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せていく。 そういう文化のあり方を追求していくためには、 人間
は多くの面においてより高度に生きる術、賢さを身につける必要
は多くの面においてより高度に生きる術、
賢さを身につける必要
があるし、 より柔軟な感性と、 より高度な知性と、 そして身体を
獲得していかないといけない」
その具体例として、高木は――若き日の三里塚闘争への参加
その具体例として、
高木は――若き日の三里塚闘争への参加
体験から得たものか――米作りを挙げている。
「たとえば、田を作るというときには、
「たとえば、
田を作るというときには、むしろそれは田をこしらえ
むしろそれは田をこしらえ
るという表現をよく使います。 こしらえるというイメージです。 で
は、 こしらえるというイメージは何かというと、 人間が一方的に、
ある自然に能動的に働きかけて、 自然を作り変えることによっ
て、 田を作るというのではなくて、 田ができる。 田が田として成
り立っている自然の条件をうまく成立させるように、 人間が田の
土とか、 泥とか、 水とかとやり取りをやっていく。 しかもこれは、
一年や二年でできることではなく、 何年、 何十年というなかで、
本当に豊かな田ができ上がってくる、 そういうイメージです。 そ
の時に、 人間の働きはそれほど能動的ではない」
この能動主義から受容主義への価値転換を、 高木は、 別の
言葉で 〈生産的価値から相互的価値へ〉 と表している。 生産的
価値とは、 「道具を用いた行為、 すなわち現代の科学技術を用
いた生産につながる行為、 そういうことに価値を見出し、 それに
優位をおいて、 文明を発展させてきた」 ものであり、 一方、 相
互的価値とは、「人と人、
互的価値とは、
「人と人、人と自然の相互のやりとりの価値を重
人と自然の相互のやりとりの価値を重
視する」 「恋愛や、 友人どうしの愛などは、 もちろんもっとも直
接的な相互行為ですが、 人間の間にはさまざまなコミュニケー
ションがあります。そして、
ションがあります。
そして、それらは人間が生きていくうえでの大
それらは人間が生きていくうえでの大
きな要素であり、 価値であり、 豊かさである」 と。
関係性の中にこそ人は生きる（意味や価値がある）
関係性の中にこそ人は生きる
（意味や価値がある）という認識
という認識
に達した高木にとって、２０世紀後半に入って科学技術が新たに
に達した高木にとって、
２０世紀後半に入って科学技術が新たに
ターゲットとしてきた生命科学は、 核技術に劣らず危ういものに
映ったであろう。 脳死と臓器移植の問題に関して、 高木は次の
ように述べている。
「私は、 脳死を人の死とすることに反対です。 脳の働きをもっ
て人間の生と考えるのは、先ほどから言っているデカルト的切断
て人間の生と考えるのは、
先ほどから言っているデカルト的切断
の思想そのものであり、 身心二元論です。 心臓が動き、 まだ体
温のぬくもりがある人を、 どうして 『死人』 としてしまうことができ
るのでしょうか。 人間どうしの相互行為 （交換） はたとえば肌を
さわり合い、 そのぬくもりを感じることによっても成立するでしょ
う。 だから、 生産性重視の価値観では、 脳死＝人の死であっ
ても、相互性重視の価値観では、
ても、
相互性重視の価値観では、脳死は人の死ではあり得ず、
脳死は人の死ではあり得ず、
脳が機能を停止したからといって、 自然な死が訪れたわけでは
ないというべきでしょう」
「現在の生命論争のブーム的現象は、生命そのものが今や科
「現在の生命論争のブーム的現象は、
生命そのものが今や科
学技術的に『作る』
学技術的に
『作る』対象となりつつあるということからきているの
対象となりつつあるということからきているの
です。 臓器移植、 遺伝子組み換え、 試験管ベビーや代理母の
問題など、 すべてこの文脈です。 しかし、 そんな状況だからこ
そ、 生産という合目的性に解消されない最後の砦として、 生命
を守っていかなくてはならないでしょう。
それでは、 守るべき生命概念とは何なのか （中略） 私は、 私
の生命がそれに先立つ多くの生命、これから生まれてくる多くの
の生命がそれに先立つ多くの生命、
これから生まれてくる多くの
生命と有機的につながっていることを、たんなる自然科学的事実
生命と有機的につながっていることを、
たんなる自然科学的事実
として以上に重視し、物の価値を考える際の基準にしているつも
として以上に重視し、
物の価値を考える際の基準にしているつも
『らくてん通信』 のバックナンバーは HP に掲載しています。

りです。 また、 私の生が生態系の全体の調和の中に初めて可
能となることも、人間相互の社会的関係の中で初めて可能にな
能となることも、
人間相互の社会的関係の中で初めて可能にな
ることも、 重視しなくてはならないと思います。 その意味で 『生
きる』 ということは、 幾重にも 『共に生きる』 ということに他なら
ないでしょう」
高木はこの 「共に生きる」 在り方を、 エコロジー的共生 ・ 社
会的共生 ・ 通時的共生という三つの概念でくくっている。
生命 （わたしのいのち、 わたしたちのいのち、 いきとしいける
もののいのち）をゆずることのできない唯一の価値基準とするこ
もののいのち）
をゆずることのできない唯一の価値基準とするこ
と――それは整体の稽古を通して私自身が培ってきたからだの
感覚でもあれば、 そうありたいと努めている生き方 （思想） で
もある。 願わくは、 この身体感覚がグローバル ・ コモン ・ セン
スとして受容されんことを。
※
思い返せば１９８０年代、 私が横須賀で様々な平和運動に携
わっていたころ、高木仁三郎さんというのは権威をかさにきない
わっていたころ、
高木仁三郎さんというのは権威をかさにきない
身近な知恵袋とでもいうべき存在だった。何度か講演に来てい
身近な知恵袋とでもいうべき存在だった。
何度か講演に来てい
ただいたことがある。 フクシマを体験した今、 その著作を読み
返してみると、当時の私は彼の思想を――その拡がり、
返してみると、
当時の私は彼の思想を――その拡がり、深さに
深さに
おいて――何も理解していなかったのだなという痛切な思いがよ
ぎる。
そうではあっても、 私が 『核の世紀末』 にある不満を覚える
のも事実なのだ。 それは、
それは、共生の文化への手がかりとして、
共生の文化への手がかりとして、高
高
木が次のように述べている点である。
「異種の民族、 とくに少数民族が （中略） もっている固有の文
化的伝統や価値観のなかに、西洋文明を受け入れて私たちが
化的伝統や価値観のなかに、
西洋文明を受け入れて私たちが
失ってしまった多くの貴重な文化的価値が見出されます。 その
ことを掘り下げていく時に、今陥っている危険から私たちを救い
ことを掘り下げていく時に、
今陥っている危険から私たちを救い
出す、 さまざまなヒントがあるのではないか」
高木は日本にあってはアイヌや沖縄人を例にあげているが、
では少数民族でない我々ヤマトは、未来に繋いでゆくなにもの
では少数民族でない我々ヤマトは、
未来に繋いでゆくなにもの
も持ち得ていないのであろうか。 他から借用するしかないので
あろうか。 （続）

