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巻頭特集

東日本大震災被災地支援カフェ第 2 弾
川とうなぎから福島を見つめる

南相馬うなぎカフェ開催報告

岩本照雄さんは 3.11 原発事故により生業としてきた川師の仕
事を放射能の影響で奪われながらも、そこで暮らし、復興へ
向け今なおさまざまな活動を続ける。とても 70 歳とは思えな
い行動力とパワーを持っている。
今回は、岩本さんの話、河田さんの講演、岡崎先生の特別授業、
こどもお絵かき教室、復興商品の紹介など夏休みに家族で被
災地支援のことを考える機会として 7 月 30 日に開催した「南
相馬うなぎカフェ」の模様を紹介します。一部を体感してい
ただけたらと思います。
2016 年 7 月 30 日 名古屋市ウィルあいちにて開催
名古屋生活クラブたねまきの会、NPO チェルノブイリ救援・中部

南相馬うなぎ漁師・岩本さんのお話
南相馬のうなぎ漁師の岩本さんは、嵐のようにやってきて嵐
のように福島に帰って行った。何度となく会場に笑い声が響
く。「川師」を招いたはずなのに「噺家」がやってきたのか？
「今日は全部話しますから・・・、親にもしゃべるなと言われ
たんだけど・・・」（笑）と岩本さんは川師として門外不出な
ことまでお話ししてくれました。

岩本照雄さん

・・・南相馬の川師

震災前まで南相馬市を中心に福島県の浜通りの各地の川で
うなぎを獲ってはうなぎ屋に売ることで生計の一部を得て
いた。自宅は福島県南相馬市原町区、福島第一原発から約
30Km のところ。
お父さんが戦後うなぎやすずめ、カエル、イタチ、タヌキ、
川や沼にいる生き物を獲ったり、山菜やきのこなどを採り
お金に換えて家族を養っていた。岩本さんは小学 2 年のこ
ろからお父さんに連れられうなぎ漁などいろいろな漁を教
わる。
震災後は避難所を転々とし、今は南相馬市の自宅に暮らす。
息子家族ら家族はバラバラになりながらも、うなぎや川の
放射能調査への協力やしじみの放流など復興のため川師と
してできることなど様々なことに取り組んでいる。里山遊
び以外にも陶芸、篆刻、絵画、さつきなどさまざまな趣味
を持っている。
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怒涛の話の中にうなぎや被災地の話だけでなく、親と子の関
係のあり方、自然との関わり方など人を見つめることを投げ
かけてくる話に被災地支援というテーマを超えた素晴らしい
イベントになりました。

（１）川師とうなぎの話

「私の父は戦後うなぎを獲ったり、あるいはスズメやカエル、
イタチ、タヌキ、川や沼にいる生物など、山菜やキノコ、お
金になるものなら何でもとってお金に換えて私たち男 3 人兄
弟を育ててくれました。特にうなぎ、スズメ、カエルは大き
な収入源となっておりました」
岩本さんのお父さんは台湾からの引き上げ者で、どう生計を
立てていくか困っていた。子どものころから好きだった魚と
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がある。ふつう川底に近い方の穴にいると思うけど、実は石
垣の上の方にいる。水しぶきなどで酸素が多いから。うなぎ
がいる穴だけにこの棒を入れる。全部入れてたらエサが痛ん
でしまう。岩本さんは竿を「頭が向いている所に自分は間違
いなく入れることができる」と言う。
うなぎを探す時、岩本さんは川の中に足をいれその足の裏に
着いた泥を見ればそこにうなぎがいるかいいないか分かると
いう。
冬になると川の中を見に行く。うなぎ冬眠の時の穴が川底に
うなぎ獲りの道具を説明する岩本さん

見える。大きい穴、小さい穴が対になった２つの穴。それを

りを仕事にしようと川師の道へ。何もないところからのスター

「メ」と岩本さんは言う。大きい穴は穴の周りに泥が吹きあが

トだった。うなぎだけで生活していけるわけではない。「川で

りこんもり盛りあがっている。

食べていくにはいろんなことをやらないといけない」。それが

川の中にはさまざまなメがある。カニのメやゴカイのメなど。

川師だった。小学２年生のころから父の手伝いをさせられる

うなぎの数だけ穴がある。小さいメは小さいうなぎ、大きい

ようになり、さまざまな漁を覚えていった。

メは大きいうなぎ。そのあたりにうなぎが何匹、どれくらい

岩本さんはお父さんと、うなぎを獲るため、どこで、どんな時、

の大きさのうなぎがいるかおおよそわかる。

どんな方法がいいのか？南相馬だけでなくすべての河川の河

漁のときはメの２つの穴を結ぶ線をヤスでぶすっとやるとう

口を調べた。川にランプを沈めて釣ったり、いろんな方法を

なぎが獲れる。川の上流側から下流側に杭を刺して今日はこ

調べた。竿で釣るのか、網で獲るのか、仕掛けを置くのか？

こからここまでと決めてやる。今日はこの範囲でお金をいた

漁の道具もほとんどが自作だ。

だこうと。

台風の時。お父さんはウキウキしている。
「学校からオレが帰

うなぎは何を食べているのか？「川の中にいる生き物。ドジョ

るの待ってるんだ」。そして岩本さんをつれて濁流の川に向か

ウは大好きだし、ハヤなんかも。カゲロウ、ヤゴ、ヒル、小魚類、

う。「だからオレ学校から帰るの嫌なんだよ」（笑）

ゲンゴロウやヤゴなど水中の虫。エビやザリガニ、カエル。

うなぎを掴めないときどうすればいいか？「噛みつけばいい。

川に流れてくるミミズ、蛾、トンボだろうと。小さいうなぎ

そうすればヤツも噛みついてくんだ。うなぎも噛みつくから

は大きいうなぎに食べられる。ナマズの子だろうが、自分よ

ね。顔中キズだらけ」。学校に行くと女の子に「岩本さんどう

り体が小さいものはほとんど食べる」。自然界では一番強いも

したの？オレうなぎに噛まれたなんて言えないんだ」（笑）

のが生き残る。一番いいポイント（穴）にはそのあたりで一

「天然うなぎのヒミツ」

番大きなうなぎがいる。その穴のうなぎを獲ると２番目に多

温帯の動物のうなぎはマリアナ海峡の深海何千メートルとい

きものが入る。

う深いところで生まれ暖流にのって海を北上し各地の川に

その他、クイズやお父さんとのエピソードを交えさまざまな

入ってくる。暖流と寒流が合わさる宮城県の北上川が北限と

お話しをしてくださいました。

言われ北海道にはいない。福島では毎年桜の咲くころにいろ

2 年に 1 回、千本に 1 匹獲れるという青い空色をしたうなぎ

んな河口に行きお金になるシラスを獲った。いろんな川を調

のこと、うなぎの耳はどこにある？年齢はどこでわかる？な

べたが南相馬の太田川という川の河口がよく獲れた。それほ

ど。川漁で使う道具の説明。うなぎを獲る釣具や網、胴つい

ど大きな川ではない。うなぎが好む川の条件があるからだ。

て。クイズでは岩本さんがプレゼントを用意していた。この

川に入ってシラスうなぎには黒いスジが入ってくるそうする

日のために自分で焼いてきた茶碗などの陶器を 40 点ほど持っ

と「クロコ」と呼ぶ。うなぎは温かいのと酸素が大好きでそ
の２つの条件があればどこまでも遡って行く習性がある。急
な岩肌や水門になるとさすがに大きいうなぎは上れないが小
さいうなぎは体を振りながら「ピタッ、ピタッ」と５ｍだろ
うが上っていくそうだ。
うなぎは川のどこにいるのか？
うなぎは川の中の石の間などの穴の中にいる。自分の体が微
妙に擦るぐらいの大きさの穴が安心するらしい。ではどの穴
にいるのか？「見抜くか見抜かないか」。川の中には無数の穴

