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巻頭特集

知らなかった！？
パーム油に発ガン物質？

昨年、春と秋、各地で開催してきた名古屋生活クラブの勉強会に参加したことがある方なら聞いたことがある
と思いますが、代表の伊澤が去年最も力を入れてみなさまにお伝えしてきたパーム油の問題。今回は勉強会
に参加したことがない方にもぜひ伝えたいと思い特集することにしました。以下、代表の言葉。太字は参加者

伊澤（名古屋生活クラブ代表）：この表は、１ｋｇに何マイクロ
グラム入ってるかっていう数字。ナタネ油２３２、大豆が
394 だいたいこういう数字なんですけど・・・
参加者「添加してるわけでなく、自然に入ってるってこと
ですか？」
伊澤：添加してるわ
けじゃないけど、精
製の時にこういう
物質が出てきてし
まう。この表を見る
と、ひまわり油が５
２１、くるみが 236、ココナッツオイルが 608、パーム油が 2912 っていう数字。圧
倒的にパーム油の 3MCPD っていう物質が多いってことが分かります。これ発
ガン性がある、ないっていうことはちょっと分からない部分があるんだけど、
腎臓に対する毒性があります。許容値がヨーロッパとＷＨＯの両方で設定され
ている。だけど日本では許容値が設定されていない。そういう物質です。
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読んでいると厚生労働省もちゃんとチェックしているみ
たいに見えるかもしれないけど。でもいちばん問題なの
はこども、乳幼児です。ヨーロッパはリキッドフォーミュラ
ーとかいって液体を溶かして粉ミルクを飲んでいるん
ですね。ほとんど日本の粉ミルクはパーム油が主成分
です。調べたのですが、もうどのメーカーもパーム油で
す。
参加者「粉ミルクの主な原料がパーム油だったなんて
伊澤：そして、もう１つのグリシドールっていう物質は油に
いっぱい入っていて、これは発がん性がはっきりしてい
ます。これもパーム油が 3955 っていう数字で圧倒的に
パーム油だけ突出して発ガン性がある。マーガリンなん
かはパーム油が原料になってるのでけっこう高く 582、
とうもろこし 650、ココナッツが４７６。パーム油が 3955.
これ花王のエコナに入っていた物質です。発ガン性が
分かり販売中止になった、その物質がパーム油に大量
に入ってるということが分かります。いろんな臓器に、
脳腫瘍とか、発がん性を起こします。パーム油だけ特に
高いのは、260 度という高い温度をかけて作られるので、
その時できてしまう。だから有機の油でも一緒です。
参加者「どうしてパーム油だけ高い温度をかけて作ら

知らなかった！？」
伊澤：そうです。だからヨーロッパでは赤ちゃんがどのく
らい摂取していることになるのかっていうことを計算し
ていました。高いパーム油で 3.2、低いもので 2.4、あく
まで目安ですが、でもこれホントは 0.8 が許容値なんで
す。粉ミルクだけ飲んでる子に関して言えば、許容値の
3 倍か 4 倍摂取していることになります。だから赤ちゃん
に関しては毒性が発揮してもおかしくないという、ヨー
ロッパはこういう結論に達している。でも日本政府は寝
ぼけたことで安全とか言ってます。
参加者「じゃあ、ヨーロッパは粉ミルクどうしてるんです
か？」
伊澤：粉ミルクがオーガニックです。日本の粉ミルクはパ
ーム油を主成分に作ってるんだけど、ヨーロッパは粉ミ

れるの？」
伊澤：パーム油はどうも臭いらしいです。臭いから高い
温度で精製してそのニオイの分子を飛ばすためです。
参加者「オリーブオイルは 3ＭＰＣＤとグリシドールすご

ルクっていうわりには牛乳が入ってる。ヨーロッパの粉
ミルクはオーガニックがいっぱいあるけど、それでも、こ
のことで調べたんですが、ヨーロッパは乳幼児商品に対
して残留農薬基準値がすごく厳しく、徹底していること

い両方とも数値が低いですね」
伊澤：そう、オリーブオイルは温度をかけてないという
ことですね。オリーブでも「ピュア」って書いてあるオリ
ーブオイルは精製しているっていうことなので、そこで
高い温度がかかるけど、「エキストラバージン」とか書い
てあればほとんど温度かかってないものだから、こうい