■３月は、 らくてん通信、 一回お休みしました。 東日本にたくさん会
員がいます。 地震の後、 情報を集めたり、 支援物資を送ったり、 受
け入れ支援をしたり、 あるいは浜岡原発のある静岡県知事に手紙を書
いたり、 ３月はお昼を食べる時間がないような日々でした。 ４月になっ
ても、 ５月になっても、 そして６月になっても、 一段落するということが
ない。 被災地にいる会員の方のこと、 汚染されていく食品のこと、 で
きることは何か、 試行錯誤の毎日です。
■豆料理クラブのメーリングリストと、 ツイッターがとても役立ちました。
助け、 助けられ、 発信していく責任のようなものも感じました。 そして、
たくさんの人の行動に勇気づけられました。 チームＳＡＫＥをはじめ被
災地に支援に行った会員の方々、 カンパを寄せてくださった皆さん、
原発について考える集まりや上映会を企画した会員。 そして、 被災地
の会員の受け入れを呼びかけたときに、 子どもさんだけの疎開を受け
入れてくださった会員の方々。 本当にありがとうございました。
■悲しみに押しつぶされそうな日々でしたが、 子どもにせがまれて２度
山に行き、 ＧＷには大勢で無人島キャンプにも行きました。 そのこと
は、 とても助けになりました。 また、 楽しいことも企画しよう。 （千晶 ・
http://twitter.com/chiakitakashima））
http://twitter.com/chiakitakashima
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営業日時 ： 月−土曜 （日曜＆祝日休業） 午後１−７時
さよなら、高浜
さよなら、
高浜 ・ 大飯原発
守ろう、母なる海
守ろう、母なる海
さよなら、浜岡原発
京都府綾部市の
水田さんの麦畑

新商品！ 〈大豆と桜えびのかき揚げ〉

さよなら、 原発

豆料理キットシリーズ

祝島の願い、 わたしたちの願い──
田の浦の豊かな海を埋め立てないで

〈緑豆とまいたけのスープ〉
〈黒目豆の和風スープ〉

〈祝島ひじきとスプリットピーのサラダ〉

復興─平和な産業を発展させよう
３月の最後の日曜、昼寝から覚めた後ぼーっとしていると、
３月の最後の日曜、
昼寝から覚めた後ぼーっとしていると、あ
あ
の日以来、 休まらなかった気持ちが、 やっとまとまっていくのを
感じました。 これから、 わたしたちが平和な産業を発展させて
いく、 そう思いました。
日本が復興するためには、 どれだけのお金が必要でしょう。
働き盛りのわたしはもちろん、もっと若い世代の人が力を発揮し
働き盛りのわたしはもちろん、
もっと若い世代の人が力を発揮し
て震災で打撃を受けた日本を復興させていくことになるでしょう。
でも、 その時必要な努力は、 高度経済成長の時のような、 あ
るいはバブルの時のようながんばり方ではないだろうと思う。
たくさんの資源やエネルギーを使って日本を発展させるのでは
なくて、資源やエネルギーを独り占めするのではないやり方で、
なくて、
資源やエネルギーを独り占めするのではないやり方で、
日本を発展させていくのだろうと思う。
今回、 わたしたちは地震後の原発の事故で、 日本に平和が
失われたのを見ました。 平和を奪うような産業を発展させても、
もう何の意味がないことがはっきりしました。
わたしは、改めて豆を平和な産業の一つの道として数えようと
わたしは、
改めて豆を平和な産業の一つの道として数えようと
思う。どうしてかというと、
思う。
どうしてかというと、乾物の豆を保存するのには電力がい
乾物の豆を保存するのには電力がい
らないから。缶詰の豆と比べてもそうだし、
らないから。
缶詰の豆と比べてもそうだし、それから家畜を育て
それから家畜を育て
お肉を加工流通させることに比べれば、はるかに少ないエネル
お肉を加工流通させることに比べれば、
はるかに少ないエネル
ギーでたんぱく質がとれる。 いつも台所の片隅に保存しておけ
るもので、 満ち足りた食事を用意できるということは、 なんて安
心なことでしょう。 そして、 豆を植えることは、 化学肥料なしの
自然な農業を可能にする。
最後のところを説明します。 植物が生育するには、 窒素が必
要です。 人為的に窒素を作るのに、 年間７億バレルの石油が
消費されていると報告されていますが、 これは、 日本の原油輸
入量１６億バレルの４５％に相当するのだそうです。
一方、 自然な窒素固定の働きは、 マメ科の植物にあります。
根っこの根粒の中に住む根粒菌というバクテリアが、 化学工場
で莫大なエネルギーを使って行う窒素固定と同じ働きをするので
す。 昔から、 豆を植えると土が肥えることが知られていました。
１９１３年に人間が窒素固定を発明して以来、化学肥料が一気
１９１３年に人間が窒素固定を発明して以来、
化学肥料が一気
に普及し、今や全世界の窒素固定の総数の半分は、
に普及し、
今や全世界の窒素固定の総数の半分は、化学肥料
化学肥料
となっています。（そして過剰な化学肥料は、
となっています。
（そして過剰な化学肥料は、海や空気を汚しま
海や空気を汚しま
した。）
豆を食べる人が増えて、昔ながらの豆による窒素固定が広ま
豆を食べる人が増えて、
昔ながらの豆による窒素固定が広ま
れば、 化学肥料の使用を減らせます。 石油に頼らない農業、
石油に頼らない食事が増えます。

