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名古屋生活クラブ

わっぱの会　わっぱん巻頭特集

「パーム油に発がん性物質が多く含まれている」という報告を欧州食品安全機関（EFSA）発表したのが、
昨年の 6 月のことでした。それを受けパーム油を使用している取引業者に昨年の秋、一斉にアンケート
を配信しました。内容は、実態を知っていたか？温度低めにしているか今後どう対応するのか？など。
その中からいち早く問い合わせいただいたのがわっぱんでした。
そして 2017 年 1 月わっぱんの事務所で勉強会をすることになり、名古屋生活クラブからは説明のため
代表の伊澤と外山が行きました。安全性、作業性、費用面など、代替の油はどうするか、問題は山積み
でしたが 1 ヵ月後「全面切り替えします」のお返事をいただきました。そして 5 月に「パーム油不使用」
のパンをみなさまにお届けできるようになりました。
今回は、パーム油からナタネ油への変更の経緯にスポットを当てつつ、わっぱんの紹介をします。

たねまきクラブ（名古屋生活クラブ会員でつくる会）メンバー 2 名でわっぱんに 5/10 取材に行きました。
平安店と本工場を見学させていただき、担当の清川さんはじめ、スタッフの方からたくさんお話を聞か
せていただきました。

より安全な商品を目指して進化する生産者

より安全な商品を目指しての挑戦
～パーム油からナタネ油への変更の経緯～
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（１）ナタネ油切り替え

直撃インタビュー：清川さん（わっぱん企画・営業）
インタビュアー：たねまきクラブ小林・

●ナタネ油に変更していただいてありがとうございます。
清川さん：ナタネ油も、もともと揚げ油ですとかリーンの
方も型抜きとかはなたね油に変えていたんですよ～。平田
産業さんは名古屋生活クラブさんで紹介いただいていたの
で、まあ、使い慣れてるのもあったんですけど、ちょっと
今回、切り替えにあたって、いろいろ探したんですね～。
いちばんピッタリ条件に合うのが平田産業さんのナタネ
油だったんです。すごく安全だし、国産ではないにしても
Non-GMO で、価格もとてもお手頃でパーム油も安いんで
すけど、同じ条件の油、同じように Non-GMO でオースト
ラリア産で、圧搾絞りで、っていう同じような条件なんだ
けどすごく高かったり。だから平田産業さんを紹介してい
ただいて本当に良かったです。よその油だったらなナタネ
油に変えられなかったかもしれないです
●良かったです。でも切り替えてくださるって返事をも
らってスタッフがみんなすごい喜んでました。わっぱんさ
んの中でももめましたよね？
清川さん：無茶したね～っ！って言ってますけど ( 笑 ) も
めたっていうより、もうナタネ油しかないね！って、勉強
会で教えていただいてナタネしかないねっていうふうに皆
なってました。決めたんですけど、じゃあ、同じように焼
き上がるかっていうので試作を何回も繰り返して。油を入
れる行程を変えてみたりとか、いろいろ作業場の変化はあ
るんですけど、そうやって準備してきて、さあ本番。5 月
1 日にお客さんに届くパンが初めてだったんですが、名古
屋生活クラブさんではないんですが、食パンが全部失敗
したんです！あれだけ練習したのに。もう、食パンが全
部、膨らまなくって、表面が真っ白で、そんなにひどかっ
たの初めてでした。すごい工場長がショックを受けて、大
忙しでもう一回焼き直しして、2 回目も失敗するんじゃな
いか？発酵の状態があんまり良くなかったから、どうしよ
う？どうしよう？って不安でみんなでオーブンの前に張り
付いて、中を覗いていました。それで、2 回目は大成功。
取引先の方も集荷を遅らせていただいたりして何とか間に
合わせたんです。まだまだ気が置けないんですけど・・・。
本当に安心安全を謳うんだったら見せ掛けだけじゃない安
心安全をお届けしたいし、さらに見た目も良くて、美味し

い！っていうのがなければ商品にならないので、そういう
意味で今回、本当に大きなチャレンジでした
●工場長の大蔵さんがナタネ油に切り替えることを決めた
のですか？
清川さん：決断したのですか？決めたのはみんなですけど、
やっぱり名古屋生活クラブさんお熱い思いが・・（笑）そっ
ちのほうが大きいかな？うちはもうできたら切り替えたく
ないっていう感じでした。固形の油じゃないとパンは作れ
ないという思い込みもあったので。ただ名古屋生活クラブ
あってのうちなので・・工場長も名古屋生活クラブさんの
こと本当に頼りにしてるんですよ
●そうやって言っていただけるとうれしいです
清川さん：研究機関がうちにはないので名古屋生活クラブ
の代表の伊澤さんに電話で尋ねたり・・・。全然関係ない
ことも聞いたりしますけど（笑）。安心して、信頼して聞
けるし、今回ナタネ油に切り替えたことで各業者さんにも
連絡しなければいけなくて、ナタネ油とパーム油を比べて
こうだっていうのが、私も調べてみたんですけど、なかな
か分からなくって。それで名古屋生活クラブの外山さんに
お願いして、研究報告などをまとめていただき、他の業者
さんにも納得してしていただけたんです。もう本当にあり
がたかったです

直撃インタビュー大蔵さん（工場長）

●ナタネ油に切り替えていただいて大変なことはあります
か？
工場長：まあ、なかなかうまくいかなかった。ああいう油
状で使ったことがないので・・
●いまは大丈夫なんですか？
工場長：あれこれ調整してやっとできるようになった
●ありがとうございます
工場長：「あ～いやいや。でもやっぱり、あれがダメこれ
がダメって次から次へとくるじゃないですか。パーム油
だってまだ何年も経ってない。だから普通のパン屋よりも
数倍も苦労するなって。
まあ、私はこれからもう短いのでいいですけど（笑）わっ
ぱんの前途は多難だなって思いました。はっはっはっ。
苦労はこれからも続くだろうけど。でも材料において調達
が本当に大変なんですよ」
●「材料変えたら、家庭でも大変なんだから・・」
工場長：でも情報がいつも、伊澤さんや外山さんにはいつ