が分かりました。1997 年にヨーロッパは乳幼児に関して
毒性試験が残留農薬をすごく設定を厳しくしています。
だから全部 0.01ｐｐｍという最低限のラインの残留農薬
基準値を使用という法律を作っている。オーガニックを
使わないと商品規格に入らなくなるから、だから当然オ
ーガニックの粉ミルクが増える。

う物質も少ないです。
あと、パーム油の他に多いのがグレープシードオイル。
参加者「え～、そうなんだ！温度をかける前はどうなん

参加者「へ～」
伊澤：それでもヨーロッパの粉ミルクでもこの値が出て
いる。だから日本はもっとこれ以上の可能性があるわけ

ですか？」
伊澤：温度をかけなかったらこういう物質は精製しませ
ん。オーガニックだろうと温度かかっています。有機ショ
ートニングもほとんどパーム油なので全部温度がかか

です。日本の粉ミルクで調査したらいまの許容量の何倍
も残ってる可能性があるわけです。赤ちゃんに対してそ
うだったけど、では体重１０ｋｇの子に関してはどうかとい
うと、食パン 1 枚食べただけで許容量に到達します。パ

っています。
参加者「どうして日本では基準がないの？」
伊澤：日本政府は粉ミルクに使用されているパーム油は
「安全性が懸念されている物質が含まれていないので
全然大丈夫」みたいなこと書いてる。ところがこれだけ

ーム油はそういうものです。だけどこんな話はどこにも
聞かない話だと思うし、でも、こないだうちからいろい
ろ質問で納豆菌が怖いんじゃないか？電子レンジがど
うとか、牛乳がどうとかいろいろガセネタみたいな話は
いっぱいあるんだけど、ヨーロッパや国際機関がきっち
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り動いてることに対して、なんでここまで日本では情報

つぶされちゃうんじゃないかなー」

が広まらないのか。消費者運動がおきないですよね。こ

伊澤：いやだけどヨーロッパだって利権が絡んでます

ういうことも例えばみなさんが日本の粉ミルクメーカ

よ。

ーに電話したり、要望書を出したり、そういう活動とか、

参加者「なぜ日本はできないのかな～？」

たねまき新聞に記事を書くとか、せっかくみんな集まっ

伊澤：それは圧倒的な国民が知らないからですよ。

てるんだからそういう活動がここでできないかなーと

参加者「知ろうとしないから？」

思ってます。まず調査から始めればいい。粉ミルクメー

伊澤：いや、だって英語の論文読まなきゃいけないでしょ、

カーにこのこと知ってますか？って聞いたり、絶対知っ

まず。日本語読んでたら厚生労働省のこんな安全です

てるはずだけど・・・。意見を言う。別に敵対するわけじゃ

よという文章しかぶち当らない。国の姿勢、マスコミの

ない。いろんな活動が一緒にやってけないかなと、僕は

姿勢の問題もある。何も知らなくても済んでいってしま

思ってます。

う。もしかしたら被害にあったりしてるのかなー？って。

参加者「日本っていつも思うけど利権が絡んでくるから、

分かんないよね、こんなの。

パーム油について
パーム油は危険らしい。。。たねまきで特集されていて初めて知りました。
普段から原材料をチェックしていますが、パーム油はＯＫと認識していたのでショック！
改めていつも使う食材を見ていると、あれもこれも、入っている！（＞＜）
子どもが好きなお菓子にも、パンにも、カレールーにも・・・。
それから粉ミルクにまで入っているとはびっくり！でした。
うちの子はとっくに卒乳していますが、生まれたての姪がいるので気になって
各メーカーのホームページを見てみました。
どこのメーカーにもパーム油が筆頭の油として記載されているではないですか！
入っていないのは探せなかった上に、お母さん用の粉ミルク（もちろんパーム油入り）まで販売されていて気が重く
なりました。
粉ミルクの代替品はないのか、と探すと海外のオーガニックや甘酒、ヤギ乳などがあるようですが、すぐに取り入れ
るには情報がなさすぎました。
厚生労働省のホームページには「日本人のおける健康への懸念は低いと考えられる」「各ミルクメーカーは低減する
ための取り組みが勧められている」とありました。
ＥＵでは規制がされているのに、日本では消費者も知らない状況の違いもわかりました。
生活クラブのメーカーさんでパーム油不使用にしてくれるメーカーもあると知り、声を上げることが必要なんだな、
と思いました。
たねまきクラブ 小林

