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農薬不使用の甘夏、熊本特産サラダた
まねぎ、せっけん、ジュースやジャム
など扱っています。今後はお茶や水産
加工品も増える予定です。
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名古屋生活クラブ

エコネットみなまた訪問記巻頭特集

2005 年１月「水俣せっけん工場」と「水俣・反農薬連」が合併し

設立。せっけん部門と農水産加工部門があります。

不知火海は、チッソが流した有機水銀によっと汚染され、破壊さ

れました。その海のこれ以上の汚染をくい止め、よみがえらせ、

守っていくためには、自然の営みと循環していける暮らしを取り

戻すべきだと考え、せっけん部門は川や海の汚染源となる廃食油

を原料に、もう１つの汚染源の合成洗剤の使用をやめて、せっけ

んによる環境の町づくりを進めようとしています。

農水産加工部門「はんのうれん」は 1979 年 6 月 3 日に結成された

水俣・反農薬連が前身。結成当初より水俣病事件の教訓を踏まえ

て、「農薬は毒である」ことを、生産者の共通の痛みとして、「反

農薬」「有機栽培」「自主販売」を柱に甘夏をはじめとする柑橘類・

野菜などの出荷を行っています。

本来の人間らしい生活や生産の場をつくるために、複合的自給農

業を可能な限り目指し、さらに , 弱く切り捨てられる生産者同士

のつながりを深め、共同・互助する精神を高めて、農協や現在の

流通機構に頼らない自らの生産・加工・販売を心掛けています。

1 月にエコネットみなまたの方が名古屋生活クラブを訪ねてくれました。
直接お話を聞き、会員のみなさんに紹介したい、
直接水俣を訪れたいと感じ 3 月に取材に行ってきました。
エコネットみなまた職員永野さんのお話は数回にわたって連載します。

過去のことではない水俣病

エコネットみなまたとは
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1956 年 5 月 1 日が水俣病公式確認の日、2017 年はそれか

ら 61 年目にあたります。よく聞くのが水俣病は教科書に

出てくる公害のことで、過去のことではなかったの？とい

うことです。でもまだ終わっていないのです。

2017 年 5 月 1 日に予定されている水俣市主催の水俣病慰

霊式をめぐって 3 月 13 日の西日本新聞の見出しです。「水

俣病認定の壁　慰霊に影。犠牲者銅板　奉納に異論　式典

まで 2 ヵ月式次第決まらず　加害、被害者…認識の溝深く　

実行委も利害複雑　調整　至難の業」というものです。水

俣病事件は 1995 年政治解決の名のもと、収束に向かいま

したが、2004 年、関西移住者たちの最高裁判決が勝訴す

ると、被害を訴える人が続出、何度目かの幕引きと言われ

る 2011 年 7 月の特別措置法終了まで続きます。しかしそ

の後も、「被害者ではなく患者として認定」を求めて 1000

人以上が裁判などのたたかいを進めています。

参考までに国の仕組みを紹介しますと、水俣病には「患者」

と「被害者」の二通りあり、患者と認定されれば、1600

～ 1800 万円の補償金、医療費や年金（症状によって 3 ラ

ンク）、症状を緩和するための鍼灸券や温泉券が出ます。

一方被害者は、一時金（260 万円、210 万円、なしの 3 通り）、

医療費が出ます。複雑な仕組みです。

水俣病認定患者は昨年 3 月時点で 2276 名（1894 人はすで

に亡くなっています）、そのほかに約 7 万人の人が汚染さ

れた魚を食べたことで病気になったと国から「救済」され

水俣病被害者とされました。

2 月 18 日、名古屋生活クラブから伊澤さんを始め 5 名の

方が水俣に来られ、水俣病関係の地をご案内しました。チッ

ソ水俣工場の正門前を通過しながら、正門は単なる通用門

ではなく、1959 年漁民が工場廃水の排出停止を求めて突

入した所、1971 年患者が自主交渉を求めて 1 年 9 か月に

わたり、テントを張って座り込んだ所、その後も何回とな

く患者たちが責任を追及した場所であったことを話しまし

た。最盛期 5000 人いた従業員は現在 600 人程度ですが、

液晶部門では世界のシェアの半分以上を占めていること等

を伝えました。

事件現場の水俣湾には、水俣病の発生と共に 1950 年代終

わりには無人島となった恋路島があります。排水は、島に

ぶつかり対岸の坪段、湯堂、茂道へ、そして鹿児島県出水

市方面に流れました。その地域は、発生当初の患者たちが

現在も住んでいるところです。

坪段では、公式確認 1 号 2 号患者の田中静子さん、実子さ

ん姉妹に突然襲いかかった重い症状や、原因不明の奇病、

伝染病とされて差別を受け「捨て猫のように暮らした」悲

惨な体験や、当時 2 歳だった実子さんが今も自宅で暮らし

ていて、彼女の人生は水俣病の歴史そのものであることを

紹介しましたが、水俣病事件の激震地ともいえる場所です。

　湯堂は漁村です。胎児性水俣病患者が多く生まれた地域

ですが、当時の医学界が、胎盤は毒物を通さないとしてい

たため、脳性麻痺患者として赤ちゃんたちは扱われていま

した。お母さんたちは、なぜ漁村にばかり同じ症状の赤

ちゃんが生まれてくるのか疑問を持ち、お医者さんに聞く

と「誰か亡くなったときに解剖をしてみればわかるかもし

れない」と言われ、亡くなった子どもの脳に水銀の蓄積が

確認されたことや、解剖された娘さんの母上野エイ子さん

の、何十年たっても癒されない思いを伝えました。

さらに、何十年も多発地域でお産婆さんをしていた元村ヒ

デさんの証言記事を引用してお話ししました。元村さん

は、生まれてくることのなかった命をたくさん見てきまし

た。貧しい漁村では栄養のあるものと言えば目の前の食糧

庫、海の恵みの魚介類を多食したため流産や早産が多く、

生命力のあった命が胎児性患者として生まれてきたと言い

ます。（続く）

企業組合エコネットみなまた
永野 隆文

生産者の声
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私の故郷・熊本県芦北町は水俣から車で 15 分程度の距離
にあります。
幼い頃から芦北に住んでいたので、小学校では水俣病のこ
とを勉強する授業があったのを覚えています。実際に水俣
病患者の方が入っている施設に見学したこともありまし
た。
でも、水俣病に関して真摯に勉強したのかと言われると

