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会員からのお便り
長野

・

らくてん通信

宮島 百合さん

千晶さん、 こんにちは。 （中略）
この半年くらいの間に、久しぶりに料理本を買いました。
この半年くらいの間に、
久しぶりに料理本を買いました。
ぜんぶベジ系。
１冊目は、 浅倉ユキ 『あな吉さんのゆるベジ野菜１００％
お弁当教室』 （河出書房新社）。 この本は私にはピッタリ
で、 ホントーによく使ってます。 私は肉 ・ 卵 ・ 乳製品はお
ろか、 豆乳 ・ 豆腐も使わないので、 この本の食材や料理
法、 レシピの応用範囲の広さ、 手順の単純さは、 まさに
普段の私の料理の延長なのです。 「弁当がしょぼい」 とい
じめられた息子のために （でも、 「今のままでいいよ、 だっ
て百合さんの料理おいしいもん」と言ってくれるやさしい息
て百合さんの料理おいしいもん」
と言ってくれるやさしい息
子）、もうちょっと見栄えのいいベジ弁当を作ろうと思ってい
子）、
もうちょっと見栄えのいいベジ弁当を作ろうと思ってい
ます （思ってて、 なかなか実行できていませんが）。
２冊目は、 『カノウユミコの野菜がおいしい！一生ものレ
シピ』 （日経ＢＰ社）。 これは、 「あな吉さん」 に比べると出
番がぐっと少ないです。 豆腐や豆乳が材料にあると 「これ
は作れんな〜」 となるし、 レシピ通り作っても、 私のセン
スがイマイチなのか、 そんなに 「おいしい！」 と感激する
ほどの味にはならず、、、。 こういうのも相性なんでしょう
か。
そして！今回特にご紹介したいのは次の３冊目です！こ
れは私と相性バツグン。庄司いずみ
れは私と相性バツグン。
庄司いずみ『野菜だけでおいしい
『野菜だけでおいしい
ごはん』 （集英社 be 文庫）。 もうご存知かな？ （これは、
長野県飯田市の “てくてく” ２号店 「つきのいえ」 の古本
コーナーで買いました）。
これはいいです！ここ１ヶ月くらい 「座右の書」 になって
ます。 一番最初に 「切り干し大根のサンラータン」 を作り
ました。 おいしかった。 昨日はおつゆ麩を使った 「バンバ
ンジー」。お麩が鶏肉そっくりになるなんてびっくり！！刻ん
ンジー」。
お麩が鶏肉そっくりになるなんてびっくり！！刻ん
だ野菜を塩や醤油、 みそに漬けておいて、 具材＋味つけ
として利用する「塩玉ねぎ」
として利用する
「塩玉ねぎ」「塩ねぎ」
「塩ねぎ」「しょうゆ玉ねぎ」
「しょうゆ玉ねぎ」「しょ
「しょ
うゆ人参」 「バジルみそ」、、、 も、 これから作ってみるつも
り。
千晶さんが関心を持ちそうと思うのは、３章
千晶さんが関心を持ちそうと思うのは、
３章「野菜がかわ
「野菜がかわ
る 『スパイスのマジック』」。 クミン、 バジル、 マスタード
（粒）、 レモングラス、 辛子を使って、 たとえば 「キャベツ
のクミン蒸し」 「長ねぎのバジルのかき揚げ」 「人参のホッ
トマスタードサラダ」 などなどを作るレシピが出ています。
なんだか、 豆料理クラブのレシピみたい。 これにいろんな
豆を足せば、さらに応用の幅が広がっておいしくなること間
豆を足せば、
さらに応用の幅が広がっておいしくなること間
違いなし！と思います。まだご存じないようでしたら、
違いなし！と思います。
まだご存じないようでしたら、ぜひ
ぜひ
手にとってみることをおすすめします。
というわけで、 本の紹介は終わって、 次は恒例 （になっ
てしまいました、、、） の、 豆レシピの紹介。 レシピ ・ ・ ・
なんていうより、 「豆おかず」 「豆のごはん」 ってかんじで
すね。
まずは青えんどう。青えんどうはゆで汁もめちゃ甘かった
まずは青えんどう。
青えんどうはゆで汁もめちゃ甘かった
です。 「ジャコとかき揚げ」 ―これはいつ作ってもおいしい
ですね。 「キャベツ、 玉ねぎと蒸し煮」 ・ 「刻み昆布、 人参
と炊き込みご飯」
次は豆料理セットの白花豆。 「コロッケ」 ―ほとんどバク
ハツ！トホホ ・ ・ ・ 。 多めに作って衣をつけた状態で冷凍
したものを次回揚げた時は大丈夫でした。 次からは、 いっ
たん冷やして固めてから揚げてみます。 でも、 コロッケは
『らくてん通信』 のバックナンバーは HP に掲載
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おいしいけど、 ちょっと油っこく感じることがあるなあ。「レ
おいしいけど、ちょっと油っこく感じることがあるなあ。
「レ
タスと蒸し煮」 ・ 「つぶしてスコーンに入れてみた」 ―あん
まり味がわからなかった。 でも皮がカリカリして、 舌触り
が楽しくなった。
次はそら豆。 「蒸しそら豆としめじのソテー」
「蒸しそら豆としめじのソテー」・・ 「そら豆の
パン粉ソテー」 （豆料理クラブのレシピの自己流） ・ 「切り
干し大根とハンバーグに」 ―切り干し大根はなくてもよ
かったかも。 つぶして料理したのは初めてだたけど、 甘く
て色がきれいで、 けっこうおいしいというのがわかった。
次は黒豆。 「しょうがとしょうゆで煮豆」 ―甘くしあくても
豆の甘味でおいしいとわかった。 息子も食べていた。
最後にビルマ豆。「人参ソテーといっしょに炊き込みごは
最後にビルマ豆。
「人参ソテーといっしょに炊き込みごは
ん」 ―塩味が薄かった。 ふつうの炊き込みご飯と同じくら
いにしっかり味つければよかった。ビルマ豆は淡泊な味と
いにしっかり味つければよかった。
ビルマ豆は淡泊な味と
思ったので、次はちょっとこってりした味つけで料理してみ
思ったので、
次はちょっとこってりした味つけで料理してみ
ます。
２００７年１０月２６日からつけ始めた献立日記も、 自分
が作った日は１日も欠かさずつけてきてもう２年８ヶ月にも
なりました。 いやー改めて考えると驚くなー。 ほとんど見
直す（前のレシピを見る）
直す
（前のレシピを見る）ことはないですけどね。
ことはないですけどね。いつも、
いつも、
似たようなものを作ってるし。 （中略）
それではまた。

お店でスクスク成
長しています♪

去年の秋、 鳥取県倉吉市の
商工会議所に招かれて豆ラン
チパーティーを行いました。 そ
の時初めてお会いした福井千
草さん、 「これからお店を始め
ようと思っているんです」とおっ
ようと思っているんです」
とおっ
しゃっていましたが、今年二月
しゃっていましたが、
今年二月
めでたくオーオプンされました。
楽しくお店に立っておられる様
子を時々、 ブログ h t t p : / /
ameblo.jp/chigusa-f/ で拝見し
ています。 ６月１７日には、 お
店で育てているひよこ豆の写
真 （左） が載っていました。 下
は同じく育てられた紫花豆の花
です。
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ゲスト ・ 弘田 陽介さん （徳島大学教員）
松尾 圭子
弘田さんはなんとも穏やかな方でした。
お話がはじまり、 私たち （とくに私） の聞く側の過度な期
待に少々戸惑われつつも、 そのペースに巻き込まれず、
戸惑いの心境をそのまま淡々と語って、 自分をつくろった
り、 大きくみせようともしない。 問題があったのは、 聞く側
の私だったなあとになっておもいました。 ここで詳しくかけ
ませんが、 ひとつ自分を知りました。 自分というものを知
らせてくれるメッセージ、気づきのようなものがたくさん与え
らせてくれるメッセージ、
気づきのようなものがたくさん与え
られた時間でした。
弘田さんの、 整体をとおして、 また大学で 「先生の卵た
ちを相手に」教鞭をとる立場をとおして抱かれた考え方は
ちを相手に」
教鞭をとる立場をとおして抱かれた考え方は
とても興味深いものでした。 すべて書きたいのですが、 あ
あ ・ ・ 私にはまとめることができない
私にはまとめることができない....。
。 不本意ながら、 印
象にのこった提言のうちのひとつだけ．．。
「勢いよく手をあげ、 はきはきと答える、 そんな子どもた
ちを良しとする教育はもういいんじゃないか（終わりにして
ちを良しとする教育はもういいんじゃないか
（終わりにして
もいいんじゃないか）」
学校の先生からの問いかけに嬉々とした表情でハイッ、
ハイッと手をあげる子どもたち。みなさんもきっと覚えがあ
ハイッと手をあげる子どもたち。
みなさんもきっと覚えがあ
ることでしょう。 ひと昔前には、 官の広報紙などでも、 よ
く目にした風景です。
私たちの年代の心の奥には「はきはきと発言する子がよ
私たちの年代の心の奥には
「はきはきと発言する子がよ
い子」という価値観が確実に刷り込ま
い子」
という価値観が確実に刷り込ま
れていますよね。
弘田さんは続けて 「今の先生の卵
たちも、 そうしたタイプ、 つまり子ども
ははきはきして自分の意見を言える子
がよい」 と考える人たちが多いように
思う。 それはつまり再生産されてい
く、 ということ」 ともいわれました。
そうかあ ....
....。
。 そういえば、 私もそん
な子でした。 大人受けするような子で
「やって」きて、
「やって」
きて、結果、
結果、一番大人受けしないようなタイプ
一番大人受けしないようなタイプ（な
（な
にを言ってものれんに腕押し）の人と結婚しました。
にを言ってものれんに腕押し）
の人と結婚しました。いま、
いま、
ひとつ屋根の下でイライラしながら暮らしています。 （笑）
極端にいうと、 反応があってこそ○○、 反応が全てって
いってしまいたいほど反応や反映が圧倒的に足りないこと
にストレスを感じる自分。 反応重視、 言葉重視であること
はまちがいない。そういえば、
はまちがいない。
そういえば、世の中だってそうだなあ．．
世の中だってそうだなあ．．
すばやい続報、 企業の口癖 「迅速な対応」、 返信が異常
なメール文化、 その一方で、 ほったらかしにされている問
題は山積み。
口では、 自由に、 スローに、 自分らしく、 といいながら
形としての目にみえる反応や反映がなければならない、と
形としての目にみえる反応や反映がなければならない、
と
おもっているんですね。...
おもっているんですね。
...その裏にある怖れや不安を超え
その裏にある怖れや不安を超え

（まつお けいこ）

られない。
そうしたいわば
「刷り込み」 のお
そろしさは、 刷り
込みを刷り込み
だとわかっていながら、簡単には塗り直すことができないこ
だとわかっていながら、
簡単には塗り直すことができないこ
と。 そんなネガティブなことを考えていたら、 ふと、 いや、
「整体」 のおけいこの世界には、 そこに日々新しい紙を差
し出す用意があるのではないだろうか -- -- 弘田さんや
無々々さんが身を置く整体の世界に思いを馳せます。
言葉ではなく、ただ寡黙にうつむいているところからも安
言葉ではなく、
ただ寡黙にうつむいているところからも安
心を得られるんだ、 コミュニケーションは可能なんだ、 むし
ろ、 目にみえる反応をむさぼっては安心している者こそ、
沈黙や余白から、 意味だけではなく、 安心や幸せを感じ
取る感性（身体性）
取る感性
（身体性）を失っているだけなんじゃないのか。。
を失っているだけなんじゃないのか。。
人は do ではなく、 be でじゅうぶんだという感性がからだか
ら抜け落ちた私たち （わたし）。。 このことが、 弘田さんと
出あって得た思い。 これからの人生において、 私にとって
最優先のテーマを与えられました。
弘田さんがなさっておられるという母子整体、京都でおこ
弘田さんがなさっておられるという母子整体、
京都でおこ
なわれる際には絶対に参加したい！と思います。ありがと
なわれる際には絶対に参加したい！と思います。
ありがと
うございました。

治療者こそ治療される?!
治療者こそ治療される
?!
――カウンセラーとして思うこと （４ / １１ ）
――カウンセラーとして思うこと
ゲスト ・ 山口 朗弘さん （催眠療法カウンセラー）
高島 千晶

（たかしま ちあき）

印象深い話は多々ありましたが、 一つあげますと、 「狙
うと効果が出ない、 道具として使ってはいけない」という話
うと効果が出ない、道具として使ってはいけない」
という話
です。 以前、 『ビジネスに戦略なんていらない』 という本を
紹介したことがありますが、 商売の世界でさえも、 戦略的
思考 （または戦略的思考を好む人） はなんだか肌に合わ
ない感じがします。 前にも書いた具体例で言うと、 「人脈」
を生かして仕事を広げようと意図するとき、いい仕事になる
を生かして仕事を広げようと意図するとき、
いい仕事になる
と思えない。
それと同じ話のように思ったのですが（全然違ってたらす
それと同じ話のように思ったのですが
（全然違ってたらす
みません）、たとえば山口さんの奥さんがアトピーがひどい
みません）、
たとえば山口さんの奥さんがアトピーがひどい
ときに、ふっと
ときに、
ふっと「こうやってアトピーが出せるようになったの
「こうやってアトピーが出せるようになったの
は結婚して余裕ができたからだ」とアトピーが出せるように
は結婚して余裕ができたからだ」
とアトピーが出せるように
なったことを感謝したら、 かゆいのがすーっとおさまった。
以後、 かゆくなったら、 「ありがとう」 と思うようにしたけれ
ども、 残念ながらうまくいかなかった。 狙うと、 うまくいか
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ない。 そんな話がありました。
また、山口さんがダン先生のハードな稽古が嫌で嫌でしょ
また、
山口さんがダン先生のハードな稽古が嫌で嫌でしょ
うがなくて、 稽古が１０あるとしたら、 自分の体力を一つの
稽古につき１０分の１ずつ使っていると、しんどくてしょうがな
稽古につき１０分の１ずつ使っていると、
しんどくてしょうがな
い。 一つの稽古で全力を出しきってそこで倒れて死んでし
まったら楽になると思い、 一つの稽古に全力を使ってみた
ら、 逆に楽になった。 以後、 一つ一つの稽古を死ぬ気でや
ろうとした。 ちょっとはいいかんじだ。 覚悟としてはいい。 で
も、楽になるために狙ってやるとき、
も、
楽になるために狙ってやるとき、最初に素直に楽になっ
最初に素直に楽になっ
た感じは再現できない。
ガンを克服するために好きなことに打ち込むということ。こ
ガンを克服するために好きなことに打ち込むということ。
こ
れも同じように狙うとうまくいかない。誰かが好きなことに打
れも同じように狙うとうまくいかない。
誰かが好きなことに打
ち込んでいきいきと生きた結果、 ガンが治った。 そういうこ
とはある。 でも、 それを聞いた人が、 それを狙って何か好
きなことに打ち込んで治るかというと、それは必ずしもうまく
きなことに打ち込んで治るかというと、
それは必ずしもうまく
いかない。
山口さんの奥さまは４年前に病死されています。 でも、 生
ききった。 決して不幸ではない。 遺された者は不幸だけれ
ども、 妻は不幸ではない。 自分の贅肉を小刀でそぐように
して自分を完成させて死んだ妻は不幸ではない。「自分が今
して自分を完成させて死んだ妻は不幸ではない。
「自分が今
までに会った最も尊敬する人」 とおっしゃっていました。
話はそれましたが、 何かを手段にしたり道具にした途端、
そのことの本質が変わってしまうということは、 印象深いで
す。
商売でも、それを感じます。
商売でも、
それを感じます。たとえば、
たとえば、豆ランチパーティー
豆ランチパーティー
についても、 会員へのサービスとか、 豆料理の普及のチャ
ンスとか、 顧客を増やすためとか、 説明はできる。 わたし
もそんな風に説明することもある。でも、
もそんな風に説明することもある。
でも、ほんとうのところは
ほんとうのところは
違う。 集客するためにしてるんじゃない。 集客効果ってこと
を考えるなら、会員の中の数パーセントしか興味のないよう
を考えるなら、
会員の中の数パーセントしか興味のないよう
なテーマをかかげて豆ランチパーティー
をしていいんだろうかと、 そうなってし
まう。やっぱり、
まう。
やっぱり、「これがやりたい」、
「これがやりたい」、「こ
「こ
の人の話が聞いてみたい」、「このテー
の人の話が聞いてみたい」、
「このテー
マで集まったら楽しくなるんじゃないか」
というのは、商売と関係のないところで
というのは、
商売と関係のないところで
あって、 結果として、 そういう豆ランチ
パーティーができるように人は集まりお
金は回っていく。
山口さんもまた自営業者なので、 そ
の辺の感覚はきっと似ている気がしますが、 どんなもので
しょうか。