パーム油は何に入ってる？
パーム油は「アブラヤシ」から採れる油。固めても、溶かしても使える万能の油として、加工食品などにも広く使われ
ている。日本の植物油の使用割合でも 1 位のナタネ油 42％に次いで 2 位の 24％を占めています。
国民 1 人当りの消費量は 4ｋｇとも 5ｋｇとも言われています。名古屋生活クラブの取扱商品でも使用されていますが、
原料を切り替えることができないかメーカーに働きかけているところです。そんな中切り替えてくれたのが、わっぱ
んさんとプレマさん。わっぱんさんが切り替えてくれた経緯についてはたねまき新聞 9 月号を参照ください。

募集 この特集やたねまきを読んだ感想をたねまき新聞に投稿しよう！
率直な感想、ご家族の反応、身の回りの食品の原材料表示を見てみて感じたこと、取り組んでみようと思った事
など一緒に要望書を提出しませんか？一緒に活動したい方お知らせください。
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特集

日本漁業の危機（後編）

石巻から見える水産の現状
かなりアバウトな数字ですが、水揚げは震災前の 80％、
金額は震災前に近い（魚介類は少ないが、価格が上がっ
ている）（震災前水揚げ量は全国３位）

高騰する練り製品の原料
（石巻）添加物のないタラすり身は、放射能問題があっ
たので一時的に北海道で生産すると決め何度も当社仕様
の身質などで魚体季節など指導に入る。タラ類は、福島

ざたされている。

県沖が未だ試験操業であり宮城県沖でも少しずつ量が減

魚がなくなれば、漁

ってきている。それは漁獲制限が漁獲量の下で設定され

船もなくなり、原料

ているため意味がなく、獲りすぎが震災前から続いてい

すり身業者も疲弊し

る。休漁時期が７～８月の二ヶ月で産卵時期でもないし

高橋徳治商店

高橋英雄

創業明治 38 年高橋徳治商店 3 代目代表。
宮城県石巻市で食品添加物無添加の練り
製品を製造
日本の水産資源管理の遅れを 10 年以上前
から指摘し、警鐘を鳴らし続ける。

て国内であれ輸入で

これも船の都合である。また季節で集まってくる小さく

あれ高騰した原料す

は 10ｃｍにも満たない幼魚を根こそぎ獲り続けている

り身価格を受け入れざるを得なくなる可能性も出てきた。

のでよく居なくならないなという感じです。

原料すり身を海外に依存しつづけてきたものの、円のち

価格に関しては高値で推移する。理由は、震災後会社を

から（為替相場）もさることながらもう海外の水産食の

解雇された鮮魚出荷のノウハウを持つ人達が独立し（設

増加傾向には太刀打ちできない。世界で水産魚介類が高

備も建屋もそんなにお金が掛からないので独立するには

騰している。輸入白身魚でマダラ、アブラカレイなど高

手っ取り早い）どんどん市場での買値を上げてきた。魚

騰だけでなく今原料が入らなくなっている。

が少なければ尚のこと、損をしても買い続け仕事を続け

そして日本は漁業や資源管理、規制を含めてすでに後進

なくてはならないので。

国だとも言われている。
当社は、とにかく使えないと考えられてきた魚を使える

（北海道）北海道で、さすがのスケソウタラも資源減少。

ように基礎研究を進め震災から６年、何とかこなしてい

北海道でも温暖化、海水温上昇の影響か、ホッケに続い

るが来年には価格改定を考えざるを得ないと考える。当

て練り原料の助宗タラの漁獲が落ちて、その上にすり身

社の練り製品は商品によるが多いもので 70％以上が魚

加工業者が数社廃業し現在そこそこの規模では６社程度

でできているのだから。

が創業できている状況。そんな中、震災前にも余剰なス
ケソウタラは凍結しロシアのカニ籠漁のエサに輸出した

苦境に立たされる震災後の石巻水産加工業

り或いは同じく冷凍して中国や一部韓国に輸出している。
自然の作った魚介類が何の付加価値も生まず薄いマ－ジ
ンで人でも掛けず目先のお金を稼ぐ手段になっている。
そんな訳で 石巻も先行き厳しく、北海道も無添加すり
身は震災前の 45％アップになり 50％以上の暴騰も取り

