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生姜の収穫真っ盛り！
広島県神石高原へ行ってきました。

右から副社長大田さん、生活クラブスタッフ（石川、吉田、
伊藤、鈴木）、手前農産担当秋中さん

～収穫体験してきました！神石高原の新生姜はこうやって届けられる～
収穫

スタッフ鈴木。新生姜の下にある種の
親生姜も収穫します。

自然乾燥後二次調整

一次調整

洗浄

収穫後の生姜は、新生姜と親生姜に分
け、茎を落とし、土を払い、カッターでざ
っと形を整えます。

計量・袋詰め

２日目はカッターで再度形をきれいにしていきます。
選別された小さい生姜も集めるとたくさんあって、も
ったいないのでいただいて帰りました。全ての工程
が手作業なので時間がかかります。

量目をそろえるのが難し
い！でも大田さんが入れた
ものが一番サービス品が多
かったですよ（笑）

スタッフ伊藤。

何といっても作業をしていく中で新生姜
の香りがたまらない♪香りを嗅ぐ度に幸
せな気分になりました☆
生姜は連続して作付けすると翌年は病
気にかかりやすくなったり品質の悪いも
のができるとのことです。神石高原では
収穫してから同じ畑で次の作付けするの
に 6 年も空けます。代表の大田さんは生
れ育った神石町が人の管理がなくなっ
て荒廃していく家や田畑がこれ以上増
えないために神石高原として魅力のあ
る仕事を作ることにも情熱を燃やしてい
ました。（伊藤）

神石高原の生姜はここが違う！
①薬効成分が高い！

※ジンゲロールは生姜に
含まれる辛味成分で、人

神石の生姜を分析した結果です
生姜辛味成分の比較(mg/100g)
試料
ジンゲロール
神石高原産生生姜
75mg
市販の生生姜
57mg
市販の加熱生姜
43mg

の代謝促進との関連性
やエネルギー消費への
影響に関する研究結果
が発表されています。

②きんぴらもおいしい！生姜を主役にいろんな料理に使えます！
生姜は薬味だけでしか使用しない方も多いのではないでしょうか。
神石高原でいただいた生姜のスライスは、辛みが強いですが、みずみずしく、え
ぐみがなく、すごくさわやかで美味しかったです（化学肥料使用している生姜だ
と苦味が出るそうです）。
ごぼうのように生姜をごま油で炒めてきんぴらにすると、すごくおいしい！天ぷ
らもおすすめ。焼肉に生姜も一緒に焼くとお肉とめっちゃ合います！大田家では
葱の代わりに味噌汁に生姜を添えたりも。さわやかであったまります。
たくさんの生姜をいただいてお腹の中からポッカポカ。私も生姜の概念が変わり
ました。体にも良いのでたっぷり色んな料理に使いたいです。

生姜のきんぴらをご飯に混ぜてい
るところ

9～11 月の季節限定です。長期保存はお好みに切ってさっと茹でてから冷凍するとよいそうです。

③32 件の農家が栽培期間中農薬・化学肥料不使用栽培
農家さん達には、やむを得ない場合は化学合成農薬 1 剤までの使用を許可していますが（その場合 1ｋ当たりマイナス
100 円で買い取る）、現在農薬を使用している農家さんはいません。また、化学肥料は一切使用しないこと、連作はしな
いことを条件に、できた新生姜は全て神石高原が買い取ることを確約しています。
今まで農薬や化学肥料を使い野菜などを栽培してきた農家さんも、安全性も収入も確保できる生姜栽培へ切り替える
ようになってきました。広がりが難しい有機栽培を、全て買い取るところまで神石高原が責任をとって、農家さんにちゃ
んとメリットが出る仕組みを作っている所が大田さんのすごいところです。
6 件から始まった神石高原の生姜栽培が今では 32 件にまで広がり、来年は約 70 件にも増えます。
生姜の産地といえば高知県ですが、農薬の使用は当たり
前です。しかも国内の生姜の自給率はたった 15％でほと
んどが中国産です。作物の産地が無農薬なんてなったら、
世の中変わるかもしれません！神石高原の生姜にはそん
な希望が詰まっています。それと同時に、この価値を理解
して買ってくださる方も広がっていかなければ続けてい
くことはできません。ただ安全でおいしい健康にいいだ
けの生姜ではありません。作る人も食べる人もみんなの
幸せに繋がる神石高原の新生姜をみなさんたくさん食べ
て、いろんな方にも広げてください！
生姜畑