千々石 有希

（ちちいし ゆき）

山口さんは大阪で催眠療法をもちいたカウンセリング業を
営んでいらっしゃいます。野口整体との絡みもあり、幼少期
営んでいらっしゃいます。野口整体との絡みもあり、
幼少期
からのご自身の整体体験をお聞かせいただき、 とても面白
く拝聴いたしました。 親子三代 （祖父、 父、 ご自身） 野口
整体に親しみ、その環境の中で小学校２年生まで育てられ
整体に親しみ、
その環境の中で小学校２年生まで育てられ
たそうです。 ここまで聞くと、 自分の代から野口整体の門戸
をたたいた者であれば 「理想的な家庭環境」 と思うのでは
ないでしょうか。しかし、
ないでしょうか。
しかし、ご自身の幼少期の実体験とその時
ご自身の幼少期の実体験とその時
の心理状態のお話から、 その 「内と外」 のズレを面白くお
聞かせいただき、 また、 気取らず話そう、 と努められるとこ
ろが、 聞き手を安心させ （少なくとも私は安心しました） 本

当に楽しいひと時でした。
山口さんの幼少期のお話しで、お父様に連れられ釣りに
山口さんの幼少期のお話しで、
お父様に連れられ釣りに
行き、お父様が釣りをされている間、
行き、
お父様が釣りをされている間、５歳の山口さんへは
５歳の山口さんへは
「滝に打たれているように」 という指令が出され、 逆らうと
怖いから嫌々ながら従う山口少年の姿は、 今なら笑い話
だけれどその当時の５歳の子供からすればたまったもん
じゃなかったことでしょう。
これは極端な例ですが、 どの家庭でも親が子供によか
れと思いしている行為がいき過ぎていることっていうのは、
多々あるのではないでしょうか。熱心で真面目な親であれ
多々あるのではないでしょうか。
熱心で真面目な親であれ
ばあるほど、 その傾向は強いと思います。 実際に私の両
親が （特に母） そのような真面目で熱心な者なので、 今
でこそ尊敬し感謝できますが、 子供時代は心労が多く、
肩こり、 便秘、 生理痛に悩まされる、 つらくてしんどい時
を過ごしてきました。
ですので、お話をお伺いしていて共感と理解できる部分
ですので、
お話をお伺いしていて共感と理解できる部分
がたくさんあり、本当に楽しかったです。
がたくさんあり、
本当に楽しかったです。私は子育て中の
私は子育て中の
親として、 また、 自分自身の親子関係の葛藤から 「自分
の親のようにはなるまい」 と反発し、 自分の子には 「子
の持ち味を活かすような子育てを」 と理想があっても、 母
子家庭という制限が功を奏し （？！） また、 私の母ほど
の力量がないことも幸いし、 周囲の方々の協力も得なが
らほどほどのいい加減な日常の中、日々泣き笑いの生活
らほどほどのいい加減な日常の中、
日々泣き笑いの生活
を送っています。
山口さんの企業カウンセラーから現在のご自宅での開業
に至るまでのお話や、クライアントの方々とのカウンセリン
に至るまでのお話や、
クライアントの方々とのカウンセリン
グの中で日々試行錯誤をされながら、現在のようなやり方
グの中で日々試行錯誤をされながら、
現在のようなやり方
でカウンセリングをされたり、クライアントの女性の方々と
でカウンセリングをされたり、
クライアントの女性の方々と
の付き合い方に至っては身振り手振りも入り、 本当に面
白かったです。羽織を着ておられたことも手伝って、
白かったです。
羽織を着ておられたことも手伝って、漫談
漫談
を聴いているかのような語りは本当に楽しかった！
山口さんの奥様のお話をお伺いしている時は涙が出てき
ました。 ちょうど私と同じ年の友人が、 ガンかも知れない
ことがわかり、 将来の不安と恐怖におののいて眠れない
日々を過ごしている、 ということを共通の友人から聞いて
いた矢先でした。 奥様のように全力で 「生きる」 ことに焦
点を当て、今を生きられればいいのですが、
点を当て、
今を生きられればいいのですが、私も含めて、
私も含めて、
これからどうなるか分らない不安や、なぜ自分にそんなこ
これからどうなるか分らない不安や、
なぜ自分にそんなこ
とが起こるのか （自分には起こらないという保障は何もな
いんだけれども） という理不尽さに重きがおかれ、 怒りと
不安と恐怖に打ちのめされてしまうのでしょうね。
「病気は自分の人生に向かい合ういい機会」という言葉
「病気は自分の人生に向かい合ういい機会」
という言葉
が頭の中に浮かびますが、今の私には理解はできても感
が頭の中に浮かびますが、
今の私には理解はできても感
情的に受け入れられません。 実際にそのような体験をさ
れた方々であればその言葉には重みが加わり、意味をな
れた方々であればその言葉には重みが加わり、
意味をな
すのでしょうが、 私にはまだまだ病気は恐ろしいもので
す。死がこわいし、
す。
死がこわいし、友人を無くすことがとてつもなく悲しい
友人を無くすことがとてつもなく悲しい
です。 そう、 とても悲しいんです。
話は変わりますが、 私はちょうどデンマークからのホー
ムステイヤーを私の家で引き受けていたのですが、 いろ
いろなすれ違いがあり、 当初３ヶ月の受け入れ予定をお
断りし、 今日 （１週間） で退去してもらうことにしました。
ここに至るまでの過程で私の心にはいろいろな動きがあ
り、決断を迫られる場面が多々あったので心労を重ねる１
り、
決断を迫られる場面が多々あったので心労を重ねる１
週間だったのですが、豆ランチパーティーの席でそのこと
週間だったのですが、
豆ランチパーティーの席でそのこと
を話し、 山口さんから 「お互いが気持ちよく別れられたら

さてここでちょっとネオニコチノイドの影響をみなさん確認
しましょう。 手を出して、 そして軽く握って下さい。 そこか
ら指を伸ばして下さい。 震えの程度を見て下さい。 震え
ていたら、 それはネオニコチノイドの影響です。 もう一回
やってみて、 僕も多少震えているんですね。 これネオニ
コチノイドの影響です。ですからネオニコチノイドは残念な
コチノイドの影響です。
ですからネオニコチノイドは残念な
がら今やほとんどの人の体の中に入ってしまっていて、そ
がら今やほとんどの人の体の中に入ってしまっていて、
そ
の被害はこれからどんどん出てくるという状態です。
さて、 このネオニコチノイドが一番使われているのは、
東京都です。 これを、 なんとしても止めなきゃいけないと
思っているんです。 本当にこういうことを言えば、 農薬工
業会が問題にしてくるかもしれません。 でもそれでも、 止
めるわけにいかない。そんなの使わずに農業やれないよ
めるわけにいかない。
そんなの使わずに農業やれないよ
と言われるんだったら、じゃあドイツやフランスは何で農業
と言われるんだったら、
じゃあドイツやフランスは何で農業
まだやれてるのか聞き返すしかない。とにかくこのネオニ
まだやれてるのか聞き返すしかない。
とにかくこのネオニ
コチノイドは、あまりにも破滅的な影響を及ぼしていると思
コチノイドは、
あまりにも破滅的な影響を及ぼしていると思

豆料理ワークショップ ・ 報告

うんです。 こいつをくい止めていくには、 次の社会のイメー
ジが必要というふうに強く思います。
そのきっかけとしてもしかしたら使えるかもしれないと思って
いるのが、 今年の COP １０。 私たちが今後食べていくとし
たら、 どういう風に作物を作ったらいいんだろうって気にか
かりますね。 今ネオニコチノイドという巨大な問題が出てき
ていて、 こいつをくい止めていかないとあまりにもまずい。
そして今までのところで言うと、それこそ母親の育て方のせ
そして今までのところで言うと、
それこそ母親の育て方のせ
いでADHD
いで
ADHD が起こったとかですね、
が起こったとかですね、経済的に貧しくなったお
経済的に貧しくなったお
陰で自殺者が増えてきたとか言ってきたんだけど、もっと物
陰で自殺者が増えてきたとか言ってきたんだけど、
もっと物
理的な問題があったのではないか、その物理的な条件を外
理的な問題があったのではないか、
その物理的な条件を外
さないと、 このまんまだとみんなアホになって、 そのまんま
訴えるだけの気力もなくなってしまうんじゃないかというのが、
僕のすごく懸念するところです。ぜひこのネオニコチノイドの
僕のすごく懸念するところです。
ぜひこのネオニコチノイドの
問題を他の人にも伝えてもらって、問題提起してもらいたい
問題を他の人にも伝えてもらって、
問題提起してもらいたい
と思っています。

“experience the world through beans”
beans”
想をもらいました。 誉めすぎとは思いますが、 このワーク
ショップを本当に楽しんで下さったことが嬉しかったので、紹
ショップを本当に楽しんで下さったことが嬉しかったので、
紹
介させていただきます。山上さんのスープのレシピも最後に
介させていただきます。
山上さんのスープのレシピも最後に
紹介します。 （千晶）

６月７日、 豆料理クラブ会員
豆料理クラブ会員・・ 心山珠里さん方の光清寺
に招かれ、 お豆のワークショップをしました。 「こどもの本
と文化を考える会」 主催。 この会のみなさん （５０〜６０代
が中心）の言いたいことを言う和気あいあいとした自由な
が中心）
の言いたいことを言う和気あいあいとした自由な
空気のおかげで、 とても楽しい会になりました。 他に、 小
さい子を持つお母さん（３０代）
さい子を持つお母さん
（３０代）や子どものアトリエの先生
や子どものアトリエの先生
など心山さんのお友だち、そして２０代のサンフランシスコ
など心山さんのお友だち、
そして２０代のサンフランシスコ
から来た青年も参加していました。 会員の山上公実さん
がアシスタントをしてくれました。
この日は、 自然に良い即興が生まれて、 帰っていく参
加者の顔がいきいきしていました。 わたしはサンフランシ
スコから来た青年と隣り合わせだったけれど、 その人が
「サンフランシスコスタイルだ」と言ってワークショップを誉
「サンフランシスコスタイルだ」
と言ってワークショップを誉
めてくれました。文化の融合がサンフランシスコスタイルな
めてくれました。
文化の融合がサンフランシスコスタイルな
んだそうです。ただ茹でただけのお豆をそれぞれが好きに
んだそうです。
ただ茹でただけのお豆をそれぞれが好きに
味つけていくことを通じて、 自分と違う感受性を知り、 お
互いに学び合う。 単純だけれどすばらしいワークショップ
だなあと改めて思うのでした。 ５年前に一緒に開発してく
れた会員の大月傑さんに感謝です。
この日の会場は台所ではなかったので、 豆のゆで汁を
スープにするのは山上さん一人にしてもらいました。それ
スープにするのは山上さん一人にしてもらいました。
それ
がとてもおいしかった。 みなさん、 豆のゆで汁でコンソメ
スープの素も入れずにこんなにおいしいスープができると
いうことにびっくりしておられました。
後日、 サンフランシスコの青年からお友だちを通じて感

