、はねてあるのか、とめてあるのか？などと、いろいろと先生と
もめることがあります。しかし、国語の教科書の漢字は一つのモデルですから、その書き方しかないわけでは
ありません。たとえば、木という漢字の縦線は、はねることもあります。国語の時間には「はねない」と習いま
すが、漢字の大本の考え方では、はねてもはねなくてもかまいません。
でも、授業では、まぎらわしいので、先生たちは「学校でならったように覚えてください。それ以外は漢字
書き取りテストでは×にします」と言うでしょうね。学校では、「とりあえず」教科書にそって教えています。だ
から、そう言うのです。漢字は時代によって変化します、「おくりがな」も変わっていきます。学校の教科書は、
どんどんバージョアップしなければなりません。
また、社会や歴史などは、学者たちが新しく発見したことなどが生かされて、いままでとはちがう内容の
教科書になることもあります。たとえば、六年生の教科書では「聖徳太子」とは、言わなくなりました。
教科書は絶対正しいと決めつけずに、色々な考え方や意見を参考にして勉強することが大切ですね。教科
書「を」勉強するのではなく、教科書「で」勉強してください。
ただ、中には絶対に変えてはいけないものもあると思いま

岡崎先生プロフィール
現在 名古屋市立小学校教員（定年後、非常勤講師）

す。岡崎センセは「戦争に反対し、平和な世界にすること」と

『おそい・はやい・ひくい・たかい』編集人

いうのは、しっかりと教科書に書いて、絶対に変えて欲しくは

『ちいさい・おおきい・よわい・つよい』編集委員
産業社会批判社・自由すぽーつ研究所主宰

ないなと思っています。
1 月の大交流会でも大好評だった
授業が再び！！
南相馬うなぎカフェに
特別授業をしていただきます。
詳しくは募集チラシを！
「自由研究で顕微鏡づくり」
「原子力発電と暮らし」
対象：小学 4 年生以上

日進市男女共同参画懇話会副委員長（03～07 年度）
日進市次世代育成支援計画策定委員会委員（03～07 年）
著書『センセイは見た！

教育改革の正体』
（2015 青土

社）他多数
他多数
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どろんこ村ファームステイ記（４）
三重からどろんこ村にやってきた猫のノーラ。
どろんこ村の畑の作業場で暮らす先住民の猫たちにいじめられて辛い思いをしていた、と思う。
畑に行っても作業場に行っても、姿が見えない日が続いていた。
そのノーラが居場所を見つけたのは、それからしばらくたってから。
なんと豚のフーの部屋に同居していた。
ご飯もフーに分けてもらっていた。
そういえばフーにはやさしいところがある。
3 月に仲間のブーが肉になるために出かけて行った後、急に食欲がなくなった。
今まで、ブーに意地悪されてなかなかご飯が食べられなかったくせに。
誰にも邪魔されず食べ放題になったご飯を食べなかった。
何日も元気がなかった。
ところが柵で仕切っただけの隣の部屋に、子豚３匹がやってきてから俄然元気になった。
エサはもりもり食べるし、柵の隙間から入ってきた子豚にも鼻でスリスリして遊んでやっている。
３００キロにもなろうとしている超でかい豚の気弱さと優しさ、いいなあ。
ところで、猫のノーラは１ヶ月ちょっとして、元の飼い主が迎えに来た。
捕まえても捕まえても逃げ出すノーラを、かつおぶしをエサにおびき寄せて無事保護したのは、サクラちゃんとチ
ヒロちゃんと研修生たち。
こうしてどろんこ村初の、猫のファームスティは無事終わった。
ノーラはもしかしたらフーとの生活が以外と気に入ってたのかもしれないなあと、今でも時々思い出す。
フーは、この夏には肉になる。
（どろんこ村
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渡部千美江）

このコーナーでは、渡部和男先生（各務原ワークショップ主宰、医学博士、前浜松医科大学勤務）にお願いし、人間や環境
に優しい生活への提言をお届けします〔隔月〕。（とりあげて欲しい話題やご質問があれば、編集部までお寄せください。）