清川さん
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大倉さん

もお世話になっています。うちの研究機関みたいに
清川さん：ホント、わっぱんの研究機関でもありますよ！

（笑）より良いものを作ろうとすると、やはり情報が大切
でいつも情報を聞いて本当にありがたいことで、本当に頼
りにしている

（２）工場見学

清川さん：ここ平安工場では 23 名働いています
●だれが健常者でだれが障害者かわからないですね
清川さん：みなさん見学に来られると、ビックリするとこ

ろです。指導員という人がいて作業するのが普通ですけど。
ここはそういうことはしていないです。言葉でうまく説明
しようとしないで、一緒に仕事しながら体で覚えてもらう
んです。普通のパン工場に比べると 3 倍の人数がいます。
あえて手作業を多く残しているとういのもあります。障害
がある人もない人も、皆が商品作りに関われるようにする
ためでもあります。20 年 30 年働いている人はざらにいま
す。いま世代交代時期なんです。

●こちら（わっぱん平安店）ではパンも販売しているんで
すね
清川さん：同じものもあるんですけど、卸だと流通に時間
がかかるので、出せないパンもあります。型が崩れてしまっ
たりして。名古屋生活クラブの会員さんもときどき買いに
きてくださったりしますよ
●卸先はどれぐらいあるんですか？
清川さん：メインはやっぱり卸なんですね。名古屋生活ク
ラブが最大大手です。6 件がメインで売り上げの 7 割を占
めています。同じような宅配をされているところで、あと
は幼稚園、保育園さんのおやつですとか、発送も何件かやっ
ていて、名古屋生活クラブさんは『たねまき』っていうカ
タログで紹介してくださるんですけど、わっぱん注文書と
いうオリジナル注文書を作っていて、1 枚だけの紙なんで
すけど、それを見て注文してくださる業者さんがいくつか
あります。売り上げとしては少しです

たねまきクラブ：でも幼稚園でわっぱんさんのおやつが出
るってうれしいですね～
清川さん：今、アレルギーのお子さんが増えているのでア
レルギー対応してくれるパン屋さんがなかなかなくて、本
当に重篤なお子さんはお断りするしかないんですけど、同
一工房内で作ってるので。あと米粉のみのパンというのも
うちはできていなくて、これからの課題なんですけど、そ
れまでのお子さんっていうのは少ないので。今はみんな同
じものを食べさせたいという保育園が増えていて、今のと
ころ対応できてるんですけど、リーンの作業台が小さいの
で、できるかぎりお応えはしているんですが、大量生産に
は向かないです。動物パンですと、うさぎのパンだったら
同じ形のパンを別に作って、そのお子さんの分だけ区別し
て個包装にしています
●そんな細かな対応をしてるんですね～
清川さん：苦労されてると思うから、基本そういう対応を
しています
●わっぱんのお店が近くにあったらありがたいですよね
清川さん：名古屋市の市立の保育園から問い合わせが多
くって。先生が転勤や異動されると、『わっぱんさんが作っ
てくれたよ』って噂が広まってだんだん増えてきてます
●そうなんですね
清川さん：結構大変で、名古屋市の行事が重なるんですね。
秋になると注文が殺到するので・・、今のところは対応で
きてるんですけど・・・。あとは直販も少しやっていて、
イベントに呼んでもらい店舗ブースで販売というのもあり
ますし、わっぱん販売といって、車で販売しに行くという
のもあるんですけど、でも基本製造でいっぱいいっぱいで
なかなか直販まで手が回らないんです。そういった意味で
名古屋生活クラブのような宅配業者さんには助けられてい
ます。ほんといろんなところに配達していただけるので。
うちでは名古屋市内に行くのがやっとなんですけど、安城
とかご連絡いただいたり・・・
●本当に配達員の方ががんばってくれてるって思います。
1軒 1軒、3階でも、4階でもドアの前まで運んでくれる
ので・・
清川さん：すごいありがたです。それをやろうと思っても
とてもできないので・・・

工場とはいっても、機械はミキシングなどだけでほとんど
の行程が手作業でした。
障害のある人もない人も皆が商品作りに関われるようにし
ている。1 つのパンを作るのに粉を振るう人、こねる、生
地を移す、計量、成形、天板に並べるなどなど、1 つ 1 つ
担当がいてそれぞれが職人のようです。健常者が指示をだ
すのではなく、みんなが担当を持ち作業をしています。工
場というより、学校の調理実習のような雰囲気でいろんな
声の中、だれもが真剣に取り組んでいました。今は世代交
代の時期で、昨年、工場長が定年退職したり、20 年以上
のベテランの製菓担当も 3 年後には定年、新しい世代に引
き継ぎつつあります。

菜種油を使うと、混ぜて冷蔵庫へ入れておくと油が出
てきてマリネ状になる。使うたびに混ぜ直す手間がか
かる
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（３）わっぱの会とわっぱん

●清川さんはどこに住んでるんですか？
清川さん：すぐ近くです。歩いて 5 分ぐらいのところで
す・・・。『共同生活体』というのも母体のわっぱの会と
いうのがたってまして、こういう共に働く事業所は共働と
呼んでるんですね。『共に働く』と書いて共働なんですけど。
共同生活体っていうのは、共に住む、暮らすっていう生活
体っていうのがありまして、わっぱの会で 20 弱あるんで
すけど、その 1 つに私は住んでいます
●アパートですか？
清川さん：いろんな形があります。アパートもマンション
も戸建もあります。市営住宅に住んでいるメンバーもいま
すし、健常者と障害者が一緒に暮らす。それもこの事業所
と同じように住民として対等。グループホームみたいに介
助する人、される人という関係ではなく、シェアハウスみ
たいな感じですね
●清川さんは、どんなタイプのところに住んでいるの？
清川さん：私はマンションで 3 人の障害をもった仲間と暮
らしています。ここの工場にも 1 人いるんですけど。彼女
は 24 時間ケアの必要な人で、ヘルパーも泊まりで対応す
ることもあります。
もともとわっぱんの母体のわっぱの会が 1971 年にスター
トしたのですが、その時に共同生活体としてスタートして
いて、生活の場からスタートしていて、それは今も変わら
ずあります。でも暮らすためには働く場が必要なので、そ
こから事業所というのができあがって、わっぱんというパ
ン屋がよく知られている事業所ではあるんですけど、でも
事業所もたくさんあって、農業もやってますし・・」
●わっぱ知多さんですね
清川さん：あとリサイクル業もやってまして、西区に 2 カ
所・・
●名古屋生活クラブの事務所に近いですね
清川さん：すぐ近くにあります。それからお弁当事業もそ