デイビッド ・ リーさんの感想 （訳 ・ 知名扶士子さん）
月曜日のことを振り返ると、短い時間ながら多くのことを体
月曜日のことを振り返ると、
短い時間ながら多くのことを体
験した一日でした。 （誘ってくれた） あなたが月曜の予定を
僕に説明するのに困っていたわけが今ではよくわかります。
翌日、 姉に電話で僕の体験を話そうとしてもうまく説明でき
なかったからです。
ボランティアで文庫活動をしている方々が、 それぞれに
「お豆」 の絵本を紹介した後、 お豆についてのワークショッ
プが禅寺で行われた。驚いたことに、
プが禅寺で行われた。
驚いたことに、その全てがうまく運ば
その全てがうまく運ば
れていた！
僕が 「豆さん」 （名前を忘れてしまいました） と話してすぐ
に感じたのは、 今やっていることに対する彼女の情熱でし
た。 専門店を構えてお豆の商売を楽しんでいるのに加え
て、 何より大事なのは、 彼女が 「違う文化」 にも情熱を注
いでいるように僕は感じたのです。わかりやすいレシピと小
いでいるように僕は感じたのです。
わかりやすいレシピと小
粋につめられたお豆がインターネットでも購入できる。彼女
粋につめられたお豆がインターネットでも購入できる。
彼女
はわざわざ外国に行かなくても、いろいろなスタイルのお豆
はわざわざ外国に行かなくても、
いろいろなスタイルのお豆
料理を体験できる機会を日本に提供してきたのですね。 そ
してあの日も彼女は僕たちに「お豆を通して世界を体験でき
してあの日も彼女は僕たちに
「お豆を通して世界を体験でき
る （experience the world through beans)」
beans)」 チャンスを提供
してくれたのです！ （中略） 彼女の商売がこれからもうまく
いきますように願っています。
〈豆のゆで汁スープ〉 （山上公実さんより）
玉ねぎのみじん切りを油 （今回は太白ごま油を使用） で炒
め、しんなりしたら人参を五ミリ角にしたのを加えてさらに炒
め、
しんなりしたら人参を五ミリ角にしたのを加えてさらに炒
めます。 そこに豆のゆで汁とローリエ （月桂樹の葉） を１〜
２枚入れて煮、 塩で味を調えて出来上がり （ゆでた豆があ
れば具として入れて下さい）。 ゆで汁、 是非是非利用してく
ださいね！
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た。 それもやっぱり食べちゃだめだよという状態にして、 ３
日後、 今度は ADHD （子どもたちの多動 ・ 注意力散漫） の
状態と同じ症状が出現しました。 手がつけられないほど暴
れるという状態でしたが、 その後５日経つと全く普通に戻っ
て、 ADHD の症状も消えた。 まだあります。 ２５才の女性
ですね。 イチゴ狩に行き、 食べ放題でイチゴを大量に食べ
た。 悪寒 ・ 集中力低下のようなことが起こって、 受診した。
この時、 過去３日間食べたものを書かせると、 全く思い出
せない状態になっていました。１４才の女の子の場合も、
せない状態になっていました。
１４才の女の子の場合も、や
や
はり頭痛 ・ 肩こり ・ 動悸 ・ 記憶障害 ・ 不眠という状態で、 ク
リニックに来られました。 最初の時点、 全く思い出せない、
書けない。 ところがしばらく食べ物飲み物を注意させると、
少し記憶が蘇る。 そして最終的には、 完全によくなる。 こ
の子は中学２年生ですけど、 この時にはクラスの中のお荷
物だった。 ところが、 その後はクラスでトップです。 そんな
ことまでに影響を及ぼしてしまう。そして３４才の女性、
ことまでに影響を及ぼしてしまう。
そして３４才の女性、この
この
人の場合にもやっぱり頭痛 ・ 不眠 ・ 全身倦怠感になった。
この人の場合はお茶ですね。 健康のために毎日お茶を飲
んでいて、 こんな事態になってしまった。
これらの症状に共通しているのは、 ネオニコチノイドの
入ったものを体内に入れ、 その後に排除して治るというパ
ターンです。 何から採ったかというと、 まず果物です。 日本
の果物は、 正直食べてはいけないレベルになっ
ています。 特に梨 ・ りんご ・ ブドウ ・ 桃あとイチ
ゴ、 こういった物に含まれるネオニコチノイドはと
ても多い。 次に大きいのは、 お茶ですね。 お茶
の葉にはたくさんのネオニコチノイドが入っている
ので、 危険になっちゃいます。 もうひとつ困った
のは、 ○○の名水と言われる水です。 上流で 「マツグリー
ン」 農薬が撒かれている可能性があるので、 危険になる。
だから残念ながら、この青山先生に何を食ったらいいんだと
だから残念ながら、
この青山先生に何を食ったらいいんだと
聞いたら、 「日本で作った物以外を食え、 飲むんだったら
コーヒーにしろ、果物食べたかったらバナナを食え、
コーヒーにしろ、
果物食べたかったらバナナを食え、その方
その方
がはるかにましだ」 と言われちゃうんですよ。
そして、 喘息
喘息・・ うつ状態あと発疹が出るのもずいぶんあり
ますね。 あとリウマチ
あとリウマチ・・ 心不全もよく出ています。 調べてみ
ると、 日本の中で１０年ちょっと前までは、 学校の中に
ADHD で走り回ちゃて困るという子どもはいてもひとり程度で
したよ。 ところが今、 クラスの中に５人位いるのが当たり前
です。僕の友人が長野で小学校の先生しているんですが、
です。
僕の友人が長野で小学校の先生しているんですが、
１４人の子ども達の中に、 「ADHD の疑い」 の子が１３人、
最終的には５人がADHD
最終的には５人が
ADHD という認定を受けたそうです。
という認定を受けたそうです。「学
「学
級崩壊」 という言葉は、 その頃から言われはじめたんです
けど、 走り回ちゃって、 まともに授業受ける状態になってい
ない。そうすると学級が崩壊してしまうので、
ない。
そうすると学級が崩壊してしまうので、補助職員を付
補助職員を付
けるようにした。補助職員がとにかく走り回っちゃっている子
けるようにした。
補助職員がとにかく走り回っちゃっている子
どもに付きあって、 その子どものケアをすることにしたんで
すが、なんと現時点で日本中の小学校が補助職員を雇って
すが、
なんと現時点で日本中の小学校が補助職員を雇って
いるパーセンテージは８１％です。 新生児の中の
新生児の中のADHD
ADHD の
割合は、 長野の佐久病院の医師の調査で、 なんと１０％を
超えています。
しかも ADHD が出るのは、 男の子が圧倒的に多い。 「何
でか」 と、 先ほどの黒田洋一郎先生に聞いてみたんです。
黒田先生は、「女の子は子孫を残さなくちゃいけないから遺
黒田先生は、
「女の子は子孫を残さなくちゃいけないから遺
伝子がきちんと作られている。防御がすごく働くようになって
伝子がきちんと作られている。
防御がすごく働くようになって
いる。 ところが男はタネだけなので、 ずっと粗雑なんだ」 と
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いうことでした。 その結果、 ADHD は男の子にばかり出
るんですよ。 そうすると１０％の子どもが
そうすると１０％の子どもがADHD
ADHD というと、
男の子がほとんどですから、 男の子だけをとると実質的
に２０％ですね。だから男の５人に１人は、
に２０％ですね。
だから男の５人に１人は、ADHD
ADHD 状態に
なってしまっている。 これがネオニコチノイドと関係してい
るんではないかというのが、 現在の問題です。
ネオニコチノイドを作ったドイツは、ほぼ抑制されていま
ネオニコチノイドを作ったドイツは、
ほぼ抑制されていま
す。 フランスも使用禁止です。 ところが日本では、 生協
ですら、これを使っています。
ですら、
これを使っています。僕も生協と付き合いがある
僕も生協と付き合いがある
ので、これ止めてもらえないかと相談したら、
ので、
これ止めてもらえないかと相談したら、「今さら抜く
「今さら抜く
ことができないほど入っちゃっているんだ、 無理だ」 とい
う返事でした。 でぼくは頭にきていたので、 「それはそれ
で構わないけど、もうすぐ
で構わないけど、
もうすぐ『美味しんぼ』
『美味しんぼ』に掲載されるよ、
に掲載されるよ、
どうするの」 と言いました。 「それはいつ頃出るのか」 と
聞いてきましたが、 その結果、 今生協では、 一生懸命
抜く努力をしているところです。
ぼくは、 脳に蓄積性のあるアセタミプリドは絶対使用禁
止にすべきだと思います。 このままでは人間がみんなバ
カになっていってしまって、訴える人すら残らなくなる。
カになっていってしまって、
訴える人すら残らなくなる。知
知
能指数が毎年５％ずつ下がるなんていうデータもありま
す。 ぼく、 今ちょっと気になることがあって、 例えばよく食
べ物屋に食べに行く。 オーダーお願いしますって言われ
て、 「じゃあ鍋焼きうどんと何とか」 と頼んだり
しますね。 そうすると 「何でしたっけ？」 て聞き
直されることが、 やたら多くないですか？。 最
近すごく多くなったと思うんです。普通はウェー
近すごく多くなったと思うんです。
普通はウェー
トレスでもウェーターでも一発で覚えるのが当た
り前だったのに、 「今何とおっしゃいましたっ
け？」 と聞かれることが多いと思うんです。 こういうふうな
短期記憶をぶち壊してしまうのは、ネオニコチノイドのひと
短期記憶をぶち壊してしまうのは、
ネオニコチノイドのひと
つの症状です。 それ以外のネオニコチノイド農薬は、 最
低でもEU
低でも
EU 並の規制をしてほしいんです。
日本の中では調査されているのかというと、今言った一
日本の中では調査されているのかというと、
今言った一
番問題のアセタミプリドは、 「調査なし、 調査なし」、 調査
されてないんですよ、 ほとんど。 厚生省が２００３年に１６
検体だけ調べただけですよ、数限りなく食べ物あるのに。
検体だけ調べただけですよ、
数限りなく食べ物あるのに。
ネオニコチノイドの注意書きを見てみると、 みつばちが来
る所では使わないで下さいと書いてある。 それなのに使
われて被害が出ている。もうひとつひどいと思うのが、
われて被害が出ている。
もうひとつひどいと思うのが、販
販
売の前日まで使っていいと書いてあることです。だから販
売の前日まで使っていいと書いてあることです。
だから販
売の前日まで、 ネオニコチノイドが使われているんです。
ところが水溶性ですから中に入り込むんで、 その作物は
汚染されていますよ。 外側を調べて、 汚染されていない
としても。内側から汚染されるのに、
としても。
内側から汚染されるのに、前日まで使っていい
前日まで使っていい
ということになっている。 しかも使い方なんですけど、 粒
剤を置いた上に根っこをのせて土をかぶせたりします。
で、 水をかけるたびにそこから溶けだし、 作物の内側に
入り込んでいく。
さらには、 種そのものをネオニコチノイドに浸けておく。
そこから育った作物は、蜜にいたるまで汚染されます。
そこから育った作物は、
蜜にいたるまで汚染されます。そ
そ
の蜜を間違って吸ったみつばちは、 群れが崩壊します。
みつばちって、 水を共有するんです。 一部のみつばちが
水を持ってきて、 その水を一緒にみんなで飲むんです。
そうするとたった一匹のみつばちが運んできた水のおかげ
で、巣全体がみんなバカになってしまって、
で、
巣全体がみんなバカになってしまって、崩壊してしま
崩壊してしま
うことになります。

いいんじゃないでしょうか。」という主旨のアドヴァイスをい
いいんじゃないでしょうか。」という主旨のアドヴァイスをい
ただいたことで、先方のデンマーク人のステイヤーにきち
ただいたことで、
先方のデンマーク人のステイヤーにきち
んとことの成り行きを説明し、 双方にわだかまりなく （少
なくとも私の方は） すっきりと別れられたことは、 私にとっ
てはとても進歩的なことでした。
今まで、 あまりにも相手の気持ちを考えすぎたり、 その
状況に対して客観的に正しいと思われる行動をとったり、
自分をいい人にみられたいがために我慢していることがよ
くあったのですが、そんなことでは楽しくないし、
くあったのですが、
そんなことでは楽しくないし、第一、
第一、身
身
体がしんどく感じているのが以前にもまして感じられるよう
になりました。 いい意味、 年をとることで余計な我慢をし
なくなってきたのかもしれません。 あと、 そんな我慢に労
力を費やすより、 もっと生産的な、 楽しいことに人生の時
間を費やしたいのかも知れません。
ただ、 今回のこの件はしんどい思いをしましたけれど、
いい経験になりました。人と関わることは基本的に楽しい
いい経験になりました。
人と関わることは基本的に楽しい
けれども、 責任を伴うことだったり、 時には嫌な思いもす
るけれど、 でもその責任やいろんなことがあるからこそ、
最後には 「楽しい人生だったなぁ」 っと思って死ねるので
しょうか。 私にはまだわかりませんが。
長くなりましたが、私の感じ考えたことの一部をご紹介し
長くなりましたが、
私の感じ考えたことの一部をご紹介し
ました。 また、 このような機会があればぜひ参加したいと
思います。 あと、 カウンセラーが必要になった時は、 ぜ
ひ、 山口さんのところへお話にいこうと思います。 どうも
有難うございました。

高島 千晶

（たかしま ちあき）

昨日の 「狙うとうまくいかない」 という話は、 考えてみれ
ば、 いろいろと失敗例が自分の生活の中にもあるなと思
いました。（昨日はなぜか勢い込んで偉そうに書いてしま
いました。
（昨日はなぜか勢い込んで偉そうに書いてしま
いましたが、 自分は始終みっともないことをしている気が
します。）
また、 印象深かったのは、 「悩むことよりも、 解決する
ことの方は何十倍もたいへん」 という話でした。 逃げない
で、 問題に向き合って解決していくことのほうが何十倍も
たいへんだから、悩んでいるところに留まりがちだというこ
たいへんだから、
悩んでいるところに留まりがちだというこ
と。
わたしは小さいときからアトピーがひどくて手は特に荒れ
ていて、 友だちから薄気味悪がられていたので、 手先を
隠すように生きていたし、アトピーがおさまってからも自分
隠すように生きていたし、
アトピーがおさまってからも自分
の手は汚いという感じがどうも残っています。アトピーはお
の手は汚いという感じがどうも残っています。
アトピーはお
さまっても、 手がまるでないようにして生きてきたというこ
とは残っていて、一念発起して豆屋を仕事にしたおかげで
とは残っていて、
一念発起して豆屋を仕事にしたおかげで
台所仕事はできるようになりましたが、そうじと人前で手を
台所仕事はできるようになりましたが、
そうじと人前で手を
見せることはいまだに苦手で、 かつ苦手ということすら忘
れるように暮らしています。 手を忘れて暮らしている。 そ
のことに３月末からの大掃除の中で気がついて、泣きまし
のことに３月末からの大掃除の中で気がついて、
泣きまし
た。 なんて自分はダメなんだと。
なんて自分はダメなんだと。でも泣いてるだけではな
でも泣いてるだけではな
い。 ここはまた一念発起しようと思っています。
催眠療法やその他の心理療法でトラウマさえ除かれたら
それで万事人生がうまくいくと考えるのは、人間的怠惰で
それで万事人生がうまくいくと考えるのは、
人間的怠惰で
あると断言されたこともとても印象的でした。実際には、
あると断言されたこともとても印象的でした。
実際には、ト
ト
ラウマによって避けて空白になっていた経験を埋めるよう
なトレーニング （経験） を重ねていくことが必要だというこ
と。 身につまされます。 生きているうちにいろんな経験を

体にさせてやろう。
有希さん、 レポート、 ありがとうございます。 わたしも思っ
ています。 気まずい思いも、 恥をかくようなことも、 いろい
ろ経験させてやろうと自分に思っているところです。たしかに
ろ経験させてやろうと自分に思っているところです。
たしかに
怖いですが。
どなたか、 毒まんじゅうの話を書いて下さったらいいので
すが、、、。

北川 けんいち ・ ゆきこ
昨年１０月から豆料理ク
ラブの会員になり、 昨日、
初めて豆ランチパーティに
参加しました。
当日の感想をアットラン
ダムに書いてみます。 主
観が入っているかも知れま
せんがご容赦下さい。
〈おまんじゅうのこと〉
こどもの頃、 大好きなお
まんじゅうを何時までも食
べていたいなー・・ ・ ・と思っ
べていたいなー
た山口少年が、 ある時こ
んなことを思いつきました。
１個のおまんじゅうをまず
半分に切る。 それを半分
に切って食べてみて、 あー美味しいな ・ ・ ・ と、 このまま
美味しいおまんじゅうを何時までも食べていたいと願って、
また半分、 そのまた半分 ・ ・ ・ とナイフを使って切っていく
と食べ終わることがない。お陰で手先が器用になりました。
と食べ終わることがない。
お陰で手先が器用になりました。
（チャンチャン）
山口少年の甘い物好きと、 子どもらしい発想が巧みな話
術で漫談の枕を聞いているようでした。
それを聞きながら、 私は昔数学の先生に聞いた話を思い
出していました。 「アキレスと亀」 の話です。
昔ギリシャのアキレスという足が一番速い青年が亀とか
けっこの競争をすることになりました。 「亀はハンディをく
れ！」 と１００メートル先から出発することになりました。
よーいドン！アキレスが１００メートル先に到着した時には、
亀は１０メートル先にいます。 アキレスがそこに到着した時
には、 また亀は少し前に ・ ・ ・ この繰り返しではいつまで
経っても、亀のいるところに到着できないですね！アキレス
経っても、
亀のいるところに到着できないですね！アキレス
は亀を追い抜くことは出来ないのです。 何か変、 でも机上
で考えたらその通り ・ ・ ・ まじめに考えて何年も悩んだ子ど
ももいるということです。
結局、 おまんじゅうは全部山口少年のお腹の中へ、 亀も
アキレスに抜かされてしまう、 これが現実でした。
〈ガンのこと〉
ゆきこの肺ガンの話で長く時間をとっていただきました。山
ゆきこの肺ガンの話で長く時間をとっていただきました。
山
口さんの奥さんが４年前同じ病気で亡くなられたこと、 思い
出させて申し訳ない思いでした。
催眠療法のことも何も分からず、 イメージ療法、 暗示など
と重なるところがあるのでは ・ ・ ・ と思って質問させていた
だきました。アンドルーワイル博士の考えもうまく伝えられな
だきました。
アンドルーワイル博士の考えもうまく伝えられな
いままでの質問でかみ合わない結果になったようにも思いま
す。