2

名古屋生活クラブ

クイズに答えた子ども達全員に自作のプレゼントを用意してました
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てきていた。子どもたちにクイズを出す。
「うなぎにウロコは
ある？」。手を上げた子に聞いていく岩本さん。緊張して答え
る子どもたち。
「よし、じゃあいま答えた子どもたち全員にあげる！」（笑）
答えが当たってるか当たってないかは関係ない。それが岩本
さんの気持ちだった。

（２）震災後の川の状況・南相馬の状況
岩本さんは震災後、川や河口など調査を行う。津波で変わっ
てしまった地形や環境、生物の生息状況、そして放射能の影
響など。川師として自分が生業としてきた場所がどうなって

合は預かっているだけ。川だけでなく自然もなんでもそう。

しまったのかと。

オレはもう 10 年、15 年しか生きられないかもしれないけど

「汽水域ばかりでなく東北の沿岸部は震災によって沈んだよ
うなんだ。本当に悲しいことです。南相馬市の原町でいうと

みんなで大事にしていってほしい。そういう考えがオレは必
要だと思っている」

５０～６０cm くらい沈んだ。汽水域に行くといつも満潮の
状態なんだ」

イノシシを獲る仲間もいた。家に帰るとイノシシが玄関にぶ

「川のこと思えば、川の底のこと知りたい。そして放射能のこ

らさがってる。ヤツが来たんだとわかる。しかしイノシシも

と知りたい。そして自分なりに川に入って調べてきた。シジ

福島ではいま食べられない。放射能の数値が非常に高いから。

ミも調査してきた。シジミもまったくいない。津波で川底が

人がいなくなった場所は野生が押し寄せてきている。猟師も

あらわれてしまって大半の川でシジミが存在しなくなった」

いなくなった。イノシシ見たことないような場所にイノシシ

絶望の中、調査を続ける岩本さん。ある日、シジミ調査をし

が山の方からやってきて、岩本さんの畑を荒らす。イノシシ

ていたとき、他の生き物がいないのに、震災前もあまり見ら

だけじゃなく猿も。

れなかったテナガエビがいた（白い透き通った大きいもので

南相馬は小高区が 7 月に避難指示が解除されたが、何人も戻っ

20cm ぐらいになる大きな手をしたエビ）。1 匹だけだけどテ

ていない。これからの小高の状況を言うと、子どももいないし、

ナガエビに出会ったときは「おー、お前は生きていたか！」

何もないし、すぐ隣のわれわれが住む原町区とは非常に温度

と胸が熱くなった。

差あるのが現実。

「沈んだばっかだと思ったが、少し戻ってきているようだ。10

「震災によりたくさんの人が亡くなった。自分は生きられた

～ 15cm は。おれの感覚では戻ったような気がする。川の状

ので。生きたので感謝している。われわれがのちの人のため

態で分かる」

にどのようなことをするのか？ 人間は欲だけで生きいてしま

シジミの獲れる場所でシジミを獲っては、いなくなった場所

う。あまり欲ばりでなく、のちの人のことも考えた生き方を

へ放流する活動を岩本さんは奥さんのタイ子さんと続けてい

していかなければと思う。原発がなくても生活できたのだか

る。放流の記録も詳細にとっていてそのページ数は見せても

ら、原発やめてほしい。少しずつみんなが節約することから

らっただけで 50 を越える。

始まる」

「川はオレの川でないよ。みんなの川だから。どこの川でもそ
うだと思ってる。市民の川だ。漁業組合のものでもない。組

被災地で生きる
岩本さんが言葉に詰まりながら南相馬のおばあちゃんのを話
しました。
震災後、原発 20km 圏から少し出たところに住んでいたおば
あちゃんは震災後、避難して居場所を振り回される。各地を
転々とした後、1 年半息子のところにいたが、その後どうし
ても南相馬の自分の家に戻りたいと言い自分の家に戻った。
娘のところに行きなさいというまわりの説得にも頑として応
じない。「私はここから動かない！」と 95 歳超えた人が熱く
して言う。おばあちゃんはもう年のため誰が来たか、息子か

岩本さんが調査、作成した資料
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だれかも分からない。あるのはここにいたいという信念だけ。 （３）岩本さんが伝えようとしていたこと
住んでいた郷里を離れたくないこの気持ちは「なってみない

岩本さんのお話の中にちりばめられた「岩本さんが伝えよう

と分からない。その地に長くいたほど気持ちが強くなる。若

としていたこと」。たねまきクラブのメンバーや参加された方

い人はまだ分からないかもしれないけど」と岩本さんはこの

のコメントを抜粋させていただきお伝えします。

おばあちゃんの話を最後の言葉としたいと話を締めくくりま

7 ページをご覧ください。

した。
一番にお話しされたのが支援へのお礼です。

「私が今日話したことは、私が思ってることにすぎません。み

「おはようございます。いま南相馬市という紹介がありました

なさん自分で自由に聞いて。自分で判断して欲しい」

が、チェルノブイリ救援中部には大変お世話になりました。 「オレここに来たのはボランティアで来たんだ。ボランティア
放射能、川のうなぎがどのようになっているか？知りたかっ

一度やってみたいと思った。震災後たくさんの支援を受けた。

たが、測ることができなかった。でも測定センターは 10 件で

南相馬に来たボランティアの人、チェルノブイリ救援・中部

も 15 件でも測ってくれる。他県から来たボランティアの人

の方、河田先生に恩返しがしたいと思ったから。そして今日

たちが放射能で不安な生活をしている南相馬の野菜や肉、魚、

みんなと会えた。こんな機会与えられて本当に感謝していま

土、水何でも無料で測定くれました。私は放射能の汚染がど

す。ありがとうございます」

の程度に及んでいるのか知りたかったので、川魚や泥、水草
など一度に数点持っていくが快く引き受けてもらい測定でき、
ありがたかったです。原発事故の翌月４月には南相馬に入っ
てきて後に続く 500㎡ごとに区切った、その１点を半年ごと
に測定しマップにするという大変な作業の基礎を作っていた
ようです。」

名古屋講演を終えて

岩本照雄

講演の 2 ヶ月前に迫った時、お話の中身を文にして書いてみよう、重い鉛筆を持った。私は字を書くのが苦痛で、
今年は年賀はがきを家内と 2 人で出すのは 150 枚ほど。その内私が書いたのはやっと５枚程。残りはすべて
家内が書く。人生これまでもそうだった。
私が少年時代、父と川に行った時の事、やった事を走馬灯のごとく思い出す。冬、ドジョウ獲りに行く時は、
2 人で家を出る時から胴長グツをはき大きなブリキバケツ 3 個を腕にかけバイクの後ろに乗り出掛けた。小雪
が降る日、サデ網の中に大石が入り込み、5m 程ある川底に素裸になり父と私が交互に水中に入り大石を取り
除いた。頭がガーッと打たれる寒さ、父の口びるも黒紫。自分のチンチンもこれ以上小さくならない所までに
なっていた。
様々な漁を子供のころからやった。記憶は次々と日日替ると別の事が思い出された。また打網作りを教えてく
れた人、鉄で鉛の型わくを 5 本も作ってくれた人、すずめ採りを一緒にやった人も、シラス鰻獲りをもう一
度やろうと言ってくれた人も今はもう亡くなってしまった。そんな人達が私を見ていてくれるように感じられ
た。
自然の物をとって食べる事が自然を大切にする事になり、人造りは自然に触れて遊ぶことであると思う。大人
はこの次の人達に何を残すか、負の財産は少しでも残さない様にしなければならない。小さな我慢を皆でやれ
ば、大きな目的を達成できると思っているからです。帰って来て家内とビデオを見て話は飛ぶし早口だし「わ
けわからないんじゃない、ハハハ」と家内と笑って半分ほど見た。でも私達にとって大切な記念のビデオにな
りました。名古屋の皆さんありがとう。
ここに記したことは私が少年時代からやったり見たり聞いたりして自分が考え付いた事であってすべてが正
しいという事ではないのです。私に異なる事もあるでしょうが、自分でよく確認する事がより各自が成長する
事です。
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河田昌東さんの話