1 泊 2 日の神石高原。体力自慢の鈴木も、頭脳派の伊藤も、神石高原からスタッフにならないかと（結構本気で）スカウト
されていました。生活クラブの大事なスタッフということで吉田がしっかり止めていましたけど（笑）。
というのも神石高原町は、人口約１万人、その内約 46％が 65 才以上という過疎、超高齢化の町のひとつで、若いスタッ
フがいないのです。神石高原から車で 2 時間以上かかるレモンが育つ無人島の草刈りもできていない程今は生姜の収穫
出荷作業に追われていました。作業はいくつも工程があって、ほぼ手作業で、いい生姜を届けたい思いから丁寧さにも
こだわっているようでした。だからすごく時間がかかる。鈴木君や伊藤君は無理でしたが、ちょうど私瀧岡はどろんこ村
の研修を終えてフリーだったので、5 日間神石高原へ行くことにしました。
ご主人の大田さんが神石高原の副社長で、社長は奥さんの服部文子さん。二人とも二足のわらじで、大田さんは大手
養鶏会社の衛生管理者として、文子さんはお医者さんとして普段はお仕事をされています。そして小学 5 年生から成長
を見守っている里子のななこちゃんも一緒に暮らしていて、今は高校 2 年生になっています。
今まで色んな農家さんのお宅へ行ったことがありますが、これ程山の中は初めてかもしれません。お隣さんがどこな
のかもよく分からないし、狸も普通にいます。憧れの畑・蔵付の古民家♪囲炉裏もあってすごく素敵でした！もともと大
田さんのご実家なのですが（分かっているだけで 5 代）、お二人がここに住む時にはボロボロで大幅に修繕をしたそうで
す。このお家は 2 回火事に遭っているそうですが、昔は大工さんではなく、ご近所の皆さんでその建て直しをやっていた
そうです。その時代の最後のお家が大田さんちです。田舎では何かあった時、ご近所同士の助け合いで暮らしをつない
できた歴史があります。全てが手作業なので、大田さんの家の太い栗の木の梁も手彫りです。どのくらいの時間と人が関
わってできたんだろうなー。太い栗の木は機械削りでは割れてしまうため、今このように使われることはないそうです。
何だか神石高原という会社も似ています。そういうものを大事に生かして大田さんのお家は修繕されています。それは
もう大工さんにお願いしていますが、二階の板壁は大田さん自身が作られたそうです。また、農作業に忙しかった大田さ
んのお家では、小学生から大田さんが家族みんなの料理を作っていました。そういう時代を生きてこられた大田さんは
やっぱり何かが違っていて、生きる力を持っているというか、どっしりとした強さがあります。
大田さんのお家に泊まって、私は歩いて約 15 分の神石高原の会社に通っていましたが、二人はもう一つのお仕事へ行
き、距離も遠いので私よりも早く出て、遅く帰ってくる生活。「帰ったら瀧岡さんがご飯を用意してくれてたらいいのにな
ー」という大田さんのつぶやきを遅めにキャッチして、ようやく 3 日目から夕飯を作ったりして（笑）。

大田さんの山の

桜の木が床板に使用されていたり、また、井戸が詰まっていて 1～2 年程水を汲みにいく生活をされたことも！文子さん
とななこちゃんと好きなミュージシャンの話をしたり、すっかり家族の一員のように過ごさせてもらいました。
田舎ならではの不便さはとても大変そうに感じましたが、そういうこともひっくるめて楽しんで暮らしていらっしゃる
のが印象的でした。ここに住んでいること、株式会社神石高原を始めたこと、無人島のレモン栽培を引き受けたこと、全
部つながっているんだと思います。
3 日間神石高原でお仕事をしたことについてはまた次号お伝えします。

左）㈱神石高原社長服部文子さん、右）副社長大田さん

無人島にあるレモン栽培
広島県呉市、瀬戸内海に浮かぶ離島群「とびしま海道」の中にある「尾久比島」という無人島では、レモンを栽培し
ています。生姜同様農薬も化学肥料も使用していません。
草刈りを始め、作業はとんでもなく大変です。

尾久比島からの風景

神石高原はここ

レモンが育つ尾久比島
島まで
舟で移動

草刈り？中の大田さん。
こんなジャングルのようなところも
山の上からレモンを降ろすの
は、島のジェットコースター？
エンジンをかけてゆっくり降り
ていきます。
船の上から。収穫したレモンも舟で運
んでいきます。