うですし。名古屋生活クラブさんもお弁当とっていただい
てますが。いま 18 事業（うち共働事業体は○○）。あとは
生活支援です。障害がある仲間の余暇や金銭管理も必要に
なってくるので。ヘルパーも必要だったり。うちの事業だ
けではなく、一般事業を手伝う事業も、いろいろしてます
ね～
●：平安店の２階は何をしているのですか？
清川さん：２階はまた別の事業所が入っているんですけど、
同じわっぱの会の別の事業所が入っています。ヘルパー派
遣やってる事業所。就労支援。あとできたばかりの総務。
３階は会議室とまたわっぱと同じような活動をしている事
業所が全国にあるんですけど、その全国組織の共同連とい
う事務局もやっています

初訪問は驚きと感動の連続、わっぱんのイメージが変わり
ました。
清川さん始めスタッフが前向きで真剣で、明るい！
障害者の働く現場って？油の問題でも大変だったのでは？
という後ろ向き（笑）な思いは吹き飛びました。
障害の有無ではなく一緒に働く「仲間」と呼び工場内がアッ
トホームで活気に満ちていること、油の問題も、安心安全
をわっぱんが謳えるのは生活クラブのおかげだからすぐに
切り替える選択をした、とのコメントに感動。
生活クラブとわっぱんのつながりを強く感じました。 
会員さんに呼びかけたいこと、伝えたいことは？と聞いた
ら、パンの感想やどんなパンが食べたいのかお声を聞かせ
てください！とのこと。
わっぱんと生活クラブとのつながりをこれからも大切にし
ていけたらいいなぁと思いました。

（たねまきクラブ　小林）
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「パーム油に問題がある」心が揺らぎました。なぜなら、私が
担当する「わっぱん」の商品の多くには、トランス脂肪酸低減
のために積極的にパーム油が使われていたからです。
勉強会からわずか１ヶ月少々。「全面切り替えします」とのお
返事をいただいたのは。その対応の早さに、驚きました。
同時にこれが「わっぱん」であり、名古屋生活クラブで働くと
いう事だということが、少し分かったような気がします。情報
の収集に努め、その中で現実的な代替（菜種サラダ油）を見つけ、
変えていく。そして長年共にしてきた「わっぱん」だから先陣
をきることができたのだと。職員の何人かの方は社長の伊澤が
20 代の頃からの付き合いがあり、切っても切れない関係にあっ
たからです。今回の変更は、より安全な食べ物を届けるために、
ものを言い合える関係だからできたことなのです。

名古屋生活クラブパン担当　水藤 

共働事業体 ワークショップすずらん
（北区大曽根）

わっぱんの本工場。国産小麦・無添加のパンやお菓子の販売。わっ
ぱ知多の加工品や無添加の食品も店頭に並んでいます。

ベーカリーハウスわっぱん平安
（北区大曽根）

パンと洋菓子を製造。直売店として焼きたてのわっぱんのパン
の販売。わっぱ知多の加工品や無添加の食品も店頭に並んでい
ます。

わっぱ知多共働事業所
（知多郡武豊町）

農薬・化学肥料を使用しない有機循環型農業の実践。自家農場
の新鮮な材料を使ったトマトソース・バジルペースト・漬物・ジャ
ム・大豆の水煮・きなこ・小麦粉・米粉などを製造販売

則武家うどん 国産小麦、黒酢仕込み、無添加うどん。せみセルフ形式のお店。
なごや職業開拓校の実習生がお店を切り盛り

わっぱのごはん
（名古屋市西区）

わっぱ知多農場の米・野菜を中心に、おいしくて安全なお弁当
を製造。名古屋生活クラブのお野菜や肉なども卸しています。
また、名古屋生活クラブのお昼ご飯はこちらを利用しています。

わっぱリサイクルセンター
（名古屋市西区）

名古屋市と協力して地域から出るペットボトルのリサイクル

エコステーション
（名古屋市西区）

地域のスーパーと協力して食品トレー等の発泡スチロール製品
をリサイクル

共同生活体 名古屋市内１４ヶ所、知多郡内 1 ヶ所 障害のある人ない人が、お互いに協力しながら自分の時間とペー
スを大切に暮らす

就労支援 障害者就業・生活支援センター 障害のある方の就職や職場定着、生活の相談。名古屋市北区と
北名古屋市の 2 ケ所運営。60 人以上の人たちが暮らしている

なごや職業開拓校（西区） 則武家うどんで実践的な職業訓練、障害のある方の雇用の場の
開拓

ワークナビふくえ
（昭和区）

障害のある方の仕事に必要なパソコンスキルアップやコミュニ
ケーション能力の向上の場

生活援助 生活援助ネットワーク（名古屋市北区） 介助者の派遣。養成研修
さまざまな生活支援・相談支援センター 障害種別・相談の内容に関わらず障害のある方の相談に応じ地

域での生活を支える。高齢になった方の日中活動の拠点
その他 NPO 法人　共同連の事務局 共に生き共に働く場の全国ネットワーク。社会的排除と闘う社

会的事業所づくりを目指している

障害のある人は山の中の施設に隔離されていた時代。街
の中でみんなと共に生きることができるように、1971 年
わっぱの会が生まれた。「わっぱ」とはこどもの純な心で
輪のようにつながろうとの意。差別のない社会。共生・
共働・共有も社会。相互扶助の社会。ひとり一人が人間
として尊重され生きていくことが出来る社会を目指して
活動しています。
2000 年代に入ると、障害のある人だけでなく、社会的に
排除されている人々と共に働く「社会的事業所」を目指
すと共に、高齢化したメンバーが安心して地域で生きて
いけるような社会参加活動の場も作っています。