河田昌東さん

「福島原発事故から 5 年チェルノブイリ原発事故から 30 年

ＮＰＯ法人チェルノブイリ救援・中部理事 /
元名古屋大学理学部
専門：分子生物学、環境科学
1990 年～チェルノブイリ原発事故被災者救援活動
2011 年 4 月 ~ 福島原発事故被災者の救援活動

～チェルノブイリを教訓に未来に種をまこう～」

１９８６年に起きたチェルノブイリ原発事故。30 年経ったいま
も廃炉になっていない。日本、名古屋にも放射能がやって来たデー
タがあり、大気中のセシウム 137 は通常の 4000 倍に。原発事
故は世界中に影響を与える。
ウクライナでのチェルノブイリ事故３０年式典に参加してきた河
田さんたち。石棺は３０年たって痛み始めてきたため、石棺をお
おうドームを建設中である。廃炉までさらに５０年。本当に原発
事故処理には１００年はかかることが実際にわかる。
「チェルノブイリ原発事故から 30 年、福島から 5 年。2 つの事故
を教訓として、どう生きていくのか、暮らしていくのか、被災者

南相馬の放射線量率マップを見ても分かるように、2016 年高い
ところ消えた。時間と共にどんどん変化していることが分かる。
ほぼ事故前のレベルにもどった。この間南相馬市民が持込んだ、
測定検体 10529 件にのぼる。その結果から汚染の高い低いが分
かる。野菜の汚染も年々下がっている。土測れば高いけど植物は
低い。分かってきた様々な事を一冊の本にまとめ南相馬市民に配
布した。
（２）南相馬の川の汚染

をどう支えていくのか、現地の状況を紹介しながらお話したい」

＜川の汚染状況＞

3.11 の翌日から福島第一原発の水素爆発。４つ同時に壊れたの

まとめている。傾向としては、上流（山側）高い⇒下流（海側）低い。

（１）チェルノブイリ救援・中部と福島支援

は世界でも初めてのこと。東京でも空間線量 0.5 μ Sv/h を観測。
放射能の９０％は太平洋に流れたが、風向きがたまたま内陸にふ
いた風により、福島に限らず汚染された。政府は年間 20m Ｓｖ
で解除をしようとしている。原発労働者の基準を一般人に当て
はめようとしている言語道断のことである。福島では除染土の
仮置き場がいたるところにある。いま大変な問題になっている。
8000Bq/kg 以上の除染土が 8,000Bq 以下になるのを待っている。

廃棄物基準
事故前
事故後

100Bq/kg
8000Bq/kg

原発施設で出る 100 Bq/kg 以上は厳重管理処分
除染土を全国の公共事業に再利用可 (2016 年 3 月

南相馬では家屋の解体が進んでいる。小高区のように避難指示が
7 月 12 日に解除されたばかりのところもあれば、人が戻れない
帰還困難区域もある。冷却水の問題もある。汚染水は今も増え続
けている。
子どもの甲状腺がんが増加している。こういう結果が出ても県や
国は原因ではないという。国は詳しく調査した結果だというが、
河田さんが計算しなおした結果からすると 2 倍近く甲状腺がん
（疑い含む）が増えている。チェル救はチェルノブイリ原発事故
の 4 年後に医療支援を始め、’07 年からはナロジチ地区の菜の花
プロジェクトをスタートさせた。
ナロジチの菜の花プロジェクトは土壌浄化とバイオエネルギーの
生産が目的だ。事故後 20 年放置された荒地を一から菜種を種ま
きし大変だった。地区行政との連携し、時間かかるプロジェクト
だった。そして油には放射能が入らないことが判った。第 2 ステッ
プはバイオガス装置の設計。さらなる発見もあった。菜種の裏作
は汚染が低いということがわかった。ライ麦、小麦、オオムギを
栽培したが汚染しにくい。これは新たな農業の復興につながるの
ではという希望を見出したそんな矢先、プロジェクトの終了年に
3.11 が起こった。
チェル救は 2011 年 6 月から南相馬での活動を開始した。
＜主な南相馬での活動＞

チェル救では南相馬を流れる 5 つの川の土手や川底の測定結果を
川も空間線量と同じ傾向があることが分かった。
＜川魚の汚染＞
うなぎ

：

2012 年
10 件
1273Bq/kg

非常に汚染しやすい魚
2013 年
4件
303 Bq/kg

2014 年
7件
251 Bq/kg

2015 年
3件
47.9 Bq/kg

検体数が少ない年もあるが、年々下がってる。
鮭

：

シジミ

2016 年
1件
98.1 Bq/kg

測定結果は低い。川に入った鮭はエサを食べないため
：

低い。カリウム濃度が低いため

セシウムと放射能測定と原因を突き詰めていくことが大切。

（３）南相馬菜の花プロジェクト

2013 年南相馬農地再生協議会を立ち上げ、相馬農業高校とも一
緒に取り組んでいる。9 月菜の花のたねまき会をおこなっている。
菜の花栽培面積も年々拡大し 2016 年には 42 ヘクタール。ナロ
ジチでの菜の花プロジェクトと同じように菜種油の放射能測定は
検出限界 0.026 Bq/kg でも検出しない。油菜ちゃんを使ったマヨ
ネーズも開発した。
今後の菜の花プロジェクト
2017 年

南相馬に搾油所を建設（自力で搾油できるように）

2018 年以降

バイオガスの発電。地域でエネルギーの自給

南相馬では 2030 年にエネルギー自立を目指していて、それにも
貢献できる。プロジェクト推進には莫大な資金が必要で、行政と
も連携して進めていく。
汚染は避けようがない、放射能は「ある」。そんな中で生きてい
る人がいる。暮らす人のために、我々は内部被ばくと外部被ばく
を減らすための取り組みを継続し、そしてさらにその先に地域の
自立を目指し活動を続けたい。
河田さんの言葉（私たちにできること）
「私に何ができるか？難しい質問。だけど一言でいうと「忘れな
いこと」だと思う。どうしても都合が悪いことは忘れていってし
まう。誰しもあること。しかし過去の都合の悪いことを忘れると
必ず同じことを繰り返す。有名なワイゼッカーの言葉。風化が始
まり、いまどういうことが起こっているのか、過去のことと思っ

1. 放射線空間線量の測定（2011.6 月～）
2. 食品や野菜、土、水の放射能測定（2012 年 12 月～）
3. 菜の花プロジェクト（2013 年 9 月～）

名古屋生活クラブ

ているけど。そうじゃない！いつまでも、われわれ福島のこと思
い続けること。最大の支援ではないかと思う」

たねまき新聞
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岡崎勝先生の夏休み特別授業
1 時間目「自由研究で顕微鏡づくり」
2 時間目「原子力発電と暮らし」