らくてん通信 第５０号

博士は意識と無意識の境界でイメージや暗示の効果が初
めて現れる ・ ・ ・ と言われているのですが、 催眠とまた違っ
たアプローチの仕方なのでしょうね。 （ＣＤブック 『ナチュラ
ル ・ メディスン』 アンドルー ・ ワイルは色々と内容の豊かな
物だと思っています。）
さて、私達のガンに対する考えも悩んでおられる方に参考
さて、
私達のガンに対する考えも悩んでおられる方に参考
になるかも知れませんので少し書いてみます。
ガンは生活習慣病と言われています。 日本人は、 敵を
やっつけることに躊躇する民族性のお話しもあったかと思い
ますが、 ガンを今までの自分の生活の結果として、 自分が
生活を改め、自分で責任をとれば治る！と信じてやっていく
生活を改め、
自分で責任をとれば治る！と信じてやっていく
ことにしました。
①ライフスタイルを正す。 （十分な睡眠 ・ 休息等） ②食生
活を玄米菜食に！ （豆もとてもよろしい。） ③ストレスをため
ない。 前向きな心。
この３つを基本に、 具体的には民間療法のお手当てを毎
日４〜５時間やっています。 朝、 手足温浴。 午後３時頃か
ら、 生姜罨法、 びわ温灸。 夕食後、 刺洛療法と官足法に
よる足もみ、 半身浴。 血流を良くして、 免疫力を高めること
が主な目的ですが、 その中でモーツアルトの音楽を聴いた
り、 ワイルさんのＣＤを聞いたりしています。
主治医のお医者さんは３年半程の間に、少しずつＣＴの影
主治医のお医者さんは３年半程の間に、
少しずつＣＴの影
が大きくなる傾向を見て、手術を勧められますが、
が大きくなる傾向を見て、
手術を勧められますが、経過を観
経過を観
察したいと思ってきました。今後どの様に成るか分かりませ
察したいと思ってきました。
今後どの様に成るか分かりませ
んが、お話しにもあったように、
んが、
お話しにもあったように、毎日少しでも楽しく生きる中
毎日少しでも楽しく生きる中
で自分達の信じた道を進みたいと思うのです。
山口さんが親との関係を、生きている間は反発しかなかっ
山口さんが親との関係を、
生きている間は反発しかなかっ
たけれど、 亡くなった今、 親とそっくりな自分の手を見なが
ら、 しみじみ親子の繋がりを実感され、 本当に親が自分の
ことを思ってくれていたことが分かる、 と話されていました
が、 それは私も本当にそうだな、 と思います。 無々々さん
が 「親と和解されたのですね。」 と言われましたが、 山口さ
んの、 確か 「受け入れる」 「諦める」 との言葉が心に残っ
ています。
ガンについての私達の考えに即して言うならば、私達はガ
ガンについての私達の考えに即して言うならば、
私達はガ
ンと和解しようとしています。 その現実を受け入れて、 出来
ることをやり、 前向きに生きて行こうとしています。
〈その他のことで〉
山口さんの「心理療法士としての自分があるからこの場に
山口さんの
「心理療法士としての自分があるからこの場に
もおられるし、 クライアントとのつき合いもある。」 それは素
晴らしいことじゃありませんか。 思わず、 自分には何が
自分には何が・・ ・ ・
と考えさせられました。 制服でない和服の山口先生の悩み
相談を夫婦で受けてみるのも良いのでは ・ ・ ・ と思ったりし
ています。
高島夫妻の味のある最後の悩み問答はとても良かったで
す。 夫婦のお人柄がすごく良く出ていましたよ。 何故、 豆
料理クラブを始められたのか？整体法との出会いは？また、
どこかでお尋ねしたいです。
子どもさんのいるパーティ良かったです。バタバタ動き回る
子どもさんのいるパーティ良かったです。
バタバタ動き回る
こともとても子どもらしいし、それを許しながら進んでいく会も
こともとても子どもらしいし、
それを許しながら進んでいく会も
とても優しい場だと思いました。 本気でお母さんに叱られて
シュンとなるぼく、 本当に可愛いですね。

らくてん通信 第５０号

高島 千晶

（たかしま ちあき）

山口さんのお話が何で面白かったかというと、 一つに
は、 山口さんがカウンセラーとして開業して一月８万円も
は、山口さんがカウンセラーとして開業して一月８万円も
NTTのタウンページに払って、
NTT
のタウンページに払って、 でもとっても小さい広告し
か載せてもらえず、 電気やガスも何度も止められつつ、
なんとかカウンセラーでは珍しく、１０年以上続いている。
なんとかカウンセラーでは珍しく、
１０年以上続いている。
しかしながら、 自分の仕事に矛盾を感じていること、 クラ
イアントとの関係に疑いを持っていることを最初に率直に
話して下さった。 山口さんが自分も矛盾を抱えつつ社会
に養われているという立場に立たれたからだと思います。
自分が特別にいいことをしているという立場でのお話では
なかった。むしろ大いに怪しい人間だという前提で話が進
なかった。
むしろ大いに怪しい人間だという前提で話が進
んでいきました。
北川さんが書いて下さったおまんじゅうの話がそこで出て
きたのです。 クライアントはいつまでも来る。 もう病気の
話などほとんどしなくなって、治ったといってもいい時でも
話などほとんどしなくなって、
治ったといってもいい時でも
来る。つまり赤面症とかあがり症とかいう病気のまんじゅ
来る。
つまり赤面症とかあがり症とかいう病気のまんじゅ
うを全て食ってしまったら、それがなくなってしまい、
うを全て食ってしまったら、
それがなくなってしまい、それ
それ
を食べる喜びがなくなってしまう。だからクライアントは未
を食べる喜びがなくなってしまう。
だからクライアントは未
練がましく、 最後の最後まで病気を少しだけ大事に持ち
つづける。自分はだらしないことだけれど、
つづける。
自分はだらしないことだけれど、経済的に困っ
経済的に困っ
ている人たちを助けたくて、最初は８千円だったところを６
ている人たちを助けたくて、
最初は８千円だったところを６
千円にし、５千円にし、
千円にし、
５千円にし、それも払えない人も何か物を持っ
それも払えない人も何か物を持っ
てきてもらったりして、 見てきた。
でも、３ヶ月２０万円、
でも、
３ヶ月２０万円、それを初回に全額支払うというよ
それを初回に全額支払うというよ
うな自分がかつては疑ったようなやり方の方がよかったの
ではないか。 ２０万円払ったらもう後はお金が尽きてこら
れなくなるという方がかえってクライアントにとっては良い
のではないか。病気と縁が切れるのではないか。
のではないか。
病気と縁が切れるのではないか。そんな
そんな
ことを山口さんはおっしゃいました。
重ねて無々々もそこを質問していました。ずっと来てくれ
重ねて無々々もそこを質問していました。
ずっと来てくれ
る人がいるから食べていける。 治らないから食べていけ
る。 そこのところはどんな具合なのかというような、、、。
（ちょっと違ったかもしれません。）山口さんがどんな風に
（ちょっと違ったかもしれません。）
山口さんがどんな風に
答えたか思い出せませんが、 前半のお仕事の話を聞い
ていたら、 答えはあるように思いました。
病気を治すために来る場ではなくて、 社会経験を積む
ための場所としてクライアントの方々は通っておられる。
山口さんは挨拶をしない人にその仕方を教えてあげ、
「ちょっと最初から、 やってみようか？」 ともう一度、 ドア
を開けるところからさせてあげる。 経験を増やしていく。
「はい」 と 「えー！」 と 「まじっすかあ？」 しか語彙がな
い若者とは、小松左京のＳＦのショートショートを朗読しあ
い若者とは、
小松左京のＳＦのショートショートを朗読しあ
う。 「空涙」 を 「そら、 なみだ」 と読んでしまうので、 「そ
れは、 そらなみだと読むんだよ」 「そらなみだって何です
か」 「泣いてないのに泣いていた方が都合がいいから涙
を流すことだよ」 「へーえー」 とか会話が生まれてくる。 ド
ラゴンボールの話をして終わることもある。
どんな病気があるかと関係なく、病気によって経験を積
どんな病気があるかと関係なく、
病気によって経験を積
む機会を持てなかった人に対して、経験を増やしていくこ
む機会を持てなかった人に対して、
経験を増やしていくこ
とを手助けしている寺子屋のような機能を持った場所とし
て、山口さんの治療院が社会的役割を果たしているのだ
て、
山口さんの治療院が社会的役割を果たしているのだ
と思いました。 だから、 病気が治ったかどうかは関係な
く、 人は通い続ける。 そのことは山口さんが幾分危惧さ
れたいつまでも病気が治らないということをさしひいても価

す。 そしたら、 その代わりに入ってきてしまったのがネオ
ニコチノイドです。このネオニコチノイドの農薬、
ニコチノイドです。
このネオニコチノイドの農薬、松喰い虫
松喰い虫
対策で山に散布されたりします。 すると水溶性の農薬で
すから、水に溶けて下流に流れて出てくるんです。
すから、
水に溶けて下流に流れて出てくるんです。ここで
ここで
患者が一番出た場所というのは、 なんとこの地域の名水
と呼ばれている湧水を飲んだ人たちだったんです。という
と呼ばれている湧水を飲んだ人たちだったんです。
という
ことが起こったんですね。
よくわれわれは中国の食品は危険だとか言いますが、
単位面積当たりの農薬の使用量は日本が世界一です。
そしてこの農薬の安全基準なんですけど、ヨーロッパと比
そしてこの農薬の安全基準なんですけど、
ヨーロッパと比
較してみましょう。 ヨーロッパでは、 例えばモモだったら
０． １ｐｐｍ、 梨だったら０． １ｐｐｍ、 りんごだったら０． ０
１ｐｐｍ、 ぶどうだったら０． ０１ｐｐｍ、 お茶だったら０． １
ｐｐｍ、 トマトだったら０． １ｐｐｍです。 日本の基準はどれ
位かというと、 お茶５０ｐｐｍ、 ５００倍ですね。 イチゴ０．
０１ｐｐｍに対し５ｐｐｍですから、これも５００倍ですね。
０１ｐｐｍに対し５ｐｐｍですから、
これも５００倍ですね。日
日
本に生まれ暮らしている方は、 １日でヨーロッパ２年分弱
の農薬を摂取できます。 そしてですね、 この農薬の量イ
チゴの場合、 子どもとかイチゴ好きだから１パック一気に
食べちゃうことありますね。 そうすると急性毒性がでる。
つまりその場ですぐ倒れてしまうというレベルの農薬を摂
取することになります。 慢性毒性以前に、 急性毒性で倒
れるレベルまで許容するなんて、 常識では考え
られません。 日本だけが、 異常に農薬に対して
甘いんです。
そのせいで私たちは、ネオニコチノイドという農
そのせいで私たちは、
ネオニコチノイドという農
薬を毎日摂取してしまうことになる。 特に、 お茶
はすごいですね。 その結果、 いろんなことが起
こってきます。 ネオニコチノイド系の農薬は何種類かある
んですが、 その中で問題が大きいのがアセタミプリドで
す。 この農薬は、 脳に溜まるんですよ。 ２４時間以内に
何パーセント出たか、アセタミプリドはほとんで出ていかな
何パーセント出たか、
アセタミプリドはほとんで出ていかな
いんですね。体の中に蓄積していくんです。
いんですね。
体の中に蓄積していくんです。蓄積していく
蓄積していく
箇所は、 脳とか肝臓とか腎臓ですね。 とりわけ、 脳のと
ころは増えていきます。なんと２５０時間経っても、
ころは増えていきます。
なんと２５０時間経っても、その濃
その濃
度が上がっていくんです。分解されたものも有害ですが、
度が上がっていくんです。
分解されたものも有害ですが、
脳に蓄積されていくという現象が起こっています。 ネオニ
コチノイドの中で、このアセタミプリドだけが特に脳への蓄
コチノイドの中で、
このアセタミプリドだけが特に脳への蓄
積性が高い。しかもこのアセタミプリドは、
積性が高い。
しかもこのアセタミプリドは、分解するとさら
分解するとさら
に有害になってしまう。 超有毒物質のシアンになります。
シアン系のものとニコチン系のもの、ネオニコチノイドのネ
シアン系のものとニコチン系のもの、
ネオニコチノイドのネ
オはニュー、 ニコチノイドはニコチンが入って、 ノイドが同
位体ということで、 ニコチンを中心とする薬なわけですけ
ど、これがニコチンとシアンに分かれて、
ど、
これがニコチンとシアンに分かれて、分解した後は超
分解した後は超
有毒物質シアンになるんです。
このネオニコチノイドなんですけれど、これは農薬を作っ
このネオニコチノイドなんですけれど、
これは農薬を作っ
た側のホームページに説明があるんですけれど、 どう
やって効くかといういうと、 脳の神経同士を伝達する時
に、 「アセチルコリン受容体」 という受け取り手があるん
です。普通は、
です。
普通は、そこにアセチルコリンが入って起動するん
そこにアセチルコリンが入って起動するん
です。 ところがそこに、 間違ってニコチンが入るんです。
そのせいで誤作動させることで、虫を滅ぼします。
そのせいで誤作動させることで、
虫を滅ぼします。アセチ
アセチ
ルコリン受容体で誤作動させることによって死なせるわけ
ですが、 通常、 昆虫の場合にはこのアセチルコリン受容
体が中枢神経にある、 つまり中心の神経にアセチルコリ
ン受容体があるからだから虫が死ぬんです。 だけど人間

の方は、 中枢神経は 「グルタミン酸受容体」 で、 アセチル
コリン受容体もあるけれど、 感受性が低いから大丈夫と書
いてあるんです。人間のばあいには、
いてあるんです。
人間のばあいには、末梢神経にアセチル
末梢神経にアセチル
コリン受容体があって、 脳の中にはあまりないというふうに
これまで考えられてきた。 ところがあるんですよ。
ところがあるんですよ。脳の中の
脳の中の
海馬、そして扁桃体に。
海馬、
そして扁桃体に。これらは脳幹に近い脳の真ん中の
これらは脳幹に近い脳の真ん中の
部分にあります。つまりその後に発達した大脳ではなく、
部分にあります。
つまりその後に発達した大脳ではなく、極
極
めて原始的な脳の部分です。その原始的な脳の方にアセチ
めて原始的な脳の部分です。
その原始的な脳の方にアセチ
ルコリン受容体があるので、 そこに今のネオニコチノイドが
入りこんで誤作動させるんです。 そうすると、 人間でも異常
を起こしてしまう。 虫だと中枢神経そのものがアセチルコリ
ン受容体ですからだからすぐ死ぬんですけど、人間の場合
ン受容体ですからだからすぐ死ぬんですけど、
人間の場合
にはあまりないと言われていたんだけど、ところが原始的な
にはあまりないと言われていたんだけど、
ところが原始的な
脳の部分にあった。 しかも人間は胎児の時期に、 これまで
の進化を繰り返すんです。 もともと人間が、 それこそちっ
ちゃなお魚みたいなものだったものから、 ネズミみたいだっ
たり、 猿みたいだったりしているのを、 胎児は繰り返すんで
すね。その一番最初の部分というのは、
すね。
その一番最初の部分というのは、残念ながら昆虫の
残念ながら昆虫の
ようだったりするんです。そうするとアセチルコリン受容体が
ようだったりするんです。
そうするとアセチルコリン受容体が
たくさんあるので、それによって人間の成長に影響を及ぼす
たくさんあるので、
それによって人間の成長に影響を及ぼす
可能性があるということになります。 また、 このネオニコチ
ノイドが効いてしまうアセチルコリン受容体というのは、 リン
パ腺にいっぱいあるんです。 その結果、
その結果、例えば
例えば
リウマチなどを引き起こしてしまうことになる可能
性がある。
そして、先ほど見た扁桃体だとか海馬というの
そして、
先ほど見た扁桃体だとか海馬というの
は原始的な脳の部分ですが、 その部分がつか
さどっているのは 「情動」 です。 ここが、 憂鬱
になっちゃたり、 ごきげんに暴れ回ったり、 人を傷付けたく
なったり、 沈みこんでしまったりさせます。 もうひとつ、 短
期記憶もまたこの原始的な脳の部分がつかさどっているんで
す。 ここにアセチルコリン受容体があって、 ネオニコチノイ
ドが作用してしまう。そうすると、
ドが作用してしまう。
そうすると、このネオニコチノイドが
このネオニコチノイドが「情
「情
動 ・ 記憶 ・ 免疫」 の部分を壊してしまう可能性が出てきま
す。
このネオニコチノイド、結構あちこちで使われてます。
このネオニコチノイド、
結構あちこちで使われてます。クロ
クロ
チアミジンというネオニコチノイド系の農薬が、 床下の防蟻
剤 （白アリ防止剤） として使われました。 この事例では、 １
ケ月後お父さんは痴呆 ・ 言語障害 ・ 記憶障害で入院し休
職、 お母さんは痴呆になって特養老人ホーム行き、 奥さん
は化学物質過敏症になって流産しています。特に最近やた
は化学物質過敏症になって流産しています。
特に最近やた
らと使われているのは、 ベニヤ ・ フローリング ・ 壁材のベニ
ヤですね。 その中に防虫剤を仕込むんです。 この防虫剤
に使われているのが、 ネオニコチノイドです。 林業では、
林業では、松
松
喰い虫対策でマツグリーンが使われている。 農家でも使わ
れている。 建材。 ガーデニング。 ペットの蚤とりなどに２滴
位垂らすと、 ペットに蚤がつかなくなります。 ただし、 「２日
間位は触らないで下さい。」 と書いてあります。 あれです。
もうありとあらゆる所に、ネオニコチノイド系の農薬が使わ
もうありとあらゆる所に、
ネオニコチノイド系の農薬が使わ
れている。 ８才の男の子、 母親が健康のためにりんごを毎
日食べさせていた。 胸が痛くなって、 受診した。 バナナ以
外の果物を、 禁止した。 なぜかというと、 バナナは日本で
は作れないですからね。 だからバナナはいいけど、 日本で
作るものだめと禁止したら、 数日後に症状が消えました。
今度は３才の男の子、 ブドウ狩に行き、 翌日ブドウジュー
スを作って飲んだ。失禁状態で、
スを作って飲んだ。
失禁状態で、動くことができなくなりまし
動くことができなくなりまし
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この講演録は、 ２０１０年３月２４日に東京 ・ 新宿の
新宿のNaked
Naked Loft
で行われた講演を 「自然村」 の吉村文夫さんがまとめられたも
のです （自然村は東京 ・ 練馬にある自然食品店で、 楽天堂の
豆料理キットなどを扱っていただいてます）。多くの方に問題関
豆料理キットなどを扱っていただいてます）。
多くの方に問題関
心をもっていただきたいという意向から、 『らくてん通信』 への
転載を吉村さんに快諾いただきました。 配布
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問い合せは直接 自然村 TEL （０３） ５９２７−７７８７ までお
願いいたします。 なお、 著作権は田中優さんにあります。

