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核融合科学研究所（岐阜県土岐市）の
重水素実験について

2017 年 3 月 7 日から、岐阜県土岐市にある自然科学研究機構

核融合科学研究所で、重水素を使

用したプラズマ実験が開始されました。この実験では、放射性物質であるトリチウムが発生し、
回収しきれずに環境中に放出される事から、心配な方も多いと思います。実際には、どれくらい
危険なものなのでしょうか？
次ページへ・・・

核融合科学研究所の重水素実験については、会員の方から不安の声と質問があっ

たことからお応えする形で勉強会も行いました。交流会や勉強会は会員さんの声を聞きな
がら開催することが多いです。各地域で行われるため、お住まいの近い会員同士お話でき
る機会でもあります。今決まっているのは以下の通り。まだ間に合うものもあるのでお気
軽にお問い合わせください。
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5 月 23 日 ( 火 ) 河田昌東先生に聞く「遺伝子組換え作物の話」（安城市民交流センター）

5月

5 月 24 日 ( 水 ) 幸田町「市販のものと食べ比べながら製造の違いを勉強しよう」
5 月 27 日（土）どろんこ村交流会（1）
（満員のため締切）
6 月 3 日（土）どろんこ村交流会（2）（満員のため締切）
6 月 6 日（火）一宮市「パーム油の発ガン性物質について」
6 月 8 日 ( 木 ) 東海市「試食しながら食べ物の選び方・考え方を学びましょ」（上名和公民館）
6 月 10 日 ( 土 ) 遠忠食品宮島さん交流会「親子で考えよう誇れる里海を未来に」
（ウィルあいち）

6月

6 月 14 日（水）安城市勉強会
6 月 15 日（木）瀬戸市勉強会
6 月 17・18 日（土～日）三上さんのりんごの袋かけ
6 月 22 日（木）道長さんのぬか漬け交流会 in 名古屋（ウィルあいち）
6 月 27 日（火）道長さんのぬか漬け交流会 in 岡崎（図書館交流プラザりぶら）
6 月 29 日 ( 木 ) 河田昌東先生の放射能について学ぼう（四日市市文化会館）

10 月

10 月 21 日（土）マルシェ（三河エリア）※計画中
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トリチウムについて
排出、発生量の比較

排出量（または生成量）
（ベクレル / 年）

核融合科学研究所

3.7 × 1010

沸騰水型 *1

2 × 1013

福島第一原発

福島第一原発

玄海原発

加圧式小型軽水炉 *1

ピカリング原発

六ヶ所村再処理工場

20,000 億 放出量 事故前の 2008 年（合計約 500 万 kW

200,000 億 蓄積量 100 万 kW あたり

3.4 × 1015

1,000,000 億 放出量 2010 年（合計約 350 万 kW

2 × 1014

2,000,000 億 蓄積量 100 万 kW あたり

8.4 × 1014

8,400,000 億 放出量 カナダ（合計 770 万 kW

1.3 × 1015

天然 *1

9.6 × 1017

4.7 × 1019

加圧式小型軽水炉）

重水原子炉）

13,000,000 億 放出量 2008 年（アクティブ試験）

2.0 × 1016

2 × 1016

沸騰水型軽水炉）

34,000,000 億 放出量 事故後に放出（2014 年 3 月 25 日時点の推計）

1 × 1014

水爆実験 *1

核融合発電 *1

370 億 生成量 後半は 550 億ベクレル / 年

2 × 1012

200,000,000 億 放出量 実際に 800 トン処理した場合

200,000,000 億

1954/3/1

9,600,000,000 億

地球全体

ビキニ環礁

470,000,000,000 億 使用量 100 万 kW あたり

*1：原子力資料情報室より

1 年間に 370 億ベクレル（後半 3 年は 550 億ベクレル）というと、とてつもなく多いように感じますが、
現在稼動している原発、再処理工場と比べて、非常に微量だという事がわかります。今回の実験は、実際に
核融合を起こすものではなく、危険があるわけではありませんが、核融合炉が実現した場合は無視できない
大きな放射能量になります。
施設の放射化とは・・・