「NO」という答えになると思います。今回は縁あって、水
俣市にある「エコネットみなまた」への取材をする計画が
生まれ、子連れで同行しました。
エコネットみなまたの永野さんに水俣病に関するスポット
を案内していただきました。有機水銀によって汚染された
海を埋め立ててできた「エコパーク」という公園に行った
ときに、「なんてきれいな海だ」と言った伊澤の言葉が耳
に残っています。
私は子どもの出産で 2 年前に帰郷し、水俣の病院で出産し
たのですが、産む前に母と一緒にこの公園に行ったことを
思い出しました。
きれいな青い海、青い空、気持ちいい風。体全体がすーっ
と洗われた気分になる場所です。
今もひそかに苦しむ人がこの町にいるという想像ができな
いほど、本当にきれいな町なんです。山々にはみかん畑が
広がり、海も本当にきれいで、対面の天草の島もきれいに
見えます。ただ、天草の御所浦の山の斜面が削られている
のがはっきり見えました。

これは、このエコパークを作る際に削られたり、現在の辺
野古移設のために削られているのだそうです。水俣の人も
御所浦の人もきれいな風景が一変したことは悲しかったこ
とだとうと思いました。
永野さんに連れられてみた患者の方が多く発生した地域
は、目の前が海辺で、約 60 年前という時代から察するに
お米よりも魚介をたくさん食べることで空腹を満たしてい
たため多くの患者が生まれたのです。なんて悲劇でしょう
か。
そして、胎児性水俣病の話を聞いたとき、子どもを持つ母
親として、胸が苦しくなりました。「健康な子どもを産む」
という最大の目標が達成できず、子どもへの申し訳ないと
いう思いやチッソ工場への怒り、今後への不安、色んな感
情が生まれたと思います。
今も施設で介護を受けている方や在宅介護を受けている方
がいます。
水俣病は治らない病気です。しばらく経ってから症状が出
た方もいます。
そんな現在の状況を知ってほしくて、今回のたねまき新聞
に掲載したいと発案しました。
遠く離れた熊本で生まれた ｢公害｣ について、目を背けず
に知ってほしいです。
できれば水俣へ旅行へ行って資料館などを見て「あなたが
感じた水俣病」を持ち帰ってもらいたい。そう思いました。　

国産紅茶で有名になった天野さんの茶畑に行ってきました。
天野茂さんは、お父さんが 18 歳に倒れてから、お茶畑に手が回ら
なくなり、少しずつ無農薬をやってみようと試み始めました。全体
的に無農薬に切り替えたのは奥さんがリュウマチになったのがきっ
かけだったそうです。
天野さんの茶畑で特徴なのは、茶畑の半分（２．５町歩）が在来種
ということ。
見せてもらった在来種の茶畑は約 80 年前、山を開いた人が植えた
そうです。見たお茶の木は８０歳。それにびっくりしました。
それを数人の農家が経営してきたのですが、今の茶畑を見ると、耕
作放棄地になっているところもあったり、今流行りの品種に植え替
えたりしているところもありました。
天野さんは畑を手放す人から在来種の畑を引き受けてきました。
それの何が大変なことなのか。在来種のお茶を売るといっても、値
段が安く付けられてしまいます。やぶきたみどりとか固有品種名が
あるほうが売り手にも買い手にもいいからです。天野さんの畑は標
高約 600 ｍのところにあるので、新茶が摘み取れる時期も 6 月に
なってしまうので、二束三文と言っていました。平成 3 年、2 トン
の 2 番茶の在庫を抱え、困っていたときに紅茶にしてみるか！と思
い切って作ってみました。
天野さんの在来種の紅茶の特徴は、タンニンが少ないのでストレー
トでも飲みやすい、やさしい紅茶。みなさんにもぜひ今度紹介した
いと思います。（内山）

エコネットみなまた
生産者紹介

「天野製茶園」

エコネットみなまたを訪れて
生産者訪問レポート

スタッフ　内山 涼子
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4 大公害病の１つ。思い返せば、テストのために水俣病＝