震災後は特に厳しい業界になってきた。
石巻の水産（加工含む）業界は２００社と言われている。
震災後その全社が従業員を解雇したわけではないが、震
災後解雇された。水産界の従業員は５０００人と聞いて
いる。関連会社を含めると合併前石巻市１０万人強の４
人に一人が何らかの水産に関連した仕事についていると
の調査結果があった。
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さて１９６０年から２０００年の間に日本の大
小の水産加工会社は 75％が廃業や倒産したとモ
ノの本に出ていた。
例えば今１０月の下旬だが、千葉沖から青森沖
まで寒さばが多い日は２０００トンぐらい水揚
げされている。300ｇ以下は約半分から６割だが
400ｇ以上は脂肪分が１８～２０数％と脂も乗
っている。今後漁が続くと 400～600ｇ、或いは
400～500ｇは加工向けに冷凍され「相場を見な
がら」加工業者に販売される。しかし加工業者
は少なくなっているのと九州で寒さばが揚がる
と過剰気味になり思うようにさばけない。

門加工が多い、それだけ技術や工夫をしてレベルが上が

加えて全国の、或いは中国など海外の日本向け加工業者

っている。例えばサンマだと鮮魚・刺身・〆サンマ・佃

はノルゥエ－サバに原料調達をシフトしてきた。安定的

煮・塩サンマ、開き干し、味醂干し、サンマの蒲焼、缶

にしかも小型でも脂肪分も多く価格は高いが高品質だと

詰、煮魚、漬け魚などだ。しかしサンマがこのような原

来ている。原料は国産も含めて４定（低品質、定量、定

料事情でしかも高値、でやせているとなると作れない、

時、定（低）価格）という販売する側から強い要求に沿

売れない、、、と開店休業状態になる。金融関係への返

って、加工業者は仕入れ製造卸しを義務付けられてきた。

済は否応ナシに。

ホテルの朝食バイキングでは焼きサバ（海外原料海外加

めて対応できない。量販店でも４定で厳しく、自ずと海

資源が減っている理由（学者ではないのです
が）

外産原料になってしまう、そうするとよほど輸入買い付

①中国韓国台湾漁船が北海道から２００マイル（２００

けを上手にしても価格的には厳しい要求をされる。加え

海里）を超えた公海でイカ、サンマ、分からないが鮭な

て輸入の白身魚が高騰しただけでなく、日本に輸入され

どを大型漁船で一網打尽大量に漁獲している

なくなっている。最近では

②日本漁船も以前は船団を組み一網打尽で世界の魚介類

上記したが北米の冷凍マダラ、アブラカレイがストップ

を獲っていた、２００海里問題の後は一部海外と協約を

され専門に加工してきた石巻の加工業社長が仕事がない

結び漁獲、或いは自国の海域で大量漁獲。現在でも、大

と泣いている。

型まき網船では、魚を見つけると一網打尽、底引き船で

工）は 20ｇと小さくなっていてとても日本では価格も含

も海底を削って（開口板）一網打尽、産卵時期も漁獲、
石巻の水産加工業界 約２００社あったが 震災後は

資源が減っても水産庁では現状漁獲されている量を超え

40％が廃業したと聞いている。震災復興の補助金はあっ

た漁獲制限（タック）しかしていない。マグロ幼魚に関

たが、自己負担もあり震災前の借り入れ残高以外に新た

しては海外の声に影響され漁民の反対があっても制限し

な借り入れも出てきた。いわゆるダブルロ－ンだ。そし

ているが、珍しい。

て取引先が戻らない売り上げ不振、加えて急速に顕在化

③一部報道で 特に今年 地球赤道を廻ってフィリピン

された人手不足、しかも時給が 25％以上も上がりそれで

辺りから日本に向けて北上する暖流（黒潮）の大蛇行が

も水産界には人が来ないという、最後には国内外の原料

また始まった。いずれ太平洋沿岸の伊豆など沖で。また

高が経営悪化に拍車を掛ける。そこで海外のベトナムな

沿岸に沿って千葉県から北上するが、季節で宮城県岩手

どから技能実習生を入れて（賃金は日本人並みだが休ま

県沖で寒流（親潮）交わるか、茨城千葉沖で交わるか、

ない）対応しているが魚の水揚げが少ないとか、仕事が

それはまた遠く複合水で太平洋沖まで流れメキシコから