元々は、柿沼さんという農家さんが海
に囲まれた温かい気候を生かして始め
たレモン栽培でした。神石高原では加
工品にこちらのレモンを使用していま
した。ある時、柿沼さんが高齢もあり体
もう埋もれています…

調を崩されてしまい、管理ができなく
なったため、大田さんに引き継いでほ
しいと言われたのがきっかけでした。ど
うしてこんな大変なことを？大田さん
の思いは、言葉にするのは難しいけど、
大田さんのされていることをみると伝
わってきます。

これだけの量を運び、木
訪問 2 度目の有機肥料まき。運ぶだけで１日仕事。
の間にまいてきました。

おかざき

教員岡崎勝先生
の
隔月コラム

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

先生嫌い
今回は「先生嫌い」についてです。みなさんは好きな

ろく、ゆかいだけれど、怒るとすっげえこわい」という先

先生や嫌いな先生がいますか？こんなことあまり書きた

生です。そして、怒っているときに「なんだ、先生キレちゃ

くないのですが、私も大嫌いだった先生がいます。もちろ

って」と言われないようにしたいと思っていました。

ん、今は、「あの先生だって、そんなに悪い先生じゃなかっ

先生は怒っても絶対にキレてはいけないのです。キ

たんだろうなあ」と思います。大人になると、とにかく嫌

レると体罰になってしまったり、間違えて叱ったり、余計な

いでしょうがないという人はだんだん少なくなりますか

ことを言って反感を持たれたりするからです。怒ったとき

らね。「学校のたった一年間くらいのつきあいだった先生

は、できるだけゆっくりと、事実、気持ち、相手や周りにど

が好きとか嫌いとか言ってもしょうがないよな」と思える

んな影響を与えたか、たいていは「迷惑」なんですけどね。

ようになります。

それを本人に聞くだけでたいていはすみます。ゆっくり

しかし、そんなことをみなさんに話しても「えーっ、あ
の先生、ほんと嫌いなんだよな」っていう人もいるでしょ

と、本人が話すうちに自分のやったことがよくなかった
ということが分かるからです。

うね。小学校や中学校くらいまでは、先生の好き嫌いが

みなさんが、先生の嫌なところ見たり聞いたりした

あるのは当たり前です。学校でも、先生達は、人気のある

ときには、「自分だったらどうするだろう」と考える材料

先生と、嫌われている先生がいることをよく知っていま

にしてください。もちろん、自分が悪いとか、失敗したりし

す。

たら、はやめに謝ってしまう方が良いでしょう。そして、言
でも「子どもに嫌われるくらいで、先生って言う仕事

はちょうどいいんだ」「きびしいから嫌われているが、子

い訳や、理由とか「反論」したいときには、ちょっと間を開
けて「落ち着いてから」の方がいいかもしれませんね。

どもにとっては、その方がいいんだ。大きくなってきっと

先生でも親でも、カッカしているときは、何を言って

分かってくれるはずだ」と思っている先生もたくさんい

もダメです。遠ざかるのが一番です。友だちでも同じかも

ます。

しれませんけどね。

つまり、子どもに嫌われたいと思っている先生はい

そして、先生を無理に好きになる必要はないのです。

ませんが、たぶん病気で必要なときは嫌がっても注射を

先生も人間ですから、良いところと悪いところがありま

射つような医者と同じ気分なのです

す。できるだけいいところを見て、わるいところは知らん

ところが、最近、そういう先生はかなり少なくなりま
した。どちらかというと、学校の先生はできるだけみんな

顔できるといいと思います。そう、うまくはいかないです
けど。

と仲良くやっていこうと思っています。優しい先生が増

私は、卒業式の日に六年生の子どもたちに「卒業し

えました。ですから逆に怖い先生はどんどん減っていま

たら、先生のことは忘れてもらえるとうれしい。みんなは

す。

新しい生活に全力を注いでください。むかしのことは忘
私は子どもたちにいつも「怒ると怖い先生」と言わ

れていました。「でも、おもしろい」と付け加えてくれまし
た。もちろん面と向かって先生に「あなたは怖い、嫌な先
生ですね」とは言えませんから、すこしお世辞も入ってい
るでしょうけど、「怒ると怖い」というのは、とてもうれし
いのです。
私が目指していたのは「怒らないときは、うんとおもし