施設の放射化
現在核融合の計画には、ノーベル物理
学賞を受けた小柴昌俊さんが反対する
理由として、核融合炉の炉壁の放射化
の問題もあります。

核融合炉は、核融合反応で出てくる中性子が外に漏れない
ように、厚いコンクリートで遮蔽します。しかし、中性子
を止める為のコンクリートの成分が、放射性物質に変わっ
てしまい、蓄積するという問題が起こります。

例えば半減期 2.7 年の鉄の放射性同位体（55Fe）が 1019 ベクレル生成すると予想されています。
核種

半減期

放射能（Bq）

55Fe
54Mn
185W
182Ta
59Fe
60Co

2.685 年
312.2 日
75.1 日
115 日
44.56 日
5.27 年

1.28 × 1019
3.73 × 1018
1.04 × 1018
6.95 × 1017
6.69 × 1017
6.51 × 1016

呼気摂取に対する潜在的 経口摂取に対する潜在的
放射線リスク指数（m3） 放射線リスク指数（m3）
3.33 × 1017
2.22 × 1013
3.99 × 1017
2.79 × 1013
1.74 × 1016
3.50 × 1012
4.58 × 1017
7.62 × 1012
3.35 × 1016
2.01 × 1012
1.14 × 1017
8.52 × 1011

原発は、核分裂反応で放射性物質が大量にできますが、核融合では放射性物質はできないので、安全だと
いわれています。しかし、放射化によって、こんなに多くの放射性物質ができてしまいます。原発に比べ
ると、リスクは低いのかも知れないけど決してクリーンな電力ではないし、そもそも実現可能かどうかも
未知数です。
まとめると、今回の実験には大きな危険性はありませんが、将来的には大きな危険性があります。
正しく反対しましょう。
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プラスチックについて考える（中篇）
各務原カンファレンス渡部和男（医学博士）
～忍び寄るプラスチックの危険性～
プラスチック講演会の模様をお伝えする特集、2 回目の今回は、健康への影響
について中心に渡部先生のお話をまとめました。

渡部和男さん

健康を脅かすプラスチック

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
趣味は登山・カヤック・魚釣り・キャ
ンプ・ワイン・農業とうとう

①内分泌系への影響

エストロゲンがさらに外から余分に入ってくることが問題です。
ビスフェノールＡ・缶詰の内側のエポキシ樹脂⇒構造式からも分かりますが、
「水
に溶けにくいく、油に溶けやすい」性質。油脂類に溶けだしやすく、酸や高温（温
かい缶飲料）などの条件下ではさらに溶け出しやすいと言えます。

ビスフェノールＡの健康への影響
【ポリカーボネイト樹脂】
・ＣＤ，ＤＶＤ，双眼鏡

・発がん性 動物実験（乳がん、前立腺がん）

・哺乳瓶、食器

・子に生殖器異常

・パソコン、家電

・雄の精液の質の低下

【エポキシ樹脂】

・雌の早熟

・缶詰のライナー

・インスリン抵抗性や糖尿病や代謝障害

・レジの領収書

・ＡＤＨＤなどの行動異常

ビスフェノールＡは脂肪蓄積させます。一般に人の体の中では異物は解毒されるのですが、ビスフェノールＡは
体の中で水に溶けやすくなり、排泄される流れに乗るのですが、カナダの研究では抱合したものであっても細胞
内に脂肪蓄積を促したという結果があります。

②塩化ビニルの問題
塩化ビニル自体は硬く、もろく、光で分解されやすい物質のため、それを改善するためいろいろなものが添加さ
れます。製造時・使用時・廃棄時 3 段階で問題がある物質です。可塑剤として、フタル酸エステルが 1％から多
いと 60％（ホースとか）使用されている。難燃剤も使用されています。
製造