メチル水銀とセットで暗記するという本当にお粗末で情け

ない記憶しか水俣とのつながりはありませんでした。今回

訪問したいと思ったのも、自分が担当するわっぱんの商品

にエコネットみなまたの甘夏が使用されていて、水俣との

関係が深そうだから、今後のためになるだろうという気持

ちからでした。

水俣市に近づくにつれ、海が見え、反対側には山が押し迫

るという風景に心奪われました。「あーこんなゆったりと

した所で暮らして、大きくなったらきっと今とはまた違っ

た大人になっていたかもなあ。」賛否はともかく、そんな

事を思えるほど素晴らしい場所でした。

家の目の前に入り江があり、そこで毎日魚貝をとって暮ら

す。穏やかな風景がそこにはありました。「あの青色のト

タンの家では、今も水俣病の後遺症で苦しむ方が暮らして

います」。その言葉と、目の前に広がるゆったり流れる景

色とのギャップがあまりにもありすぎて、今も繰り返し心

に刻まれています。

たかだか 50 年前の話です。一緒に案内をして回ってくだ

さった方６０代のエコネットみなまたの永野さんもその渦

中を経験した様な、身近な話です。でももはや３０代、愛

知県生まれ、育ちの私からはあまりにも遠くなってしまっ

ていた話でした。話には心痛めながらも、どれほど水俣病

はいままだそこにあって、一生終わらないかもしれないと

いうことを現実的に理解できたかは分かりません。

話は変わって、障がい者に関わっているわっぱんは、水俣

病を取り巻く人々が、長い間社会から差別されてきたとい

う事もあって、４０年近くも水俣の甘夏の販売に関わって

きたそうです。今回水俣を訪問し、水俣で今も続いている

現実に触れた私は心を痛めました。でもきっと忙しい日常

の中に取り込まれて、そうした気持ちも薄れていってしま

うのかもしれません。人の痛みなど、注意していないと忘

れてしまうのかもしれません。

ただ、一つ出来ることがあるとすれば、「エコネットみな

また」や「わっぱん」の商品の背景を説明して、伝え、賛

同してもらうことに他なりません。正直、これまで使った

事のない粉せっけん（そもそも自分で洗濯することがあま

りない。）をどうやって売っていけばよいのか模索中です。

だけど、こうした物語のある商品を売らずして何を売るん

だという部分も持っている（もちろん戦略的に売れる商品

を見つける事も大切ですが）から、周りの会員さんや女性

スタッフの意見も聞きながら、なんとか必死に売っていこ

うと思っています。　

私と水俣
生産者訪問レポート

スタッフ　水藤 祐介

「水俣の廃食油をリサイクルし、水俣のせっけんを作る」試みは、水俣病の被害者、チッ
ソの労働者、水俣市民 54 名の出資で今から 30 年前に始まりました。チッソが流した有
機水銀によって汚染され、破壊された痛みを知る方たちだから、自身の生活のありよう
も見直すため「川や海の汚染源となる廃食油を原料にせっけんを作り、もう１つの汚染
源の合成洗剤の使用をやめる」という決意がそこにありました。
それに賛同して、例えばわっぱんでも、エコネットみなまたの「なんさまよかせっけん」
を工場でずっと使用しておられます。他のリサイクルせっけんと比べると、ドロドロに
なりにくく使い勝手もよいためです。そのために固形の廃食油を使うなどの工夫をされ
ています。
また、技術的にも高いものがあり、例えば粉せっけんは廃油の匂いがせず、水にも溶け
やすい細かい粒子状でさらさらしています。もちろん温度や時間の管理はしているので
すが、経験や感性による部分も多く、職員の松永さんしか、そのせっけんをつくる事が
できない程です。その技術的に高い職人技を継承していくのが、今後の課題の１つでも
あります。
もちろん石けんを広めるという活動は一筋縄にはいっていません。粉せっけんはぬるま
湯で溶かしたり、専用ネットにいれてから使うものですが、紙に書いただけでは不十分で、
洗濯講習会をやるなどせっけんを広めるために継続的に努力をされています。
今、家では別の会社の液体せっけんを使用していますが、今回、台所用は「なんさまヨ
カ石けん」、洗濯用は「しらぬい　洗濯用粉せっけん」に切り替えることにしました。ま
た使用感など、ご報告できればと思います。

エコネットみなまたの
石けんのついて

なんさまよか石けん
（台所用固形石けん）

洗濯用粉せっけん
「しらぬい」
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名古屋生活
クラブから
伊澤眞一

僕（今 58 才）が小学生の頃に、日本では四大公害を
始め、近代のしわ寄せが噴出していました。水俣病、
スモン病（薬害）、森永ヒ素ミルク事件、カネミ油症

（米油が PCB に汚染）、サリドマイド事件（睡眠薬に
よる奇形）。皆さん、どれだけ分かりますか？どの事
件でも行政は患者側につかず、加害企業の側につい
ていたし、大学、科学者も一部の例外の科学者を除き、
加害企業の側にいました。水俣病の場合、東京大学
の科学者などは風土病の可能性を盛んに言い立てて、
熊本大学の（株）チッ素による水銀汚染説に反対し
ていました。僕は小学生ではありましたが、新聞記
事を、その種に関しては丁寧に読んで、政治や大人
に対する反感を募らせていました。そういうバック
ボーンから反原発運動にのめり込んでいったのだと
思いますが、反感、反対という感情のみで社会が変
えられるわけもなく、自分が精神的に成長するのが
遅れているのだと、今は思います。
　話は変わりますが、僕の愛読書は、石牟礼道子さ
んの「苦海浄土」です。ナンバーワンです。水俣病
の悲惨さも伝わってきますが、それ以上に伝わって
くるのが、不知火海の漁民の豊かな生活、心です。
貧しいのだけど、こんなに深い、豊かな生活があっ
たんだという驚きです。ずいぶん癒されました。
　時代は変わりましたが行政、科学者が被害者側に
立たないのは変わっていないですね。福島の原発事
故でも同じ事が繰り返されている様に思います。政
府側の科学者は「100 ミリシーベルトまで安全」だな
んて国際基準を逸脱していることを平気で言ってい

ます。しかし、被害者の側に立っているつもりの科
学者も、科学から大きく逸脱して「1 ベクレルでも危
険」みたいな事を平気で言っているのも困ります。
　エコネット水俣の皆さんのお世話で水俣に行って
来ました。暗さは微塵もなく、明るい水俣の空が、
海が広がっていました。水銀に汚染された広大な海
は埋め立てられ、公園になっていました。
日本という国は本当に反省したのだろうか？
自分自身も反省が苦手な僕は自問自答するしかない。
今回、水俣を案内してもらったエコネット水俣は、
甘夏の産直グループと水俣石鹸工場が合同してでき
た会社です。世界で一番汚れてしまった水俣をきれ
いにしたいという思いで、無農薬で甘夏を生産した
り、回収した廃食油を精製して、水に溶けやすい粉
石けんを作っています。初期の頃は大手生協にも販
売してもらっていたそうですが、今は無く経営が大
変そうでした。水俣の人達が水俣病の反省を生かし
て、きれいな水俣を作ろうとして、作っている商品
です。
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どうなる
日本の農業

『故郷は遠きにありて思ふもの～』という室生犀星の詩句の有
名な冒頭ですが、これは本来遠方にあって故郷を思う詩では
なく、故郷は都市で孤立無援だった青年には懐かしく忘れが
たい。それだけに、そこ ( 故郷 ) が冷ややかである時は胸に
こたえて悲しい。その愛憎の複雑な思いを、感傷と反抗心を
こめて歌っていると云われているそうです。

私が 20 歳を過ぎて社会人として都市部での生活を送っている
間に、私の地元では空港の騒音地域拡大の関係で、借地だっ
た実家を含む地域全体の集団移転があり、やむを得ず両親は
それを機に出身地である関西に引っ越しました。　その後、
地元の風景は人々の営みがある『田舎』ではなく空港の騒音
管理地域として定期的に業者が除草するただの『野っ原』に
なりました。
肝心の『思ふべき故郷』がなくなった私は喪失感からなのか、
帰巣本能が刺激されたのかは解りませんが、今まで当たり前
に存在し気にも留めていなかった地元の原風景である田畑や
大屋根の農家住宅 ( 古民家 ) に強く憧れを抱くようになって
いました。　三十路を過ぎて結婚を機に同じ町の南部にたま
たまのタイミングで空き家として見つかった農家住宅の購入
を決意し、現在改装して家族３人で住んでいます。　実はも
う一人同級生で私のような境遇の友人がいますが、彼は２０
代を都内で過ごし、やはり結婚を機に３０代前半で地元に戻
り実家の農業を継いでいます。さらに生粋の江戸っ子で同じ
く三十路を過ぎてから飲食業界を脱サラし、有機農業を目指
して研修・就農した友人も近所に住んでいます。