わっぱの会 わっぱん
わっぱんが誕生したのは 1984 年 1 月。国産小麦 100％は
もちろん、有機野菜や果物、添加物を極力使用しない加
工品、非遺伝子組み換え食品など厳選素材を使用し、手
間と愛情をかけて製品作りに励んでいます。添加物を避
けようとすると、おのずと手づくりが基本になります。
粒あん、カスタードクリーム、りんごジャムなども。い
ちばん苦労するのが材料探しです。わっぱ知多農場で自
家栽培したものを使ったり、自然食品を扱う取引先の業
者さんを通じて仕入れたり、できる限り顔の見えるとこ
ろから取り寄せるようにしています。

子供（体重 10kg）大人（体重 50kg）

許容量
100μ g

　パーム油に含まれる発がん性物質の一つ３- ＭＣＰＤに関
して、世界保健機関が 1 日当たりの摂取許容量を下のように
設定しています。　

子供は許容量を
超えてしまう！！

大人も、パーム油を乾麺、
お菓子等から摂取している
事を考えると、許容量は簡
単に超えてしまいます！

パーム油には、より危険度
の高い発がん性物質グリシ
ドールも高濃度で含まれて
います

パーム油の何が問題？

許容量
20μ g

朝食にスライス 2枚
（含有量 20μ g）食べると

20μ g
20μ g

プレマのパーム油使用食パンの場合を参考に
しました。1 斤の 3MCPD 含有量 101 μ g

わっぱの会取り組み
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平均濃度 

( μ g/kg)

備考

3-MCPD 2,912 醤油に使用されている自家製アミノ酸液の
平均 670 μ g/kg　（2011 年農林水産省の
調査）

グリシドール 3,955 エコナは、91,000 μ g/kg　（2009 年 花王）

欧州食品安全機関 (EFSA) は 2016 年 5 月 3 日、植物油類
及び食品中の加工汚染物質類のリスク評価に関する報道発
表資料を公表した。概要は以下のとおり。

・パーム油に含まれている加工汚染物質類が、若齢者に
潜在的な健康懸念を引き起こしている。
・これらの物質 * は、食品加工中 ( 特に植物油の高温 ( 約
200℃ ) での精製中 ) に生成される。
・グリシジルエステル並びに 3-MCPD 及び 2-MCPD( そ
れらのエステル類を含む ) の濃度が最も高いのは、パー
ム油脂類で、その他の油脂類からも高濃度で検出され
た。3 歳以上の消費者の主なばく露源は、マーガリン
類及びケーキ類であった。
・グリシジル脂肪酸エステル類　－　遺伝毒性及び発が
ん性がある －
・グリシドールに遺伝毒性と発がん性があるという十分
な科学的根拠があるので、CONTAM パネルは、GE に
ついて安全なレベルを設定しなかった
・グリシジルエステルは、平均的ばく露量の若齢群及び
高ばく露量の全年齢群にとって潜在的な健康懸念であ
る、と CONTAM パネルは結論づけた。
・乳児用調製食品のみを摂取している赤ん坊の GE への
ばく露量は、リスクが低いと考えられるばく露量の 10
倍にまで達するため、特に懸念される
・製造者らがとった自主的な対策によって、パーム油脂
類中の GE の濃度が 2010 年から 2015 年の間に半減し
た
・3-MCPD へのばく露量は、安全なレベルを超える。
2-MCPD はデータ不足
・3-MCPD とその脂肪酸エステル類について耐容一日摂
取量 (TDI) を 0.8 μ g/kg 体重 / 日と設定した
・2-MCPD について安全なレベルを設定するには、毒性
学的知見が限定的すぎるので評価は見送り
・若い人の 3-MCPD への推定平均ばく露量及び推定高
ばく露量は、TDI を超過 （安全とは言えない）
・パーム油は、ほとんどの人々にとって 3-MCPD 及び
2-MCPD へのばく露への主要な寄与食品
・植物油類中の 3-MCPD 及びその脂肪酸エステル類の
濃度は、過去 5 年間にわたりほぼ横ばいであった。

次はどうなる？
今回のリスク評価は、欧州連合 (EU) の食品安全を取り
締まる欧州委員会 (EC) 及び EU 加盟国のリスク管理機
関に通知される。それらのリスク管理機関は、食品中
のこれらの物質へのばく露に起因する消費者への潜在
的リスクを管理する方法を検討するために EFSA の科
学的助言を用いることになる。また、CONTAM パネル
は、(1) データ不足を埋め、(2) これらの物質類 ( 特に
2-MCPD) の毒性に関する知見及び食品を経由したこれ
らの物質に対する消費者のばく露量に関する知識を向
上させるため、更なる調査を求めるいくつかの勧告を
策定している。

 * これらの物質：グリシジル脂肪酸エステル類 (glycidyl fatty acid esters: 
GE)、3- モノクロロプロパン -1,2- ジオール (3-monochloropropane-
1,2-diol: 3-MCPD)、2- モノクロロプロパン -1,2- ジオール (2-MCPD)、
3-MCPD 脂肪酸エステル類 (fatty acid esters) 及び 2-MCPD 脂肪酸エステ
ル類
 

（解説）
　パーム油は、世界で一番多く消費されている油です。植
物性の油としては珍しく、飽和脂肪酸を多く含む為、加工
用として使いやすく、水素添加をしない（トランス脂肪酸
が非常に少ない）マーガリンやショートニングの原料とし
ても、使用量が増えています。名古屋生活クラブでも、ト
ランス脂肪酸を減らす為に、パーム油を使用した製品が多

くなっていますが、世界的
に熱帯雨林の破壊など、環
境への影響が問題になって
います。このパーム油は、
高温で精製する必要がある
ので、グリシジル脂肪酸エ
ステル（エコナで問題になっ
た物質）、クロロプロパノー
ル類（たんぱく加水分解物を塩酸分解で作るときにできて
しまう物質）ができてしまいます。今回の EFSA による評
価によると、平均的な若い人（子供）でも、現在の摂取量
は安全なレベルを超えていました。
 
パーム油中の発がん性物質の濃度　
EFSA Journal 2016;14(5):4426 [159 pp.]
 