塩化ビニルモノマーの発がん性、水俣病（熊本、新潟）起こした

使用

添加物（フタル酸エステルなど）の問題
建材：塩化ビニルの箱の中の生活

廃棄・燃焼

塩素化合物、アルデヒド類など多様な物質の発生。ダイオキシン

③フタル酸エステルの問題
用途

毒性

塩化ビニルを柔軟にする

人間：透析に使用したチューブ血管炎

香料の溶剤

女子の早期乳房発育

ボディケア製品の安定剤

精巣委縮、精子数減少、細胞の老化と

フタル酸はひろく様々な物に使

の関連

用

毒性の一部でまだ解明が不十分

④甲状腺肥大の問題
甲状腺分泌異常は男性より女性に多いことが知られています。最近、甲状腺の調子悪い
人が多いです。非常に気になっています。女性の 4 人に 1 人は腫れているとまでは言わ
ないが異常があります。甲状腺異常に影響しているのか？甲状腺ホルモンはエストロゲ
ンに比べて研究が進んでいないが、いろいろな物質の影響を受けます。

物質名
■2.4.6.-トリブロモフェノール（ＴＢT)

用途
プラスチックなどの難燃剤

影響
遊離した甲状腺ホルモンを減らすなど
多様な影響

■ポリ臭化ジフェニルエーテル

臭素化難燃剤、プラスチックに使

ブラウントラウトに多量投与すると血

「非常にやっかいなやつ」

用

漿全チロキシンが減少

■過塩素酸

ロケット燃料、花火、マッチ、エ

甲状腺ろ胞細胞のヨウ素取り込みを阻

「みなさんの甲状腺を守るためにお

アバック

害

話します」

※「花火で煙にまかれるときある

ヨウ素輸送を阻害

が、ああいう状態はあまりあわな

※影響を受けやすい人では甲状腺ホメ

い方がいい。特に子どもは」

オタシスをかく乱

■臭素化アゾ色素
家庭内のほこり中に多い（衣類など）変異原性や発がん性があるものも。
難燃剤もほこり中に多いが、アゾ色素はさらに多い（2016 年最近の研究で分かってる）
「そんなに高級な掃除機を買わなくて、安い掃除機でいいから掃除はこまめにしましょう」

■プラスチックをそのまま捨てると
海洋に出る
→海岸の景観悪化
→マイクロプラスチック（細かいプラスチック）
・残留性有機汚染物質を吸着「油を吸着しやすいから」
（ダイオキシン、ＰＣＢ，ＤＤＴなどの農薬）
→プランクトン→魚→人間
魚の内臓を食べてもいいですか？
「内臓は好きだったら食べたら。肝臓は昔から貯まりやすと分
かっている。少なくても肝臓はやめたら？」

子どもの離乳食をピジョンの容器で食べ続けていましたが？（熱いかゆを熱いうちに入
れて冷凍にして使いまわしていた）
やめましょう。特に、幼い子は化学物質の影響を受けやすいことが知られています。

ビスフェノール A やフタル酸エステルが卵巣や精巣、内分泌系に特に影響を及ぼすこと
が強調されていました。脳の視床下部ほかへの影響やそのメカニズムなど知りたいです。
ホルモンの情報を受け取る細胞が視床下部などにあります。視床下部と内分泌器官はフィードバック回
路を作っていることが知られています。ここのホルモンによって多様なようです。

どの程度の量の影響を受ければ、どのくらいの健康被害が出るのかデータなどがあれば知
りたいです。
人間で実験を行うことはできません。人間でわかっているのは疫学調査結果です。分布が広い一般的な
内分泌かく乱物質被ばくはほとんどの人が被ばくしているので、結果ははっきりしない。しかし一部の
研究は、母親からのビスフェノール A 被ばくが多かった胎児は小児期に不安や抑うつ、攻撃、多動性が
強く、小児期に被ばくした場合は不安や抑うつ、多動性、注意欠陥、行為障害が強かったと報告している。人間
への影響は研究が進められている。

最後にお話しされたホコリの問題ですが、アクリルの毛布やポリエステルの入った服も人
体に有害ということでしょうか？
そうだと思いますが、寒かったり暑かったりすることも体に悪いので、全てを捨て去るのではなく、掃
除をして部屋の中のほこりを少なくすることが必要です。