れて良いんです」と言っていました。先生を忘れるくらい、
毎日楽しく生活して欲しいですね。

Ｓ . Ｔ . Ａ . 通信 217
岡崎勤労文化センターで開催したたねまきマルシェにブー
ス出展いただきました。インド、タイ、チベット、バングラディ
シュ、ビルマ etc.の衣類・雑貨を販売。「衣類・雑貨の販売を
通してマルシェで体験を分かちあいたいと思います」

ナショナルナルシシズム
名古屋生活クラブの学習会に参加してきた。
残留農薬の検査は、アメリカや EU では三桁の化学薬品を検査
する。日本では 50 種類にも満たないで、
公表するのは東京と大阪ぐらいなのだという。検出されないのは、
検査されないからなのだ。
アメリカや EU そして中国や韓国では、脳こうそくのリスクを
考えてトランス脂肪酸を規制している。
しかし日本では企業や消費者団体の反対で規制はされていな
い。
国産は安全だというのは、神話に過ぎないのだそうだ。
中国産は危険だという認識も一面的にすぎない。
最近野菜農家に嫁いだ方が、「ミミズが畑にいるというのを久し
ぶりに聞きました。」と云った話を聞いて絶句した。
ここ最近気になるのは、日本はこんなに素晴らしいという本や
TV 番組が目につくことである。
勿論私も日本人だから、そんな話を聞いて悪い気はしない。
しかし、耳触りのいい話だけでは自分を見失う。
斗樹がそんな本を、ナショナルナルシシズムと軽く受け流してい
た。若い子は意外と冷静だと感心した。
原発建設をやめた国があるのに、事故を経験したのに、まだそれ

たねまきマルシェに出展いただいたときの様子

に頼る吾が国である。
安全保障に使う予算の何パーセントを食の安全に使っているのだろうか？
S. T.A. (Sharingthe Tears of Asia)
なみだの分かちあいアジア

りゅう・チャクマ

りゅうさんの紹介
りゅうさんはお坊さんです。人種差別によりインド難民となっている子供達、タイで幼くして売春婦として売られていく女の子
達を救う活動をされています。現地で活動している人々と繋がり彼女たちが作った物や買い付けた物を日本で販売し、現地の
自立支援の資金にする活動をしています。
以前安城でフェアトレードをテーマとした交流会をやりましたが、そこでのりゅうさんのお話が印象的でしたので紹介します。
それは、りゅうさんのＳＴＡ（Sharing the Tears of Asia）というＮＧＯの名前の意味合いでした。それは今のﾌｪｱﾄﾚｰﾄﾞという言
葉が広まるずっと前から現地の人たちと関わり向き合っているりゅうさんの心情と被ります。支援する側される側ではなく、とも
に公平な立場であるという「分かちあい」という言葉を使い、現地の人たちの痛みを共有する姿勢に本当の「フェア」という意
味を考え胸に響きました。
新城への配達コースも始まり、配達時にご挨拶をする機会が増えました。りゅうさんは物腰柔らかく、穏やかな語り口の方で
す。先日の配達時には今インドに旅立っていると息子くんが話していました！ぜひ多くの方が、その人となりを感じていただけ
たら幸いです。（スタッフ西山）

たねまきマルシェで開催した被災地支援企画の福島オーガニックコットンカフェ
お招きした藤倉紀美子さんからいただいたお手紙
先日は大変お世話になりありがとうございました。荷物も
届き、さっそく糸車に向き合っています。
私のつたない絵本や話に耳を傾けてくれたお母さん、お父
さんと子ども達、楽しそうに糸車を回したり、種くり機を回す
子ども達（大人も？）、綿って不思議な力があり、人の心をふ
んわりとさせる心まで暖かくさせるものですっかり私を虜に
してしまいました。
なぜ日本はこの綿を手離してしまったのでしょう。大量生
産と安価を求めた結果なのでしょうが、農薬と遺伝子組み換
え、そして子ども達の犠牲の上で、使い捨ての様にしている
日本。糸車を回しながら考え込むことがしばしばあります。
綿人形づくりの様子
インドのガンジーが頭をよぎります。
【藤倉さんの紹介】
綿をこの日本で復活させたい。手間暇をかけ大事に大事に使
1949 年 福島県二本松市に生まれる
定年後、有機農業を目指し田舎暮らしを始める
いたい。私は団塊の世代で、右肩上がりの経済成長の中で失った
東日本大震災、福島第一原子力発電所事故にあい
ものを取り返し、子ども達（我が子は 40 代になりつつあります
、野菜づくりを断念し、夫婦で国産綿花栽培を始める
自家製のオーガニックコットンから、手紬ぎ、手織り、
が）に伝えてこなかったものを孫達に話しかけています。
綿製品づくりをしている
それにしても福島のことを深く考え、取り組んでいることに大
変感動いたしました。私のこれからの人生は原発を無くし自然エ
ネルギーに変えていくことに費やしたいと思っています。私の体力が続く限りこの運動にかけて生きたいと思います。
また機会がありましたら名古屋に行きたいです。何から何までお世話になりありがとうございました。
皆様、お元気でご活躍下さい。
2017 年 10 月 25 日
藤倉紀美子