そんな仲間たちと話す中、両方の生活を体験してきた自分た
ちが、この地元で改めて感じた共通の認識として、生活に関
するあらゆる場面で体感する『感覚』に都市と農村では大き
な違いがあるという事でした。『金銭』『時間』『人付き合い』『移
動手段』上げたらキリがありません。

あえて簡単に表現するならば『消費の街』である都市部では
非常に便利な生活環境と引き換えに、多くの人々、特に若者
が会社内での長い勤務時間に拘束され、あまり充分とは感じ
られない所得、そして高い物価の中で漠然とした不安とスト
レスを抱え、心と体をすり減らしながら生活をしている面が
あります。　特に 10 代 20 代の年齢の若い段階で親から独立
して都市生活を始めた者ほど、便利な今のままの都市生活を
続ける事や、所得を増やして今より良い生活がしたいとは考
えても、農村での不便さはあるが所得が少なくても食べてい
ける生活や、時間に余裕をもって働ける環境、また実は都市
部より稼げるビジネスがある事をあまり知りません。　一方、
元々農村に暮らす人々は田畑や山林、川、空気、地域の人々
との関わりのある生活が、どれほど魅力的であるかを都市部
の人間にアピールする事はあまりありません。農村にとって
は自分たちで管理している環境とは言え、あえてアピールす
べき魅力とは考えていない場合が多く、実はその環境が都市
生活者にとっては驚きと魅力に溢れた生活だという事を知り
ません。　

そういう意味で、農村の世界や魅力を『知らない』『伝えない』
という事が結局今の人口の都市集中形態が進む大きなファク
ターの一つになっていると思います。　これは都市部と農村
の圧倒的な情報発信力の差もあります。　

しかし今、逆にチャンスの時期に来ています。昨今テレビ番
組『鉄腕ダッシュ』をはじめ農村の魅力を発信する放送や、
都市部や住宅街の公園などで開催されるファーマーズマル
シェで直接的に農村の魅力をアピールし交流する機会が徐々
に増えてきています。　　　
様々な方法があるかと思いますが、効果的に自分の地域の
魅力を伝える事が出来たならば、興味を持ってくれた人に

「ちょっと行ってみようか」という気持ちと行動が生まれ、の
ちの移住へのファーストステップに繋がっていきます。　近
年そういった場には、地方の生活に将来の希望や憧れを抱い
て訪れる若者や、趣味として関わりを持ちたいと考えている
人々が増えつつある事も事実です。　例えばその中には都市
生活に疲れ、少なからず逃避の気持ちを抱いて農村への移住
を考えている若者もいますが、私はそれでも良いと思ってい
ます。それも農村に来る動機の一つには変わりはなく、本来
人間に備わった心と体のバランスを保とうとする健全な思考
ではないかと思います。生活環境の変化が体に合えば、本来
の力を発揮できる人間もいます。
しかも、そういった若者が都市部で生活し働く中で得たあら
ゆる経験やスキルは、農村生活においても十分通用する事で
あったり、今まさに農村が必要としている事であったりしま
す。　今後は彼らこそがこれからの農村の活性化には不可欠
な存在となっていくと考えています。
元・江戸っ子の友人も今まさにイキイキと経験を活かして農
業に勤しんでいます。　

もし、本気で農村に若者を呼ぶのであれば、そういった若者
がいる都市部のマルシェや新・農業人フェアなどの場所に、
農村の人間が積極的に直接参加すべき時代に入っていると
思っています。　　　　　　　　　　　　　　小さなタープ
で紹介ブースを設けるも良いし、野菜や加工品の販売を行う
も良い。そしてその中で都市部の若者と交流する機会を掴ん
だなら、「連絡してくださいね。」で名刺やパンフを渡して満
足して終わる事無く、その場でＳＮＳ等を使って関係を作り、
その後少しずつでも日々の農村生活のありようを発信し続け
る事が必要です。　わざわざ出向く為に割いた貴重な時間を
絶対に無駄にしない気持ちが大事です。また同時に都市部の
若者が何を考え何を求めているかを知る事で、農村は何をす
べきか様々なアイデアや改善のヒントも生まれてきます。

そして出来ればそういう場所に地元の若者や既に就農した若
い農家を連れて行く事も必要です。　交流の中で、双方埋め
る事の難しいジェネレーションギャップやカルチャーギャッ
プの壁に当たる時が必ずありますが、そこを若者は埋めてく
れます。　また農業体験や収穫祭など現地に来てもらう直接
的な交流は、参入する側、受け入れる側共にある程度の『決意』
を固めていく最も大事な時間でもあります。当然ですがこの
時、地元で全部用意して、やってきた若者を単純なお客様と
して受け入れるのではなく、火起こしや、会場づくり、食事
準備など一緒にイベントを作り上げ、片付けまでやる。この
時間こそ最も大事な、ある意味『新規』と『地元』の初めて
の共同作業となり、農村の未来へ繋がる第一歩となります。

有限会社三里塚物産 ( 農産加工・販売会社 )
大森　武徳

新規就農者のために地元が出来る事。
地元のマルシェで焼き芋を売っている大
森さん（頼まれごともどんどん引き受け
る方です）



7名古屋生活クラブ　たねまき新聞

うぶやの会は岡崎にある自然なお産で有名な『吉村医院』の
OG 会で、スタッフは現在 20 名。その内名古屋生活クラブ会
員は 13 名。( 何と半数以上を占めているのが今回判明！笑 )　
うぶやの会が毎月行っているイベントへ名古屋生活クラブ伊
澤さんが勉強会として来てくださったり、『チャリティーマー
ケット』を一緒に盛り上げで頂くなどうぶやの会との結び付
きはありがたい事に深い物となっています。これからも共に
学んで行けたら幸いです。
めったにないチャンス！うぶやの会の事を少し詳しく紹介さ
せてください。吉村医院では妊婦から古屋 ( 江戸時代の茅葺
き屋根の古民家 ) と言われる場所で、古屋労働 ( 雑巾がけ、
スクワット、薪割り等 ) と言われるお産が難なくいくよう身
体を整える活動をまるで学校のように通い行います。そこで
は予定日の近い友人もでき身体ばかりでなくメンタルも友や