渡部先生が実践していること・気をつけていること
・陶磁器やガラス、ステンレス、ほうろう、竹の皮、めんぱ、葉蘭などのプラスチックの代わりがあります。
・食品はプラスチック包装から早めに取り出し別な容器に
・なるべく加工食品は買わず、外食をひかえる
・香水などの余分な化学物質被曝は避ける
・製造、販売業者と相談⇒「きちんと生産者や流通業者と話し合ってください」
・家の中のほこりを少なくしましょう
・少しであっても、やればそれだけ良いでしょう

渡部先生語録
おにぎりラップ使わない⇒溶け出す
レシートはすぐ財布から出す
缶ビール飲んでいない
私は肉を買ったらすぐビンに移している
いつまでも入れておかないこと。それはできる。
間違ってもペットボトルに熱いお茶入れないでくださ
い。

楽しみながら

日常的に

夫しまし

う

次回は、参加者された方の質問への渡部先生の回答を中心に紹介します。

環境を守ることによって未来につなげ
る活動を実践し続けている方、社会シ
ステムの歪みを正そうと挑戦し続ける
方たちがいます。その活動を紹介し、
「未
来をどう創っていくか？」を考えます。

杉浦農園

杉浦大地

名古屋生活クラブとは 20 年近いお
付き合いになる杉浦農園。
農業だけではなく、里山の環境問
題などにも積極的に取り組んでい
ます。

モリビトの会での竹林整備の取り組み
- 人と竹林、里山の関係について
竹は古くから人の暮らしに欠かせぬ資材でした。軽くて
強度があり、加工性にも優れた資材は人々の生活における
必需品として取り扱われたからです。春になれば竹林から
生えてくる筍を食し、生活用品の中にも多く竹資材が利用
され、家を建てる際も土壁の竹組や高所作業のための足場
など、竹は様々な場面で活躍し、いくら竹があっても足り
ないくらいでした。そのため、昭和以前の集落近くの里山
では意図的に竹を栽培し、生活の必需品となる竹の生産手
段として竹林は大事に整備されていたとされています。し
かし、そんな必需品であったはずの竹ですが、昭和初期か
ら進んだ生活用品や住宅の技術革新により、その必要性は
徐々に薄まっていきます。生活用品は大量生産されるプラ
スチック製品に置きかわり、土壁はほとんどの住宅で利用
されなくなりました。里山の人々の暮らしの一部だった竹
林はその存在意義を失ってしまったのです。
- 荒れた竹林と里山の現状
愛知県の知多半島の先端部に位置する美浜町では里山や
丘陵地の果樹園に竹林が侵入し、この 10 年ほどで竹林の
面積が 35ha から 305ha と約 10 倍にも拡大し、今も拡大し
続けていると言われています。その多くは放置竹林で、内
部で竹が密生し枯れ竹が倒れるなど保水や土壌保全等の本
来の森林の機能が低下し、里山の特徴である多様な植生が
失われ、景観も悪化して問題となっています。昨今里山が
景観や生物多様性、持続可能な社会システムの視点から再
注目を受けている中で、先の理由から荒れた竹林は完全に
悪者扱いを受けている状況です。荒れた竹林の整備には莫
大な労力と費用、時間を要することから美浜町を含めた自
治体は頭を悩ませており、「竹害 ( ちくがい )」と言う言葉
まで生まれています。