12 ページに岡崎先生の連載掲載中
（岡崎先生より）
今回の授業は、最初にペットボトルを使った顕微鏡づくりです。子どもたちが持って来
たペットボトルを上の方だけ切断して、直径 2 ミリのガラス玉を埋め込んだキャップを
して、プレパラートをボンド付けしました。そこへ、ティッシュの切れ端や、綿、玉ね

参加者の声

ぎの皮、そして、皮膚のレプリカなどを順番に観察していきました。倍率は、正確では

とても分かりやすかった。クイ

ないですが 200 倍前後と思われます。

ズもあり楽しかった。

こうした、身近なものを使っての科学実験・観察は、手作り感があって面白いです。ちょっ
と手伝うこともありましたが、みんな自分なりのやり方で頑張ってくれました。目標が
はっきりしていて、具体的にそれがイメージできるものは、たいてい子どもたちは抵抗
なくとり組んでくれます。
二時間目は、時間が若干押していたので、慌てました。原発と生活について子どもたち
に伝えることはとてもたくさんあり、しかも、現代的課題なので、評価も分かれるとこ

顕微鏡作るの難しかったけどで
きるとうれしかった。/ 家でも顕
微鏡作ってみたいです。
コンセントの入れるところの形
が左右違うなんて初めて知った。

ろがたくさんあります。今回は、できるだけ、クール ( 笑 ) に、科学としてどう捉える
かということを根っこで考えながら進めました。
始めに、科学的態度ということに話しました。「見えるけどきちんと見えていないもの」
「見えないけど、確実にそこに在るもの」という場合の考え方です。誰でもが確認でき、
みんなに分かるように説明できることの積み重ねが科学の民主主義です。原発について
も、「予防原則」と「程度の問題」という側面から話をしました。
安全か安全でないかという問題も、この二つの考え方のせめぎ合う中でしかでてきませ
ん。
未消化な授業でしたが、未消化であるがゆえに「民主主義社会」の科学の在るべき姿を「追
究」して欲しいと思いました。
長時間付き合ってくれた子どもたちに感謝です。

お絵かき教室

参加者の声

小学生低学年以下向けの企画として、会員の藤下さんにしじみに関するクイズなどを交
えた楽しいお絵かき教室を開催していただきました。
「南相馬から持ってきてもらったしじみを虫めがねを使って『観察して描く』ということ
にチャレンジします。小さな世界から、ものを見て大きな世界へと視点が広がればと思
います。」と楽しく時間を作っていただきました。

しじみに線があるのが分かりま
した。
しじみを描くのが楽しかった。
はじめての虫眼鏡に喜び、はり
きって参加しました。持ち帰っ
たシジミを見たり、庭になった
ピーマンも見たりして描いてい
ます。

藤下君子さん
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たねまき新聞

うなぎカフェを開催して

名古屋生活クラブ森田

念願だった岩本さんのイベントを名古屋で開催することができました。 も関わるようになっていた。住んでいたテントが大雪のためくずれ亡
ただ川やうなぎを取り上げるのにためらいがありました。放射能の影

くなった。

響が高いからです。

カナダの映画監督、リンダ・オオハマは南相馬など東北に取材を重ね「東

みなさんに「高い」結果だけを見せてしまうことになり、福島を遠ざ

北の新月」という復興支援の映画を作った。そこには今は亡きヨガジー

けてしまわないだろうか？でも、測定数値だけではない、岩本さんの

も映っている。

話を含め、すべてを見てもらうことが大切だと思いました。

全国を渡り歩くパチプロ師は、震災の後、南相馬にボランティアに県

名古屋生活クラブに入る前、南相馬でボランティアをしていました。
合間を縫って川の放射能測定調査を 2012 年 6 月から始めました。南
相馬を流れる 5 本の川を下流から上流へポイントを決めてまわりまし
た。南相馬では西側（山側・上流）が放射線量が高く、東側（海側・下流）
が低い。下流に流れていく川がどのような経過を辿るか調べなければ
と思いました。川の水、川底の土、川の土手の土の 3 点を採り、測定
センターに戻って土を乾かし、測定器にかけました。採種した土質や
採種ポイントの空間線量も同時に計り、これを半年ごとに測定しまと

外から通うようになった。そしてパチプロを辞め南相馬に移り住みボ
ランティアを続けた。その後も、役に立ちたいと南相馬で初めての職
についた。
大阪で放射線を測る機械を開発していたＷさんは、仕事を辞めガレキ
撤去などボランティアに専念した。彼のボランティアは社会福祉協議
会にあがってくるボランティアだけではない。市民に寄り添ったボラ
ンティアを続け、そこで福島の女性と出会い、結婚し、子どもを授かっ
た。いま南相馬の小高区に住んでいる。

めていました。南相馬をくまなく回ったので地元の愛知より地理が詳

震災後、名古屋生活クラブは一貫して震災に向きかってきました。

しくなったものです。上流の方は通行止めやガケクズレのため行けな

①放射能の学習・測定

いところも多くありました。当初は上流に行けば行くほど人の気配が

②生産者や被災者の支援

なくなっていく。放射能の測定はこれからも南相馬に住む人にとって

中村さんやその他、東北生産者に寄り添った取り組み、被災地を支援

ついて回る。

するイベントや企画も継続して行っています。

私たちに何ができるのか？南相馬でいろんな人に出会った。
毎週のように関東から南相馬に駆けつけるカメラマンは、津波で流さ
れた写真をはじめとした思い出の品を被災者の方に返却する活動をボ
ランティアで続けている。あった会という団体を立ち上げた。
インドでヨガを学びリヤカーを引いて日本一週の旅をしていたヨガ
ジーは旅をやめ南相馬にボランティアに入り、テント村を作り、仮設
の集会所でじいちゃん、ばあちゃんのためのヨガ教室を続けた。その他、
「南相馬にお花を咲かそうプロジェクト」や「菜の花プロジェクト」に

河田さんはじめチェルノブイリ救援・中部と共闘した活動。南相馬の
菜の花プロジェクトの支援。コンバインの募金。油菜ちゃんの販売。
南相馬菜の花プロジェクトに関わることが私たちにできることの１つ
だと思います。
9 月１０日には菜の花プロジェクトのたねまき会があります。10 月
１５･ １６日、１０月２２･ ２３日には放射能測定があります。来年４
月２２日には全国菜の花サミット in 南相馬をやることが決まっていま
す。岩本さんは言います。「菜の花を見にくるだけでもいいです」と。

うなぎカフェに参加した会員さんの声
●

うなぎ食用ガエル、しじみ、川にいる生き物のことも、漁のことも、初めて知ることばかりでしたが、とにかく、楽しかったです。

台風で悪天候だとワクワクして漁に出るのを待っていたという岩本さんのお父さんの話で、私は子どもたちに、自分自身がワクワク
している姿を見せているだろうか ･･･ と振り返っていました。岩本さんのお話は、私も、8 歳の息子もワクワクさせてくれました。お
もしろく笑わしてくれる中に、自然を知っているから持っていると思われる力強さも伝わってきました。「自然界になじむこと」とい
う言葉、私は考え続けていきたいと思いました。すごくいい時間でした。このような機会をつくっていただきありがとうございました。
3 年と年中（４歳）の息子たちはお話を聞いた翌日、おじいちゃんに、岩本さんから聞いて知ったことをいっぱい話していました。下
の子どもは自分の答えたクイズを出題していました。小さな子どもが一つかしこくなった気持ちで帰ることができました。釣り好き
のおじいちゃんにといらなくなったズボンをねだっていました。岩本さん夫妻手作りのうなぎ人形を作りたいのだと。
（火ク