　アミノ酸液は、たんぱく質を分解したものなので、たん
ぱく加水分解物なのですが、日本では大豆・とうもろこ
し・小麦等の植物性たんぱく質を分解したものを、「アミ
ノ酸液」と呼んでいます（日本アミノ酸液工業会 HP より）。
特に小規模業者が自家製で作る場合によくみられる「塩酸
分解法」は、発がん性物質である 3-MCPD の濃度が高く
なります。この為に、（株）名古屋生活クラブでは塩酸分
解法で製造したたんぱく加水分解物は取り扱い禁止にして
います。アミノ酸液中の 3-MCPD については、製造方法
が見直され、市販品では 50 μ g/kg 程度まで下がってい
ます。自家製も、2004 年には平均 8,400 μ g/kg、最大
44,000 μ g/kg でしたが、2011 年には平均 670 μ g/kg
まで改善されています（いずれも、農林水産省による醤油
を対象とした実態調査）。
 
　パーム油には、対策が取られる以前のアミノ酸液に匹敵
する濃度の 3-MCPD が含まれています。毒性がわかった
以上、取り扱い禁止とするべきでしょうか？アミノ酸液（た
んぱく加水分解物）は、「出汁をしっかりとる」「きちんと
発酵させる」といった丁寧な仕事をしたら使う必要の無い
ものです。一方、パーム油の発がん性物質は、自然のもの
を食用に加工するときにできてしまうものです。毒性の強
さだけで「食べるべきではない」と判断してしまえば、わ
かりやすいかもしれませんが、それで良いでしょうか？
　パーム油自体、昔から人間がたくさん食べてきたもので
はありません。「安い」「使いやすい」「トランス脂肪酸の
低減をアピールできる」といった理由で、パーム油の使用
量が非常に多くなっていて、その事が新たなリスクを作り
出している事も事実ですが、「リスクのあるもの（トラン
ス脂肪酸）を減らしたい」という気持ちでパーム油の使用
量を増やしてきた生産者もいます。パーム油による健康リ
スクを抑える為には、精製時に出来るだけ高温に長時間晒
さない、高温にする前に塩素を除去するなど、精製方法を
工夫したパーム油を使用したり、パーム油を別の油に変え
る等の対策も必要になってきますが、対策にはコストがか
かります。この様なコストをかけても、対応しようと考え
る生産者は、トランス脂肪酸の問題を棚上げにしてきた生
産者ではなく、パーム油の使用が増えてきた生産者の中に
いるはずです。
　毒性があるから食べないというのではなく、より良いも
のを作ろうと考える生産者と協力して、少しでも良くして
いく事が大切ではないでしょうか。

名古屋生活
クラブから

外山 光俊
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水俣病爆心地　百閒排水溝
ここから水俣病事件が始まったということで爆心地と呼ば

れているのが百間排水溝です。1932 年から 36 年間メチ

ル水銀を含んだ廃水が無処理のまま流されたこと、1956

年公式確認の時に廃水を止めていれば、水俣の北側地域や

対岸の天草の島々への被害の拡大や、新潟水俣病（1965 年）

も起きなかったかもしれないこと。当時チッソが生産して

いたのは、ビニールの原料で、製造過程でメチル水銀が発

生し、それが水俣病の原因物質になるのですが、敗戦後の

日本の経済成長のために欠かせないビニール原料の生産は

ストップさせるわけにいかなかったこと。日本のためなら、

九州の果ての田舎村の環境や健康被害などどうでもよかっ

たのです。命よりお金の考え方がはっきり出ています。国、

熊本県、企業の責任と共に、豊かで便利な生活を求めた私

たちの責任についてもお話ししました。

そして水俣市作成の案内板で書かれている「一度破壊され

た環境はお金や年月をかけても元には戻らないこと」が水

俣病の教訓の一つです。

水俣病事件から学び、自分の暮らしにつなげる
教訓というのは、そもそも何を失敗したかを伝えることだ

と思います。反省なしに発信することは無理です。水俣で、

国や県は何をなさなかったのか、チッソはどうなのか、公

式確認から 61 年、それぞれの立場から教訓が語られてい

ますが、こうした観点は見られません。

私は、水俣を訪れた環境修学旅行生に「水俣病事件を学ぶ、

ではなく、水俣病事件から学び、今ある問題に正面から向

き合うという姿勢を持つこと。問題に対して、賛成反対の

意思表示をする人たちより、無関心を装い沈黙する人たち

こそ問題であること。それも、水俣病事件から学ぶという

ことです。」と伝えています。

濃厚な水銀汚染を受けた水俣の海はきれいな海によみがえ

りつつありますが、かつて魚湧く海と呼ばれた豊かな海は

戻っていません。復元にあとどれくらいの年月が必要で

しょうか？高度経済成長で沸き返る日本があり、一方では

南の辺鄙な場所で公害が起きた。情報がなかったこともあ

りますが、ほとんどの日本人が自分の生活しか考えていな

かったのではと思います。

今起きている福島原発事故の放射能による海の汚染は、よ

り深刻なのですが、時間の経過とともに日本人の記憶から

忘れられようとしているように見えます。国策であるとい

う意味では水俣病も原発も同じ、電力会社や国の対応は、

水俣のそれとよく似ています。

水俣病は公式確認から 61 年、なぜ解決しないのでしょう。

いまだに不知火海沿岸住民の健康調査が実施されていな

い、自分で申請して魚の多食も自分で証明しなければなら

ないこと、チッソや行政の責任の取り方のあいまいさなど

理由はいくつもあります。これが現実です。

水俣から未来に生きる
エコネットみなまたの、石けん製造や農水産物生産の販売

は、水俣病事件の教訓を生かすことを出発点としています。

環境汚染が、高度経済成長時の大量生産、消費、廃棄の私

たちの暮らしに一因があるということから、「便利で豊か

な暮らしを見直す」ことが出発でした。私たちは、これか

らも、今起きている環境や農業、原発や反戦平和などの問

題について、意思表示をする事業所として頑張っていきた

いと思います。

企業組合エコネットみなまた
永野 隆文

生産者の声

わっぱの会とエコネットみなまたのつながり

わっぱんとエコネットみなまたのつながりは 40 年も続

いています。甘夏みかんの農薬不使用栽培を始められた

水俣病の被害者とその支援者を応援しようと販売をお手

伝いしたのがきっかけです。作り手が社会が長く差別を

受けてきた存在であること、商品が愛情と手間をかけら

れてつくられたものであることなど、お互いに通じる事

が多く、親戚のような気がするとわっぱんの清川さんは

おっしゃっていました。

（名古屋生活クラブ 水藤）



プラスチックについて考える（後編）  
各務原カンファレンス渡部和男先生（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報告、３回目となる今回は 