デル竹林にて恒例のタケノコ祭が開催され、子連れのご家
族を中心とした 500 名を越す方々にご参加頂けました。
- ポーラス炭の土壌改良材としての農業活用
モリビトの会では、放置竹林を地域資源として最大限に
活用した循環型トータル事業化計画 ( 表 1) を画策し、竹林
を循環型社会の一部として活用できるような仕組み作りを
目指しています。その事業の内の一つとして農業における
土壌改良資材としてポーラス炭 ( 消し炭 ) を生産・販売を
実施しています。ポーラス炭とは伐採した竹をその場で焼
き、炭になるまで燃やした後、水をかけて冷ますことによ
りできる消し炭のことで、目に見えない無数の穴が穿たれ
た多孔質構造 ( ポーラス構造 ) をしていることからそう呼
ばれています。これを土に漉き込むと、この小さな穴が水
や空気を蓄え、微生物の活動を促進するなど、優れた土壌
改良効果を発揮します。杉浦農園を含めた農家においても
既に試験利用を開始しており、土を動かすことのできない
施設栽培などを中心として効果を上げています。
- 竹林整備を経て、再び竹林を人々の生活の営みの一部に
ポーラス炭を始めとしたモリビトの会の竹林整備の事業
化を通じて、竹が人々から再び必要とされることになれば、
それは竹林が人々の生活の営みの一部に戻ることを意味し
ます。過去のそれとは少々異なりますが、里山の一部とし
て竹林の有用性を示すことができれば、今後さらに注目を
集めるであろう里山の魅力の一つとしての竹林を取り戻す
ことができます。竹林は悪者ではなく、人々に寄り添う里
山の一部で貴重な地域資源、本来のその姿を目指し、モリ
ビトの会は活動を続けています。

- モリビトの会について
モリビトの会（正式名称：美浜町竹林整備事業化協議会）
は、荒れた竹林の現状を憂慮した地元住民、町内外の自然
保護団体、町作り団体を中心として平成 22 年に美浜町に
おける荒れた竹林を整備し、そこから得られる竹資材を売
却し、その資金でさらに竹林整備を進めることを目的とし
て発足した任意団体です。( 父の杉浦剛が発起人の一人で
あり、発足当時から杉浦農園として関わりを持って活動し
ています。) 発足以降精力的に活動を行っており、平成
28 年末時点で会員数は約 90 名、毎月第一日曜日と第三土
曜日に美浜町内にて竹林整備やそれに付随するイベントを
開催しています。活動の中心となる竹林整備では、竹林を
間伐・整備し、それに伴って出た竹を竹チップやポーラス
炭に加工の上、農業用資材として販売を行っています。ま
た、直近のイベントでは 4 月 15 日に日本福祉大学前のモ
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6 月 10 日(土)

お子さま連れの参加
大歓迎！
環境問題を考えるきっかけに

名古屋市ウィルあいちにて開催

～昔ながらの佃煮を作る
遠忠食品 宮島社長を招いて～
大人もこどもも一緒に考えよう

残したい、誇れる里海を未来に
話の面白さには定評がある遠忠食品の宮島さんを
はるばる東京からお招きして行う交流会。
見て、聞いて、食べて。食について、環境について一緒に考えてみませんか？

江戸前を守る遠忠食品のこだわり＆
市販品との違い
試食もしてみよう！

地元の小学校での食育活動
子供たちに打瀬漁体験を実施。
環境・海洋教育に

東京湾の生き物の話
自然を守る活動のお話
自由研究の題材にも

江戸前を復活させたい
遠忠食品は、江戸前の海苔や
貝などを復活させたいとい
う思いから、漁師と直接繋が
り、藻場再生などに尽力する
熱い生産者。宮島社長の江戸
前復活にかける想いを中心
にうかがいます。開発の波に
押し流され、魚や貝も減って
しまった東京湾ですが、佃煮
を通して皆さんに海の食べ
物に親しんでもらえるイベ
ントです

＠ウィルあいち（セミナールーム 5）

6 月 10 日(土)10：00～12：00
（開場・受付：9：40）＊開始 10 分前集合厳守願います
託児あり、締め切り 5 月 26 日 お申込みはお配りするチラシまたはお電話、メール、FAX にて必要事項を記入しご連絡ください