Ｒさん）

●河田先生のお話で震災後の福島の様子がわかり、汚染が低下してきている作物がわかってよかった。また被災地に具体的な支援を
されているお話を聞いてすばらしいと思った。（火ウ

会員さん）

●川やうなぎの話しでしたが、人間のあるべき姿について考えるきっかけを頂きました。「欲ばかり張らないで、後の人のことを考え
ないと！」という話をされましたが、とても良い言葉だと思いました。岩本さんのお話をたくさんの親子に聞いてもらいたいです。（水
ソ

会員さん）

●何もできずにいる自分にもできることがあったと思います。日々の生活で子どもたちにも伝えていきたい。私も実践したいメッセー
ジがたくさんありました。本当にありがとうございました。これから丑の日は岩本さんを思い出すと思います。
●食を通して被災地のことを考える試み、是非継続してください。原発のあるこの国でゼロベクレルを求めるということが何を意味
するのか、1 人でも多くの人に投げかけられるといいですね。

名古屋生活クラブ

たねまき新聞

7

今年 1 月に開催した大交流会では「未来をどう創っていくか？」をテーマに開

催しました。その中で、私たちの周りには、環境を守ることによって未来につな

環境を守ることによって未来につなげ

げる素晴らしい活動を実践し続けている方たちがたくさんいらっしゃることを知

る活動を実践し続けている方、社会シ

りました。

ステムの歪みを正そうと挑戦し続ける

この新コーナーでは、生産者・メーカーさんや、名古屋生活クラブと関係の深

方たちがいます。その活動を紹介し、
「未

い方の取り組んでいる社会的な活動を紹介していきます。「自然を守るために取り
組んでいること」、あるいは「子どもたちにこんな未来・社会を残したいと思い活

来をどう創っていくか？」を考えます。

動されていること」など。

「南相馬の川師として
自然を守るために取り組んでいること」

岩本照雄

漁を禁止すればうなぎは増えるのか？

うなぎを保護するには、天然の親うなぎ獲りを禁止するの

には川底もあらわれる。
うなぎの居場所をつくること。環境を失くしたことによっ
て生存できない。親うなぎの育つ環境がないからうなぎが少
ない。いろんな湿地帯の植物、サゴソウ、トチソウなどもそう。

が、現在一番実現しやすいという人がいる。関わる人がそう

湿地がなくなればなくなってしまう。絶滅になんねえように

多くはないから実行できそうであると言う人がいる。しかし、

しなければ。鳥もおなじ。

私はうなぎの育つ場所・環境を失くしたのは人間であるから、
そのことを改善すべきであると思う。うなぎの棲む場所をつ
くることである。汽水域を全て禁猟区にすること（福島県は
汽水域を禁猟区にしている）。決めたのは漁をやっていない者
たちである。私は反対である。さほど意味がない。汽水域を
禁猟区として、今どれほど増えたと言えるのか。そこで暮ら
している者がいる。これらを獲って食べているものがいる。
シジミもアサリもハゼも、他にもたくさんとることができる。
そこで暮らしている者がいる。私が父と遊んだところが、今
はどこも遊べない。自然と寄り添いながら生きると教えられ
ることがたくさんある。人造りは自然と遊ぶことであると私
は確信している。

スズメ。スズメ漁をしても昔ほど獲れないはず。スズメが
いられる場所もない。スズメは竹やぶ。川の竹やぶもなくなっ
た。スズメの生活できる場所がない。スズメは子ども同士集
団化する習性があるのに、集団する場所がない。昔スズメ漁
もしていた。冬になるとスズメの子どもたちは集団化する。
川辺の葦や竹やぶに集まる。今は人間の開発でそのようなと
ころはなくなってきた。天日干しのお米も見られなくなって
きた。わたしが 30 歳のころいわきで 1 箇所で 2 日で 1300
羽を獲ったことがある。すずめ獲りをやめて 40 年今そこで
やったとしても 250 羽くらいだろう。
葦原も減った。私らはヤジッパラというがそこには鳥もい
ろんな生物が生活する。そこでしか生活できない鳥。ヤシガ

生き物が育つ環境を守ることが大切

震災で壊滅状態になったシジミの放流をしている。相双地

区（相馬 ~ 双葉の辺り）の川を調べたが、震災後は真野川し
か数多く残っていないので、真野川のシジミを他の川に放流
している。今回の津波はいろんな方向から押し寄せた。よく
言われるのがまず北からの波が来た。川底も右から左からあ
らわれ、何と言うか渦巻くようにして、シジミの生息場所を
さらってしまった。昔いたところが分かるからそこに放流す
る。塩水濃度の適当なところ。特に相馬市の宇多川は津波に
より底荒れして、百件橋を除き、完全になくなった。
大きいシジミはカギカゴにいれて沈めておく。大きいシジ

ニという陸ガニも絶滅しようとしている。
今回河口から２００ｍは国で買い上げ海の護岸をすること
になった。大きな防潮堤を築くそうだ。防潮堤は宮城県から
ずっと福島県まで。だから入れなくなってしまう場所もある。
シジミがいなくなってしまった理由はすべて津波ではない。
防潮堤も必要かもしれないが、生き物の生息場所をまもるこ
と、両方を考えてやらなければ

被災地での川師としてできること

「自分が生業としていた川がどうなってしまったのか？」河

ミは直径 2 ～ 3cm ぐらいあるが、大きいものより中肉中背ぐ

川の放射能の測定をしている。原発に近いほど放射能が高い。

らいの方が繁殖力が高いのではないかと思って、中ぐらいの

泥も水草も水藻に放射能が付着している。それを口にする小

サイズのものを放流している。大きいものは自然界でも数が

さな生き物は高くなり、藻を口にするコイも自ずと他の魚よ

少ない。

り高い。飯舘のイワナやヤマメも高かった。

自分で放したところがどれくらい残るのか分かるようにす

水面を泳いでいるボラは原発から 15km のところで 70Bq/

るためカゴに残している。生存確認のため。シジミは産卵し

kg と少なかった。事故後 2 年には大半の河川のうなぎを測定

て増える。

できた。なまず、川ガニ、コイなども獲れたところで数値が

震災前にも放流していたことがある。震災前からでも河川

異なっていた。シジミは津波により底流がひどく、1 箇所を

工事でいなくなったところもある。宇多川は護岸工事により

除いてまったく生息が見られないので、いなくなった場所に

震災前から百閒橋のあたりにしか生息しなくなっていた。だ

放流してやった。たくさん放流できた。

いたい川は河川工事により川幅がひろくなった。ひろくする
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原発から 70km の河川ではまったく釣り人は見られない。
河川の組合から鑑札も発行されていないシャケの組合は、場
所によって稚魚の放流事業をやり始めたところもあるようで
す。新田川はコイ、フナの放流を 2 年やったが組合にお金が
ないということでここ 2 年やっていない。

いま南相馬市の博物館のひとからも相談も持ちかけられて
いる。植物や魚の話を担当者にしたり、野山に案内している。
そしておれの希望も伝えるつもりだ。新田川干拓をどう残す
か。自然を守るためオレはこれからいろんなところで提言し
ていくつもりだ。

小高商業と小高工業高校が統合することが決まりました。
子どもたちが、今まで以上に貴重な存在となっております。
避難所の住宅と復興住宅がたくさん建ちましたが、そこに
入るのは老人だけで、もうすぐ介護が必要な人ばかり。南相
馬に寄り添っている現状でありますが、お互い工夫しながら
楽しくやっていこうと思っております。
子どもたちがこの地で生活できる町にしなければならない
と考えております。