先輩ママと分かち合う事が出来て ( これはその後『古屋仲間』
と呼ばれ産後もその絆はずっと続きます )、自然なお産への
準備を心身共に出来る素晴らしい仕組みになっているのです。
診察も大切にしていて 1 人にかかる時間は一般的な病院と異
なるのも特徴的です。これは吉村正前医院長のスピリッツで
あり、現在の田中寧子医院長に今も受け継がれています。そ
して吉村医院で妊婦～出産を経験し、母となった私達にもそ
のスピリッツは脈々と受け継がれ子育てへと向かうのです。
うぶやの会は言わば出産で吉村医院を卒業したお母さん達の
同窓会。
これから続く次のステップ『育児』に寄り添い共に行こうと
する会なのです。
正に No  ubuyanokai　
　　　　　　　　No  Life

名古屋生活クラブの会員さんのお店や活動などを紹介します

うぶやの会 うぶやの会は吉村医院での出産に限らずどなたでも入会する事ができます。
問い合わせ　ubuyanokai@hotmail.co.jp

うぶやの会のチャリティーマーケット
3 月 7 日岡崎にある『むらさきかん』にてチャリティーマーケッ
トを開催しました。これはうぶやの会がこれまでに関わって来
た方々を応援するチャリティイベントで募金を目的とするマー
ケットです。募金先は以下 ( 順不同 )
・東北大震災より放射能の被害から子ども達を守る保養活動を
している『福島のみんな！遊びにおいでんプロジェクト in 愛知』
・格差社会の激しいフィリピンで母子の命を救う活動をしてい
る助産師『冨田江里子さん』
・昨年 5 月に名古屋生活クラブさんとうぶやの会で企画したお
話会が記憶に新しいタイで売春エージェントに抗う『トンディ
さん』
主旨に賛同頂いた出店者さんは 26 店舗。うぶやの会の会員さ
んを中心に手作り子供服・雑貨、織物、羊毛雑貨、パン、無農
薬野菜、ワークショップ等の魅力溢れるお店が集まりました。
皆さんより売上の一部を寄付頂き、うぶやの会はスタッフが手
づくりした小座布団を販売し売上全額を寄付に充てました。名
古屋生活クラブさんからも伊澤さん、石川さん、トンディさん
と交流の深い STA のりゅうさんも出店くださりお疲れ様会で
も心に響くお話をして下さりました。
集まった募金総額 58,500 円、三団体へ 19,500 円ずつ寄付させて
頂きます。
会場に足を運んでくださった皆さま、出店頂いた皆さま、本
当にありがとうございました。皆さんのお陰で温かいチャリ
ティーマーケットを作り上げる事ができました。関わって頂い
た全ての方にこの場をお借りしてお礼申し上げます。

せっかくスタッフ内に名古屋生活クラブの会員が多いので
インタビュー形式で会の紹介をさせて頂きます。
●質問 1  うぶやの会とは？どんな活動をしているの？
M.H) うぶやの会は育児に不安を抱えたお母さん達が気軽に
集える場所、学べる場所、楽しめる場を提供したく、毎月
一回、季節のイベント、交流会、講演会、上映会、マーケッ
トなど、子連れで参加出来るイベントを開催しています。
D.K ) スタッフは育児の喜びも悩みもシェアしながら、楽し
く活動しています。
N.N) スタッフ自身が学びたい、楽しみたいものを形にして
いく活動をしています。
R.N) 年に２回かわら版 ( 会報誌 ) を発行しています。巷の
育児雑誌にはのっていないようなうぶやならではの情報満
載です。素人が作成したとは思えない位、内容が充実して
います。
A.N) お母さんたちが笑顔になれる集える和 ( 輪 ) になれる
イベントを企画。子どもをもつお母さんスタッフですが作
業はテキパキ早く ( 私は遅い )、楽しみながらワイワイ作業
をしています。みんなの幸せを願いながら。
●質問 2  うぶやの会の PR をどうぞ♡
M. Ｈ ) 会員さんは皆活き活きされていて知識豊富な方、趣
味に長けている方、料理が上手な方、勉強熱心な方等々、
本当に素晴らしい方が多く、親しくなりたい方ばかり！子
育て真っ最中のお母さん達がお母さんの為にイベントを企
画運営しているので、ニーズにあっている事もうぶやの会
ならではだと思います。
S. Ｋ ) 仲間 ! 出会い ! お腹の子や産まれた子逹が引き合わせ
てくれた、魂友に出会う事が出来る。遠く離れた友達との
再開の場にもなる。
北海道にも福岡にも小笠原諸島にもにもうぶやの会の仲間
がいます！
( うぶやの会スタッフ　税所宗子 )
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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