少ないときには赤字の仕事でも彼女達のためにしなくて

赤道を通りフィリピンに、そして日本沿岸にと世界にい

はならないというくらい経営的に廻らなくなってきてい

くつもない大きな流れだそうです。その寒流（親潮）は

ると考えます。国産の原料ごと、加工形態ごとに魚種専

暖流に比べかなり多くのプランンクトンを運んでくる。
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流氷は近くで見ると大小のごみだらけ。それが暖流と交

④沿岸の零細漁民からそこそこのレベルで漁船、或いは

わり冷たく塩分が高い比重が重い。寒流は下にもぐりな

船団を所有する漁業経営者まであるが、ここ４０数年前

がら暖流に温められまた上に上がってくる。いわゆるダ

と比べると激減している。また燃料代、新船建造費用、

イナミックな海流海水の複雑な上下混合（垂直混合）だ。

魚の減少、乗組員の高齢化やなり手不足、魚価低迷で

結果多くのプランクトンや海底の栄養分が上に巻き上げ

色々な漁法、海域も海外から岸から見えるところまで

られ動物性プランクトンや小魚やのエサになる。だから

色々あるが殆どもうかっている所はないといわれている。

南からエサを求めてサンマ・サバ・カツオやイワシ・マ
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魚群探知機を使い、潮の流れや勘を頼りにして船を出す

グロやブリ幼魚・当地でもサワラやスルメイカ（これは

が、圧倒的に魚を探している時間の方が長いということ

日本海経由で津軽海峡経由で太平洋に）が集まり食餌回

があまり知られていない。また自然体系や獲りすぎの漁

遊を行う。・・・しかし親潮の栄養や植物性プランクト

法は世界的に禁止されているものもあり経営的には大変。

ンが極端に減ってきているという情報が出てきた。ツン

だから魚を当てれば獲るだけ獲らねばならない。

ドラ地帯の永久凍土が減っている為か、流氷はあまり変

⑤海は汚水処理場ではない 目に見えないが野生植物や

らないが何らかの理由でエサが不足し、例年南からエサ

動物が生きている緑の大地と同じ＝陸地から全て流れる

を求めて北上し夏から秋にかけて南下を始める時にエサ

⑥海は風で流れも変るし温度も調整するし蒸発し雲にな

がないので死滅したり痩せてしまっている魚が多く見ら

り雨を降らせ陸地に大きな影響をもっている。時化の時

れるとのこと。例えば今年のサンマは大型魚が極端に少

には深さ 100ｍまでかき混ぜられると言われている。

なく中小型魚でしかも長さはあるのに痩せているのが目

⑦海流は温暖化とか海水温上昇とか 簡単じゃない、も

立つのもエサのせいか？

っと複雑だ。

消費者

食べつくす

丁寧に食べる

沿岸の小魚

魚介類の養殖

海も自然なんです、自然の陸をみて海も見える、考えられる
価値が付かない魚介類を加工の力で食卓に
2017.11.07
㈱高橋徳治商店

代表取締役

高橋英雄

お魚アンケートご協力ありがとうございました！
現時点で 120 枚以上のアンケートの返信があり、いま集計させていただいています。特集「日本の漁業危機」（前
篇）で「一番関心をもった内容は？」の質問では「日本の水産資源減少の事実」についてが断トツで一番多い結果
となり、特に今回の後編では高橋徳治商店の高橋英雄さんからたねまき新聞用にいただいた文章を掲載させて
いただいたので、非常に勉強になると思います。アンケートでは、レシピやおすすめ商品コメントもたくさんお寄せ
いただき、また名古屋生活クラブの商品提案の参考となる情報をいただきましたし、水産メーカーにも伝え、日本
の漁業・水産を盛りたててていけたらと考えています。会員のみなさまにも情報を共有したいと思いますので、ア
ンケート集約が終わりましたら報告させていただきます。
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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