川はそこに住んでいる皆さんのものです。漁業組合のもの
ではありません。管理を任されているだけです。
川はいらないものを捨てる所ではありません。子どもや孫
たちの遊べるところ。年をとったら川辺を静に歩くといろい
ろきれいなものが見えることになります。

「孫や後の人が川や沼でうなぎのしかけを作ってう
なぎ獲りをして、それを食べられたらいいな」

7 月 30 日に「うなぎカフェ」が開催されました。今回の企
画で、川師の岩本さんの話は、興味深いけど、この企画で何を
伝えられるのだろうか？」と思っていました。原発事故で川の
魚が汚染され、今まで岩本さんが獲っていたウナギなどは食べ
られなくなってしまいました。そんな岩本さんの苦悩を伝える

川師は、

名古屋生活
クラブから

必要か？

外山光俊

イベント？それでは、大勢居る南相馬の人の一人の話を聞きま
しょうという話で岩本さんでなくても良い内容です。それも、

復するでしょうか？人間と川との境界をどう考えるか。理念で

大切な事ですが、川師というあまり聞きなれない職業の人が原

はなく、そこで生計を立てる事が、保護につながる。一番近く

発事故の影響を受けたことの意味を多くの人に感じてもらいた

で川を見ている岩本さんが、一番わかっています。

い。そんな事を思っていました。

福島第一原子力発電所の事故の影響で、福島県、茨城県、千

ニュースなどで、「うなぎの保護」という言葉を、良く耳に

葉県では、ウナギの出荷制限が続いています。川師の仕事が奪

します。そして、漁獲制限を中心とした対策が進められていま

われてしまった状態です。今後も川師という職業が、日本の経

す。そんな中、うなぎカフェ前日の懇親会で、岩本さんから印

済を支えるようになる事は無いと思います。しかし、川師は、

象的な言葉を投げかけられました。

世の中にとって必要な職業だと思います。

「自分が獲らなければ、ウナギは増えるでしょうか？」
現在、鰻が高騰している一方で、安価な店では、うな丼が一
杯 1,000 円程度で食べられるのは、異常なことだと思います。
シラスうなぎの乱獲、更に台湾、中国、韓国での乱獲は、改め
なければいけません。一方で、岩本さんのように、川と共に暮

こんな事を書いている自分も、震災直後の川魚の放射能汚染
を見たときに、ウナギを獲っている人には申し訳ないと思いつ
つ、こんな事が頭をよぎりました。

「漁獲が減れば、ウナギが増えるかもしれない」

らしている人がいます。この人たちは、一番自然を観察し、自
然の大切さを知っている人達です。前のページにも書かれてい

写真：
「うなぎのメって知ってますか？」
単なる子供に向けたクイズですが、
「うなぎの住む所ってこんな感じか
な？」と想像してしまいます。

ますが、岩本さんは、うなぎ減少の一番の原因は、河川の環境
悪化だと考えています。川で漁をしなくなり、子供が川で遊ば
なくなり、人間が川に入らないようになったら、川の自然が回

愛知県の HP より
愛知県の総合的なうなぎの資源保護対策について
生態に謎が多いので、うなぎ資源の減少の原因については、はっきりしたことは分かっていませんが、以下の 3 つが有力な説として考え
られています。
1 海流等の海洋環境の変化により日本周辺への来遊量が減少
2 河川護岸のコンクリート化等の生息環境悪化によるうなぎの住み処・餌の減少
3 天然うなぎの乱獲

1 は人の手が届かない問題、2 はすぐに改善することが難しい問題です。3 は我々人の手ですぐに取り組むことが可能なものです。
平成 25 年 2 月には環境省がうなぎをレッドリスト絶滅危惧種 1B 類に指定し、国際機関も絶滅危惧種指定を検討している状況です。
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油菜ちゃんを使った

すめレシ
ピ
おす

3 種のドレッシング
会員

菊池弘恵さん

シンプルドレッシング
［材料］
酢 大 1 、 塩 小 1/2

、 油菜ちゃん 大 2

［作り方］
１．酢と塩を混ぜ溶かす
２．1. に油菜ちゃんを混ぜてきれいに乳化したら完成
※ レモンや夏みかんなどを絞るとフルーティーに
※ ナッツなどを刻んで入れると豪華で美味しさアップ！

梅酢ドレッシング
［材料］
梅酢 大 1 、 油菜ちゃん 大 2
［作り方］
材料をよく混ぜ溶かせば出来上がり
※ ワカメなど海藻類のサラダによくあいます。シソを刻んで入れても
※ 赤梅酢を使えば鮮やかに

油菜ちゃん
270g 1080 円

/

810g

2700 円

東京電力福島第一原発爆発事故によって汚

染されてしまった南相馬市。農作物の汚染も
低下しつつありますが、未だに放射性セシウ
ムが検出されます。そのために、南相馬周辺

漬物ドレッシング
［材料］
油菜ちゃん 大 2 、漬物：たくわんやしば漬けなど ( 塩で発酵させた本物の漬物
をみじん切りにする。できるだけ細かく）
［作り方］
材料をよく混ぜ溶かせば出来上がり
※ 半日以上漬けると漬物の塩気でオイルがおいしく
※ 本物の漬物は乳酸菌が豊富で腐りにくいので冷蔵庫保管がききます。漬物
によっては塩分が少ない場合もあるのでパスタやパンなどに合います。

の農業者は収獲しても売れない状況が続い
ています。

南相馬の自立を目指し、セシウムが移行しな
い菜種油を製品化しました。

名古屋生活クラブにて
隔週で販売中！

instagram はじめました @nagoya_seikatsu_club
名古屋生活クラブ会員さんの
日常料理
忙しい中で簡単に作れる料理
instagram にあげてください！
レシピ掲載のルールなし
詳しく知りたい方は直接インスタ上で聞いちゃいましょう
ハッシュタグ
＃名古屋生活クラブで今日のごはん

インスタ利用されている方、是非盛り上げてください！
インスタ利用されていない方、いらっしゃると思いますが・・・ご容赦ください！
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たねまきの会

交流会レポート

2016 年 8 月 6 日～ 8 日開催

米農家をめぐる旅
中村さん、小関さんに会いに行こう
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11 月号にて特集します！
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第

3

回

プラスチックの安全性

2

科学者の内分泌かく乱物質に対する関心は強くなっています。
今回は、ビスフェノールＡの代わりに使われ始めた化学物質や、
それ以外のプラスチックでエストロゲン様物質を検討します。

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

前回の記事でビスフェノール A（BPA) の問題を取り上

トリタンはイーストマン社のヒット製品になると考え

げました。BPA は発がん性があり、雌雄の生殖器系に

られました。

異常を起こし、代謝の異常を誘導し、脳や行動に悪影

イーストマン社の邪魔者？

響を与えることが知られています。BPA は体内でエス
トロゲンのような働きをする内分泌かく乱物質（以下、
エストロゲン様物質）と考えられてます。前回の記事
で書きましたように、科学者の内分泌かく乱物質に対
する関心は強くなっています。

イーストマン社が喜んでいた時、「邪魔者」が現れま
した。テキサス大学オースチン校の神経科学教授、ビッ
トナー博士です。ビットナー博士らは、後に述べるよ
うに、多くのプラスチックからエストロゲンの性質を
持つ化学物質が溶け出すことをすでに発表していまし