一年ぶりですトンデイさん

～ STA ～なみだの分かちあいアジア～りゅうチャクマさんから
今年のスタデイツアー、3 月２９日トンデイさんのセラ
ピー村を訪れました。参加者は、大学時代の友人一人、い
うなれば爺さんコンビです。
彼はお坊さんで、教団の不正と孤軍奮闘しています。しか
し多寡が教団、しょせんマッチ箱の中のせめぎあいです。
外の世界に触れるようと誘いました。彼は大して彼女の情
報も、持っていないのですが、トンデイさんに会うのを楽
しみにしている様子でした。
通訳は昨年トンデイさんと来日したおしんちゃんと、ジミ
ちゃんという若い女の子。彼女はキリスト教の伝道のボラ
ンテイアで、来日経験があります。わっぱんの清川千春さ
んの紹介です。
おしんちゃんは、友人と経営しているオーガニックレスト
ランを、チェンマイ大学で教えることに専念するため、や
めるのだと話してくれました。一か月前に沖縄から帰った
ばかりだと言ってました。
昨年訪れた阿智村の美しい緑が忘れられなくて、またぜひ
行きたいと言ってました。
真夏のセラピー村は、乾いた風が吹き抜け、土埃の舞う単
調な色彩の世界です。
その中でトンデイさんが音頭を取って始めた、ラムヤイ（龍
眼）プロジェクトの林が濃い緑を保っていました。３０年
前始めたこの植林プロジェクトが実を結んで、彼女の村か
らは売春に走る女性が一人もいなくなりました。
昨年は、トンデイさんの家の一角に作られたセミナーハ
ウスで、50 人程の人が行政の人を交えて、熱心に話し合い
をしていました。熟年の男性も隅っこで 4・5 人参加してま
した。
そんな様な状況で、彼女に会えるのは 10 日間の滞在で、
3 月 29 日と 31 日の二日間しかありませんでした。29 日に
会う約束をしたのですが、前日になって、ハーブテイが用
意できないので 31 日にできないかという連絡が入りました。
30 日からとんぼ返りで、国境の町メイホーソンで、ビルマ
の難民村と、国境を越えてビルマの軍事キャンプに入る予
定を組んでありました。
ハーブテイは残念でしたが、予定通り 29 日おしんちゃんの
慎重すぎる運転で、セラピー村に向かいました。
会うなり彼女は「通訳を通さないで直接話をしたいので、
英語を習い始めたが、頭が痛くなってやめた。
」と真面目に
話してくれました。
彼女も「阿智村のあの滴るような緑を、こちらに持ってき
たい。
」と云ってました。
「日本の畑（田んぼ？）は小さな川が沢山あって、水がいっ
ぱいなのに、タイは大きな川があるのに水はない。
」という
感想も漏らしていました。
日本はネットワークが緻密に張り巡らされていて、とても
参考になったと言ってましたが、どうやら、昨年講演で回っ
た、名古屋、豊橋、岡崎そして阿智村が、ネットワークで
つながっていると理解したようです。
彼女は講演から帰ると、熱心にその日の記録を書いていま
したが、それは行政に届けるのだと言ってました。
実際に昨年帰ると報告書を、行政に提出したと言います。
別に行政に頼まれたわけでもないのですが。
その報告書を基に、早速新しいプロジェクトを計画したそ
うです。
そのプロジェクトの名前は、Women knowledge power 直訳す
れば女性知識力ですか。
名古屋生活クラブ