オンラインゲームについて（その２）
みなさんは、もうじき学校で「プログラミング学習」と
いうのがはじまることを知っていますか？

こしたりして遊んでいますが、女子は外へ出たがらない
子が多いです。

政府は新しい「学習指導要領」というのを作りました。

身体を動かしたり、手先を動かしてモノをつくったり

これは日本の学校でどんなことを教えたらいいのかと

することは、昔から脳の発達を助けると言われていま

いうことを書いた計画書です。だいたい 10 年に一度中

す。

身が検討され変更されます。ほとんど、現場の先生や親、

たぶんそれは正しいと思います。最近、私が学校で理

子どもたちの意見は無視されていますので、岡崎先生

科の授業の中で電磁石をつくろうと、エナメル線を鉄く

はムッとしています。

ぎに巻いてもらおうと頼んだら、ほとんど子どもたちが

この新しい学習指導要領が本格的にみんなの学校で

鉄くぎにしっかりと巻けません。

実施されるのは平成 32 年くらいからです。あと二年後

また、割り箸でっぽうを作るときにも輪ゴムがうまく

です。そのときに、プログラミング学習というのがあり

かけられません。ノートに書いた字が、消しゴムでてい

ます。

ねいに消せません……などなど。

コンピューターを使って、命令を出してキャラクターや
図形を動かすシステムを作ることを覚えます。早い話が、

あらあらあら？と思います。高学年でもできない子は
珍しくありません。

コンピューターを使うといろいろなことができますが、

コンピュータやタブレットを使い、情報をたくさん取る

その入門の入門の入門くらいのことをみんなでやるの

ことはとてもよいことなのですが、肝心の手（身体）が

です。

使えないということでは、おそらく生活を活動的にする

みなさんがすぐに使えるものとしては「Scratch スク
ラッチ」というプログラミングの入門ソフトが有名です。

ことはできないでしょうね。身体全体で活動することで
頭脳もバージョンパップされます。

また、音楽の授業で曲をコンピュータで作ったりと、それ

ときどき、AI（人工知能）が発達すると、人は何もしな

ぞれの教科でも、できるだけ取り入れてすることになり

くてもどんどんコンピューターや機械がやってくれるよ

ます。

うになると思っている人がいます。

おもしろそうですね。オンラインゲームを楽しんでい

どんなに機械が進んで、便利になっても何が大切な

るみなさんなら、プログラミング学習はとても楽しめる

ことかは人間が自分自身で、あるいは他の人と相談し

かもしれません。ぜひ、頑張って楽しんでくださいね。

て決めなければなりません。そのためには、人間には人

ただ、岡崎先生はプログラミング学習よりもっと大事
なことがあるだろうと想っています。例えば、身体を使
った遊びや運動です。また、本を読んだり絵を描いたり
工作したりという活動です。

間性や道徳性、何が人間にとって一番良いことかを決
める頭脳が必要なのです。
歩き、手を使い、声を出し、汗をかいたりすることが生
きている人間にとってとても必要なことです。難しく微

みなさんは、「身体を動かすことが面倒だ」と想って
いませんか？ちょっと遠いところへ「お買い物行ってき
て」と頼まれると「めんどくさ」と思うことがあるでしょ
う。もちろん大人だって同じです。
学校の授業も身体を動かすのは体育くらいですね。

妙なことはいくら音声認識のシリでも分かりません。
「近くの喫茶店を教えて」と言えばいろいろとネット情
報は送られてきます。でも、最後に店を決めて、そこへ
行くのはあなた自身の責任で行う「判断」なのです

休み時間に男子はひかくてきボール遊びしたり鬼ごっ
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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
昨年は大変お世話になりました。岡崎市訪問という思
わぬプレゼント、そして、すてきな仲間たちにお会いでき
て、とても心が広がりました。どこにでもすてきな仲間達