Ｑ＆Ａです。参加された方からいただいた質問に渡部先生がお答えいただきました。 

渡部先生の講演会を受け、家庭でプラスチックを減らす工夫をしている会員さんから文章をいただきました。また

みなさんが取り組んでいらっしゃることがありましたら、お教えください。 

 

「鮮度保持」をうたうポリ製袋（ex.ベジフレッシュ）やタッパーもプラスチックはプラスチック、

安全性については普通のポリ袋と同じということでしょうか？ 

 

タッパーはポリエチレン製で、べジフレッシュは 2 種類の樹脂フィルムをかさねたものです。ポリエチレンは

安全といえないことは講演で話しました。さらに、2 枚のフィルムを重ねたものを安全というのはさらに困

難です。 

 

子どもが使用しているストロー付きの水飲みは？ジップロックは？ 

 

ストロー付きの水飲みは幼児に使用させないで下さい。幼児は大人より汚染物質の影響を受けやすい。 

ジップロックが安全であると証明されていません。保存目的なら密閉蓋付きガラス容器で目的を果たせま

す。  

 

タッパーウエアのみそ用の容器で豆味噌を 3年ねかしてあるのは？ 

 

プラスチック容器は安価なので使いがちです。しかし、ほとんどのプラスチックから女性ホルモン様物質が

溶け出すことを考えると、陶器の壺などに入れかえることをお勧めします。 

 

みそを小分けにしてジップロックに小分けして冷蔵庫に保存してあるのは？ 

  

止めた方が良いでしょう。小分けにする必要はないと思います。 

 

 
風呂にプラスチックのバケツやおもちゃを持って入れて湯を飲むのは？ 

 

風呂の水を飲むのは衛生上好ましくありません。大腸菌が泳いでいる風呂水を飲みたいですか？プラ

スチック容器から水を飲むのは好ましくありません。 

 

浄水器を利用してますが（ブリタ）、その容器がプラスチックだということに今日、気付きま

した。どうしましょう？ 
 

考え方によりますが、最近の日本の水は安全性が高まっています。水の不安とプラスチックの不安を天秤

にかけると、プラスチックの不安の方が大きいように思います。 
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庭に古くなったプランターや容器が放置。捨てたほうがいいですか？ 

  

庭に容器などがあると水がたまり、蚊発生の温床になります。置かない方が良いと思います。特に目的が

なく、単に放置してあるのなら、ゴミですから捨てましょう。 

 

 

食品以外のプラスチック容器が部屋の中にいっぱい。これは？ 

  

プラスチック容器からも微量のガスが出ることがあります。できればなくすか、減らすかしましょう。 

 

 

カットしてしまった残り野菜の保存方法は？ 

 

私はサラダ用の野菜や果物は蓋付きのほうろうに入れ、冷蔵庫で保存します。大きいものは仕方がないの

で、ポリエチレン袋に入れて保存します。 

 

欧米に比べ日本の化学物質規制は非常に遅れていると思いますが、それは環境省のみの問

題ではないと思いますが、今後の法規制を考えるとすると、どのような法規制が必要かとお

もいますか？ 

【答え難い問です。というのは米国ではトランプが環境保護庁の動きを制約する方向に動いており、EUの化学

物質政策は後退しつつある面が見られるからです】 

 

乳製品、お肉など動物性食品が内分泌系（エストロゲン）に影響があるかどうか？ 

 

影響があると思います。特にホルモン剤などを使った肉などは避けましょう。ただし、肉を多食するなどの偏

った食事は体に悪いのみでなく、がん予防の点からも勧めることができません。 

 

 

プラスチック以外のご質問 

 

水道水の味や臭いが気になっていて、南アルプス天然水を買って子どもが生まれてから 1

年近くその水を使っていました。 

最近の水道水は良くなりましたので、私は水道水を好みます。不十分ですが、水道水は定期的に検査され

ています。外国のミネラルウォーターの水質が悪いことが報告されています。南アルプスの天然水に関し

ては良く分かりません。 

 

水道水は安全なのか気になります 

 

完全に安全な水や空気はありません。ただ、水道は塩素消毒による微量の危険な物質を含みますが、不

十分ながら検査されています。湧き水は検査されず。時には重金属を含んだり、動物などにより大腸菌汚

染が起こルことがあります。この様なことを考えて選択して下さい。私は水道水を選んでいます。 
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化学物質が増え続ける中、過敏症にならないための予防法、気を付けること。子どもを守

る方法は？ 

化学物質過敏症の病態は良く理解されていませんので明快な答はできません。ただ、余分な化学物質

被ばくを避ける生活は過敏症のみでなく、アレルギーやがんなどの病気を避けるために良いと思います。

日常的に無理にならない程度に、楽しみながら工夫して下さい。 

 

電子レンジ調理と食品の栄養の関係性（火で調理したものと栄養は変わらないのか知りた

い） 

 

正しい使い方をして調理するなら、焦がしたり、偏った食事より影響は少ないと思っています。 

 

 

 

 