今始まりかけている非常に深刻な農薬の問題があるので、
その話を紹介したいと思っています。 ネオニコチノイドという
農薬の話です。そのネオニコチノイドは何が問題かと言いま
農薬の話です。
そのネオニコチノイドは何が問題かと言いま
すと、 世界中でみつばちが消えていますね。 CCD と読んで
ますけれど、要は突然みつばちがいなくなってしまうという問
ますけれど、
要は突然みつばちがいなくなってしまうという問
題です。 一般的に言われているのは、 例えばダニのせい
だ、 ウィルスのせいだ、 電磁波のせいだ、 いくつもの理由
が挙げられているんですが、 この原因はネオニコチノイドの
農薬なんです。 私は、 確信しています。 そのネオニコチノ
イドという農薬は、 虫には効くんですが、 実はクモとダニに
は効きにくいんです。 ですからみつばち達がいなくなってし
まった巣を見ると、 ダニだらけなので、 それでダニにやられ
たんだろうと思われている。 またネオノコチノイドは、 虫の免
疫を壊すんです。免疫を壊された虫はウィルスに感染しやす
疫を壊すんです。
免疫を壊された虫はウィルスに感染しやす
くなりますから、 だからウィルスのせいだと言われるわけで
す。 これは原因と結果を取り違えている。
これは原因と結果を取り違えている。原因と結果を取り
原因と結果を取り
違えずに言うと、 ネオニコチノイドという農薬をまいてから、
死に始めたというのが実態です。
これ、 当初はかなり明らかだったんですね。 その農薬をま
いた途端にぱたぱたとみつばちが死んでいったから。ところ
いた途端にぱたぱたとみつばちが死んでいったから。
ところ
が、しばらくするとそれがわからなくなってきた。
が、
しばらくするとそれがわからなくなってきた。というのは、
というのは、
効き目の薄い農薬に切り替えてきたんです。同じネオニコチ
効き目の薄い農薬に切り替えてきたんです。
同じネオニコチ
ノイド系なんだけど、濃度が１
ノイド系なんだけど、
濃度が１//１０〜１
１０〜１//１００に下がっていっ
たんですね。そうしたらどうなったかと言うと、
たんですね。
そうしたらどうなったかと言うと、死ななくなった
死ななくなった
代わり、 みつばちが巣からいなくなっちゃたんです。 なんで
いなくなったか。実はこれみつばちの生態にかかわるんです
いなくなったか。
実はこれみつばちの生態にかかわるんです
が、 みつばちというのは最初生まれてから３週間巣の中で
「内勤」 をするんです。 巣の中で、 子どもの世話をしたり、
持ってきた蜜を貯蔵したり、花粉を集めたりという仕事をして
持ってきた蜜を貯蔵したり、
花粉を集めたりという仕事をして
います。 その後の１〜２週間は、 「外勤」 に回るんですね。
外回りの仕事になって、 蜜を採りにいくんです。 ところが不
幸なことにネオニコチノイドを浴びてしまうと、 脳がやられて
しまってアルツハイマー状態になるんです。 まずはちという
のは、高く空に飛んで自分の位置を覚えてから飛んでいくん
のは、
高く空に飛んで自分の位置を覚えてから飛んでいくん
ですね。その後また戻ってくるんですが、
ですね。
その後また戻ってくるんですが、残念ながら頭が呆
残念ながら頭が呆
けちゃったので戻ってくることができないんです。だから巣の
けちゃったので戻ってくることができないんです。
だから巣の
中の働き蜂から順にいなくなってきて、それが徐々に徐々に
中の働き蜂から順にいなくなってきて、
それが徐々に徐々に
３週間たつとみんな一人前になりますから、飛び立つと戻っ
３週間たつとみんな一人前になりますから、
飛び立つと戻っ
てこれなくなる。 それによって、
それによって、世界中のみつばち達がいな
世界中のみつばち達がいな
くなるという状態になりました。
黒田洋一郎先生という大脳生理学・・ 毒物学の権威の方が
黒田洋一郎先生という大脳生理学
いるんですが （岩波新書 「脳を守ろう」 著者）、 この人に聞
いてみたら、この人はみつばちと聞いた途端に、
いてみたら、
この人はみつばちと聞いた途端に、ああそうだ
ああそうだ
ろうなと思ったと言われるんですね。 というのは、 みつばち
はものすごく役割分担をしている虫なんです。 すごく社会的

（たなか ゆう ・ 未来バンク事業組合理事長）

な仕組みを作っている虫なんですね。だからそれがちょっ
な仕組みを作っている虫なんですね。だからそれがちょっ
とでも壊れるともう機能しなくなっちゃうんです。 ミツバチ
のダンスといって、 あっち側の２ｋｍのところに蜜がある
よって教えたりします。 ダンスをする時間によって、 蜜の
量まで教えるというものすごく社会的な昆虫なんです。だ
量まで教えるというものすごく社会的な昆虫なんです。
だ
から精緻に作られた虫であればあるほど、 どこか１か所
が壊れると崩壊してしまう。 そのせいで、 みつばちが最
初に消えたんじゃないか。 そして、 これ実は昆虫全てを
殺しています。たまたま人間がみつばちを利用するから、
殺しています。
たまたま人間がみつばちを利用するから、
みつばちがいなくなって大慌てをした。 というのは、 野菜
とか果物の受粉についてはみつばちに依存しているのが
すごく大きいので、 問題になった。 実はそれ以外の昆虫
たちも、 かなり死んでいる。 これが、 ネオニコチノイドの
問題だったんです。 ところがこのりんご園にも、 ネオニコ
チノイドを撒いたんですよ。 そのせいでもちろん受粉もで
きなくなっちゃったし、ここにいたみつばち達みんないなく
きなくなっちゃったし、
ここにいたみつばち達みんないなく
なったんです。 巣が崩壊してしまった、 帰れなくなってし
まったという問題です。 最近報告された例では、 長崎県
でネオニコチノイドと有害性が知られて抑制されてきている
有機りん系農薬をブレンドして撒いた結果、鳥すら見られ
有機りん系農薬をブレンドして撒いた結果、
鳥すら見られ
なくなったそうです。
ところがですね、 これをかなり調べていってみると、 実
はもっと深刻な問題が奥にあったというのがわかってきま
した。 ネオニコチノイドという農薬は、 まず水に溶けやす
いんです。 水に溶けるので根っこから吸い上げられて、
それが実の中に入ります。 ですから従来の農薬ですと、
農薬を撒いた後皮の部分が危険になっているから皮をむ
いて食べなさいとというふうに聞いてきました。 これの場
合、 逆なんですよ。 皮をむいて中を食べてはだめなんで
す。 中から汚染されていますから。 そういう農薬なんで
す。 しかも残効性があり、 撒いてから長時間防虫効果を
発揮する。植物体内でやや分解されるが、
発揮する。
植物体内でやや分解されるが、分解されたも
分解されたも
のも殺虫効果がある。だから分解したのはいいんだけれ
のも殺虫効果がある。
だから分解したのはいいんだけれ
ど、 分解した後の物質もさらに農薬
分解した後の物質もさらに農薬・・ 殺虫剤の効果があ
るということです。 例えば近くにりんご園があるとか、 梨
畑があるという所では、 最初に近所の人たちが吸いこん
じゃいます。 またそこに出かけてきた人が肺から吸い込
みます。そして私たち勘違いしがちなんですけれども、
みます。
そして私たち勘違いしがちなんですけれども、食
食
べ物に気をつけよう、飲物に気をつけようとみんなするん
べ物に気をつけよう、
飲物に気をつけようとみんなするん
ですが、実は食べ物飲物の体内に入る重さよりも、
ですが、
実は食べ物飲物の体内に入る重さよりも、空気
空気
とともに体内に取り入れる量のほうがはるかに多いんで
す。 ですから私たちが食べ物にいくら気をつけても、 空
気の方を気をつけないと、 食べ物飲物の５． ５倍の重さ
を体の中に取り込むことになってしまう。ですから先ほど
を体の中に取り込むことになってしまう。
ですから先ほど
の果樹園の方でネオニコチノイドの農薬が撒かれると、
近所の人たちは吸いこんでしまうわけですね。
これは群馬県の高崎 ・ 前橋周辺の地図 （農薬被害の
発生箇所が記されている画面） なんですが、 データは青
山美子さんのデータを使っています。 青山クリニックとい
う病院をやられているお医者さんなんです。自分の所に、
う病院をやられているお医者さんなんです。
自分の所に、
次々と患者さんが運ばれてくる。彼女は、
次々と患者さんが運ばれてくる。
彼女は、もともとは有機
もともとは有機
りん系農薬の散布・・空中散布をやめさせるということで頑
りん系農薬の散布
張ってきて、スミチオンなどの有機リン系の農薬の有害性
張ってきて、
スミチオンなどの有機リン系の農薬の有害性
を立証して、 ついに群馬県での空中散布を止めたんで

値があるようい思いました。
また、同時に、
また、
同時に、わたしはわたしで、
わたしはわたしで、自分が豆屋で良かっ
自分が豆屋で良かっ
たなと思い、 そう言いました。 最初は病気で、 わらをもす
がるような気持ちでうちに来ていた方が、その後、
がるような気持ちでうちに来ていた方が、
その後、病気が
病気が
治っても、 うちに来る口実はいつもある。 豆を買うと言う
こと。そしてお客さんとしてものを買うということもまた、
こと。
そしてお客さんとしてものを買うということもまた、山
山
口さんが提供されるほどではないでしょうけれども、 豊か
な経験であり得る。 実際、 うちの店のお客さんであること
から、 山口さんの豆ランチパーティーにも出られた。
洋服屋の時も感じましたが、 熱心なお客さんがいる店
は、 どこの店もそうなのだと思うんです。 山口さんの所に
は、 病気を理由に来る。 洋服屋には洋服を理由に来る。
豆屋には豆を理由に来る。 でも半ばは、 洋服も豆も口実
のことだってある。顔を見て話がしたいから洋服を買いに
のことだってある。
顔を見て話がしたいから洋服を買いに
来るという人があったと思います。もう洋服をいらないくら
来るという人があったと思います。
もう洋服をいらないくら
いに持っていても洋服を買いに毎シーズン来て下さった。
（北川さん、 だから豆屋にしたんです。 いらない洋服を売
り続けるのはしんどくなった。 小さい洋服屋なら続けたか
もしれません。大きい洋服屋だったので、
もしれません。
大きい洋服屋だったので、いっぱい売らな
いっぱい売らな
くちゃいけなかったのです。 豆なら売り続けても大丈夫と
思ったのです。）
話はそれました。
山口さんが毒まん
じゅうを売り続けて
いいのかと自分に
問う中で、 山口さ
んの仕事が変わっ
て い っ た こと は 、
商売人としての自
分の人生とも重な
りました。 すっきり
矛盾が解決するこ
とはなくても、その本質的な矛盾をなかったことにしないで
とはなくても、
その本質的な矛盾をなかったことにしないで
生きていくことで、 ちょっとでも良い仕事が生まれていく。
病気治療という世界でのすばらしい実例を聞かせていただ
いて （守秘義務に抵触しないように微妙に 「捏造」 された
ものだそうです）、 すばらしいなと思いました。

高柳 無々々

（たかやなぎ むむむ）

〈父親と手が似てくる〉
山口さんは七歳で父と離別し、三十年後に父が亡くなり
山口さんは七歳で父と離別し、
三十年後に父が亡くなり
遺品の整理をしていた際、 書棚に自分の蔵書と同じ本を
何冊も見つけた時の驚きを語っていました。写真でみる父
何冊も見つけた時の驚きを語っていました。
写真でみる父
の手とあまりに自分の手が似ている、 とも ・ ・ ・ 。。 そう
いえばこの頃、僕も自分の何気ない仕草や言葉の切れ端
いえばこの頃、
僕も自分の何気ない仕草や言葉の切れ端
に父の “影” を感じることがあります。 ただ、 山口さんが
語っていたのは、 単なる肉体上の類似点や仕草、 口癖
の相似ではないでしょう。
手とは人間の象徴、あえていえば人間的自由の象徴で
手とは人間の象徴、
あえていえば人間的自由の象徴で
はないか、 と僕は思います。 自由を求めてもがき、 うろ
たえ、 けつまづきながらやってきてある時、 ふと 「何だ、
俺もオヤジの生き方そっくりに生きてるじゃねえか」と苦笑
俺もオヤジの生き方そっくりに生きてるじゃねえか」
と苦笑
いする。 それまで否定的な対象であった父親に親近感を
覚える瞬間。 定め、 といえば定め。 父が息子に遺せるの
は――逆にいえば――この無形の何かかもしれない、 と

も思います。
〈受容しても許容はするな〉
クライアントとの距離のとりかたで山口さんが原則にしてい
ること。 「スタート地点では受容はいいが、 いつまでもその
ままではいけない」
そうだよなあ。 巷にはんらんする、 ありのままでいいよ、
そのままで十分、 というキャッチコピーへの違和感。 どうし
ても、いかがわしさを感じてしまう。
ても、
いかがわしさを感じてしまう。整体の稽古をしながら、
整体の稽古をしながら、
僕はこんなことを考えてきた。
人間は （あえて分ければ） 生命的な存在と社会的な存在
の二つでできているのではないだろうか、 と。 生命的な存
在とは、 生 （の欲望、 性） そのもの。 生きて在ることが至
上命題の絶対的な自己。 つまり個体。 それに対して社会
的な存在とは、 他者によって否定され、 影響しあう相対的
な自己。 つまり関係。
ただし、 事はそう単純ではない。 生命は、 表面的には個
体に分かれているけれど、深層では一つに繋がっていると
体に分かれているけれど、
深層では一つに繋がっていると
いう点では関係。 社会は、 粗雑に （例えばテレビのコメン
テイター） or 観念的に （例えば学者） 捉えれば捉えるほど
一様に映るが （例として、 「国家」 や 「民族」 などの大状
況を論じる際）、 実のところは多様。 多重層 （重奏？）。
人間を、 生きながらに生命と社会 （＝個と関係） の二つ
に引き裂かれた存在ととらえると、では、
に引き裂かれた存在ととらえると、
では、他者はどう受けと
他者はどう受けと
めたらよいのか？他者は、 生命存在としては尊重するが、
社会存在としては敵対することもあれば断罪もありうる、 と
いうのが僕の考えというか立場 （例えば、 戦争犯罪を犯し
た人間が裁かれようとする時、一つの生命が喪われるのは
た人間が裁かれようとする時、
一つの生命が喪われるのは
悲しむが、 社会的には責任を引き受けるべきだとする）。
山口さんのお話を聞いて、 僕は、 ああ、 生命＝受容、 社
会≠許容ではないかと思いました。世間の複雑な人間関係
会≠許容ではないかと思いました。
世間の複雑な人間関係
が織りなす編み目を、一つの個として生きざるをえない人間
が織りなす編み目を、
一つの個として生きざるをえない人間
の苦悩（原罪？）。
の苦悩
（原罪？）。かろうじて日々バランスをとっているが、
かろうじて日々バランスをとっているが、
この個と関係の均衡がくずれると、 人は病む。 いや、 新た
なバランスを創ろうとして、 “病気” になる。 だからこそ、 人
間。 そこでこそ、 人。
受容で良しとし生命で停 （とどま） ってしまったら、 動物
に堕してしまうのではないか。 いや、 生命というのは、 細
胞レベルでは瞬間瞬間に更新しているのだから生命原則に
も反するのだ。 前へ前へと、 自己を超越 （のりこ） え、 他
者と関係を新たに築いてゆくしかない。
「許容ではなく受容を」という山口さんの職業上のポリシー
「許容ではなく受容を」
という山口さんの職業上のポリシー
を、 僕は自分なりに加工して、 （ほんとうに切磋琢磨したい
と願う） 家族や友人との間で活かしていきたい、
家族や友人との間で活かしていきたい、と思いまし
と思いまし
た。
〈真剣に向き合う。 だからクライアントを殴ることもある〉
カウンセラーの世界では禁じ手である “暴力”
“暴力”を敢えて使
を敢えて使
う山口さん。そんなことをして訴えられたらどうする？という
う山口さん。
そんなことをして訴えられたらどうする？という
のが常識的な疑問。 では、 ナゼ？
「根拠 （科学的） なき整体、 効果 （健康という） なき整体」
を唱える師匠のもとで、 僕も山口さんも学んでいるのです
が、 整体を学ぶとはなんだろう、 と僕はよく自問自答しま
す。
僕の現在の回答は――
○○流、 ××派の講座なり教室に通い、 受講料とバー
ターで先生の技術なり知識、 情報を手に入れてある “資
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川内たみさん＆高島千晶