教員岡崎勝先生　　　　
　　　　　　の
　　隔月コラム

今回は「不登校」についてです。これを読んでくれて

いるみんなの中にも学校へ行っていない子がいるかもし

れません。

　学校へ行かないという子の理由は色々です。私も

いろいろな不登校の子どもたちと付き合ってきました

し、今も数人ですが付き合っています。まあ、お話をし

たり、ときには勉強のわからないところを教えたりして

います。最近は、フリースクールにも顔を出しています。

　本当は、本人も「学校へ行かなきゃいけない」と思っ

ていることが多いのです。だから悩むのです。「ま、学

校なんか行かなくてもいいやっ」と思えれば悩みません。

これから、大きくなったらどんな仕事をすればいいのか

な？くらいは悩みますが、それは、学校へ行っている人

だって同じなのですから、特別なことではありません。

　学校へ行けなくなったというきっかけや理由は

色々あります。友だちにいじめられたとか、先生がめちゃ

嫌な奴だとか、給食を無理矢理食べさせられたとか、勉

強がぜんぜん分からなくなったので、つらいとか……、

ときには「お母さんと、はなれたくない」というのもあ

ります。

　でも、はっきりと理由があるのなら、その原因がな

くなれば行けるはずだと思うのですが、それほど簡単で

はないのです。いじめられて行けなくなったというけれ

ど、いじめた子が謝ったり、先生に厳しく叱られたりし

て、いじめられなくなったら行けるか？というと、また

他の理由が出てきたりして、行けないなあということも

あるのです。

　不登校の子は「わがままだ」という大人や子どもが

まだたくさんいますが、それはちょっと違います。もち

ろん、中にはそういう子がいるかもしれませんが、私は

まだそういう子に会ったことがないのです。

　やはり、行けない理由があるし、それはとても複雑

です。ときには、本人もよく分かっていないことだって

あります。

　たとえば、人と話すのが不得意で、それが恥ずか

しくてどうしても学校へ行けないという子もいます。で

も、それはなかなか他の人に分かってもらえません。「勇

気を出して話しかければいいじゃない」とか「クラスの

仲間が声をかけてあげればいいでしょう」と思うかもし

れませんが、それほど簡単ではありません。もし、それ

で学校へ行けるようになったらラッキーです。

　いくら周りが気をつかっても、やはり、最後は本人

が今の自分を変えていくしかないんです。それをじっく

り待つということだと私は思っています。気を遣いすぎ

るのはよくないです。親は、不登校の自分の子を何とか

したいと思いますが、あまり、何とかしたいと思いすぎ

ると、かえって子どもはつらくなります。困っているの

は子どもですから。

　みなさんだって、勉強して欲しいという親の気持ち

はわかるけど、そしてそれは正しいんだろうけど、何度

も言われたり、無理に成績上げなさい！なんて言われた

りするとムカつくし、親を嫌いになるでしょ……それと

同じです。

　「不登校」の子ども気持ちを分かってあげるのはよ

いことですが、全部分からなくてもいいのです。でも、

その子なりに悩んでいるのだということは分かってあげ

て欲しいですし、不登校の子には、優しくして欲しいと

思います。でも、最後はだれでもそうですが、自分でよ

く考えて、自分で決め、行動するしかないのです。周り

の人は、それを応援することはできても、交代してあげ

ることはできません。

　自分の前に面倒なことがおきたら、できることは

三つです。「そこから逃げる」「それと闘ってやっつける」

「黙ってがまんする」です。この三つはどれも間違って

いません。「ひとのせい」と「じぶんのせい」の二つの

面からよく考えて決めるしかないのです。……とりあえ

ずはね。（次回は先生嫌いです）

不登校について
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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

12

庭の杏の花が散ってスモモが白い花をたくさんつけているどろんこ村では、３月
３１日５０名近くの子どもたちが楽しんだ「春休みファームスティ」が終了した。
そしてチヒロちゃんとサクラちゃんの「１年間ファームスティ」も終わった。

　「１年間ファームスティ」の卒業制作は、春休みファームスティの１コースをリー
ダーとして回すこと。

「どう？やってみる？」というこちらの問いかけに、「やりたい！」と頷いた二人。
サクラちゃんは②コース目１７人、チヒロちゃんは③コース目１９人を視野に入
れて、最初のコースを回すゴーちゃんの意見を聞きながら２泊３日の体験内容、
食事など考えて、決めていった。２コースとも人数が多いので２グループに分けて、
研修生のフーちゃんが１グループを担当した。全体を見るのはもちろんチヒロちゃ
んとサクラちゃんの仕事である。
うまくいったこと、うまくいかなかったこと、いろいろあるけれど、二人は５年
生とは思えぬ気力と体力でそれをやりこなした。
おじちゃんとおばちゃんはただただ感服した。
毎日毎日（３月に入ってサボることもあったけれど）豚や鶏の餌をやり続けた二人。
最近は田んぼで放すアイガモの赤ちゃんたちの世話も増えたし…。
そのことを通じて多分育ったであろう二人の意識の成長を見られたことは、私た
ちにとって何物にも変えがたい宝のようなものである。

チヒロちゃんとさくらちゃんの 1 年の
ファームステイが終わりました。二人か
らの文章を掲載します。
どろんこ村のファームステイについては
開催の都度チラシが入りますのでご覧く
ださい。名古屋生活クラブの会員のお子
さまが多いそうです。

　約一年間どろんこ村で過ごして、心に残っているのは２つあります。
 １つ目はえさやりです。毎日ちひろちゃんとブタとニワトリにえさをあげています。ブタは小さいと
きとっても可愛いです。でも、一ヶ月たつと、とても大きくなるので、えさやりが大変になります。冬
になると日の出が遅いので、夏は 6 時半にえさやりしてたのが、7 時ごろになって、やるのがめんど
くさいと思うことが増えました。でも。誰かがやらないと育たないからと思ってやるようにしています。
 ２つ目はニワトリの解体です。4 月に初めてやったときはかわいそうという気持ちが強かったです。
でも誰かがやらないと、とり肉は食べれないかと思いました。自分たちでひよこから育てたニワトリ
をやっているけど、まだ一度も首を切ったことがないので勇気を出して、首を切ってみようと思います。
　
　どろんこ村に来る前は、動物の命なんて深く考えたことも無かったけど、きて、普段はあまりみえ
ないところでつながっているのを知りました。私は毎日ブタとニワトリに餌をあげてから学校に行き
ます。毎日えさをあげて、育ったブタを、ハムや肉にして食べています。自分たちで赤ちゃんのとき
から育てたブタは、まだ食べてないけれど、きっと美味しいと思います。私は、花や草や動物みんな
命はあると思います。花や草は話はできないけど、すこしづつ成長しているし、水がないとかれてしまっ
たりするからです。もし、花や草に命がなかったら、私たちはうまれてないと、私は思います。
　
　私は、将来保育士になりたいです。保育士になったら自分がこの一年間思ったことや、命の大切さを
保育園にきた子におしえてあげたいです。そして、動物をたくさん飼って、いま、毎日やっているように、
みんなでえさをあげたいです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（川澄　咲良）
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　　私は「十五少年漂流記」という本を読みました。この本は、十五人の少年が海に流されてしまい、
アノベル島という名の無人島にたどりついたところから始まるお話です。少年たちはこの島に二年も
住むことになり、その間におこったさまざまなエピソードが書かれています。
　いろいろなせいかくの十五人の中でも、私が特に気に入った人物はゴードンです。

「何事もすすんであたれ」
「努力するチャンスはけっしてのがすな」
「つかれていることをいやだと思うな。役に立たないくろうはない」
この三つはゴードンがアノベル島でさいしょの大とうりょうになった時、楽しく冬をのりきるために
決めた日々の目標です。これはかんたんなようで、実はとても勇気のいる目標だと思います。ゴード
ンのようにふかく物事を考え、まわりにしんらいされる人物になるには、このように気持ちを前向き
にしなければいけないのだと思いました。
　この本の中で心に残ったエピソードは、四人の少年がジャガーにおそわれるところです。新しく大
とうりょうに変わったブリアンのやり方が気に食わず、集団生活をはなれてしまった少年たちを、ブ
リアンがれいせいなはんだんで助け出します。そして、あらためて心を一つにした十五人の少年が、
島に入り込んできた七人の悪者すいふとたたかい勝ちぬいていきます。
　私は四月から家族とはなれ、自給自足をしている農家の家に住み、そこからちかくの小学校に通っ
ています。自分のせんたくやそうじだけでなく、ぶたやにわとりの世話もまかされています。ここに
来ることは自分できめたので少年たちとはちがいますが、かれらのきもちはとてもよくわかります。
ここでは協力し合うことがとても大切だからです。
　この物語ではいろいろなエピソードを通して、協力することの大切さをおしえてくれました。十五
人の少年が大自然の中で一人も死ぬことなく生きぬき、最後はそれぞれの親に会えるというハッピー
エンドをむかえることができたのは、それぞれが協力し合い、勇気を持ってこんなんに立ち向かって
いったからだと思います。
　私のこの先の人生、いろいろなことがあると思いますが、この少年たちのようにまわりの人たちと
協力し、どんなこんなんにも勇気をもって立ち向かっていきたいと強く思いました。