高島 千晶

（たかしま ちあき）

なんだか、 説明が長くなったけれど、 豆と自然農法が普及す
ることは、 エネルギーを独占せずにすむ平和な社会にふさわし
いと言いたかったのでした。
これは一つの例。 豆の他にも平和な産業への道は、 もちろん
たくさんあります。 とにかく、 日本人の一人一人が、 自分の仕
事を通じて、 また自分の買い物を通じて、 平和な産業を発展さ
せていくことが大事だと思いました。 平和な産業というのは、 エ
ネルギーや資源を独占しない産業だと思います。
お百姓さんも、 デザイナーも、 工務店の人も、 エンジニアも、
商売人も、 公務員も、 みんな自分の仕事の領域で、 何が平和
な産業かを考えていけばいいのだと思う。 また、 買い物を通じ
て、 平和な産業を応援していけばいいのだと思う。
豆屋は、 日本がこれからの時代にふさわしいやり方で復興す
るためにも、 豆屋の仕事を大事にやっていくんだと思いました。
豆料理クラブをはじめて半年、 ２００３年に京都に越してきまし
た。 その時、 アリス ・ ウォーカーの詩をらくてん通信の表紙に
載せました。 こんな詩でした。

―１ ―

わたしたちだけが
アリス ・ ウォーカー
わたしたちだけが
金 （ゴールド） を無価値にすることができる
市場で
それが上がろうと下がろうと
かまわないこと。
金があるところにはいつも
鎖があると
知っているでしょう
もしあなたの鎖が
金なら最悪ね
羽根、 貝殻
海のような形の石も
同じように尊いもの
これがわたしたちの革命
たくさんあるものを愛すこと
少ししかないものを
愛すのと同じほど。

http://www.rakutendo.com

らくてん通信 第５３号

らくてん通信 第５３号
※ 〈からだとことばを育む会〉 の体験会を９月に催します。 詳しくは筆者ホームページをご覧下さい。 http://www.takayanagim3.com

つながろう南相馬！

“ありがとう” からはじめよう！
宮森 佑治

私は生まれも育ちも福島県。現在は世界的にも有名になってし
私は生まれも育ちも福島県。現在は世界的にも有名になってし
まった南相馬市の２０〜３０ km 圏内にいます。 ３． １１の地震発
生から最悪を経験し今に至るまで感じたこと、 これからについて
思うことを綴ります。
地震発生時、 私はスタッフ数名と店で作業中でした。 今思えば
大地震の予兆のような 「ドンッ！」 という単発の地震が数日前か
らあったように思います。 「ビーービーーッ」 と緊急を知らせる携
帯、 いつもより少し大きいその揺れに 「むっ、 コレはちょっとヤバ
イ。」と察し、
イ。」
と察し、慌てて飼い猫を抱きかかえスタッフを外の駐車場へ
慌てて飼い猫を抱きかかえスタッフを外の駐車場へ
出しました。 普段ならすぐに収まるであろう揺れも、 全く収まる気
配がありません。 ３分以上続いたといわれるその時間は、 実質
のものよりあまりに長く感じました。『大地震が数年のうちに来る』
のものよりあまりに長く感じました。
『大地震が数年のうちに来る』
とは、 かねてから言われてきたことでしたが、 はっきり言ってどこ
か遠い国のお話と他人事でいた自分を恥じます。かすかに聞こえ
か遠い国のお話と他人事でいた自分を恥じます。
かすかに聞こえ
てくる防災無線のスピーカーからは「津波が来る、
てくる防災無線のスピーカーからは
「津波が来る、海岸へは近づ
海岸へは近づ
くな！」 と繰り返され、 店から持ち出した携帯型ラジオからは 「落
ち着いて行動するように！」と必死に訴えるアナウンサーの声が
ち着いて行動するように！」
と必死に訴えるアナウンサーの声が
響きました。
その後、スタッフを帰宅させ、
その後、
スタッフを帰宅させ、電話は依然としてつながりません
電話は依然としてつながりません
でしたが幸い私の地区はライフラインがすべて生きていた為、 余
震に怯えながらも店の片づけを始めました。 この時、
この時、帰宅させて
帰宅させて
しまったスタッフの安否への不安もありながらも、明日からまた普
しまったスタッフの安否への不安もありながらも、
明日からまた普
段どおりの朝が来ると思っていたのですからお笑いです。
翌日、 一見普通の朝が来ました。 しかし、 テレビから流れてく
るのはもう 『日常』 は終わったのだという現実でした。
そこからは概ね皆さんもある程度ご存知のように一斉避難→ガ
ソリンと物資の供給がいくらか安定してきたところで南相馬市に戻
り、 未だに続くイレギュラーな毎日を送っています。
と、 ここまで読んでくださった方の中には 「なんとまぁ可哀想な
んだろう」と目に涙さえ浮かべてくださってる方もいるかもしれませ
んだろう」
と目に涙さえ浮かべてくださってる方もいるかもしれませ
ん。 しかし今、 私たちが抱える問題はこんな事
私たちが抱える問題はこんな事((失礼
失礼))ではありま
せん。私たちに必要なのは起こってしまった過去を哀しむのでは
せん。
私たちに必要なのは起こってしまった過去を哀しむのでは
なく、これから南相馬の未来と希望をどう立ち上げて行くかなので
なく、
これから南相馬の未来と希望をどう立ち上げて行くかなので
す。
南相馬に戻り数日経ったある日、 １通のメールが来ました。
『 緊急連絡。 相談あります。 至急連絡下さい 』
それは、 南相馬で店を始めてからずっとお世話になっているク
リーニング店の社長 高橋さんからでした。 時間はもう夜の１１時
過ぎ。 いったい何があったのだろうとすぐさま電話をかけました。
すると、 その内容は 「街に “ありがとう” のメッセージを掲げよ
う！」 というものでした。
つながろう南相馬！の結成
2011 年 3 月 11 に起こった東日本大震災で大きく傷つき , 悲しみ
の連鎖が始まってしまった南相馬市。そんな南相馬市民のこころ
の連鎖が始まってしまった南相馬市。
そんな南相馬市民のこころ
を全国のたくさんの方々が支えてくれました。
避難者を受け入れてくれた方々、物資を届けてくださった方々、
避難者を受け入れてくれた方々、
物資を届けてくださった方々、
災害ボランティア、 自衛隊、 警察、 消防、 消防団、 県 ・ 市職
員、 ライフライン関係者。
数えだしたらキリがありません。 そんなみなさんに “ありがと
う！” の気持ちを伝えるとともに、 みんなが手を取り合い、 つな