プラスチックの安全性➀

各務原ワークショップ 渡部 和男

ホームセンターに並ぶ色とりどりの食器や日用品などのプラスチック製品は、豊かな消費社会を
思わせます。私たちはほとんど疑いをもたず、色彩豊かなコップを幼児に使わせています。発泡スチ
ロールの皿に入った肉や魚、プラスチック容器に入ったケチャップやマヨネーズ、
油や醤油、味噌を買います。安心していて良いのでしょうか？今回はプラスチック
の安全性を検討します。
プラスチックから化学物質が出てきます
新品のパソコンのように、プラスチックは臭うことがあり、臭いで気持ちが悪く
なる人がいます。また、プラスチックに接していたレシートなどの文字が早く消え
てしまうことも経験します。これらのことからプラスチックから何かが出ているこ

プラスチックとは？
プラスチックとは「可塑性物質」、つ
まりある程度以上の力を加えると変形
し元に戻らなくなる物質を指していた
が、合成樹脂が多用されると、プラス
チックという言葉は合成樹脂を指すよ
うになった。比較的あいまいな使い方
をされる言葉です。ここでは合成樹脂
とほぼ同じ使い方をします。

とが分かります。
内分泌かく乱物質が人間の健康に与える影響
プラスチックから出てくるビスフェノール A やフタル酸類などの内分泌かく乱
物質の人間の健康に与える影響が強く心配されています。内分泌かく乱物質は
微量でもホルモンの正常な働きを妨害します。
ホルモンは体の隅々まで情報を伝え、体を微妙に調整します。内分泌かくらん物
質が正常なホルモン働きを妨害することを指摘したのは、前世紀末出版の『奪わ
れし未来』を著したシーア・コルボーンらでした。内分泌かく乱物質は、がんや生殖
器異常、代謝疾患、脳や行動への悪影響など動物や人間に対して、幅広い影響を
与えると考えられています。

内分泌かく乱物質とは？
化学物質のうち、ホルモンの正常な働
きを阻害する物質のこと。
ビスフェノールＡはＣＤやＤＶＤ、食器
など多くのプラスチック製造やレジで
渡されるレシートの色を保つために広
く使われている化学物質です。
フタル酸という言葉は正確にはフタル
酸エステルを指します。これは塩化ビ
ニルを柔らかくしたり、香水が蒸発しす
ぎないようにするためなど多くの目的
に広く使われています。

内分泌かく乱物質に関する研究が増え続けています
内分泌かく乱物質に関する論文数の変化

内分泌かく乱物質の安全性に対する心配は世界中で強くなって
います。内分泌かく乱に関する研究が増加中であることは、世界中
物質に関する論文は 1987 年に現れて以来、図に示すように急増し
ています。

プラスチックに含まれる代表的な内分泌かく乱物質で

あるビスフェノールＡについての 2014 年発表論文数は 760 編、フタ
ル酸類については 557 編と膨大な数になり、日本で使われている
代表的な殺虫剤フェニトロチオン（商品名「スミチオン」）の 51 編を

論文数

で心配していることを裏付けます（次ページの図）。内分泌かく乱
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大きく上回ります。ビスフェノールＡやフタル酸類がいかに注目を
浴びているかが分かります。今回はビスフェノール A を中心として取り上げます。
ビスフェノールＡは安全？
最近はマスコミでほとんど取り上げられませんが、18 年前、ポリカーボネート製哺乳びんからビスフェノールＡが
溶け出すことが心配されました。しかし国による規制はなされず、業界の自主規制にまかされました。
ビスフェノールＡはプラスチック容器（例えばカラー携帯マグカップ、クールビアジョッキ、計量カップ、食器類、化
粧品ボトル…）やコーヒードリッパーなど多くのものに使われています。飲料や食品の缶の内側にビスフェノールＡ
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を用いたエポキシ樹脂が使われ、飲料や食品にビスフェノールＡが入り込むことがあります。レジで受け取るレシー
トの顕色剤にも使われています。

ビスフェノールＡをマウスやラットに与えるとがんが発生したり、雌雄の生殖器系や代謝の異常、脳や行動に悪影
響を起こすことが報告されています。内分泌かく乱物質によって、人間にも似たような異常が増加していることも
報告されています。健康への悪影響の原因の全てがビスフェノールＡにあるわけではありませんが、一因である可
能性があります。
米国カリフォルニア州、ビスフェノールＡをプロポジション６５のリストに掲載
米国のカリフォルニア州にはプロポジション６５と呼ばれる法律があります。この
法律は州がそのような化学物質名リストを公表することや、潜在的に有害な化学
物質を含む製品の製造業者は州に報告すべきこと、州はそのことを消費者に報告
することなどを義務付けています。
昨年 2015 年 5 月 11 日に、ビスフェノール A は生殖毒性があるので、プロポジショ
ン 65 のリストに掲載されました。