（）

たねまきクラブ　～味噌づくり～　＠一宮

「今年もまた皆さんと味噌作りができて良かったです。毎回、広い会
場も道具もすっかり揃った状態でやることができるので、本当に有
難く思います。（筒井さんありがとうございます。）
おかげで我家のみそ作りも定番行事となりました！」

「他の方とおしゃべりしながら、豆を潰す作業を楽しくできて、楽し
かったです！子どもも参加できるのがとてもうれしいです。筒井さ
んや他の会員さんのお話もいつも参考になります！お味噌の食べ比
べ、どれも本当においしい味噌だなぁと改めて感じました。自分で
作るようにもなりましたが、混ざりものが入ったお味噌が多く流通
する中で、この本物のお味噌を生産してくださるメーカーさんを応
援したい！！という気持ちになりました。

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

たねまきクラブスケジュール

4 月 25 日 ( 火 ) たねまきクラブ三河（みんなで話そう！こどものお菓子）岡崎市民会館

5 月 12 日（金） たねまきクラブ一宮（島田農園見学会）

6 月 たねまきクラブ一宮（醤油の作り方教室）日程・会場調整中

たねまきクラブ一宮では 5 月、稲沢
の野菜の生産者、島田さんの畑を見
学しに行きます。日程決まりました
らお知らせで掲載します。たねまき
クラブメンバーでない方のご参加も
OK です。
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高坂農園の作物を使って料理を作り、お米や野菜の話をし

ながら交流を！と企画された「高坂レストラン」。

高坂さん、奥さんのつかささん、スタッフの田中さんと会

員さん 14 名で、まずはお料理作りから始まりました。

メニューはつかささんレシピによる炊き込みおこわ、豚汁、

切干大根とわかめのサラダ。

お米をはじめネギ、にんじん、里芋、大根、たけのこ、切

干大根、それから味噌まで高坂農園産！

端境期で保存した野菜ばかりとのことでしたが、冬の間、

農家の知恵と業で保存され、見た目も味も申し分ない野菜

を集まった会員さんの慣れた手つきで調理してあっという

間に仕込み完了。

ご飯が炊き上がるまで、高坂農園の様子を写真で見ながら

お話を聞きました。

環境問題から有機農業に携わって 20 年、毎年試行錯誤を

重ねて農産物を作っている高坂さん。広大な農地の肥料を

作るにも、大きな穴を掘って落ち葉を堆肥にしたり、緑肥

用に大人の背丈より高い植物を栽培して細かく裁断してす

きこんだり、農薬や化学肥料を使わない代わりに様々な作

業をされおり、更にほとんどが手作業だということや土の

栄養状態を測定していること、肥料を変えたらにんじんが

全滅したことなど高坂農園の取り組みに参加の皆さんは興

味深く耳を傾け質問もありました。

有機農業は大変だ、といわれ、実際に有機農家になる人は

減っているとの事。高坂さんはこの現状を知った上で、「安

全な作物でたくさんの人のお腹を満たすこと」を目指して

有機でいかに量を収穫できるかを目指しているという言葉

が印象的でした。

参加された皆さんから、生活クラブの野菜は美味しいとい

う嬉しい感想を頂つつ、もっとこうなったらいいな！とい

う意見や、高坂さんに作ってもらいたい作物のリクエスト

など、高坂さんや生活クラブにとっても貴重な声を頂きま

した。

あっという間に時間は過ぎて、いよいよお昼ご飯。

おこわも、豚汁も、切干大根のサラダも大好評！高坂家の

紅芯大根甘酢漬けと自家製干し芋のデザート付きで（しっ

とりとして甘くて絶品！）おかわり続出でした。

5 月からは年間を通じた阿智村交流会の企画があります。

みなさん是非ご参加下さい！

交流会報告 高坂レストラン
日時：3 月 9 日 10 時～ 13 時　　ウィルあいち調理室
高坂さんと奥さんのつかささん、スタッフの田中さんと会員さん 14 名

　阿智の田畑体験交流会　始まります

詳しくは別途配布のチラシ、またはお問合せください！
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配達員として日々トラックに乗る傍ら、問い合わせに来て
下さる新規の会員さんに向けての最初の窓口としての応対
の仕事もさせてもらっています。
今、僕はとても好循環な心で仕事に取り組めていると感じ
るのですが、ほんの 1 年前までそんな心のありようではな
かったように感じます。
人との関わりは面倒なので孤独でもよい、ある意味その方
が気楽。あまり干渉しないでね。僕もしませんから、、、と
いう心持ちだったのでした。

転機は昨年のお豆腐あげ：練り物おでんでおなじみの高橋
徳治商店の高橋社長の交流会にあったと思います。東北石
巻、大震災による津波の被害で工場を流されながらも、も
う一度奮起して工場を再開させた高橋社長、添加物でごま
かされた食品ではなく、本物の練り物を提供したいと愛情
をもって話をする姿は社長の軽妙なトークにも助けられ、
会員さんからの「誘われて行ってみたけど、行ったらすご
く良かった」の声に喜びを感じ自分の中でとても印象深く
残っています。
名古屋生活クラブに関わる生産者の方たちは、ものすごく
話好きな方が多いですしモノの受けてである消費者：会員
さんと交流したがっていると強く感じます。会員さんから
のおいしかった、ありがとうという声をものすごく聞きた
がっていると感じます。