（みやもり ゆうじ）

がることで郷土の誇りを取り戻し、 一度
は人が居なくなった街を、 感謝の気持
ちが溢れる街に変え、 活気ある街を取
り戻すため情報発信することで、 ふるさ
とを再生していきます！
子どもたちに未来を！子どもたちが戻って来る場所を作るため
に “ありがとう！” から始めましょう！
こうして、 現在活動する 「つながろう南相馬！」 が結成され
ました。 結成といっても私たちは “団体” ではなくひとつの “シ
ステム” だと思っています。
正直、 いつ終わるかも分からない非日常に私を含む南相馬
は疲れています。 そんなところに 「頑張ろう！」 はもはや言え
ません。 でも 「ありがとう！」 なら言いたいし、 言える人はいっ
ぱいいるはずです。 そんな一人ひとりの “ありがとう” をつな
いで大きな輪にしていくことで南相馬に住む人の活力なりたいと
考えています。
そして今、 南相馬で複雑に絡み合う問題。 原発事故に短を
発した健康被害、 子供たちの教育、 土壌汚染、 風評被害、
避難、 雇用の確保 etc を解決する為には想像以上に多くの
方々の支援と知恵が必要になります。 そんな方々がつながる
ことで南相馬市に住む一人ひとりが正しい情報を学び、考え、
ことで南相馬市に住む一人ひとりが正しい情報を学び、
考え、
話し合い、広めることで大きな風になり地域再生が得られるは
話し合い、
広めることで大きな風になり地域再生が得られるは
ずだと思っています。
南相馬の、 そして日本の “人間復興” へ
今後は原発廃止はもちろん、 南相馬が自然エネルギーで世
界を牽引する形にして行きたい。 しかし私個人、 原子力それ
自体が “悪” だったとは思っていません。 南相馬市自体は原
発の恩恵を受けていないと言っても、現に原子力で得られたエ
発の恩恵を受けていないと言っても、
現に原子力で得られたエ
ネルギーで経済は回っていたわけですし、雇用もあったわけで
ネルギーで経済は回っていたわけですし、
雇用もあったわけで
す。 悪いのは制御できないものを１００％安全と偽り、 お金の
ために運用してきた人間側です。
いまだにウダウダと続く東電や政府の戯言にもうんざりしてい
ます。南相馬市で配布された救援物資の列での市民同士のい
ます。
南相馬市で配布された救援物資の列での市民同士のい
ざこざや、モンスター化する避難者の話を聞くたび悲しくなりま
ざこざや、
モンスター化する避難者の話を聞くたび悲しくなりま
す。 人情だとか人間らしさはいったいどこに行ってしまったの
か。 ユッケの食中毒問題だって人として “あたり前の感覚” が
あれば 「安全」 と 「お金」 を天秤にかけることは無かったので
はないか。
それとは逆にこんなときだからこそ “人のあたたかさ” も感じ
ています。楽天堂さん始め全国の、
ています。
楽天堂さん始め全国の、全世界の方から南相馬は
全世界の方から南相馬は
応援を頂いています。 人
のつながりとはこんなにも
強く、 価値あるものなの
だと改めて実感し感謝して
います。
すべては “人の心” を復
興することから “ありがと
う” からはじめよう！

―２ ―

り、 その結果、 人間の時間も空間も宇宙論的な意味を奪わ
れ、 非聖化された」
『共通感覚論』 から三十年、 電脳社会に生きる “近代人” の
私たちは、ますます視覚絶対化の中で暮らさざるをえなくなって
私たちは、
ますます視覚絶対化の中で暮らさざるをえなくなって
いる。 しかし、 中村氏の論考を首肯するならば、 触覚を現在
の貶められた地位から引き上げて （その結果） 視覚を相対化
できるなら、 人間が再び生の豊かさをとりもどせるのではない
か、 という希望が湧いてくる。
私が整体を学んでいるからというわけではないが、 触れる、
というのはつくづく根元的／全体的だと思う。 他の四覚が頭部
の感覚器官に特化したのに対して、 触覚は主に手で行われる
だけでなく、 体のどこでも他者 （他の存在） に触れることがで
きる。 そして、 皮膚は皮一枚で私と世界とを隔てつつ呼吸を行
うことによって自他の壁をスルーしているのである。
聖書の創世記に書かれているように、 神の声 （言葉） を 「聞
く」 ことから始まり常に 「聴く」 ことを求められてきたキリスト教
世界とは異なり、 日本の文化にあってはからだで 「触れる」 こ
とがもっとも大事とされてきたのではないか。神は人
とがもっとも大事とされてきたのではないか。
神は人
格神にあらず、 山川草木に遍く存在し、 その神々と
の触れ合い （一種の共同作業） が、 例えば稲作り
であり、 例えば手工のなせる技ではなかったのだろ
うか。
※
核兵器とその “平和利用” である原発に結実した
核技術は、 近代文明の突出した科学技術であると
言われている。 早くからその危険性を指摘し、 のみ
ならず原子力資料情報室を設立して反核反原発運動
を実践してきた市民の科学者 ・ 高木仁三郎 （たか
ぎ ・ じんざぶろう １９３８−２０００） は、 その著書 『核の世紀
末――来るべき世界への構想力』 （農文協 １９９１年） におい
て、中村氏が指摘したヨーロッパ中世から近代にかけての転換
て、
中村氏が指摘したヨーロッパ中世から近代にかけての転換
を、 科学者の立場から 「アクティビズム （能動主義） の思想」
となづけて次のようにあとづけている。
そもそもアクティビズムとは、１８世紀のイギリスの思想家フラ
そもそもアクティビズムとは、
１８世紀のイギリスの思想家フラ
ンシス・・ ベーコンに典型的な 「人間が自然に対して非常に積極
ンシス
的に能動的に働きかけ、 自然を征服し利用の対象にしていく、
そういう思想」 であり、 デカルトに代表されるフランス啓蒙主義
を経てマルクス主義へと展開していった。 その過程で、 「デカ
ルトの切断」 と呼ばれる決定的な選択が行われたと高木は言
う。
「近代の自然科学というのは物質現象を解明する、いわば物
「近代の自然科学というのは物質現象を解明する、
いわば物
質の探求の学として進んできたわけだけれど、その物質の探求
質の探求の学として進んできたわけだけれど、
その物質の探求
の学を今日のようなかたちで可能にしたのは、人間の精神と物
の学を今日のようなかたちで可能にしたのは、
人間の精神と物
質を切り離したところにある。 （中略） 物質が精神とか霊とかに
支配されているのではなくて、 物質に固有の、 いわば自然が
自然に固有の原理を持っているということをはっきりさせた。
（中略） そのことによって急速に近代の科学が開き、 近代の物
質文明が開化するわけです」
高木によれば、 産業革命と市民革命をへたヨーロッパにおい
て基礎科学は発達したが――ドイツのレントゲンがＸ線を発見し
たように――２０世紀に入ると広大な資源（特にエネルギーとし
たように――２０世紀に入ると広大な資源
（特にエネルギーとし