プロポジション６５
この法は市民が提案し、1986
年に州民投票により成立しまし
た。正式明は安全飲料水有毒物
質 施 行 法 Safe Drinking Water
and Toxic Enforcement Act とい
います。この法律は飲料水のみに
関する法律でなく、州民が発が
ん物質や生殖に影響する化学物
質に被ばくするのを防ごうとい
う法律です。

解毒されても悪影響は続く
「体に取り込まれたビスフェノールＡが速やかに体からなくなるので安全だ」と業界はいいます。体内に入った
異物は解毒物質として知られているグルタチオンやグルクロン酸などと結びつき（抱合、ほうごう）、体外に排出さ
れます。しかし、人間やネズミの培養細胞に、グルクロン酸抱合されたビスフェノールＡを与えると、細胞が脂肪を
蓄積する、とカナダ保健省職員は今年報告しました。ビスフェノールＡは抱合されても、排出される前に脂肪細胞に
影響を与え、肥満を起こす可能性があると心配されています。
肥満は運動で消費する以上のエネルギーを食品から摂取するために起こるとされていました。ところが最近の
研究は、肥満の一因として化学物質による影響を指摘しています。
肥満を引き起こす物質
昨年後期、ケリー・グレンスはサイエンチスト誌に「『肥満原物質 Obsorgen』

少量の環境化学物質が動物を太ら

せうる。環境化学物質が人間に同じように作用するか否かは難しい問題だ」という総説を書きました。Obsorgen と
いう言葉の日本語はまだ定着していませんが，暫定的に肥満原物質と訳しておきます。
2005 年、ワシントン州立大学の研究者グループは、普通に使われる有機塩素殺菌剤メトキシクロルなどに曝され
た妊娠ラットの研究をした。これらのラットが産んだ雄の子は成熟したときに精子数が少なかった。この雄が健康な
雌を妊娠させると、またしても精子数が少ない雄の子を産む。この影響問題は数世代続きました。これは細胞の遺
伝情報が変化しないのに、環境の影響によって遺伝子の現れ方が異なるという現象で、遺伝子 DNA に結合したメ
チル基と関係があることが分かりました。このような現象をエピジェネテックスといいます。精子数減少に関係す
るエピジェネテックス変化を誘導する物にはジェット燃料やプラスチック成分、多くの農薬などがあることが分かり
ました。
このような研究をする中で、有機塩素殺虫剤 DDT などが肥満を起こすことが分かりました。さらにプラスチック
を作るのに使うビスフェノール A やフタル酸エステル、テフロンを作る時に使うペルフルオロオクタン酸（PFOA)や
カドミウムやヒ素、鉛といった重金属類、トリブチルスズ、難燃剤に使われる有機臭素など多くのものが肥満を引き
起こすことが分かりました。
肥満は他の病気の誘因となります。肥満の原因として、運動とカロリー摂取のバランス以外に、肥満を誘導する
環境物質も心配されます。
できるだけ取り込まないで
子どもや子宮内の子はこの様な物質の影響を強く受けるかもしれません。子どもたちが、できれば大人も、
プラスチックに入ったものをなるべく食べず、財布にレシートを入れっぱなしにしないようにしましょう。ま
た、
「ビスフェノールＡを使っていない」と宣伝されている物であっても、ビスフェノールＡと似たような、
あるいはもっと強い悪影響を及ぼす化学物質を代わりに使っていると報告されていますので、注意して下さい。
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会員さんの素敵なお店・活動紹介します！

フェアトレード＆エコショップ

オゾン

「大好きな物たちを送り出すことが私の幸せ」とオーナーの杉本皓子てるこさんは終始笑顔。
2001 年にオープンした店には、インド、ネパール、タイ、パキスタン、アフガニス
タン、東ティモール、スリランカなどから届いた、衣類、赤ちゃん用の肌着などの布製
品、バッグやポーチなどの革製品、アクセサリー、ボタンなどの芸術的にもかなり素敵
な雑貨、木や布のおもちゃ、コーヒー、紅茶、はちみつなどの食材が所狭しと並ぶ。
お店＆杉本皓子さん