最近人をつき動かしていくその行動動機は何か、どこにあ
るのかと考えます。以前の自分がそうであったように、確

かに人と付き合うのは神経も使いますし、素の自分をさら
け出す勇気も要ります。しかし先述の高橋社長や他の生産
者さんともお会いする機会の中、おそらく人生の喜びのと
ても大事な要素は、他人と関わることであり、お互いをた
たえ合う中で自分の存在意義を感じること、自分を知る人、
ファンを一人でも多く増やすことにあるのではないかと最
近感じるのです。
そういった思考の転換が得られると、今自分の携わる仕事
がとても魅力的なものに思えて仕方ないのです。生産者交
流会や勉強会での良かった、おもしろかったの声がうれし
く、はげみになるのです。

まあ、僕は基本勉強キライ（！）なので、安全面のうんち
く等はすぐ頭から離れてしまいます。なのでそういう話は
すぐに、うちの社長と外山博士に振ってしまいますのでよ
ろしくお願いします（笑）。そのかわり、この名古屋生活ク
ラブを通して、顔のみえる生産者から買う魅力の方が、スー
パーで淡々と買う食材よりも健康的でおいしく、食べると
いう人生の喜びをさらに豊かにするものであることを一生
懸命話します。

会員さんが増えて、名古屋生活クラブのファンが増えるこ
と、ひいては西山俊樹のファンを増やす！というのが、至
上の喜びであるので、皆様これからもどんどん僕に絡んで
ください。くれぐれも優しくね！（打たれ弱いので（笑））

西山 俊樹
火アコースを配達。これから木ホ
豊橋・豊川・新城コース配達予定！

（お知り合い紹介待ってます！）
配達以外では、営業や交流会、勉
強会の企画に携わっています。

クラタペッパーの
　　　　ブラックペッパー
金ヨ T さん
おいしいので（辛いだけじゃない）。4
才、7 才の子どもまで「こしょうかけ
て～」と言ってくる。
金ヤ　K さん
これがあると料理の格があがります。
ミルサーでカリッカリッと鍋に入れる
ときの香りが最高です。

今さんの煎り黒豆
木フ T さん
おいしい。パクパク食べれちゃいま
した。味が濃い！豆なのにたくさん
食べても、もさもさしないです。

阿智村の新規就農者たちの
輪が広がるセット
木フ T さん
値段が商品に対して安いのに、と
にかく安全でおいしいので！生産
者さんの想いがつまっていて応援
したいという気持ちもあり

会員の試食感想
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名古屋生活クラブ　たねまきの会イベントスケジュール

4 月

4 月 8 日（土）市川さんの畑交流会（じゃがいも作り）

4 月 12 日 ( 水 ) 緑区ご近所交流会「腸内環境」（徳重地区会館ユメリア）10:15 ～

4 月 27 日 ( 木 ) 各務原カンファレンス（岡崎市図書館交流プラザ）

4 月 28 日（金）春の試食会＆交流会「プラスチックの危険性について」（みよし市黒笹公民館）

5 月
5 月 23 日 ( 火 ) 河田昌東先生交流会（安城市民交流センター）

5 月 24 日 ( 水 ) 幸田町勉強会

6 月

6 月 3 日（土）どろんこ村交流会

6 月 10 日 ( 土 ) 遠忠食品交流会

6 月 17・18 日（土～日）三上さんのりんごの袋かけ

6 月 29 日 ( 木 ) 河田昌東先生交流会（四日市）

阿智の田畑体験交流会・選べる 3 コース（場所：長野県下伊那郡阿智村）※現地集合
A 高坂さんの田んぼ　6 月上旬（田植え）下旬（草取り）/10 月上旬（稲刈り）/12 月（もちつき）
B 金子さんのさつまいも畑　6 月中旬（植えつけ）/7 月下旬（草取り）/10 月上旬（収穫）
C 市川さんのじゃがいも畑　4 月上旬（植えつけ）/5 月下旬（草取り・芽かき）/7 月下旬（収穫）

・・・・・編集後記・・・・・
4/1、4/2 南相馬に行ってきました。半年ごとに行って
いる放射能測定のためです。うなぎカフェの岩本さん
や菜の花プロジェクトの杉内さんにもお会いできまし
た。あちらは 4/22、4/23 に控えた全国菜の花サミット
in 南相馬の話で持ちきりでした。油菜ちゃんが全国に
飛び立つ日です。（森田）

プラスチック容器ではない保存びんや弁当箱など準備中で
す。おすすめあったら紹介してください。プラスチックを
減らす方法、会員さん同士で共有できたら楽しいなーとも
思ってます！（石田）

渡部先生の講演会を聞いて、何かすぐに出来ることをやってみよう！と
家にあるプラスチックを減らすことから始めました。
家中プラスチックだらけ、だったのでまずは食品からスタート。
・最初に空き瓶や使っていない食器や鍋など、保存できる容器を家の中から探す。
使ってない食器は結構出てきました。プラスチックの食器やお箸などは思い切って処分。
・味噌や塩、乳製品など塩分や油分が多いものを優先でビンや瀬戸物に移し変え。
・サランラップを多用していたので減らす工夫。
小さい鉢や皿に合う大きさのお皿をかぶせたり、さらしや布巾を掛けてゴム。
おにぎりは手で握って容器に入れる。サンドイッチやパンもラップせずに容器に入れる。
・子どもの菓子（油を使ってあるものを中心に）は開封したら空き瓶や保存容器にうつす。
　小分けにしたら食べ過ぎ防止になったり、外出時もそのまま持ち出せて便利でした。
・肉や魚もビンなどに移し変えて冷蔵、冷凍。
・野菜はビニールに入っていたものを新聞紙でくるんだり、布の袋に入れたり。
新聞紙や布の袋は適度に湿度が保たれるのか思ったより野菜が長持ち。
・パンも布の袋に入れて冷凍。ビニール袋のときと大差なしでした。などなど・・・

大前提として、家に持ち込むプラスチックを減らそうと心掛けるようになりました。スー
パーなどで買い物しても肉や魚などさらにビニール袋に入れるのを控えたり、パン屋に行
くときは袋を持参して入れてもらったり。お店で買い物をする際に持参した容器に入れて
くださいと頼むと、変な顔もされず商品を入れてくれることがわかりました。
プラスチックが家の中に溢れていて、減ったという実感は正直ないですが、食品がプラ
スチックでない容器に入っていると美味しそうに感じるとの感想も家族から聞けました。
ゲーム感覚で持ち込まない＆減らすアイデアを考えて実行して楽しみながら続けようと思
います。

「何かすぐに出来ることをやってみよう！」
家にあるプラスチックを減らす

会員さんの声

「特集　プラスチックについて考える前編」　は
8 ～ 10P をご覧ください
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