ビスフェノール A とは

た。

ビスフェノールは「フェノール」が 2 個あるという

ビットナー博士は安全なプラスチックの開発支援や

意味です。化学が嫌いな人はこの段落を飛ばして読ん

販売をする会社を作っていました。その会社はトリタ

で下さい。フェノールとはベンゼンにヒドロキシ基（－

ンからもエストロゲン様物質が溶け出すことを知り、

OH) がついたものです（右図上）
。フェノールの下にビ

会社の営業資料に書きました。イーストマン社はこの

スフェノール類を 3 つ示しました。ビスフェノール類

まま放置しては大事なドル箱を失うかもしれないと考

はほとんど同じに見えるでしょうか？

え、ビットナーらを訴えました。裁判の結果、イース

ビスフェノール A（BPA）とはビスフェノール類のう
ちのひとつです。BPA が危ないといわれると、化学物
質製造業者は別なビスフェノール類で代替（置き換え）
しようとします。最近は BPA は使わないが、別のビス
フェノール類を使った食品容器が販売されています。
でも、それらの容器は安全でしょうか？

ビスフェノール A の代替品・ビスフェノール S
BPA が危ないとされると、化学物質製造業者は BPA

エストロゲン
女性ホルモンや卵胞ホルモン、まれに発情ホルモンとも

呼ばれる。人間の卵巣や胎盤、副腎、精巣で作られます。
新生児初期に多いが、思春期まで少ない。思春期以後は
卵巣が発達し、エストロゲンの分泌が増え、女性の第二

次性徴（乳房や性器の発達、陰毛や初潮の発生、皮下脂
肪増加、女性体型など）が現れる原因となります。更年

期以後、分泌は減少します。主に肝臓で分解されます。
エストロゲンは骨形成促進・吸収抑制や動脈硬化などを
抑制します。また、一部のがん細胞の増殖を促進する。

を含まない（以後 BPA フリー）プラスチックを作ろう
と考えます。容易に考えられるのは、BPA の代替品使
用です。代替品の一つにビスフェノール S（図を参考）
があります。イーストマン社はビスフェノール S を用
いて、BPA を含まないラスチック、トリタンを作り出
しました。これは確かに BPA フリーで、透明度や強度
も満足できるものです。有害な BPA を心配する消費者
はこの BPA フリープラスチックに関心を持ちました。
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トマンが勝ち、ビットナーらは営業資料にトリタンから

チックからエストロゲン様物質が溶け出ることを示しま

エストロゲン様物質が溶け出すと書けなくなりました。

す。先に述べたように、消費者が求める方向はエストロ

ただし、学術雑誌などに発表することは自由です。

ゲン様物質フリーです。
それではどうすれば良いのでしょうか？身の回りから

ビットナーの反撃？
そこでビットナーらは多くの BPA フリー・プラスチッ
クがエストロゲン様物質を溶け出すかどうかを調べ、
2014 年に学術雑誌に発表しました。
ビットナーらは、BPA フリー・プラスチックを生理
的食塩水やエチルアルコールなどにつけ、溶け出したも
のを、人間の乳がん細胞や卵巣がん細胞由来の培養細胞
に与えて調べました。その結果、トリタンを含む多くの
BPA フリーのプラスチックからエストロゲン様活性を持
つ物質が溶け出すことが分かりました。この中には哺乳
びんもあったそうです。なお、プラスチックに紫外線や
熱などのストレスを与えると、溶け出るのが促進されま
す。ただ、一部のプラスチックにはエストロゲン様物質
を溶け出させないものがあると、ビットナーらは報告し
ています。残念ながら、これらのプラスチックは広く使
われていません。

エストロゲン様物質を放出するプラスチックを、完全に
なくすのは不可能です。プラスチック粉じんが多いと
いった特殊な環境は別でしょうが、大部分のエストロゲ
ン様物質は口から入るでしょう。口から入れるもの（つ
まり、飲食物）はなるべくプラスチックに入っていない
ものを選びましょう。また、調理済み食品はプラスチッ
クに入っていることが多いので、できるだけ自分で調理
や保存をしましょう。
自然食品を含む多くの市販食品はプラスチック包装さ
れて提供されます。発泡スチロール皿にのせて売られて
いるものは、気になるのであれば、家で速やかにガラス
容器に移し替えましょう。冷凍して保存する場合は、金
属トレイの上で凍らせ、ガラスのジャーのような容器に
保存しましょう。この他、ガラスや陶器の容器を使って
乾燥した野菜を保存したり、塩蔵したりして保存する方
法があります。自分で保存する時は食塩や酢、アルコー

多くのプラスチックの浸出にはエストロゲン活性が陽性

ル以外の保存用化学物質は必要ありません。

現在、消費者が望む方向は BPA フリーではなく、エ

今は夏の盛りです。私はモロヘイヤやオクラのような夏

ストロゲン様物質フリーという方向に変わりつつありま

野菜を乾燥してガラスジャーに保存し、取れすぎたキュ

す。その契機の一つになったビットナーらの研究を簡単

ウリやバジルは塩漬けにすることを楽しんでいます。

に紹介します。
ビットナーらはプラスチックからエストロゲン様物質
が溶け出しているかどうかを、2011 年に報告しました。
彼らは培養した乳がん細胞（MCF-7) を使いました。
この培養細胞はエストロゲンがあると増殖します（増え
ます）。細胞の増え方を自動的に調べるシステムを作り、
哺乳瓶や多くのプラスチック製品を生理的食塩水やエチ
ルアルコールに浸し、その液を培養細胞の培養液に加え、
増殖を調べ、エストロゲン様活性の有無を調べました。
ペットやポリカーボネート、ポリプロピレン、ポリ乳
酸、ポリスチレン（発泡スチロール原料でもある）など
のプラスチックの全てからエストロゲン様活性が検出さ
れ、さらには最も安全だろうと思われてきた高密度ポリ
エチレン（固いポリエチレン）の過半数からもエストロ
ゲン様活性が検出されました。哺乳びんやラップ、ボト
ルなどの製品多くからエストロゲン様物質が検出されま
した。

もぐらたたきで終わらないこと
BPA が危ないと分かったら、避けるのは当然です。し
かし注意が必要です。一つの化学物質が危ないというと
BPA のような特定の化学物質が注目されます。化学産業
は BPA の代替物質を探し、同じような毒性か、あるい
はさらに強い毒性があるかもしれない物質、例えばビス
フェノール S を使います。これでも BPA フリーです。こ
れが化学産業の通常のやり方です。農薬でも DDT が悪
いとされると有機リン殺虫剤が使われ、有機リンが危険
だとされ、次にネオニコチノイド殺虫剤が使われました。
今は、ネオニコチノイドが昆虫の生態に大きな影響を与
えると分かって来ました。
一つの化学物質が「危険」と分かると禁止し、安全か
どうか良く分からない別の化学物質を使います。こんな
モグラたたきゲームを人類はいつまで続けるのでしょう
か？私たちに必要なことは、自分の生活から少しでもプ
ラスチック使用を減らすことです。今、完全にプラスチッ

今後どうすれば？

クと手を切るのは困難です。でも、減らした分だけ、悪

ここで紹介したビットナーらの研究は多くのプラス

名古屋生活クラブ

影響は減るでしょう。

たねまき新聞

13

教員岡崎勝先生
の
隔月コラム

おかざき まさる
元名古屋市立小学校教員（定年後、非常勤講師）
『おそい・はやい・ひくい・たかい』編集人、『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、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
http://www.mb.ccnw.ne.jp/m-okaza/index2.html

学校ってどんなところ？ その 3
分団登校・集団登校は必要か？
みなさんは、分団登校とか集団登校を知っていますよね。

こんなにいろいろと問題が多いのなら、一人一人が自由に
登校すればいいじゃないかと思うでしょう。じつは、私も
ちょっと思います。それに、交通安全に効果的といっても、