（もちろん、食材や衣類の多くはオーガニック製品）。

今年の「フェアトレードの日」
（毎年 5 月第 2 土曜日）に催された店内講演会のゲスト「パ
レスチナ・オリーブ」
（団体名）が輸入・販売する色鮮やかな刺繍製品（パレスチナ自治区イド
ナ村女性組合生産）の細工はまさに感動的。また、横（写真）に並ぶオリーブオイルの生産団
体「ガリラヤのシンディアナ」ではアラブ人もユダヤ人も仲間だ。
パレスチナ・オリーブの商品

「フェアトレード活動のきっかけ」は、第二子妊娠中の 1980 年、ミンダナオ島のバナナ企業農園の労働者代
表の講演会に参加したこと。気楽に食べていたバナナが日米多国籍企業の産物で、生産の影に労働者の搾取と厳し
い管理があることにびっくり。その後学習会を続け、市民団体「フィリピン情報センター・ナゴヤ」を仲間と設立。
実際に農園を訪問。企業農園での小型機や背負いタンクからの化学農薬散布と人権侵害を知り、日本でバナナボー
ト運動や減農薬キャンペーンに取り組む。若き頃伊澤社長も現地を訪問し、実際を見ている。
WFTO（世界フェアトレード機関）

「目指すのは現地労働者の搾取・貧困解消だけではない」

フェアトレードの基準

杉本さんは数年に一度、生産現場を訪れる。少数派であるイスラム教徒が働くインドの
アクセサリー工房の話が印象的だった。「
（インドやイスラム社会では）女性が外で働くこ
とは認められていない。家族が外で働くことを許したとしても、男性と同じ仕事はさせて
もらえない。だから、ささやかな仕上げや包装などの簡単な作業を担当する。また、賃金
を受け取ることもできない。だから、作業所で働く女性『グループ』に対して賃金を支給
し、そこからメンバーが（仲間の同意を得て）お金を使えるようなシステムが作られた。
」
他方で、継続的に利益をあげていくためには、世界市場で通用する商品を供給する必要がある。生産者自
身は購入できない物をも商品とせざるを得ないのが現実である。スーパーや教科書でも「フェアトレード」
の文字を目にするようになったなか、できる限り活動の実際を知った上で、地球上の人々の「ひとしく、人
間らしい生活」実現のために真に貢献し得る活動を見極め、応援していく必要性を感じる。

1. 生産者に仕事の機会を提供する
2. 事業の透明性を保つ
3. 生産者の資質向上を目指す
4. フェアトレードを推進する
5. 生産者に公正な対価を払う
6. 性別にかかわりなく平等な機会
を提供する
7. 安全で健康的な労働条件を守る
8. 子どもの権利を守る
9 .環境に配慮する
10.信頼と敬意に基づいた貿易を
持続する

オゾンには、杉本さんが労を惜しまずに集めた情報がたくさんあります。

―フェアトレードタウン名古屋の話、国内での環境問題との関わりなど、お伝えしきれず…。
商品の物語を聞きに、杉本さんの底知れぬ行動力と笑顔を分けてもらいに・・・
パキスタン製の手縫いサッカーボール

ぜひ一度オゾンにお立ちより下さい。―

（公式戦で使えるのは手縫いボールのみ）

＜仕入れ先＞ピープル・ツリー、ネパリ・バザーロ、第３世界ショップ、ぐらするーつ、パルシック

世界シェア約 70％。ほとんどは発展途上

（斉藤）

☆自由研究テーマによいかも☆

わかちあいプロジェクト、シャプラニール海外協力市民の会、パレスチナ・オリーブ、NPO ハロハロ

国製。児童労働が心配される。

SVA シャンティ国際ボランティア会、アジア女性自立プロジェクト、ビーンズビトウ、クラタペッパー
パクパクナティン、
（太陽油脂株式会社、三共油脂株式会社、黒怒）