2 冊の絵本の読み聞かせ
「福島のこどもたちでさえ東日本大震災のことを知らない子どもが増えてきた。これからの子ど
もたちに伝える活動を続けたい。それが私の使命だと思うんです」と藤倉さんは言います。もとも
と読み聞かせしていた絵本は『ほうれんそうはないています』という、医師であり作家である鎌田
實さんと絵本作家の長谷川義史さんが震災後に子どもたちのために書いた絵本。
しかしその絵本は、「放射能の影響でほうれん草が食べられないという悲しい話で終わってしまっ
ているので、続きをかきたくなった」と有機農業をしている農家を主人公にした絵本『ふくしまで、
オレは農業をやる』を今年の 6 月に自費出版しました。藤倉さんはいつも福島のことを伝えるた
めに 2 冊セットで読み聞かせをしているそうです。
もともと読
み聞かせし
ていた絵本
ブースでは
絵本の販売
もありました

藤倉さんブースでの糸紡ぎ体験が大好評でした
藤倉さんが持ってきてくれた昔ながらの道具、綿繰り機
と糸車で糸紡ぎの体験をさせいていただきました

綿と種を取り分け
る綿繰り機

糸を紡ぐた
めの糸車

イベントスケジュール
11 月 21 日（火）

岡崎ご近所勉強会（岡崎市図書館交流プラザ）

11 月 22 日（水）

緑区ご近所勉強会（緑生涯学習センター）

11 月 24 日（金）

知多ご近所勉強会（南粕谷ハウス）

11 月 27 日（月）

一宮ご近所勉強会（一宮スポーツ文化センター）

11 月 30 日（木）

東生涯学習センター勉強会（東生涯学習センター）

12 月 5 日（火）

山之上コミュニティーセンター勉強会（美濃加茂市）

2018 年 1 月 13 日（土）

子どもが自分で作るお弁当の日（半歩プロジェクト共同開催）

2018 年 2 月 24 日（土）

大交流会 2018

2018 年 2 月 25 日（日）

大交流会 2018 2 日目

1 日目

たねまきマルシェ開催しました！
10 月 21 日岡崎市勤労文化センターで開催したたねまきマルシェ。雨にも関わらずたくさんのご来場ありがとうございました。目標
200 人のところ約 230 人のご参加をいただきました。お子さんは用意したお子さん用プレゼント 100 個がなくなったので 100 人以上。
会員さんでない方の参加も 50 人近くありました。来年 2 月 24 日には名古屋で大交流会を行いますので、ぜひご参加ください。

阿智ゆうきの風のメンバー金
子さん、板橋さんと研修生

ブースでお米カフェを実施する
みのふぁーむの蓑口さん

大好評だったオーガニックカレ
ーを紹介する広野さん

里芋はどうい
うふうにでき
るの？里芋の
栽培過程を紹
介していただ
いた笠ポッポ
農園の河合さ
ん

漬物本舗道長の石川さん

野菜を売り切ってしまい河
合さんのブースを手伝う
織座農園の窪川さん

11 月 6 日に蔵見学も
さ せ て い た だい た 角
谷文治郎商店さん

試飲をした齋藤コーヒー
さん「直接会員さんの感
想が聞けてよかった」

どろんこ豚の試食をした
どろんこ村
今回、巻頭特集した神石高
原の大田さんも広島から駆
けつけてきてくれました

地元のなないろ
工房さん

はるばる熊本か
ら肥後あゆみの
会の澤村さん

マルシェのた
め に な ん と
朝？1 時から野
菜を収穫してく
れてきたはっ
ぱのしごとファ
ームの渡辺さ
ん

牛乳の飲み比べしな
がら低温殺菌の説明
をする四日市酪農さん

福島南相馬市
の復興のシン
ボル油菜ちゃ
ん を PR す る
チェルノブイリ
救援・中部さん

長野のさん
さんファーム
さんは普段
取り扱いの
ない商品を
出展