毎朝、約束の時間と約束の場所へ集まって、みんなでいっしょ

ときどき起きる、
「車が集団に飛び込んだ」なんて話を聞くと、

に学校へ行くことです。近所の友だちでグループをつくって

バラバラで登校した方がいいじゃないかという意見もでてき

学校へ行くことを分団登校とか集団登校といいます。

ます。

子どもの少ないところでは、学校も少なく、子どもたちが

学校の先生達の多くも、「親が学校まで責任を持って送って

遠くから通ってくるので、スクールバスで登校したり、親が

きてくれたらなあ」と思っています。学校の門に入るまでは

送っていくようなところもあります。

親の全責任！というのが欧米ですから、そんなふうになれば、

さて、この集団で登校するやり方は日本独特なのです。日
本は、むかしから近所の人達で子どもを見まもりましょうと

先生達もめんどくさい分団登校の指導もしなくてすみますか
らね。

いう気持がありました。だから地域で集まって登校したよう

しかし、うまくいっていれば、いいこともたくさんあるの

です。でも、その本当の理由は交通事故から子どもを守ろう

です。まず、低学年の子はとくにですが、みんなで登校すれ

という気持からだと私は思っています。

ば、安心ですね。それに、親がついていかなくてもいいのは

でも、みなさんも分団登校には、いろいろと面倒なコトが

すごく助かります。それから、大きいこと小さい子が一緒に

あるなあ……と思っているでしょう。最近、一番多いトラブ

育ち成長する場としては、意味があります。世話をやいたり、

ルは、
「低学年の子がリーダー（高学年）の言うことを聞かな

やかれたりというのは、心の成長には欠かせません。つまり、

いで、ちゃんと並んだり、そろって歩いたりしてくれない」

めんどうくさいことが「成長」につながるのです。

という高学年の人の苦情と、「高学年の人が、低学年の人の世

分団登校のめんどくささを無くすと、また、新しいめんど

話をちゃんとしないで、勝手に行ってしまう」という低学年

くささがでてくるかもしれませんね。いや、きっと出てくる

の人の苦情です。

でしょう……。学校というところは、「めんどくさい」ことが

次に、いつも遅刻してくる人が多いとか、逆に時間より早
く出発するとか、分団会議など、学校でときどきする「反省会」
では、子どもたちで、言い合いになったりします。

たくさんあります。一度考えて見てください。
次回は、どうして学校はシャープペンを禁止するのか？を
考えます。

親の中にも、「朝、ピンポンピンポンとうるさい。それに、
ウチの子はちっとも起きないので、先に行ってて欲しい」と
か「呼びに来てくれるので、ウチの子は学校へ行けるんです」
といういろいろな意見があります。
先生達も、朝早く、分団の集合場所まで行って、ケンカし
ているみんなに注意したり、見まもったりすることがありま
す。遅刻の多い子の家にも行くことがあります。これが、けっ
こうたいへんなんです。
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たねまきクラブ
http://2.nagoyaseikatsuclub.com/?eid=267

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。

たねまきクラブスケジュール
9月

9 日（金）おしゃべり会「私のいちおし商品」試食あり（名古屋生活クラブ）10：00 ～
20 日（火）おしゃべり会（岡崎市巽ヶ丘会館）10：00 ～

おしゃべり会、テーマは「私のいちおし商品」です。一応、テーマあ
りますが、自由におしゃべりしましょう！また２月５日 ( 日 ) で計画
している大交流会 in 三河の企画について話し合いしたいと思います。
皆さんの参加をお待ちしています。参加できる方はお電話等でお知ら
せください。その際オススメ商品もお伝えください。

会員投稿コーナー
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！

いつもたねまき新聞の「どろんこ村ファームステイ記」楽しく拝読しています。道端
の犬のウンチも避けて通る私ですが、どうしてこんなふうに思えるのか聞いてみたい
です。動物の世話をするということは自然の摂理を学ぶことなのでしょうか？

チヒロちゃんとサクラちゃんに聞いても首をかしげて笑っています。
おそらく食べるために育てている農の暮らしの力ではないでしょうか。
「生き物は誰でも食べてウンチをする」というのがどろんこ村の共通の認識です。
どろんこ村

渡部

掲載いただいた文章を読み、マイナスの言葉ばかり並べているのに気づき、体の為にも前向きな言
葉を出さなければと、感想を書くことにしました。
阿智の金子さんのお話（5 月号の生産者特集）は生産者を身近に感じることができ元気が出ました。
電力はまだよく分かりません。
筒井さんは生活クラブの理念の見本（？）すばらしい。
どろんこ村のファームステイ記はおもしろい。命を食べるということはこういうことなんだなあと
思いました。感謝して食べようと思います。
それから１つ、私はずっと食べるものにこだわってきましたけれど決して健康であったとは言えま
せん。主人はマックを愛し、大手製パンメーカーを食べておりますが至って元気です。色々気にか
ける私に気にしすぎと言われて反論できません。どうしたもんじゃろの～。何か良い案があったら
教えてください。（ピンクのブタさん）
※ 6 月号に投稿コーナー掲載した方から

名古屋生活クラブ

たねまき新聞
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そだてるたべるつながる

渡部千美江

自給自足の農的暮らしの試み
8 月 3 日（水）
豚のフーが今朝出かけた。
ファームスティの④コース目の子どもたち、ボランティアの大学生たち、
研修生たち総勢２１人に見送られて。
今度帰って来る時は肉になってる。
子どもたちはどんな風に思ったのだろうか。

車に乗せるために入れられた箱の中のフーと一緒に写った子どもたちの写真。
誰も笑っていない。

渥美どろんこ村

なかなか箱から出ようとしないフーをどんな気持ちで見てたのだろうか。
そして④コース目が終わって、翌日⑤コース目の子どもたちと大学生がやってきた。
フーの出荷は追体験でしかない。
夜のスタッフ会議で話題にする。
初めてボランティアに来た大学１年生２人は言う。
「名前をつけるのってちょっと…」
食べちゃうものに名前をつけて可愛がるのは残酷ってことらしい。
春休みファームスティで元気なフーに餌をやった２回目参加の大学２年生３人は言う。

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）

「えっ、悲しいけど、やっぱり名前はつけたい」
サクラちゃんやチヒロちゃんも名前つける派。
もちろん名前つける派の研修生のユーちゃんが、フーを見送っての感想。
「感謝、そして達成感」
フーと過ごした日々の重みが伝わってくる。
初めて来た人、２回目の人、毎日暮らす人の違いってあるなあ。
帰ってきたフーの肉は甘くてとろけるようだった。

名古屋生活クラブ
9月

たねまきの会イベントスケジュール

12 日（金）半田交流会「腸内細菌」（市民交流センター）10：00 ～
29 日（木）安城交流会「腸内細菌」（中部公民館）10：00 ～

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）

11 月

２日 ( 水 )

長久手交流会「腸内細菌」（長久手市文化の家）10：00 ～

2017 年大交流会のお知らせ

今年は 2 月 4 日、5 日、なんと！なんと！名古屋、岡崎で同時開催の予定！
企画内容や、当日のお手伝いボランティアさん（交通費支給）、募集します！

たねまき新聞

・・・・・編集後記・・・・・

うなぎカフェ特集のため今週は大増ページ号になりました。カラー
でご覧になりたい方はＨＰの「出版物のお知らせ」ページにアップ
していますのでご覧ください（森田）

この号あたりから編集に参加しました。インスタしかけていますが、
そこから WEB 掲載が難しくって、くじけてます。（石田）
うなぎカフェ企画から、感じていただけましたか？これからも、伝
えるだけではなく、感じるたねまき新聞にしたいと思います。（外山）
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