JR 中央線大曽根駅

ペーパーウェイト（インド）
“Smile” →

フェアトレードの商品は、
使い手にうるおいをもたらします。

楽しみや健康

世界観の広がり

つくり手の生活を支えます。

仕事への正当な報酬

環境の保全

「南口」改札を出て、駅前

未来へのイメージ
将来のイメージ

当店オゾンは、使い手とつくり手の出会いの場です。お互いが良い気持ちになりたいです。

ロータリーからアパマンシ
ョップの横を通って 50ｍ
３階建てのビルの１階

●営業時間 10：00-18：00（定休：火水、臨時休はＨＰ等でご確認下さい） ●電話＆FAX 052-935-8738
●HP http://aift.jp/ FB https://www.facebook.com/fairtradeozone/
●駐車場：店前に小型車 1 台駐車可

●名古屋市東区東大曽根町４０番地６ ●e メール ozone@aift.jp

★貸コミュニティスペース有（20 名程度、使用料は応相談）
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★呈茶サービス有

今度 7 月○週で企画予定の寝具メーカー「天然屋」よりいただいた文章がありますので紹介します。

天然屋のものづくりについて
毎度大変御世話になります。夏の寝具について、我が社のこだわりを書かせて頂きます。
我が社は愛知県蒲郡市にある会社ですが、私が婿養子として入社した時は 90%以上中国
商品を販売している会社でした。私は大学時代から環境問題を勉強し、NGO 法人ネットワー
ク地球村の会員でもあり、入社して中国の工場に行った時、製造工程で大量の化学薬品使用にショックを受け、それから
約 20 年国産商品にシフトし、「地球環境に優しく、人の体に優しい商品を普及すること」を経営理念に邁進しております。
現在は 90%以上国産商品になり、多くのお客様に指示を受けております。
また、私は「睡眠改善アドバイザー」「ねむりレクチャー1 級」の資格も持っておりますので、皆様に天然素材の良さと睡
眠についても講演させて頂いております。
今回皆様にご案内しておりますのは「麻の特集」です。「麻」と一言で申しましたが、いろんな種類があります。一番高級
な麻は「リネン（亜麻）」です。ヨーロッパ中心に栽培されております。“ランジェリー”はリネンから来ており、最高級下着はリ
ネン 100%です。次に高いのは「ラミー（苧麻）」です。中国で栽培され、日本の市場で麻商品と言えば、主にラミーと思って
ください。次のランクが「ヘンプ（大麻）」です。実は戦前の日本は麻（ヘンプ）の文化であり、神社の注連縄（しめなわ）。相
撲力士のまわし、神社の神主さんの衣装などはほとんどヘンプで作られております。伊勢神宮のお札は「神宮大麻」と呼
ばれております。GHQ の占領政策で「大麻取締法」によりい現在はほとんど栽培されなくなってしまいました。その次に
「ジュート（黄麻）」があり、災害用のズタ袋などに使われています。
睡眠の観点から言いますと、人は深部体温がマイナス 1℃下がると入眠のスイッチが入りますが、夏の睡眠環境は気温
が 28 度~30 度、湿度が 80%以上になり、なかなか深部体温が下がらない環境の為、寝苦しいのです。夏の快眠のコツは
「背中を涼しくする事」が重要です。蒸し暑い夏の夜は背中の蒸れが一番不快なので、通気性の良い涼しい寝具をおすす
めします。
我が社の製造している麻の敷きパッドは表がリネン 100%のガーゼです。最高級の生地を使用しております。おそらくラ
ミー100%の生地はあってもリネン 100%の生地は市場にはあまりないと思います。中綿はラミー100%（洗える麻わた）で
す。皆様に注意して頂きたいのは中綿がポリエステル 100%の麻混の敷きパットが市場には溢れておりますので、注意して
ください。ポリエルテルは熱をこもらせるので、背中の蒸れの原因になります。裏生地は日本メーカーの特許技術の３D メ
ッシュ素材です。クッション性もあり、空洞立体構造ですので、湿度や蒸れを逃がしふわふわで気持ち良く使用できます。
夏の掛け寝具はガーゼケットをおすすめします。ガーゼは吸湿性が良く、むれにくいのが特徴ですが、ふんわり軽く、洗
濯しても早く乾きます。我が社の風薫るリバーシブルのびふわケットは夏の冷房設定温度に対応するように考えて製造し
ております。通常男性は暑がりで、女性は冷え性が多い傾向があります。男性は筋肉量が多く、筋肉は熱を作りやすいの
です。女性は子供を身ごもる為、脂肪で身体を包んでおりますので、一度冷えるとなかなか温まらない構造になっており
ます。なので、冷房設定温度を男性に合わせると女性は朝方まで寒く、女性に合わせると男性は暑くてなかなか眠れな
い状況になります。我が社ののびふわケットは片面にリネンを織り込んでおりますので、サラっと快適で、片面は綿 100%で
起毛をしておりますので、ほんわり暖かです。自分の寝る時の設定温度にあわせて使い分けができるように考えておりま
す。また生地もタテヨコに伸びますので寝返りも楽です。ポコポコした凹凸の構造は 3 重ガーゼでも寝冷えしないように
空気をため込む構造です。
涼感寝具も多く市場に出回っておりますが、冷たくてもしっかり汗を吸い取ってくれる素材かどうかも重要です。人は一
晩でコップ 1 杯の汗をかきます。天然素材は汗もしっかり吸収し、睡眠中に下がる深部体温にもしっかり素材が対応します
ので、身体をしっかり休めてくれます。
このように我が社の商品は天然素材の良さを活かして、皆様の睡眠をサポートできるものづく
りに励んでおります。今後とも天然屋の商品をよろしくお願い申し上げます。
株式会社山繊