S.T.A なみだの分かちあいアジア りゅうさんから 

Ｓ . Ｔ . Ａ . 通信 214                    2017 年 4 月  

       ビルマの民主化          

タイとビルマの国境のビルマ少数民族パオの難民村を二年ぶりに訪れた。  

いつも受け入れてくれる、村長のプラパンの家は閑散としていた。  

村人の誰かが来て賑わっていた粗末な部屋が、全く生活感が感じられない。  

 しばらく経って、亡くなった村人の家に行っていたという、プラパンが帰ってきた。  

バンコクに働きに行った長男が、家族を呼び寄せたのだと云う。プラパンは、一人暮らしをしているのだ。  

彼の率いる村人と初めて出会ったのは、 1991 年ビルマのジャングルの難民キャンプだった。  

そこもビルマ軍に攻撃され、 1998 年漸くタイ側の今の場所に落ち着いたのである。  

 不毛の土地だが居住権を得て、安全は確保できた。初め村人は、地域の山林の仕事をしていたが、  

若者中心にバンコクなど都会に出稼ぎに行く様になった。  

そんな頃「民主化が成功したら、ビルマに帰るか？」という質問に、村人の半数が NO と答えた。  

 民主化が成った今のビルマに帰っても、タイでの生活レベルは保証されない。郷愁よりまずは経済ということ

か？   

これがビルマの民主化運動の、一つの帰結なのか？  

戦闘の続いている、カチンやシャン等は置き去りである。  

 
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  
 

 

名古屋生活クラブ たねまき新聞 10
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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

今回は夏休みと宿題について書きます。実は、この夏

休みは日本の学校が四月始まりだということに関係して

います。

　ま、おさむらいさんの時代には夏休みなんてあり

ません。だって、お百姓さんにしてみれば、夏は稲など

作物の世話を一番がんばらなければならないときなんで

す。

　みなさんだって、アサガオがよく咲くのは夏休みだ

し、学校で育てているゴーヤとかトマトなどの植物が一

番よく実るのが夏休みだってことは知っているでしょ。

　だから昔は夏休みなんてなかったんです。そのか

わり、江戸時代の学校や寺子屋は、朝稽古（あさげいこ）

をしていました。日中は暑いから、早朝のすずしいうち

に練習＝朝練をしました。今は早朝でも暑いけどね。

　明治時代になると、学校に外国人の先生がたくさん

来ました。ヨーロッパの先生たちは、よく太陽が照ると

きに日光浴でレジャーを楽しむ習慣があったので、日本

で仕事をしていても、その夏休みが「必要だ」というの

です。

　そこで、明治時代は七月の十一日から九月の十日ま

でが夏休みなっていました。もちろん、夏の暑いときに

クーラーもない教室で勉強するなんてのは、やる気もで

ないということで、その先生の夏休みを利用しようとい

うことになり、今のような一ヶ月くらいの夏休みができ

あがったのです。

　本当なら、「休み」なので宿題なんて変なんだけど、

「休み」に宿題を出すのはダメですよね。「休み」になら

ないですから。お父さんやお母さんが仕事のお休みの日

に、家で仕事を持ち帰っているようなもので、おかしな

ことです。

　でも、最初に言ったように、四月始まりの学校です

から、ちょうど新しい学年で勉強が調子にのってきたと

きに、長い夏休みがあるので、これは「ちゃんと宿題を

出して、勉強を忘れないようにしてあげよう」という余

計なお世話で、夏休みにはたくさん宿題がでるのです。

　これからは、夏休みはどうなるでしょうね。名古屋

市はかわらないのですが、全国的には夏休みはどんどん

短くなるようです。最近、聞いた話ですが、静岡の吉田

町というところの学校は、夏休みが 16日間になってし

まうということです。来年にならないとどうなるか決定

ではないようですが……

　名古屋も小中学校はどこもエアコンが入りました。

ときどきうまく冷えない学校もありますが、こうなると、

名古屋も夏休みがどんどん減る可能性がありそうです

ね。

　岡崎先生は、夏休みを短くすることに大反対です。

夏休みは子どもの黄金時代です。夏休みになると、親は

お昼ご飯をつくったり、仕事しながら「今頃、うちのや

んちゃむすこやむすめはどうしているかしら」と心配で

しょうが、みなさんは夏休みを自分のやり方でしっかり

と楽しんで欲しいのです。

　どこかへ旅行へいくことだけが夏休みではありま

せん。自分の地域を探検したり、友だちの家へ遊びに

行ったり、（もちろん、勝手に冷蔵庫を開けたりしないで、

お行儀よくしなければなりません）、大きい子は一日乗

車券などを使って、名古屋市や愛知県を探検したりする

こともいいんじゃないかと思います。もちろん「安全第

一」ですが。

　できれば、夏休みの宿題は、早めに仕上げて、あと

はしっかりと遊ぶというのが一番いいのではないかと思

います。ちなみに岡崎先生は子どもの頃、友だち四人（す

ごく仲良し）で、家に集まって、三日間で宿題をやって

しまいました。とにかく宿題だけはどうせやるんだから、

早めにやって遊びたかったですからね。

　みんなも、夏休み、あと何日か、しっかり楽しんで

くださいね。

夏休みと宿題について
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商店街にあるお店の扉を開けると別世界。

照明を落とした店内に、シンプルだけど居心地の良い古い家具、耳

障りの良い音楽・・・。オーガニックカフェというより、隠れが的

なバーのような雰囲気。かといって敷居が高いわけでもなく、子連

れの私の他、老若男女が洗練された美しいお料理をゆったりと楽し

んでいました。

オーナーの加藤さんは三重のオーガニックマーケットの立ち上げ

人。真心込めてしっかりと作られた調味料や食材の生産者と消費者

を繋げる架け橋になれるよう、星月夜を始められたそうです。お店

で使う食材や調味料はすべて加藤さんが自分での目で確かめたもの

ばかり。販売もしています。

この日頼んだ週がわりの穀物菜食ごはんは懐石料理のようなコース

仕立てで、菜食とは思えないくらいの満足度。デーツと唐辛子がア

クセントの春菊と新玉ねぎの和え物、トマトとベジモッツァレラの

ハーブマリネ、わさびの葉をお皿に筍とこごみのフリットわらび餡

かけ、など斬新な組み合わせが美しい盛り付けで楽しめました。そ

して週がわりの奥様作のデザートはため息がでるくらいに美しくて

感激！生クリームより美味しい豆乳クリーム、初めて食べました。

（うちの子はお皿までなめていました）

料理人の役目は農家さんの野菜のベストを伝える事と加藤さん。レ

シピを教えてくれますし農家さんの紹介もしてくれます。食事の場

だけでなく、ワークショップや生産者の顔が見えるオーガニック

マーケット、ギャラリーも開催し心豊かに生きるための智慧や情報

の学び場でもあります。

加藤さんご自身でもお米を育てたり、スタッフの勉強会も定期的に

行ない、お客さんに伝えたいことやそれぞれの得意分野をシェアし

たりしているそう。

生活クラブの大ファンで自宅では生活クラブの食材が大活躍で特に

鮮魚セットが楽しみだそうです。

伝えきれないくらい魅力にあふれた星月夜、ぜひ、行ってみてくだ

さい！（取材：たねまきクラブ小林）

■メニュー
週代わりの穀物菜食ごはん 1,300 円～　カレー 1,100 円～　お子様
プレート 500 円
週代わりのデザート　500 円～　その他魅力的な飲み物多数