ての石油） を背景にアメリカにおいて 「科学を技術として展開す
る」、 すなわち科学技術が発展し、 その究極がマンハッタン計画
にもとづき開発された核兵器である、 という。
近代以前の手工業 （手による直接的なモノとの触れ合い） はも
とより産業革命の技術 （機械を通した手とモノとの間接的な触れ
合い） は自然界の模倣に過ぎなかったが、 「核技術は人間が頭
脳の中から導き出した」ものであり――後に核融合が天界の現象
脳の中から導き出した」
ものであり――後に核融合が天界の現象
だと知られるようになる――この地の上には存在しないという特異
性を帯びている。 にもかかわらず、 核というパンドラの箱を人類
が開けてしまって以降、「ポジの部分だけで開発が進行していく現
が開けてしまって以降、
「ポジの部分だけで開発が進行していく現
代の科学技術プロジェクトの、 ネガの部分をきちっと専門的力量
を備えて分析し、 評価し、 予測する作業が現代の科学技術社会
にはどうしても必要です。 社会がそういう能力を育て、 保持して
いかなくてはならない」
と、高木はその著作と行動を通じて警鐘を鳴らし続ける。
と、
高木はその著作と行動を通じて警鐘を鳴らし続ける。『核の
『核の
世紀末』 の執筆と前後して湾岸戦争が勃発したが、 アメリカがイ
ラクで稼働中の原子力施設を史上初めて攻撃し原子炉を破壊した
ことに高木は衝撃を受ける。 なぜ戦争終結に全く不
必要な爆撃をアメリカは行ったのか――その理由を考
え続けた高木は、 アメリカが広島 ・ 長崎に原爆を投
下したのと同じ動機を見出して次のように結論づける。
「一度開発された兵器は、 必ず実戦で使われようと
する」
〈歴史の教訓は生かされない〉 ・ ・ ・ 何という苦い認
識であろうか。私たちはヒロシマ
識であろうか。
私たちはヒロシマ・・ナガサキにおいて、
一瞬の核爆発で夥しい生命が殺されるという悲劇を経
験した。 それから半世紀後、 イラクで核攻撃にも等し
い原子炉爆撃が行われたのである。
核の “平和利用” である原子力発電に関しても、 同じことが言
えよう。 チェルノブイリ、 スリーマイルにつづいて福島で、 私たち
は放射能による環境汚染と緩慢な死 （十年、 二十年後に顕在化
するであろう甲状腺障害など） の恐怖におびえている。
核技術というのは、 一言でいえば原子核の分裂 （人の手によ
る） からエネルギーをとりだす技術である。 言い換えれば、 “関
係性の破壊” から生まれた鬼子のようなものだ。 原発をみてみ
れば、 その禍々しいまでの性格がよく分かる。 計画段階からの
賛成派と反対派の対立からはじまって、電力を供給される都市と
賛成派と反対派の対立からはじまって、
電力を供給される都市と
過疎地である現地との反目、 建設 ・ 発電にともない利益を享受
する人々と使い捨てられる現場の下請け作業員 ・ ・ ・ いったん事
故が起こったあかつきには、生産者である農民
故が起こったあかつきには、
生産者である農民・・漁師と消費者と
の利益の相反、 避難する者と留まる者との間の目に見えぬ懸
隔、悲しみや怒りを押し殺している者達の目に映る経済至上主義
隔、
悲しみや怒りを押し殺している者達の目に映る経済至上主義
者の姿、 諸外国との軋轢等々。
パンドラの箱を再び閉じるためには、科学技術のバックボーンで
パンドラの箱を再び閉じるためには、
科学技術のバックボーンで
ある能動主義 （アクティビズム） 思想そのものを裁ち切らなけれ
ばなるまい。 高木が対抗思想として掲げるのは、 パッシビズム
（受容主義） である。
パッシビズムとは何か？高木は語っている。
「荒々しく自然や物事に働きかけるのではなく、自然と人間との
「荒々しく自然や物事に働きかけるのではなく、
自然と人間との
間の相互的な関係を重視しながら、おのずから自然と折り合いを
間の相互的な関係を重視しながら、
おのずから自然と折り合いを
つけ、 共生しながら、 よりよく生きる。 そしてそこに文化を発酵さ
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稽古の思想―高木仁三郎と保田輿重郎を繋ぐ