商売の楽しみ
■高島千晶より （２０１０年
（２０１０年６月２日
６月２日））
たみさん、前回はジャムハウスの当時のこと、
たみさん、
前回はジャムハウスの当時のこと、
書いて下さってありがとうございました。とても面
書いて下さってありがとうございました。
とても面
白かったです。ほとんどお聞きしたことのないお
白かったです。
ほとんどお聞きしたことのないお
話でした。子どもができてもマイペースでできる仕事としての
話でした。
子どもができてもマイペースでできる仕事としての
アクセサリーづくり。見捨てられているようなものを文脈を変
アクセサリーづくり。
見捨てられているようなものを文脈を変
えて売る話。「自分の生き方と矛盾しないいでお金を得る方
えて売る話。
「自分の生き方と矛盾しないいでお金を得る方
法はないものかとずっと探していた」と書かれているのを拝
法はないものかとずっと探していた」
と書かれているのを拝
読して、 わたしも同じだと思いました。
ところで、 商売の楽しみってことをこのように書くと、 いろ
いろ可能性のある中で商売が楽しいからそれを選んでしてい
るという雰囲気になると思うのですが、 実際のところ、 他に
どんな生き方が可能だったんだろうかと思うと、思いつかな
どんな生き方が可能だったんだろうかと思うと、
思いつかな
い風です。このように生きるしかない中で、
い風です。
このように生きるしかない中で、その中に楽しみ
その中に楽しみ
があるとしたらそれは何かについて書いているのだと思いま
す。
昨日、 テレビで 『ビューティフル ・ マインド』 という映画を
見ました。どちらかというとエンターテイメント映画だと思うの
見ました。
どちらかというとエンターテイメント映画だと思うの
ですが、天才の特殊な精神状態からもたらされる孤独につ
ですが、
天才の特殊な精神状態からもたらされる孤独につ
いて描かれていて、 途中から身につまされました。 わたし
は天才ではもちろんなくてごく平凡な人間だけれど、平凡な
は天才ではもちろんなくてごく平凡な人間だけれど、
平凡な
人間にもそれぞれに固有の、人には説明しにくい精神状態
人間にもそれぞれに固有の、
人には説明しにくい精神状態
がある。 わたしの場合は、 困っている人とすぐに共感でき
てしまうということがあります。商売をはじめてそれがわかり
てしまうということがあります。
商売をはじめてそれがわかり
ました。 山口で洋服屋をやっている時に、 はじめて会う人
から親にも兄弟にも友だちにも言えない秘密を打ち明けられ
ることがありました。深刻なことだと放っておけない気持ちに
ることがありました。
深刻なことだと放っておけない気持ちに
なります。警察に一緒に行って犯罪の被害届を出したことも
なります。
警察に一緒に行って犯罪の被害届を出したことも
あります。 いろんなことがありました。
昨日の映画の主人公が、最後の方で、
昨日の映画の主人公が、
最後の方で、いくつかの欲望を
いくつかの欲望を
抑えていると言っていました。 それは例えば、 数字や文字
のパターンを探し出すことでした。 わたしにとっては、 困っ
ている人に親身になるという欲望がそうです。いつもブレー
ている人に親身になるという欲望がそうです。
いつもブレー
キをかけています。助言してくれる家族がいて助かります。
キをかけています。
助言してくれる家族がいて助かります。
「それはあなたがする必要のないことだよ」と言ってくれ、
「それはあなたがする必要のないことだよ」
と言ってくれ、そ
そ
ういうものなのかと思いとどまります。
たとえば、一度しか会ったことのない人から起業の相談を
たとえば、
一度しか会ったことのない人から起業の相談を
持ちかけられます。 どう考えても無理な計画。
どう考えても無理な計画。たくさん借金
たくさん借金
をして子育てと両立できないだろうし、たいへんなことになる
をして子育てと両立できないだろうし、
たいへんなことになる
だろうと思う。 これはたいへんだ。 その人から毎日のように
電話があると、わたしも一生懸命相談に乗ります。
電話があると、
わたしも一生懸命相談に乗ります。そして、
そして、
大事な友だちが食事に招いてくれていたのに、今日がその
大事な友だちが食事に招いてくれていたのに、
今日がその
日だということをすっかり忘れてしまいました。社会的には、
日だということをすっかり忘れてしまいました。
社会的には、
長年親しくしている友人が手料理で招いてくれたことの方が
よっぽど大事なことなのに、一度しか会ったことのない人か
よっぽど大事なことなのに、
一度しか会ったことのない人か
ら深刻な相談があると、 他人事でなくなってしまい、 他のこ
とが抜け落ちてしまう。 これは困ったことでちょっと怖いこと
です。 家族が 「カレンダーを見てやればよかった」 と言った
時、 ありがたいような情けないような気持ちになりました。
だから、わたしは組織で仕事をするのがなじまなかったの
だから、
わたしは組織で仕事をするのがなじまなかったの
だろうと思います。 でも、 この欠点と言えるわたしの特徴が
小売店という場では生きることがある。 はじめていらしたお
客さんとも意気投合したり、頼りにされたりすることがありま
客さんとも意気投合したり、
頼りにされたりすることがありま

その３

す。
先週の土曜日は、陣痛がきている妊婦さんがご家族に
先週の土曜日は、
陣痛がきている妊婦さんがご家族に
つきそわれて店に来られました。１ヶ月くらい前に知り合っ
つきそわれて店に来られました。
１ヶ月くらい前に知り合っ
たお客さんです。 木曜に入院したのに、 なかなか子宮口
が開かず病院にいると不安で気も滅入るので、病院を抜
が開かず病院にいると不安で気も滅入るので、
病院を抜
け出してきたとおっしゃっていました。 手首にはお名前の
書いたラベルがはってありました。１０分おきに陣痛が来
書いたラベルがはってありました。
１０分おきに陣痛が来
る中で、 お茶を出してお話ししました。
「ゆっくりでいいから、 元気に生まれておいでね」 とお
腹の赤ちゃんに話しかけました。 その人は野口整体で言
うところの１０種体癖の人だったので、お産はゆっくりの人
うところの１０種体癖の人だったので、
お産はゆっくりの人
だと思ったのです。 まわりがお産を急がせるとしんどくな
る。 ゆっくりだけれど、
ゆっくりだけれど、安産で生まれてくると思いました。
安産で生まれてくると思いました。
そしたら、 今日、 ご家族の方が来られて、 無事生まれ
たということ。促進剤も使わず自然分娩だったのだそうで
たということ。
促進剤も使わず自然分娩だったのだそうで
す。 「ここに来てから落ち着きました。 ありがとうございま
した」 と言って下さいました。 そして、 お祝い返しにたくさ
んの豆料理キットを買って下さいました。
嬉しかったです。 もし、 うちがお店でなかったら、 人は
いきなり来にくいでしょうけれど、店という窓を持っていた
いきなり来にくいでしょうけれど、
店という窓を持っていた
ら、 いろんな人がいろんな理由で来ることができます。 そ
して、 わたしも自分を生かせる。 人と一緒に楽しいこと苦
しいことを味わい、 いろんなハプニングを共有する。 それ
はお店をやっていてとりわけ楽しいと思うことです。
■川内たみさんより （２０１０年
（２０１０年６月７日
６月７日））
千晶さん、 商売について改めていろいろ考
えるのは、 楽しいです。 こういう機会をありが
とう。
わたしも千晶さん同様、 仕事の選択肢がこ
れしかなかったということだろうと思います。 でも、 小さな
選択の積み重ねの結果、これに行き着いているわけだか
選択の積み重ねの結果、
これに行き着いているわけだか
ら、 選んだ、 とも言えるでしょうね。
この間、ツイッターで、
この間、
ツイッターで、「自分の生き方と矛盾しないいで
「自分の生き方と矛盾しないいで
お金を得る方法はないものかと探していた」というところを
お金を得る方法はないものかと探していた」
というところを
千晶さんが紹介してくれたら、“そう思って会社を辞めたけ
千晶さんが紹介してくれたら、
“そう思って会社を辞めたけ
れど、 今は 「生きるためなら何でも翻訳します」 という状
態に近い” という返信をくれた人がいます。
わたしも、 子供が生まれる前にやっていたイラストレー
ターをあのまま、 やっていたら同じような状態かもしれな
い。友人にカメラマンや、
い。
友人にカメラマンや、イラストレーターやライターその
イラストレーターやライターその
他、 すごく有能で、 立派なキャリアもあるのに、 依頼が
こなければ、仕事がない。
こなければ、
仕事がない。基本的に待ちの仕事なんです
基本的に待ちの仕事なんです
ね。 営業が下手で、 マネージャーもいないとなると、 活
躍できなくてすごくもったいない。 経済的にもなかなか大
変そうです。
先号のハミルトン純子さんのアイルランドの税金事情を
読むと、 高い税金をとられるけれど、 ある種の芸術家に
は所得税が課されない、と。
は所得税が課されない、
と。日本の文化度を上げるため
日本の文化度を上げるため
にも、 ベーシックインカムは導入されるべき。
話が脱線してしまいました。
それに比べると、ものを売る仕事は、
それに比べると、
ものを売る仕事は、わかりやすい。
わかりやすい。お
お
金を得る一番原始的な方法だろうと思います。わらしべ長
金を得る一番原始的な方法だろうと思います。
わらしべ長

＊麹カレー＊
［材料］ （約５人分）
〈ルー〉 玉ねぎ 中 3 個 （約 600g
600g）、
）、 ニンニク ２片、 菜
種油 50cc
50cc、
、 カレー粉 小さじ 1 ＋ 1/2
1/2、
、 小麦粉 1/2
1/2カッ
カッ
プ、 ターメリック 小さじ１、 トマト水煮缶 １缶、 コリアン
ダー 小さじ１、 水 ２カップ、 クミン 小さじ１、 塩麹 大
さじ４、チリ
さじ４、
チリ 少々、甘酒
少々、 甘酒 大さじ２〜４、 コショウ 少々、
醤油 大さじ１〜２
〈具〉 ジャガ芋 小６個 （約 380g
380g）、
）、 しめじ １株、 人参
1 本(約 180g
180g）、
）、 水 50cc
50cc、
、 青大豆 （ゆでて） １カップ
［作り方］
●ルーを作る
１） 玉ねぎはみじん切り、 ニンニクはすりおろす。 深鍋に
油、 玉ねぎ、 にんにくを入れ、 弱火にかける。 かき混ぜ
ながら玉ねぎが飴色になるまでじっくりと炒める。
２）玉ねぎがいい色になったら、
２）
玉ねぎがいい色になったら、スパイス類を加えて炒め
スパイス類を加えて炒め
合わせる。 スパイスに油がなじんだら、 火を止めて小麦
粉を加えてよく混ぜ合わせる。
３） トマト水煮缶と塩麹、 甘酒、 醤油を合わせてミキサー
にかける。 滑らかになっら
滑らかになっら②
②の鍋に加える。 ミキサーに
水を２カップ入れてミキサーに残ったトマト液をとかして無
駄なく鍋に移し、 全体を良く混ぜ合わせておく。
●具を用意する
４） 人参は一口大、 ジャガイモは人参の２〜３倍の大きさ
の乱切りにし、 しめじは根元を軽くほぐしておく。 鍋にし
めじ、 青大豆、 人参、 ジャガ芋の順に重ね入れ、 水を
加えてふたをして蒸し煮する。ジャガ芋に８割火が通った
加えてふたをして蒸し煮する。
ジャガ芋に８割火が通った
ら火から下ろす。
●仕上げる
５） ③のルーの中に
のルーの中に④
④の具を加えて再び火にかける。
の具を加えて再び火にかける。鍋
鍋
底が焦げないようにかき混ぜながら中火で加熱する。
ふっとうしたら１０分ほど弱火で煮込む。 火を止めてふた
をして半日以上味をなじませる。
６） 煮込んで煮詰まったら少しずつ水 （分量外） を加えて
濃度を調節する。 食べる直前に塩、 醤油、 スパイスを好
みで追加して味を調える。
（注）
＊カレーは加熱→冷ますを繰り返すほどに味が深まって
ゆく。 １０分ほど煮込んでは火から下ろして２〜３時間放
置するのを何度か繰り返すと、 より奥深い味わいが生ま
れる。
＊ジャガ芋は煮崩れしにくいメークインがお勧め。
＊トマトや塩麹、 甘酒はミキサーにかけずに直接鍋に入
れても構わないが、 ミキサーで滑らかにした方が味の馴
染みが早い。
＊甘酒は好みで加減する。 甘口なら多め、 辛口なら少
なめに。 少しでも加えた方が味が良くなる。
＊スパイスの種類は好みで自由に組み合わせても良い。
全体で約大さじ１＋1/2
全体で約大さじ１＋
1/2が目安だが量も好みで加減すると
が目安だが量も好みで加減すると
良い。

麹カレー

＊麹ピクルス＊
カレーの付け合わせにピッタリなさっぱりピクルス。
［材料］
水 150cc
150cc、
、 酢 200cc
200cc、
、 塩麹 大さじ 4 〜 5、 粒胡椒 ・ 鷹
の爪 ・ ローリエなどスパイスを適宜、 キュウリ ・ 人参 ・ 大
根 ・ 新タマネギ ・ セロリなど好みの野菜を適宜
［作り方］
１） 鍋に水、 酢を入れて火にかける。 一煮立ちさせて火を
止め、鷹の爪や粒胡椒などのスパイスを加えて冷めるまで
止め、
鷹の爪や粒胡椒などのスパイスを加えて冷めるまで
そのまま放置する。 冷めたら塩麹を混ぜる。
２）保存容器に好みの大きさに切った野菜を詰め込む。
２）
保存容器に好みの大きさに切った野菜を詰め込む。出
出
来るだけ隙間のないように詰めると良い。①
来るだけ隙間のないように詰めると良い。
①の液を注ぎ入
れる。 野菜が全て液に浸るようにする。 １〜２日室温に置
いた後、冷蔵庫で保存する。
いた後、
冷蔵庫で保存する。５日〜１週間後位から味が馴
５日〜１週間後位から味が馴
染んで食べ頃になる。
（注）
＊液の量は野菜の量に応じて増減する。
＊野菜の切り方はスティック状や一口サイズの乱切りなど、
好みで良い。
＊塩麹の量は好みの塩加減になるように調節する。
＊水と酢の割合も好みで加減して良い。 酢の割合が多い
ほど酸味がきつくなるが保存性が増す。酢の割合が少ない
ほど酸味がきつくなるが保存性が増す。
酢の割合が少ない
ほどマイルドでさっぱりとするが、 日持ちしにくくなる。