天然屋事業部

たねまきクラブからのお知らせ

代表取締役

山本

亮

イベントスケジュール
7月

7 月 8 日（金） たねまきクラブ

おしゃべり会（名古屋）10：00～

7 月 30 日（土）【夏休み企画①】被災地支援カフェ第 2 弾「南相馬うなぎカフェ」
8月

8 月 6 日～8 日【夏休み企画②】「米農家を巡る『東北の旅』中村さん（福島）＆小関さん（宮城）
に会いに行こう！

9月

※募集終了

9 月始め頃 たねまきクラブ

おしゃべり会（岡崎）10：00～

編集後記

★たねまきクラブおしゃべり会 in 名古屋が 5 月 19 日ありました。試行錯誤で始まったたねまきクラブ。
「た
ねまきクラブって何するの？」そんな質問をたくさんいただきながらスタートし 2 回目を迎えました。11 人
のご参加でした。以下、参加された方の声です。次回たねまきクラブおしゃべり会の日程も決まりました。ま
だまだメンバー募集中です。興味ある方は配達員に声かけていただくか、TEL でお知らせください。（森田）

たねまきクラブ

三河みりん見学会報告

参加された方のコメント
●甘酒から始まり、つきたてのお餅、蔵見学、梅酒、みりん粕の試食等、そして丁寧な説明と想い
を聞かせていただけたこと、とても貴重な時間でした。5 歳の娘が「三河みりんの人は本当にみりん
が好きなんだね」と言っていました。好きなことについて真剣に話すことができる大人の姿を子ど
もに見せることができて良かったです。みりんの素晴らしさを改めて発見しました。もっともっと
使うレパートリーも広げたい、デザートやパンにも使ってみたいと思いました。
●肌つやのやさしい笑顔でみりんへの熱き想いを語ってくださる社長の姿に感激しました。お話し
を伺いながら甘酒を頂き、蔵の見学では蒸したてのもち米を手づかみで皆へ味見させて頂き、つき
たてのおもちをふるまって頂き最後にレシピ集と有機みりんのお土産まで頂き、頂きづくしの見学
会でした。蔵の中がもち米を蒸す香りでとてもいい香り！！スタッフの方々もにこやかで、信頼で
きる会社だとつくづく感じました。本みりんを一口、口に含むとまさに米の旨みたっぷりで、ぜい
たくなお品だと思います。伝統技術でこだわりつくして作られてきた三州三河みりん、今後とも利
用させていただきます。みりんの裏側のお話しも、興味深かったです。今回はみりんでしたが、他
のみそや醤油、酢、酒などの蔵見学もしてみたくなりました。
自社の儲けのために米一升で糖やアルコールで増量してみりん 5 升も６升もつくる会社もあるのだ
ということ。まじめに作る角谷文治郎商店を益々応援したいものです。
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