（一）

高柳 無々々
六月も梅雨に入ると、 楽しみにしている子には待ち遠しい、 嫌
いな子には憂鬱な季節が訪れる。小中学校で水泳の授業が始ま
いな子には憂鬱な季節が訪れる。小中学校で水泳の授業が始ま
るのである。その前に、
るのである。
その前に、どの学校でも子ども達によるプール清掃
どの学校でも子ども達によるプール清掃
が行われる。去年の秋から水を溜めたままのプールの水を抜き、
が行われる。
去年の秋から水を溜めたままのプールの水を抜き、
ブラシでヘドロなどを掻き出すのだ。今年は、
ブラシでヘドロなどを掻き出すのだ。
今年は、その年中行事に一
その年中行事に一
つの懸念事項が加わった。３月１１日に起きた福島原子力発電所
つの懸念事項が加わった。
３月１１日に起きた福島原子力発電所
の事故である。
確かにチェルノブイリのような大規模爆発は起きておらず、私の
確かにチェルノブイリのような大規模爆発は起きておらず、
私の
住む京都への放射性物質の飛散は少ないと思われた。京都市教
住む京都への放射性物質の飛散は少ないと思われた。
京都市教
育委員会でも市内の教育施設で放射線量の測定は全く行ってい
ない （６／２０現在）。 しかし、 チェルノブイリでも福島でも、 思わ
ぬ遠隔地にホットスポット （高濃度汚染地域） の存在が確認され
ている。 東京電力や政府の意図的な情報操作 （隠蔽） への不
信感も手伝って、保護者としては子どもへの被爆の不安が拭えな
信感も手伝って、
保護者としては子どもへの被爆の不安が拭えな
い （放射線被曝には 「しきい値」 （＝絶対に安全な数値） は存
在しないと言われている）。 息子の通っている学校 （京都市立仁
和小学校） でも数値を計らずにプール清掃が行われ
るというので、 それならば保護者有志でという話にな
り、 校長の了承のもとプールやグラウンドなどの放射
線量を測定してみた。
結果は現在の空間線量と同じ （ということは放射性
物質の堆積はほとんどなかった） で胸をなで下ろした
のだが、その後、
のだが、
その後、学校側と一悶着があった。
学校側と一悶着があった。私のホー
私のホー
ムページに結果を公表したところ、 校長から 「管理者
である私に無断で公表したのだから削除して下さい」
と電話がかかってきたのである。
私は耳を疑った。 管理者うんぬんを言うなら、 保護
者から不安の声が上がっているのに応えて、 本来学校 （教育委
員会） が主体的に測定すべきではないのか。 それを行わずにた
だ 「安全です」 と言われても子を持つ親として納得できるもので
はない。 案の定、 公表後に、 京都はもとより他の地域の方から
も、 数値を知って安心したという声が寄せられたのである。
３／１１以降、 東京電力や保安院、 それに “原子力村” に集う
学者センセイなどからマスメディアを通じてイヤというほど見せられ
てきたのと同じものを （むろんスケールは較べようもなく小さい
が）、 私は学校長の対応にみたと思った。 それは一言でいえば、
生命感覚の鈍磨と常識の欠如である。
生き物にとって生命感覚 （＝何が命を脅かすものであるかそう
でないかを本能的に嗅ぎ分ける身体感覚）は生存の必須条件で
でないかを本能的に嗅ぎ分ける身体感覚）
は生存の必須条件で
あろう。 その危機意識が私たち日本人に （多かれ少なかれ） 欠
けていたのではという認識は大方に共有されると思うが、「常識」
けていたのではという認識は大方に共有されると思うが、
「常識」
と聞いて？を抱かれた方も多いのではないだろうか。 しかし私に
とって常識とは、 何が公 （パブリック） で何が私 （プライベイト）
なのかを区別する際のものさしでもあれば、 公を私に優先させる
際の判断基準になるものでもある。その点からいって、
際の判断基準になるものでもある。
その点からいって、第一に校
第一に校
長とは教育公務員＝公への奉仕者であり、第二に数字を公表す
長とは教育公務員＝公への奉仕者であり、
第二に数字を公表す
ることの方が隠蔽するよりも社会的な利益が大きかったのである
から、 私的な感情 （“教育村” における自身の体面？） を優先
させる校長の態度は、 私には常識の欠如に映ったのである。
※

（９）

３月１１日以後
ハミルトン 純子

（たかやなぎ むむむ）

ところで、 この 「常識」 という言葉であるが、 高校の英語の
授業で common sennse ＝常識、 と習って、 何故と思った人
も少なくないのでは。 かくいう私がその一人であるが、 哲学
者 ・ 中村雄二郎氏の 『共通感覚論』 （岩波書店 １９７９年） を
読んでなるほどそういうことかと理解できた。 この本で中村氏
が述べている共通感覚とは、 私流に言い換えれば昔的に
「勘」 や 「第六感」 「虫の知らせ」、 今風には 「身体感覚」 に
なろうかと思うが、 西洋の知の歴史の中で身体感覚と常識が
メダルの裏表となってきた、 いや個的な身体感覚から社会的
な常識が生まれてきたことが詳述されている （以下、 同書より
引用）。
「コモン ・ センスには、 社会的な常識、 つまり社会のなかで
人々が共通 （コモン） に持つ、 まっとうな判断力 （センス） と
いう意味があり、 現在ではもっぱらこの意味に解されている。
けれどももともと 〈コモン ・ センス〉 とは、 諸感覚 （センス） に
相わたって共通 （コモン） で、 しかもそれらを統合する感覚、
私たち人間のいわゆる五感 （視覚、 聴覚、 嗅覚、
味覚、 触覚） に相わたりつつそれらを統合して働く
総合的で全体的な感得力 （センス）、 つまり 〈共通
感覚〉 のことだったのである。
前者、つまり社会的に人々に共通な判断力という
前者、
つまり社会的に人々に共通な判断力という
方の意味は、十八世紀のイギリスで自覚的に使わ
方の意味は、
十八世紀のイギリスで自覚的に使わ
れてから一般化したものだ。 が、 この方も淵源を
遡ればキケロなどのローマ古典にまで至ることがで
きる。 それに対して後者、 つまり五感を貫き統合
するもの、 共通感覚という方の意味は、 近代世界
では底流として残ったにすぎない。 けれども、 その
淵源は古代ギリシアのアリストテレスにあり、中世世界でもむ
淵源は古代ギリシアのアリストテレスにあり、
中世世界でもむ
しろこの方の意味が主であったのである」
では、 何故、 共通感覚は、 伏流水となってしまったのか。 中
村氏は続けて書く。
「ヨーロッパの中世世界では、 もっとも精練された感覚、 すぐ
れて知的な感覚、世界とのもっとも豊かな接触をうち立てる感
れて知的な感覚、
世界とのもっとも豊かな接触をうち立てる感
覚とは、 なにかといえば、 それは聴覚であった。 そこでは視
覚は、 触覚のあとに第三番目の位置を占めていたにすぎな
い。 つまり五感の序列は、 聴覚、 触覚、 そして視覚の順で
あった。ところが近代のはじめになって、
あった。
ところが近代のはじめになって、そこに転倒が起こり、
そこに転倒が起こり、
眼が知覚の最大の器官になった。 （中略）
ルネサンスの 〈五感の階層秩序〉 のなかで聴覚と視覚の位
置が逆転し、 視覚が優位化したことは、 たしかに自然的な感
性としての官能が解放されたことと結びついている。ところが、
性としての官能が解放されたことと結びついている。
ところが、
近代文明は、触覚と結びついたかたちでの視覚優位の方向で
近代文明は、
触覚と結びついたかたちでの視覚優位の方向で
は発展せずに、むしろ触覚と切りはなされたかたちでの視覚優
は発展せずに、
むしろ触覚と切りはなされたかたちでの視覚優
位の方向で展開された。 近代文明にあっては、 ものや自然と
の間に距離がとられ、 視覚が優位に立ってそれらを対象化す
る方向を歩んだのである。 近代透視画法の幾何学的遠近法
や近代物理学の機械論的自然観、 それに近代印刷術は、 そ
の方向の代表的な産物である。と同時に、
の方向の代表的な産物である。
と同時に、その方向を強力に
その方向を強力に
推しすすめたものであると言えるだろう。 そうしたなかで、 時
間も空間もすべて量的に計りうるものだと考えられるようにな