５ P から続く→

格” を獲得する。 それを元手に、 畢竟、 金儲けの手段に
する。 そういう小賢しさのために整体を学んでいるんじゃな
いだろう。 整体を活かす、 のではなく、 整体を生きること。
暮らしや仕事や何やらを一貫する、 通底するもの――を
「思想」 と呼ぶのなら――思想としての整体。
つまり、 自分の人生 （己でもあれば他でもある） と真剣に
向き合うためにこそ、整体を学ぶ意味があるのではないか。
向き合うためにこそ、
整体を学ぶ意味があるのではないか。
その点で、 真面目に整体を学んでいる （生きている） 稽古
仲間を持てるというのは、つくづく幸せなことだなあと思いま
仲間を持てるというのは、
つくづく幸せなことだなあと思いま
した。

豆ランチパーティー 7/10(
7/10(土）
土） 〈粘土でスキンケア〉 ゲス
ト ： 前田佳耶さん （ボディクレイ） 時間 ： 11-15 時 会場 ：
乾窓院 会費 ： 豆料理クラブ会員 1500 円、 一般 2000 円
一品持ちより大歓迎！ ＊粘土をつかった虫除けクリームや
日焼け止め対策を、実際に講師の方と手作りしたりアレンジ
日焼け止め対策を、
実際に講師の方と手作りしたりアレンジ
してみましょう。 これからの季節、 とても重宝します。

らくてん通信 第５０号

らくてん通信 第５０号
＊川内たみ ： オーガニックライフ SORA （www.organic-sora.com
www.organic-sora.com）） 代表。 1939 年九州小倉生まれ。 セツモードセミナー卒、 セツゲリラ。 西荻に
てジャムハウス、 ほびっと村、 たべものやを経て、 アトリエ１０Ｂ、 粘土科学研究所、 ナイアード ˜ 今に。 ツイッター twitter.com/tami̲kawauchi

こう じ

麹遊び

その１３
小紺 有花

夏とカレーは良く似合う。スパイスの発汗作用が暑い夏に
夏とカレーは良く似合う。スパイスの発汗作用が暑い夏に
はもってこいなのだ。大鍋にまとめて作れば一度に大人数
はもってこいなのだ。
大鍋にまとめて作れば一度に大人数
をまかなえるからキャンプや祭りの炊き出しにも大活躍する
し、 忙しい時の作り置き料理にもとても重宝する。 幼い頃
から給食などで親しんでいるカレーライスは国民的人気メ
ニュー。 我が家でもかなり歓迎される。
しかし、 私は子供から 「カレーが食べたい。」 とリクエスト
されてもどうも気乗りせず、 今までかなり作り渋ってきた。
まず、スーパーの棚に並ぶテレビ
まず、
スーパーの棚に並ぶテレビCM
CMでお馴染みのカレー
でお馴染みのカレー
ルーの数々を前に考え込んでしまうのだ。 箱の裏に明記さ
れた正体不明の原材料の羅列を目にすると食欲も意欲も減
退する。 自然食品店で売られている無添加のベジタリアン
用のルーを試したこともあるが、 いまいち美味しくないし、
どうも胸焼けがしていけない。使用されている油が酸化して
どうも胸焼けがしていけない。
使用されている油が酸化して
いて良くないのだろう。 そうなると、 一から手作りするしか
道はない。
そこで、普段の料理に極力肉を使いたくない私はせっかく
そこで、
普段の料理に極力肉を使いたくない私はせっかく
手作りするならお精進カレーにしようと試みるのだが、 これ
がなかなか難しい。野菜だけではどうしても旨味が足りずぼ
がなかなか難しい。
野菜だけではどうしても旨味が足りずぼ
やけた味になってしまう。あれこれ身近な食材で手を加えて
やけた味になってしまう。
あれこれ身近な食材で手を加えて
みるが、 結局市販のケチャップやソースで誤魔化して化学
調味料のお世話になる始末。 特別な食材や手の込んだ調
理方法を用いれば美味しく出来るのだろうが、 家庭料理で
そんな手間をかけていては値打ちが下がる。
ならば無理矢理日本スタイルにこだわらず、いっそ本場イ
ならば無理矢理日本スタイルにこだわらず、
いっそ本場イ
ンド風にしてしまえ。ベジタリアンレシピが普通にあるインド
ンド風にしてしまえ。
ベジタリアンレシピが普通にあるインド
カレーなら簡単だ。 旨味たっぷりのスープと香味野菜の風
味を小麦粉でまとめあげてカレー味のソースを作る日本カ
レーに対してインドカレーはスパイスで味付けをした素材そ
のものを食べる物なので、 野菜だけでも十分美味しく仕上
がるのだ。
そうやってせっせとインドカレーを作り 「今日はカレーだよ
〜♪」 と呼ぶ私の声に期待を膨らませていそいそと食卓に
集まる子供たち。しかし、
集まる子供たち。
しかし、並んだ料理を目にすると心なしか
並んだ料理を目にすると心なしか
テンションが下がる。 口には出さないが 「カレーはどこ？」
と言いたげな雰囲気がぷんぷん漂ってくる。 そう、 彼等に
とってカレーといえば給食に出てくるような純ジャパンテイス
トなカレーライスのことを意味する。インドカレーも美味しい
トなカレーライスのことを意味する。
インドカレーも美味しい
が、 恋しいのは日本カレーと言うことだ。
そのうち困ったことに「給食みたいなカレーが食べたい。」
そのうち困ったことに
「給食みたいなカレーが食べたい。」
とピンポイントでリクエストしてくるようになった。 むむむむ
む。。。 家族を喜ばしてやりたい、 でも納得のいくレシピが
見つからない。 意地でも市販のルーは使わない。 ジャパン
スタイルの美味しいお精進カレーの完成は私の長年の悲願
だった。
そこで現れたるは塩麹。この万能調味料に不可能はない
そこで現れたるは塩麹。
この万能調味料に不可能はない
はずと、試しにカレーを作ってみたら拍子抜けするほど簡単
はずと、
試しにカレーを作ってみたら拍子抜けするほど簡単
にその願いは叶った。どうしても補いきれなかった旨味を塩
にその願いは叶った。
どうしても補いきれなかった旨味を塩
麹がしっかりとカバーしてくれるのだ。そして甘酒も加えたら
麹がしっかりとカバーしてくれるのだ。
そして甘酒も加えたら
更に深みが増し、日本カレーの特徴であるほのかな甘みが
更に深みが増し、
日本カレーの特徴であるほのかな甘みが
絶妙に引き立って来る。 さらに醤油も加える。 すると風味
がどしっと安定する。この３つの麹食品の組み合わせであっ
がどしっと安定する。
この３つの麹食品の組み合わせであっ
というまに味が決まったのだ。今までの苦労がバカバカしく
というまに味が決まったのだ。
今までの苦労がバカバカしく
なるほどのあっけなさだ。

（ここん ゆか）

調理のポイントはタマネギをじっくり色良く炒めること。こ
調理のポイントはタマネギをじっくり色良く炒めること。
こ
こでしっかりとタマネギの香りと甘味と旨味を引き出してお
けば、 後で加える麹たちが力を発揮しやすくなる。 なん
せ麹食品たちは素材の持ち味を引き立てる名脇役だか
ら、土台となる味の要素をしっかり整えてやる必要がある
ら、
土台となる味の要素をしっかり整えてやる必要がある
のだ。 それさえ頑張ればあとは手間なし、 残りの材料を
混ぜて煮込むだけ。 必要最低限の手順でいとも簡単に
まったりとろける極上の純日本カレーの完成だ。 このカ
レーに我が家も大満足。
母「給食みたいなカレーだよね？でも給食のより美味し
母
「給食みたいなカレーだよね？でも給食のより美味し
いよね！」
子 「あったりまえじゃん！何万倍も美味しいよ！！」
手作りならではの優しさと、 塩麹が醸す本格的な風味
が同居した唯一無二の麹カレー。料理教室で紹介しても
が同居した唯一無二の麹カレー。
料理教室で紹介しても
評判が良く、 参加者の皆さんも各家庭でとても喜ばれて
いるそうだ。
我が家ではまず子供用に辛いスパイス抜きで作り、 別
鍋に夫の分を取り分けてチリやガラムマサラや胡椒等を
追加して辛口に仕上げている。具材も家族の好みに応じ
追加して辛口に仕上げている。
具材も家族の好みに応じ
て肉や魚介類を追加すればいいだろう。野菜だけでも十
て肉や魚介類を追加すればいいだろう。
野菜だけでも十
分おいしいのだから動物性の旨味が加わればどこのカ
レーよりも美味しくなるはずだ。 実際、 我が家でもとろと
ろに水煮した牛筋を加えて煮込んでみたがすこぶる美味
しかった。 たまにはこんなご馳走カレーもいいものだ。
アレンジはアイディア次第で無限に広がるが、まずは定
アレンジはアイディア次第で無限に広がるが、
まずは定
番中の定番のジャガイモ、 にんじん、 きのこがごろごろ
入った昔懐かしいカレーにしてみた。 タンパク質を補うた
めに入れた青大豆が良い彩りになっている。追々いろい
めに入れた青大豆が良い彩りになっている。
追々いろい
ろ試してバージョンアップしてゆこう。 麹で決まる日本の
心の味。がぜんカレー作りが楽しくなってきた。
心の味。
がぜんカレー作りが楽しくなってきた。この夏は
この夏は
夏野菜と共に心置きなくカレーライスを味わえそうだ。

麹ピクルス

者ってまさに商売の話ですものね。
自分で売る場所や時間を決めて、自分で選択した商品
自分で売る場所や時間を決めて、
自分で選択した商品
を売る。 相手は世間の最前線にいる個々人です。 買お
うが買うまいがお客も自由。 そういうお互い自由な関係
のなかで、どちらもが満足できる売り買いが成立できるん
のなかで、
どちらもが満足できる売り買いが成立できるん
だったら、 なんといい仕事でしょう。 考えてみると、 自分
がやりたいようにできる一番自由な仕事かも。
大資本の大規模店におされて、 全国にシャッター街が
増えている状況でこんなこというのは、脳天気に聞こえる
増えている状況でこんなこというのは、
脳天気に聞こえる
かもしれないけれど、 むしろこんな時代だから、 商売の
基本を忘れないで、お互いに個人的な関係を作っていけ
基本を忘れないで、
お互いに個人的な関係を作っていけ
る小さいお店にこそ、 希望を感じます。
３０年も前の話ですが、子供ができて、
３０年も前の話ですが、
子供ができて、マイペースで出
マイペースで出
来るアクセサリー作りをはじめたのだけど、うちのアトリエ
来るアクセサリー作りをはじめたのだけど、
うちのアトリエ
では手狭になり、 東京 ・ 西荻の元郵便局を仕事場に借
りることになり、 場所がよかったので、 成り行きで、 お店
をやることになった経緯は先号にも書きましたが、 これ
が、 わたしの 「商売ことはじめ」 でした。
お店をはじめて、 びっくり。 想像以上に、 面白いなぁっ
て。 お店というみんなに開かれたスペースがあれば、 そ
こで何をやってもオーケー。 やりたいことは何でも出来
る。 売りたいものは何でも売れる。 それに、 こちらの発
信に応じて、 いろんな人が来てくれる （なんか、 ツイッ
ターに似てる）。
それに、 実は人見知りで、 知らない人に自分から話し
かけるのは苦手だったのに、 お店に来る人には、 全然
平気で話しかけられる。お店の人という立場がはっきりし
平気で話しかけられる。
お店の人という立場がはっきりし
ているからだろうと思います。
売るだけではなく、店先でお客に作り方を教えながら、
売るだけではなく、
店先でお客に作り方を教えながら、
一緒にものをつくったり （今で言うワークショップ） して、
お客も、 お客だか、 店のボランティアだか、 友達だか、
という感じで毎日楽しかったものです。
１９７０年代、 フラワーチルドレンの時代だった、 という
こともあるけれど、 今思い返すと、 まだ商売の素人で、
楽しいことばかりに気をとられていたのかも。経済的には
楽しいことばかりに気をとられていたのかも。
経済的には
とても厳しかったのに、 お金のことは全くといっていいほ
ど気にならなかったのは、 やはり、 時代のせいだったか
も。 閉塞感のある今の社会とは違って、 きっといい未来
が拓けるだろう、 と感じていたから （直に幻想とわかりま
すが）。
儲けを第一に考えたことは一度もないけれど、 その後
の 「たべものや」 の１２年間では、 時代の変遷もあった
し、 自分たちのやりたいことをやり続けていくために、 ず
いぶん鍛えられたと思います。
脱線その２． 今では考えられないけれど、 町で黒い服
を着ている人がいなかった時代です。 その後、 どっと黒
い服を見るようになるんだけど。
５， ６年前、 初めて千晶さんに会ったとき、 京都に引っ
越してすぐ、まだ荷物もほどいてない時、
越してすぐ、
まだ荷物もほどいてない時、イラクで戦争が
イラクで戦争が
始まって、 いても立ってもいられず家の前に豆を並べて
売った、 という彼女の話に、 とても共感したのです。 バ
ブルの頃、立ち退きでお店をやめてから２０年以上経って
ブルの頃、
立ち退きでお店をやめてから２０年以上経って
いましたが、 やっと、 後に続いてくれる人を見つけたよう
な、 嬉しい気持ちでした。
私も、店のやり方や商品を通じて、
私も、
店のやり方や商品を通じて、伝えたいことがあり
伝えたいことがあり
ました。 私にとって、 お店は、 メディアである、 というく

らいの気持ちだったのです。
昔、士農工商とかいって、
昔、
士農工商とかいって、商売が貶められていたからか、
商売が貶められていたからか、
商売＝金儲けくらいのイメージしか持ってない人がいて、無
商売＝金儲けくらいのイメージしか持ってない人がいて、
無
意識にだろうけれど、 ずいぶん差別的、 と感じることがあり
ます。
「売り手よし、 買い手よし、 世間よし」 で、 有名な近江商
人は、 商売人としてすばらしかったと思うんだけど、 一方
で、 身分が低いのに、 こずるく金儲けしやがって、、 という
やっかみ半分の悪評もうけていたそうで、商売を見くびるよ
やっかみ半分の悪評もうけていたそうで、
商売を見くびるよ
うな見方は、 そのつづきなのでしょう。
実際、 なりふり構わず、 儲けに走る人がいるのは確かだ
けど、 何事につけ、 NO と言いたいようなネガティブな面に
目をこらすより、 こうあってほしい、 こうありたい方向を見
て、小さくても自分で実践していく方がきっと近道なんですよ
て、
小さくても自分で実践していく方がきっと近道なんですよ
ね。
■高島千晶より （２０１０年
（２０１０年６月９日
６月９日））
たみさん、
「そういうお互い自由な関係のなかで、 どちら
もが満足できる売り買いが成立できるんだった
ら、なんといい仕事でしょう」
ら、
なんといい仕事でしょう」――そうなんです。
――そうなんです。
そのとおりなんです。 それこそが商売の魅力です。
公務員から商売人になった時、「ものを売る仕事は、
公務員から商売人になった時、
「ものを売る仕事は、わか
わか
りやすい」 と思いました。 なんてシンプルなんだろうと思い
ました。 最初はほとんどイヤイヤ、 行きがかり上、 父の始
めた店を切り盛りすることになったのだけれど、始めてみて
めた店を切り盛りすることになったのだけれど、
始めてみて
そのシンプルさに惹かれました。そして、
そのシンプルさに惹かれました。
そして、そのシンプルな毎
そのシンプルな毎
日が、社会との関わりをとりもどすリハビリのように感じられ
日が、
社会との関わりをとりもどすリハビリのように感じられ
ました。
学生の頃、 社会というのがどういうものか分からず、 知り
たくて社会学を学んでいましたが、 それは、 いわば上から
俯瞰的に社会というものを見渡せるようになろうとすることで
した。
その延長で公務員になり、 霞ヶ関に働いている人たちの
中で、 やっぱりどこか人々を見下すような、 行政のサービ
スを受ける立場の人を 「連中」 呼ばわりするような空気の
中で、 自分の給料がどこから来ているかまるで実感できま
せんでした。 世の中はあまりに複雑で、 自分のしているこ
とが誰かを幸せにしている実感も持てなかった。
商売人になった時に、これでわたしも庶民の一人だと感じ
商売人になった時に、
これでわたしも庶民の一人だと感じ
られました。 上から下を眺めているような感覚がなくなり、
電柱に登って工事をしている人もわたしも同じ社会の一員な
んだと感じられ、 それを嬉しく思ったのを覚えています （そ
れまで何様と思っていたのでしょう？今となっては恥ずかしい
のですが）。わたしも同じように体を張って生きていると感じ
のですが）。
わたしも同じように体を張って生きていると感じ
ました。 自分が安全なところに守られているような後ろめた
さが無くなった。 毎日、 店にいらっしゃるお客さんに買って
いただいてはじめて食べていける自分というものを掴みまし
た。 身の程を知ったという感じでしたし、 同時に、 これは誇
りにもなりました。
この感覚は、 時に見失いそうになるけれど、 商売を続け
ている限り、 戻ってこなくてはならない場所、 戻ってくること
ができる平穏です。 「三方よし」 の近江商人の平穏、 ピー
ス ・ オブ ・ マインドなんだと思います。
＊ツイッター twitter.com/chiakitakashima
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アイルランドで働く