基本的には人材の育成で、4 人のリーダーを各村から選び、
それぞれ 4 人の後継者を育てる。その後継者が 10 人の仲間
を育てるというものだそうです。
タイ語で書かれた、計画図を見せてもらいましたが、かな
り難解でした。
行政や NGO の支援も拒まず、銀行からの融資も受けて、種
子基金（銀行）や米基金（銀行）を運営していく。
大規模農業は、安全なものを育てられないので、小規模農
家をネットワーク化して、自給を基本に、余剰産品を地域
で売っていく。
収入を少しずつ出し合って、老人介護などの福祉活動を行っ
ていく。
特に今問題になっているのは、子どもの薬物中毒で、喫緊
の課題になっている。
セラピー村周辺で、8 歳から 15 歳の子供が 5 人 15 歳から
18 歳の子供二人が問題を抱えている。基本的には犯罪を犯
すなど親に問題がある。
北タイでは、ビルマにまたがって住むカレン民族の間では、
麻薬の吸引が常態化しています。
ワ民族はビルマシャン州に住んでいますが、タイ側にも同
じ民族が暮らしています。アヘンの権益を一手に握り、巨
大な利益を得ています。その利益を背景に、ビルマ軍との
停戦協定に背を向けています。
そんな地理的状況の中で、学生や子供まで薬物が広がって
います。薬物中毒で身を滅ぼす学生の物語「ナンプーンは
死んだ」という映画が日本でも公開されました。
トンデイさんの住む、セラピー村もその現実からは逃れら
れなかったようです。
専門家と組んで、子どもたちの復帰プロジェクトを現在実
践しているそうです。
今回岡崎の「うぶやの会」のチャリテイバザーの収益 2 万円、
掛川のヴィレッジさんの毎年のカンパ一万円そして今回の
ツアー参加者の一万円は、そのプロジェクトに使われると
いうことです。
「うぶやの会」の熱心なお母さんたちのこと
は、はっきり記憶に残っていると言ってました。勿論心か
らの感謝も伝えてほしいとのことでした。
チェンマイで大学教授や政治家などを中心に、農業を考
える委員会が作られて、民間でトンデイさんが一人参加す
ることになったそうです。
帰りに彼女が作ったカレンダーをもらいました。年間の彼
女のスケジュールがびっしり埋まっていました。
英語はお孫さんに期待を込めているとのことで、可愛い二
人と短い会話を楽しみました。
毎年私たちが来ることを楽しみにしていて、一昨年は緊張
のあまり朝食がのどを通らなかったそうです。見返りに昼
は、猛烈な食欲を見せていました。

明るい笑顔の
トンディさん
たねまき新聞

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

5 月 12 日（金）
6 月 30 日（金）

たねまきクラブ一宮（島田農園見学会）
たねまきクラブ名古屋（名古屋生活クラブにて）子どものおやつについて＆
企画打合せ

たねまきクラブおしゃべり会ｉｎ三河
「みんなで話そう！こどものお菓子」

報告

会員さんとお子さん 6 名含む 18 名でにぎやかに行われました。
まずは社長から、人口甘味料入りの飲み物を常飲している人の脳卒
中、痴呆にかかる率が高いこと、市販のお菓子に使用頻度が多い乳
化剤が大腸がんを引き起こすこと、思春期の食事内容が乳がんの羅
漢率にかかわることなどの話がありました。
そこから思春期のお子さんを持つ会員さんからコンビニでの買い食
いしている話題に。社長から普段の食事で害を中和する方法（塩分
過多になるのでカリウムの多い食品を用意する、など）を考えてみ
たらとの提案や子育て先輩の会員さんから小さな頃から食事に気を
配り続けることで子どもの体や考えに必ず良い影響がある、とのア
ドバイスもありました。小さなお子さんを持つ会員さんからは子ど
もへの手作りおやつのレシピなど知りたいとの意見もでました。
試食は会員さんや会社からのおススメのおやつを用意。（りんご、煎
り豆、庄内ちゃ豆、いわしの黒はんぺん、ジュース 2 種（甘夏みかん、
りんご）いりこなどおやつはどれもいわゆる「お菓子」ではありま
せんが、お子さんたちにも大好評！でした。
最後に今後の企画についておしゃべりしました。三河みりん見学会
は要望が多く秋に開催することで検討、その他、食にまつわる映画
の上映会や農家の奥さんの子育て、日々の食事などをお聞きしたい
など、意見がでました。三河発企画も盛り上がっていきそうです＾＾。
次回おしゃべり会などで内容をつめていく予定です。興味のある方
はお気軽にご参加ください。お待ちしています！
参加者の声
少人数でゆったり話せてよかったです。2 歳の子と一緒に参加で
したが歩き回ったりしていても、みなさん優しく、それが嬉し
かったです。子供と一緒に参加できるこのような会はとてもあり
がたいです。
社長さんの乳化剤の話も驚きでした。