― １２ ―

愛蘭土より

３月１１日からもう、 ３ヶ月近い日々が過ぎようとしています。
楽天堂の活発な ML を読み、 私も何度も思いを書こうとしまし
た。でも何から書きはじめていいのかも分からず、
た。
でも何から書きはじめていいのかも分からず、書いては書
書いては書
き直し、 それでも送れないままにいました。 今回、 原稿という
かたちで、あの日からのアイルランドでの動きを中心に書くこと
かたちで、
あの日からのアイルランドでの動きを中心に書くこと
にさせていただきました。
東日本を襲った震災と津波では、自然災害の恐ろしさを思い
東日本を襲った震災と津波では、
自然災害の恐ろしさを思い
知り、 福島第一原発事故については、 とうとうこの日が来てし
まったという思いに打ちのめされました。これまで何もしてこな
まったという思いに打ちのめされました。
これまで何もしてこな
かった自分が恥ずかしく、 日本をこんな原発大国にしてしまっ
た国民のひとりとして責任を感じています。
そして今、 この時に日本にいないことへの罪悪感もあるので
す。 日本から離れていることに罪悪感を持っているのは、 多く
の海外在住者が持つ感情のようです。 でもその思いから、 遠
く離れていてもここでできることをできるだけしようという気持ち
を生み、 さまざまな動きが起こりました。
ワーキングホリデーや留学でアイルランドに在住している若い
人たちが Aid Japan(Dublin) <http://www.facebook.com/
aidjapandublin> というグループを立ち上げ、 街頭でのアピー
ル、 募金活動を始めました。 この活動には多くの在愛日本人
が参加し、 多額のお金を集めたと聞いています。
また５月半ばに行なわれたチャリティイベントでは、バザーや
また５月半ばに行なわれたチャリティイベントでは、
バザーや
オークションなどで一日で220
オークションなどで一日で
220万円以上の収益を上げられたそ
万円以上の収益を上げられたそ
うです。これは在愛３０年以上という６０代以上の日本女性６人
うです。
これは在愛３０年以上という６０代以上の日本女性６人
で企画されたのですが、アイルランドに根をおろして長くやって
で企画されたのですが、
アイルランドに根をおろして長くやって
来られた方たちのネットワークの強さを思い知らされました。
また個人レベルでも、 こちらで親しくしている日本人の友人
に、 神戸大震災の被災者がいて、 彼女は震災発生後、 素早
く行動を起こしました。 まず自身の経験から、 一番必要なもの
として被災地へのお金の支援を日本人コミュニティに呼びかけ、
その英語版も作ってそれぞれのアイリッシュコミュニティへの呼
びかけを依頼しました。
でもこのような日本に対するチャリティイベントは、 日本人に
よって行なわれるものだけではないのです。 多くのアイルラン
ド人が、国中でさまざまなかたちでイベントや街頭募金などをし
ド人が、
国中でさまざまなかたちでイベントや街頭募金などをし
て、 多額のお金を集めてくれているのです。 アイルランド政府
からもこの経済的困難の中、100
からもこの経済的困難の中、
100万ユーロの支援がありました
万ユーロの支援がありました
が、 市民レベルでの支援はそれ以上に強いものがあります。
４月１１日にはダブリン市の主催でセント ・ パトリック大聖堂
で、 追悼の式典が行なわれ、 私も出席しました。 大聖堂の荘
厳な空気の中、 詩の朗読、 尺八、 アイリッシュハープなどの
演奏もあり、 最後にはキャンドルに火を点し皆で祈りました。
また、 ５月１０日にはアイルランドのそうそうたるミュージシャ
ン達が集まって企画されたコンサート 『Solidarity with Japan』
Japan』
が開催され、 私も行ってきましたが、 それぞれのミュージシャ
ンが日本でのツアーでの思い出、日本の良さを語ってくれ、
ンが日本でのツアーでの思い出、
日本の良さを語ってくれ、素
素
晴らしいコンサートになりました。
アイルランド人はことのほかチャリティ精神が強く、しっかりし
アイルランド人はことのほかチャリティ精神が強く、
しっかりし
たチャリティの土壌があります。 人々はチャリティ活動に寛大
で、 国民一人当たりがチャリティに出す金額は、 ヨーロッパ一

（はみるとん じゅんこ）

多いという調査があるそうです。
あまりそういう活動に慣れていない多くの日本人たちが、抵抗な
あまりそういう活動に慣れていない多くの日本人たちが、
抵抗な
く街頭募金に立てたのも、 こういう土壌があってこそだと思いま
す。 また活動に参加した人からは、 アイルランド人の温かさには
心を打たれたと、 よく聞きました。
私ごとですが、３月初めに
私ごとですが、
３月初めにIreland
Ireland Japan Association(愛日協会
Association(愛日協会-以下IJA
以下
IJAと記載
と記載)) <http://www.ija.ie/>の理事に推薦され、
<http://www.ija.ie/> の理事に推薦され、 お引き
受けしました。 IJA はアイルランドと日本の関係を強いものにしよ
うと４０年以上前に設立された組織で、 日本に興味があったり、
何らかの結びつきを持つ個人、 企業が会員となっています。
IJA では、 震災後すぐにアピールを発表すると同時に口座を開
設し、 現在も日本への寄付を受け付けています。 すでに４回に
わたって、 総額
総額14500
14500ユーロ
ユーロ((約 1700
1700万円
万円))が日本赤十字社へ送
られました。
また日本との窓口として多くのメディアからの依頼を受け、会員
また日本との窓口として多くのメディアからの依頼を受け、
会員
がテレビやラジオに出演したり、新聞などのインタビューを受ける
がテレビやラジオに出演したり、
新聞などのインタビューを受ける
など、 日本への支援をアピールしました。 多くのチャリティイベン
トの企画へのサポートやコーディネイトも大きな仕事です。こんな
トの企画へのサポートやコーディネイトも大きな仕事です。
こんな
に忙しくなるとは夢にも思わずお引き受けした理事職でしたが、今
に忙しくなるとは夢にも思わずお引き受けした理事職でしたが、
今
はありがたいことだと思っています。
また、 自分の出来ることでお金を集めようと、 日本料理を食べ
ていただく食事会を企画しています。 こちらで知り合った日本人
シェフ二人と共同し、 他にも多くの日本人がサポートを申し出てく
れて、 いいチームができています。 このイベントについては、 ま
たお知らせしたいと思います。
３月１１日以来、 パソコンの前に座りっぱなしで、 日本の
日本のNHK
NHKや
や
民放の放送を見続けて眠れない日が続き、 怒り、 悲しみ、 虚無
感などに襲われ感情が大きく揺れ動きました。やっと自分の立ち
感などに襲われ感情が大きく揺れ動きました。
やっと自分の立ち
位置が定まったと思えたのは、 ずいぶんあとのことでした。
今は、 日本への
支援をこの先も途切
れないものにするよ
う、 ここでできること
をつづけていきたい
と思っています。
参考調理例