インタグの森の中から （６）

牧草地を農園に〜森を守り森を作る〜
ハミルトン 純子

アイルランドではこのところ好天が続いています。 気温も
時には２５度くらいになることもありますが、夜は冷え込むこ
時には２５度くらいになることもありますが、
夜は冷え込むこ
とも多く、 まだ半袖で歩くには肌寒い、 そんな日々です。
そんな日々です。夏
夏
至を間近にして日がどんどん長くなっていて、晴れた日の日
至を間近にして日がどんどん長くなっていて、
晴れた日の日
没後にゆっくりと暮れてゆく空の色は何とも言えない美しさで
す。
ご存知のように４月にアイスランドでの火山噴火によって
ヨーロッパ圏の空の交通がストップしました。 いまだに風向
きによって、 火山灰が飛行機の運航に支障をきたすことが
あり、 夏の気候にも影響がでるのではないかと懸念されて
います。
そのニュースが流れた頃、アイルランド在住の多くの日本
そのニュースが流れた頃、
アイルランド在住の多くの日本
人から聞かれたことですが、日本から心配の連絡をたくさん
人から聞かれたことですが、
日本から心配の連絡をたくさん
もらったが、実はアイスランドとアイルランドを間違えてのこ
もらったが、
実はアイスランドとアイルランドを間違えてのこ
とだった、 という話です。 一字違いとはいえ、 アイルランド
の知名度の低さを今さらながら思い知らされました。アイル
の知名度の低さを今さらながら思い知らされました。
アイル
ランドには火山はないのでご心配なく。
さて、 ちょうどその頃、 私は日本食レストランで職を得て
働いていました。ダブリンの日本食レストランでは一番繁盛
働いていました。
ダブリンの日本食レストランでは一番繁盛
していて、この不況下でも平日のランチタイムや週末の夜は
していて、
この不況下でも平日のランチタイムや週末の夜は
大忙しの店です。
調理師として厨房に入ったのですが、 待遇の面で納得が
いかないことがでてきたので、２週間後には辞めました。
いかないことがでてきたので、
２週間後には辞めました。で
で
も、 それなりにいい経験だったと思っています。
その厨房では、 私が入っていた昼間のシフトだけでも、
ヘッドシェフのコンゴ人を初め、中国人、
ヘッドシェフのコンゴ人を初め、
中国人、ポーランド人、
ポーランド人、ルー
ルー
マニア人、 ブラジル人、 フィリピン人、 そして日本人、 アイ
ルランド人と多国籍の人たちが働いていました。ホールには
ルランド人と多国籍の人たちが働いていました。
ホールには
日本人が多いのですが、 スペイン人、 ハンガリー人なども
いました。
すぐにいくつかのセクションの仕事を教えられましたが、私
すぐにいくつかのセクションの仕事を教えられましたが、
私
にとってはすべてがなじみのある料理なので、仕事自体は
にとってはすべてがなじみのある料理なので、
仕事自体は
難しくはありませんでした。一番苦労したのは、
難しくはありませんでした。
一番苦労したのは、大量のオー
大量のオー
ダーを、騒がしい厨房で仕事をしながら聞き取ることでした。
ダーを、
騒がしい厨房で仕事をしながら聞き取ることでした。
英語もそれぞれにクセがあり、聞き取れないといちいち確認
英語もそれぞれにクセがあり、
聞き取れないといちいち確認
をしなければならず、 仕事の効率がおちます。 ただ歳は
とっていても女性ということもあってか （？） まわりのシェフ
たちはみんな親切に教えてくれましたし、時にはクセのある
たちはみんな親切に教えてくれましたし、
時にはクセのある
英語で冗談が飛び交い、 職場としてはとてもいい雰囲気で
した。 心配だった体力面でも、 疲労はありましたが、 まだ
意外と働けるものだと自信もつきました。
仕事中に仲間といろいろと話をしてみると、 ポーランド人
シェフはいわゆる出稼ぎで、 家族が国にいるということでし
たし、 フィリピン人シェフは３人の子どもがいて、 生まれた
ばかりの子がいるので奥さんは働けないと言っていました。
ルーマニア人のキッチンポーターも、奥さんは英語ができず
ルーマニア人のキッチンポーターも、
奥さんは英語ができず
働けないので、ひとりで家族を養うのは大変なようです。
働けないので、
ひとりで家族を養うのは大変なようです。ア
ア
イルランドがこの１５年ほどで急激な経済成長を遂げ、労働
イルランドがこの１５年ほどで急激な経済成長を遂げ、
労働
力が必要となった時に外国人に大きく門戸を広げた結果、
このような国際色豊かな労働力の獲得が実現したわけで、
特に多いのは東欧人と中国人です。彼らにとっては自国で
特に多いのは東欧人と中国人です。
彼らにとっては自国で
働くよりも高い賃金が得られるからここにいるのですが、 ア
イルランド人よりも安く使われているのは明らかです。
不況に転じて帰国者も増えていますが、一時は総労働者
不況に転じて帰国者も増えていますが、
一時は総労働者

・
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（はみるとん じゅんこ）

数の約 1 割が外国人という状況だったそうです。 雇用主
はアイルランド人雇用者の割合を６割以上に保つことが法
律で定められているそうですが、雇用主からすると、
律で定められているそうですが、
雇用主からすると、ちゃ
ちゃ
んと働かないアイルランド人より、 安い賃金でよく働く外
国人を雇いたいのは当然でしょう。あの職場では完全に
国人を雇いたいのは当然でしょう。
あの職場では完全に
外国人雇用車の方が多かったです。短期間ではありまし
外国人雇用車の方が多かったです。
短期間ではありまし
たが、 働く経験を通して、 アイルランドの労働者の実情
もかいま見ることができました。
2007 年に日本でもヒットした映画 「ONCE ダブリンの街
角で」 でも、 主人公のチェコ移民の姿が見られます。 映
画と音楽が融合した、 なかなかの佳作です。 興味のあ
る方はぜひ見てみてください。
今回はこちらのデザートの定番、フルーツクランブルを
今回はこちらのデザートの定番、
フルーツクランブルを
紹介します。柔らかく火が通った果物とカリカリとした食感
紹介します。
柔らかく火が通った果物とカリカリとした食感
のそぼろ生地が合わさったお菓子です。今の季節はこち
のそぼろ生地が合わさったお菓子です。
今の季節はこち
らではルバーブが旬で人気がありますが、 りんご、 梨、
苺、 その他のベリー類、 桃などでも美味しくできますよ。

ルバーブと苺のクランブル
＆カスタード

【フルーツクランブル】
［材料］
クランブル ： 薄力粉 70g ＋バター 50g （１ cm 角ぐらいに
切って冷やしておく） ＋グラニュー糖 50g ＋アーモンド粉
30g （ココナッツでもよい）、 果物 500g 程度、 グラニュー
糖 50g （果物の酸味に合わせて加減してください）
［作り方］
１） クランブルをつくる ： ボールに薄力粉を振るい入れ、
冷やしておいたバターを加えて指先でつぶし、 パン粉の
ようにさらさらになるまで粉となじませる。 フードプロセッ
サーにかけてもよい。グラニュー糖とアーモンド粉を加え
サーにかけてもよい。
グラニュー糖とアーモンド粉を加え
てさっと合わせ、 使うまで冷蔵庫に入れておく。
２） 果物は皮があるものは皮をむいて食べやすい大きさ
に切る。 耐熱容器に適量のバターを塗り、
耐熱容器に適量のバターを塗り、果物を入れて
果物を入れて
分量のグラニュー糖をふりかける。
３） ②の上に
の上に①
①のクランブルをたっぷりのせ、 １９０℃に
温めておいたオーブンに入れて約３０分、果物が柔らかく
温めておいたオーブンに入れて約３０分、
果物が柔らかく
なり、 クランブルに焼き色がつく程度まで焼く。 好みでカ
スタードクリームやアイスクリームをのせて熱々をいただ
く。

AACRI （アークリ ： インタグコーヒー生産者協会） の焙
煎工場のあるア プエラ から 、 コーヒ ー生産者である
AACRI 会員の所に行き、 途中ラジオインタグに立ち寄っ
た後、 別の AACRI 会員の農園に向かいました。
ラジオインタグから更に山道を上ったり下りたり、僕たち
ラジオインタグから更に山道を上ったり下りたり、
僕たち
を運んでくれたトラックのカーラジオからも、 ラジオインタ
グの放送が流れてきます。 次に向かう農園の主、 前回
ラジオインタグに電話をしてくれたマルタさんは、 僕達が
農園に到着した頃には既に出かけてしまわれていました。
代わりにその息子さんが出迎えてくれ、農園を案内しても
代わりにその息子さんが出迎えてくれ、
農園を案内しても
らうことになりました。
朝に出発したアプ
エラの標高は約
1,000m。
1,000m
。 マルタさん
の農園は、1,800m
の農園は、
1,800mは
は
超え てい る でし ょ う
か。 インタグのコー
ヒー生産者の中で
も、 相当高い位置で
栽培している生産者
でもあります。 農園
マルタ農園頂上から
の最も高いところに
マルタさんの家があり、そこから斜面に沿って畑がありま
マルタさんの家があり、
そこから斜面に沿って畑がありま
す。
家の隣には豚小屋があり、豚がいたのですが、
家の隣には豚小屋があり、
豚がいたのですが、彼らは
彼らは
ここで重要な働きをしていたのです。豚の排泄物を使って
ここで重要な働きをしていたのです。
豚の排泄物を使って
バイオガスを作っていて、家庭で使うガスを自給している
バイオガスを作っていて、
家庭で使うガスを自給している
のだとか。 インタグではこの時、 １４か所でこのような取
組が行われていたそうですが、 その第 1 号がこのマルタ
さんのお宅だったのだとか。家庭で使う大半をバイオガス
さんのお宅だったのだとか。
家庭で使う大半をバイオガス
で賄うことができ、火力も強くて使いやすいとのことです。
で賄うことができ、
火力も強くて使いやすいとのことです。
山奥で不便なところだけに、食料だけではなくエネルギー
山奥で不便なところだけに、
食料だけではなくエネルギー
も自給してしまおう、 というたくましさがありました。
このマルタさんの農園、元々は牧草地だったそうです。
このマルタさんの農園、
元々は牧草地だったそうです。
山を切り拓き牛の放牧などをしていた土地に、 バナナや
アボガド、マメ科の植物など、
アボガド、
マメ科の植物など、様々な物を植えて行き、
様々な物を植えて行き、森
森
を作るという形で、現在はコーヒーを含めて４４種の作物
を作るという形で、
現在はコーヒーを含めて４４種の作物
が育っているということです。その全てはもちろん無農薬
が育っているということです。
その全てはもちろん無農薬
です。
山の急な斜面に、 最初に植えたのはサトウキビ。 強く
根を張り土壌の流出を防いでくれるのです。 そのサトウ
キビが柵の役割を果たし土壌の流出を防ぎ、その下にト
キビが柵の役割を果たし土壌の流出を防ぎ、
その下にト
ウモロコシや豆やイモが植えられた畑がありました。更に
ウモロコシや豆やイモが植えられた畑がありました。
更に
斜面を下っていくと、 バナナの栽培がされており、 その
下にはコーヒーが植えられていました。
バナナとコーヒーの畑を抜けると、 森に行き当たりま
す。 ここは、 それまでの元牧草地とは異なり、 明らかに
以前から森だったと分かる状態です。 聞いてみると、 切
り拓かれずに残っていた森を、 自分達で 「保護区」 と指
定して、作物を植えることなくそのままの状態にしている
定して、
作物を植えることなくそのままの状態にしている
のだとか。
「保護区」 を作っているのは、 マルタさんだけではあり
ません。 多くの生産者によって、 それぞれの土地の 「保
護区」 をつなぎ合わせて、 「緑の回廊」 を作ろうという運

・

日下部 伸行

（くさかべ のぶゆき）

動になっているのだそうです。 生き物が暮らし、 森を通っ
て自由に行き来できるように。国が作った保護区ではなく、
て自由に行き来できるように。
国が作った保護区ではなく、
私有の保護区です。 このように、 インタグではあちこちで
住民が保護区を設定し、森を守っています。
住民が保護区を設定し、
森を守っています。それに対して
それに対して
国が補助をしたり、 国有の保護区を設定したりする、 とい
うことは無いようなのです。 そして、 住民たちが自発的に
守ろうとしているこの森こそ、 世界的に見ても絶滅の恐れ
のある動植物の宝庫なのです。
森の中で一本の若木を見つけました。 聞いてみると、 絶
滅寸前のヤシの木の一種なのだとか。そしてこの数少ない
滅寸前のヤシの木の一種なのだとか。
そしてこの数少ない
ヤシの木にしか巣をかけない希少なオウムがいるのだそう
です。
「このヤシの木が絶滅すると、オウムもいなくなります。
「このヤシの木が絶滅すると、
オウムもいなくなります。
オウムがいなくなれば、 そのオウムと関わりのある生物に
も影響します。たった一種類の植物が、
も影響します。
たった一種類の植物が、他の多くの命に関
他の多くの命に関
わって来るのです」
世界中のいかなる学者にも、インタグの森に生息する動
世界中のいかなる学者にも、
インタグの森に生息する動
植物の正確な数は分からない、 と言われるほど多様な命
の存在するこの地域は、 このような人々によって守られて
います。
インタグ地方は、 アンデス山脈の高地と、 海岸へと向か
う低地のちょうど境目で、世界的に見ても特異な気象条件
う低地のちょうど境目で、
世界的に見ても特異な気象条件
を持っています。 高山地帯と亜熱帯の両方の植生が分布
しており、ここにしかいない動植物も多いのだそうです。
しており、
ここにしかいない動植物も多いのだそうです。ま
ま
た、 熱帯雲霧林 （cloud forest）
forest） と呼ばれるこの地域の自
然は、 標高が 1,500m 前後で湿気が多い等様々な条件が
重なることによってできる熱帯雨林の一種です。熱帯雨林
重なることによってできる熱帯雨林の一種です。
熱帯雨林
そのものが世界中で減少の危機にあるのですが、 熱帯雲
霧林は、 その熱帯雨林の中のわずか
その熱帯雨林の中のわずか2.5%
2.5%程度しかないと
程度しかないと
いう位に貴重な森でもあるのです。
そのような貴重な地域も、以前は他地域からの入植によ
そのような貴重な地域も、
以前は他地域からの入植によ
り、牧草地や単一作物の畑などが広がっていたのですが、
り、
牧草地や単一作物の畑などが広がっていたのですが、
そこにまた多くの植物を植えることにより、 森に戻そうとす
る動きが広まっています。鉱山開発の計画が持ち上がった
る動きが広まっています。
鉱山開発の計画が持ち上がった
ことにより、 改めて地域の環境の大切さを振り返る機運が
高まり、 結果として、 自然と、 そこに住む人々のつながり
を強めているという点もあるようです。
この日は、あちらこちらとコーヒーの生産者の農園を見て
この日は、
あちらこちらとコーヒーの生産者の農園を見て
回り、 翌日には再びアプエラで、 様々な活動を見聞きする
ことになります。

ヤシの若木