試食商品

さといらず煎り豆（宮崎朗）

塩味と大豆の甘みがとっても美味しかったで
す。青大豆の煎り豆ができると聞いて楽しみ
です / だいたい買い置きしています / とてもお
いしかったです。注文してみます / さくさく
でおいしい

庄内っちゃ豆（高橋徳治商店）

愛用中です。とっても好きです。甘くておいし
い / 豆の味が濃くて香りも強くて栄養ありそう
/ 冷凍なので手軽なのがいいです / 甘い甘いお
豆でした /

いわしの黒はんぺん（いちうろこ）

おやつにいいですね！！娘一番のヒット / しっ
かりいわしの味がしました / 魚の臭みもなくお
魚ソーセージみたいで食べやすい / 余計なもの
が入っていない魚そのもののような安心安全な
はんぺん

三上さんのりんごジュース 甘夏みかんジュース
不知火
（エコネットみなまた）

おいしすぎる～～～！三上さん
ジュース間違いない！！ / 子どもは
いつもグビグビ飲んでいます / あま
くて美味しかったです

酸味がすごく美味しかったで
す！ / さっぱりして飲みやす
かった / すっぱいみかんの味そ
のままで美味しかったです

名古屋生活クラブ
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いりこ（取扱検討中）

しらす好きの息子が全部食べてしまいまし
た。とっても美味しかったみたい！扱って
欲しいです / ほどよい塩加減で美味しかっ
た / 少ししょっぱい /

たねまきクラブ

蓑口さんお米の炊き方講座

報告

「お弁当の日」企画第 2 弾は食の基本のお米をテーマに、こどもが自分でお米を炊
けるように！お米の炊き方講座を開催しました。
講師に富山のお米の生産者 蓑口さんをお招きしました。米、野菜、味噌（新味噌
と熟成十年味噌！）、搗きたてのお餅（貴重な古代米！）さらに、富山でオーガニッ
クカフェをされている広野さんを同伴して朝 4 時起きで駆けつけてくれました。
自己紹介とみのふぁーむの取り組みを写真を見ながら聞いた後、早速お米を炊く方
法の実習開始。洗い方、炊き方にも美味しくなるコツがいっぱい。子どもたちはみ
んな真剣で蓑口さんも一人ひとりに丁寧に向き合ってくださいました。
炊飯器と鍋で炊き上がるまでにもお楽しみいっぱい。糠、玄米、分つき米、白米と
お米の色々な姿を観察。美味しいお米を見極めるのは糠で決まるという蓑口さん。
生糠の試食ではその甘さに何度も手を伸ばす子もいました。
広野さんからは野菜を美味しく食べる目からうろこの技（しかも簡単）の数々、く
ず野菜ドレッシング（名前はクズですが、味も見た目もピカイチです）の実演。こ
れまた出来たての美味しさに歓声。
蓑口さんからのおいしいご飯とは？の質問に大人は味や見た目の五感で感じるも
の、子どもたちからは自分で作ったもの、お母さんが作ったもの、と脳で感じる回
答も。蓑口さんは 「五感＋脳＝食育」だとおっしゃっていました。
お話しているうちにご飯の炊ける良いにおい。「炊けたよ～」の蓑口さんの声にみ
んな群がり炊き立ての甘さに歓声が。
桶に移して今度はおにぎりの結び方講座。みんなでたくさんのおにぎりを結びまし
た。
家で作ってきたもちよりのおかずを一人ずつ披露してもらい、自分のお弁当箱に詰
めてお待ちかねのお昼ご飯！
炊き方によっても味がちがう！なべて炊いた方が美味しい！と何個も手が伸びま
す。子ども達はお櫃についた米粒までパクパク。
「子どもたちにお米を好きになってほしい」という蓑口さんの思いが込められた内
容盛りだくさんの充実した講座になりました。
お弁当の日企画、次回は夏休み開催目指しておしゃべり会で打ち合わせ予定です。
ご参加お待ちしています。
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