【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、

っているんですよね。
わが綿畑も霜ですっかり茶色になり、それでも吹き出し
た白い綿があちこちに見えます。最後の綿摘みをしなくっ

綿製品づくりをしている

ちゃ。
あれから、もう少しで 7 年になるんですよね。長いよう
でつい最近みたいな不思議な 7 年目を迎えようとしてい
ます。

今でも思い出します。原発事故で作った野菜は全部食べられない。放射能測定機は常にピーピーと鳴りっぱなし。
それでも農家の人は、深く帽子をかぶりマスクをして畑にくる。顔を合わせると、愚痴をこぼし何するでもなく嘆いて
は家に帰る。他県に避難する人がいる中でも、やっぱり土地から離れることはできないのです。
そうやって、おろおろして畑にいく道すがら、何やら大勢の人がその畑で綿摘みをしているのです。なんの迷いも
なく綿畑に入りました。その畑は、有機農業をしているＯさん宅で、綿は、放射能は出ない、オーガニックコットンだとい
うのです。関東圏の人達が福島応援で綿摘みに来ていました。
私はその時、その場でこれをやろうと思いました。綿つくりなど見たことも聞いたこともありませんでしたが、芽が
出た、葉が出た、草むしり、花が咲いた、緑色のコットンボールができた、毎日がわくわくの日々でした。
その年の 10 月、鳥取県の境港市で、コットンサミットが開かれるとのこと、古い友人が境港市にいるのを思い出し、
｢コットンサミットに行きたい。泊めて｣即行動、コットンサミットに参加しました。そこで、津波による塩害の畑でも綿は
栽培でき、除去できる。放射能汚染された耕作放棄地でも綿栽培はできると、東北支援で綿の種が送られ、綿栽培の
指導に入ったことを知りました。それ以来綿栽培に一度も迷うことはありません。
白い綿がふきだし、収穫し、種繰り機で種を取ると、フワフワの綿です。おばあちゃんがやっていたという古い糸車
をひっぱり出し悪戦苦闘、おばあちゃんが使ったのに私ができないなんて・・・。糸が紡げるようになると、織ってみたく
なり、福島産直マフラーの完成。もう、綿から離れることなど出来ません。
あの原発事故で、外に出ることも出来ない、逃げることも出来ない、何をしたらいいんだろうと悩んで、ぼんやりと
外を見ていた私は、綿に生きる希望を吹き込んでもらったといっても過言ではありません。綿を得てからの私は、人生
が一変しました。60 歳を過ぎて、こんな人生が待っていたなんて予想だにしませんでした。
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神石高原の加工所で 3 日間お仕事をしてきました！
まず最初に作業したのは、数日前に直売所に出荷した生姜の返
品分の処理。袋から出し、皮と水っぽくなった部分をピーラーやナ
イフで削って加工用にします。傷みはほとんどなくきれい。これは
収穫して10日経っていないくらいの生姜ですが、一度袋詰めして
店頭で売れ残ったため返品されてきます。また剥いた皮は地元の
温泉で生姜湯としても活用されるそうです。返品分以外にも、収
穫して数週間経った生姜も同じように処理されます。そういう生
姜は大量にあって、私がいた3日間は、バイトさんのほとんどの方
が一日中この作業をされていました。手間もかかり、4分の1くら
い？削られてしまうので、生の生姜がきちんと売れていくことが

右）副社長大田さん、農産担当秋中さん

重要だと思いました。来年から倍に増える生姜、どうなっていくんだろう．．．
たくさんの人に魅力が伝わりますように！
次は印刷されたラベルシールをカッターと定規で切る作業。カットしているラベルに印刷した方がいんじゃないかと
思うのだけど．．．商品によって大きさやデザインが全然違うので難しいそうです。そしてラベルを商品に一つ一つ貼
る作業。さらに未開封確認のためのキャップシールを蓋にのせて 1 本 1 本ドライヤーで加熱して密着させる作業を体験
しました。こんなことまで手作業でもうビックリ！ほぼ人件費です。確かにキャップシールはちゃんとした製品として
世に出すためには必要なものですが、ゴミを増やすだけじゃんという気持ちも（涙）。時代に合わせていろんなことが
厳しくなっていて、前に大田さんが「これからは中小企業がつぶれていくんじゃないか」と言っていた言葉が頭をよ
ぎるのでした。
小さな工場なので販売製品に必要な様々な工程に機械を導入することはとても高額で採算が合わないそうです。
神石高原の商品は昔の知恵を生かした健康につながる商品ばかりですがどれも爆発的に売れる商品ではありませ
ん。その中で今大ヒットしているのが生姜パウダーです。100 万本売れるような商品になれば何千万という機械が入
れられるかなあと太田さんが言っていました（驚）。生姜パウダーは流行っているけど、原料も海外産がほとんどです。
神石高原町近隣産、栽培期間中農薬化学肥料不使用栽培なんてすごい価値！たくさん広がってほしいよー。加工場
でも、生姜パウダーの粉砕作業をされていたバイトの伊勢村さん（この辺り伊勢村さんが多い）が出入りするたび、少
し甘い心地のよい香りが広がっていました。香りと辛味がこんなに残っている生姜パウダーは多分他にないんじゃな
いかな。
ちなみにバイトさんはみなさん 60 才以上。休憩中には、育てている椎茸を山に取りに行った話等。「スーパーの椎
茸はおいしくないんよ」「しかも高いんじゃ」とみんながみんな口を揃えて話している。お弁当には梅、みょうが、シソ
の実、その時取れるものを保存食にして一品に。神石高原町ではこういうことが当たり前の暮らしで、奥様たちの世
間話は、都会とは一味違うものでした。
すっかり神石高原のファンになった私は、その後も大田さんと一緒にイベントにも参加させてもらったり、書ききれない
こともたくさんあります。名古屋生活クラブを通して素晴らしい方たちに出遭うことができて本当に感謝でいっぱい
です。ありがとうございました。（元名古屋生活クラブスタッフ瀧岡）
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イベントスケジュール
2018 年 2 月 24 日（土） 大交流会 2018