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

Organic Restaurant 
星月夜
 ( 愛知県犬山市 )

住所：愛知県犬山市大字犬山字西古券 92 番地
（名鉄犬山線犬山駅西口より徒歩約７分）駐車

場：３台有り
TEL/FAX：0568-54-3473　　　
営業時間　1F Restaurant 11:00 ー 17:00　※
夜は６名様より予約可能　2F Gallery 12:00 −
18:00　
定休日：火曜日・水曜日（夏季・冬季休業あ
り／ 2F Gallery 不定休）
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たねまきクラブ　～島田さんの畑見学～　
＠稲沢市島田さんの畑

島田さんの畑のお野菜たち、無農薬なのに、とてもきれいなお野菜でみんないきいき、
とてもおいしそうでした！！
広大な畑や田んぼをご夫婦で切り盛りされていて、ほんとうにすごいです！！
明るくほがらかな奥様のテキパキとした動作とお人柄に嫁がれて 45 年農業に携わっ
てこられた熟練の術を感じました。

お忙しい中、見学させていただき本当にありがとうございました。いつも生活クラ
ブでいただいている野菜が育つ様子をじかに感じることができて、とてもうれしかっ
たです。私も家で少し畑をやってはいますが、草とりや耕うん、蚊や毛虫、いろい
ろとくじけそうになりますが、いつか島田さんのように野良仕事が自分の身になる
ように、一歩一歩とがんばろうと思いました！！

自宅ではプランターで子どもとほんの 1 ～ 2 種類野菜を育てていますが、畑でいろ
んな野菜や果物を育てると、どんな様子か、土のかたさ、どんなにおいなのかが、
体で感じられてたねまきのカタログで野菜を選ぶという感覚がマヒしそうになるの
を食い止めてくれると思った。

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

9 月 10 日 ( 金 ) たねまきクラブ名古屋（名古屋事務所）

日程調整中 たねまきクラブ三河（三河みりん見学会）予定

名古屋生活クラブ　たねまきの会イベントスケジュール

10 月
10月 21 日（土）マルシェ（岡崎勤労文化センター）10：00 ～ 15：00

（日程調整中）金子さんのさつまいも畑「サツマイモ収穫」（日程調整中）高坂さんの田んぼ「稲

刈り、ハザ掛け」

12 月 （日程調整中）高坂さんの田んぼ「餅つき」



たねまきマルシェ 2017in 岡崎 開催予告 
 

開催日時：2017 年 10 月 21 日（土）10：00～15：00 ごろ 

会場：岡崎市勤労文化センター3F ホール 

 

①生産者・メーカーさん出展＆うぶやの会さん関係 

＜野菜生産者＞ 

みのふぁーむ（富山/野菜など）、エルハート（富山/農産加工）、さんさんファーム（長野/果物）、 

はっぱのしごとファーム（長野/野菜）、阿智ゆうきの風（長野/野菜）、どろんこ村（愛知/野菜・豚肉など）、 

笠ポッポ農園（奈良/野菜）、(有)肥後あゆみの会（熊本/野菜・農産加工品） 

＜加工業者＞ 

丸友しまか（岩手/水産加工）、漬物本舗 道長（愛知）、株式会社 神石高原（広島/各種シロップなど）、 

STA～なみだの分かちあいアジア～（愛知）、齋藤コーヒー（愛知）、角谷文治郎商店（愛知）、なないろ工房

（愛知）、龍香園（愛知）、株式会社 マルツネ（愛知）、みうらや製麺（愛知） 

＜その他＞ 

㈱アフリカ工房（愛知）、安藤㈱（愛知） 

うぶやの会さん他 4 ブース（次号で紹介します） 

 

②会員さんの出展ブース（次号で紹介します） 

 

③名古屋生活クラブ企画 

ブース   内容  

28 藤倉紀美子さんブース 

「福島コットンカフェ」：「中村さんのお米カフェ」「南相馬うなぎカフェ」

に続き、毎年行っている被災地支援企画も実施。今回は福島で綿花を栽

培し、自身で綿製品作りをする藤倉紀美子さんをお招きします。 

①絵本の読み聞かせ、②お話「震災と原発事故 藤倉さんがこどもたちに

伝えたいこと」③ワークショップ「綿つむぎ体験ｏｒ人形作り」 

29 りんごの三上さんブース ビデオ上映とりんご袋掛けの取り組み、りんご有機認証に向けて 

30 名古屋生活クラブ スタッフ企画運営 

※藤倉さんの紹介 

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。東日本大震災、福島第一原

子力発電所事故にあい、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、綿製品づくりをしている。2017 年 6 月『ふくしまで、オレは農業をやる』を出版 

 

④参加検討中 

参加検討中 

福島の中村さん、会田さん、織座農園（窪川さん）、わっぱ知多、黒怒、四日市酪農、 

東和フーズ、みんみんの会、トレテス、津乃吉、日本ケニア校友会、チョーコー、 

チェルノブイリ救援・中部（愛知）・・・ 

 

※企画・出展内容等変更になる場合があります。今後配布するチラシでご確認ください。 

 

まだまだ出展生

産者・メーカーさ

ん増えそうです

名古屋生活クラブ たねまき新聞
114


	201611tanemakiout
	プラスチック講演会_後編）&S.T.A通信
	たねまきマルシェ開催予告