1 日目

2018 年 2 月 25 日（日） 大交流会 2018 2 日目

大交流会 2018 開催予告！その２
日付：2018 年 2 月 24 日・25 日

場所：ウィルあいち

さまざまなメーカーの試食商品、楽しい企画、学べる企画など盛りだくさんの大イベント
★生産者・メーカーのブース試食
★岡田早苗教授（東京農業大学）の講演会（みんみんの会＆名古屋生活クラブ＆小池糀店共催）
「カイチュウ博士」藤田絃一郎先生、テレビや雑誌でもお馴染み「うんち博士」辨野義己先生と並び乳酸
菌研究の三大権威の一人。木曽町地域資源研究所所長も務める中で独特の製法で味噌作りをしている小池
糀店と知り合い、今回、小池糀店の唐沢さんから「名古屋生活クラブの会員さんが有益な情報が得られる
またとない機会です」と紹介いただきました。岡田教授は、碁石茶やすんき漬けなどに含まれる植物由来
の乳酸菌を研究、1988 年に「植物性乳酸菌」の言葉を初めて世間に広め話題の「植物性乳酸菌飲料」は岡
田教授の指導の下で開発された商品です。まだ講演会の内容は決まっていませんが、過去には「植物性乳
酸菌の機能」
、
「わが国の伝統発酵食品と生息する乳酸菌の健康効果」といった講演テーマでお話されてい
ます。こんな話し聞きたい！などリクエストありましたらお伝えください。

★「いま水俣病を考える」（仮）エコネットみなまた・わっぱん協力企画
★渡部和男先生のサイエンスカフェ
「原発事故が起きたらどうする？」（仮）
★本気布（マジギレ）さんの
「親子で楽しめる糸紡ぎ体験」
★もちより新年会 毎年大好評の立食パーティー
昨年、大交流会に参加された方の声
いつも大交流会に遠路はるばるお越し頂いた生産者さんと
このような場をつくって下さる生活クラブの皆さんに感謝します！毎回のようにお越し下さって試食等も
させて下さる生産者さん、ありがたいな～と思いますし、またぜひ購入させてもらいたいなって思います！
子どもたちも楽しませてもらえる内容で家族みんなで遊びながら行かせてもらえて助かります。
いつも生活クラブさんのものばかりでいただいているので、主人や子どもたちに「ほら、りんごの三上さん
だよ！」とか「キャベツの小笠原さんだよ」と言うと、みんな「そうなんだ！！」と言うので、家族にも生
産者さんのお顔を知ってもらえてよかったです。
いつもスルーしてしまっている逸品なども試食や生産者さんとのお話の中で知ることができ、新鮮な驚きも
あっていいです。タカショクさんの小あじマリネ、油も良質なものが使われていることを知りすごいなと思
いました。熊野鼓動さんの「じゃき払い果汁」がすごく美味しくて大発見でした。

お子さん向けの企画もあります。ご家族でのご参加お待ちしております。
詳細は今後配布するチラシをご覧ください。
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