【レンズ豆とソーセージのスープ】
今回はアイルランド料理というわけではありませんが、おいしい
今回はアイルランド料理というわけではありませんが、
おいしい
アイリッシュソーセージを使ったわが家の定番、 レンズ豆とソー
セージのスープを紹介します。
アイルランドでソーセージというとすべて生ソーセージで、 直径
2cm、
2cm
、 長さ 10
10〜
〜 15cm くらいの太目のものが一般的です。 このレ
シピでは、 日本の燻製したものを使っています。 生ソーセージを
使う場合ははじめに軽く焼いてから切ってください。 上質のソー
セージを使うと、 旨味が出てスープもグンとおいしくなります。

―３―

・ ・ ・ レシピは１１ P へ続く→
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豆ランチパーティー報告 ・ 冬〜春
小さい農家の経営

会員 ・ 山口人代さんおすすめレシピ

（2/26 ）

ゲスト ・ 水田 裕之さん （水田家）
北川 憲一 （きたがわ

和風クッキー２種
けんいち）

当日は大人２５人、 子どもさんも含めると３０人を超える大所帯
のパーティになりました。 水田さんの幅広い交友から参加された
方も多く、 きっと会員でない方も可成りおられたようです。 （新し
く会員になられた方もおられるようでしたが ・ ・ ）
水田さんは自分の生い立ちから話し始められて、お父さんのお
水田さんは自分の生い立ちから話し始められて、
お父さんのお
仕事のこと、 岩手の大学の農学部畜産学科を卒業して、 しばら
く他のお仕事をしてこられた後、 現在の綾部で農業をされている
ということです。 （アバウトな書き方ですが。）
水田さんの話を今振り返りますと、 「えー」 「あのー」 と言った
枕詞が全く無かったのでは ・ ・ ・ と思います。 ためらうことなく自
分の思いを話されるといった感じで、次々と話が積み上がってい
分の思いを話されるといった感じで、
次々と話が積み上がってい
きました。率直で自然体で生きてこられた水田さんの人柄そのま
きました。
率直で自然体で生きてこられた水田さんの人柄そのま
まの話し方で好感が持てました。 きっと、 水田家に行ってお酒を
飲みながら話すと、 何時までも話が尽きないといった感じになる
のでしょうね。
難病の療養
１４歳の時、 水田さんが患った再生不良性貧血という難病から
立ち直られて本当に良かったですね。 ステロイドや輸血など、 そ
の時の医学のお陰で危機を切り抜けられたことはその通りなので
しょう。 その後、 病気を克服されたのは水田さん自身の持ってい
る回復力((自然治癒力
る回復力
自然治癒力))の力によるものと思います。
アンドルーワイルさんは、 「私には治る力がある。」 と自己暗示
を与えることによって治癒力が何倍も増すと言っておられます。ま
を与えることによって治癒力が何倍も増すと言っておられます。
ま
た、ご家族や周りの方の思いや祈りが力になってきっと病気を追
た、
ご家族や周りの方の思いや祈りが力になってきっと病気を追
い払ったのでしょう。
お金のこと
水田さんは、 農業だけではやっていけないので、
農業だけではやっていけないので、週２回高校で
週２回高校で
授業を持っておられるそうです。 また、 民泊はしていないけれ
ど、働いてもらう条件で希望の人がよく寝泊まりに来ておられるそ
ど、
働いてもらう条件で希望の人がよく寝泊まりに来ておられるそ
うです。 （外国からも ・ ・ ）
水田さんは、 貧乏だけどもし自分がいなくなっても、 家族をみ
てくれる仲間がいるから心配していない！と言っておられました。
きっと、 それがお金にも勝る財産なのでしょうね。
「大事なお金」 という言い方はとてもいい言葉ですね。
水田さんとお友達のＨちゃん。 それぞれが一万円を持っていた
としてその価値に違いはないのでしょうが、 水田さんの稼いだお
金とＨちゃんの儲けたお金では、 きっとその値打ちが違うのだと
思います。それは、
思います。
それは、さかえさんがラップを何回も使うこと等でます
さかえさんがラップを何回も使うこと等でます
ます値打ちを高めて下さっているのでしょう。
私はお金が好きですが、大事なお金を大切に使えるようになり
私はお金が好きですが、
大事なお金を大切に使えるようになり
たいと思っています。
原発のこと
祝島の住民の方の反対運動には傍観者でしかいません。ただ
祝島の住民の方の反対運動には傍観者でしかいません。
ただ
原発の本当の意味での怖さは、 古い農機具の排気ガスの黒煙
の環境破壊と比べて数万億倍以上の恐ろしさでしょう。
インターネットで分かり易く書いてあったので抜粋すると、「日本
インターネットで分かり易く書いてあったので抜粋すると、
「日本
の歴史を縄文時代から始まったとして約１万年です。地球の歴史
の歴史を縄文時代から始まったとして約１万年です。
地球の歴史
４６億年を１年間とすると、 その期間はなんと１分８秒つまり、 １
２月３１日午後１１時５８分５２秒から日本の歴史が始まったことに

なります！紅白歌合戦も終わり、
新年へのカウントダウンが始まろ
うかという時間です。」
２５０年前の産業革命による工
業化への道が、 便利さや快適さ
と引き替えに急激に自然を破壊
し緑の地球を収奪し、 全ての動
植物の命の基盤を危うくしている
としたら、その時間は２秒足らず
としたら、
その時間は２秒足らず
の瞬間の出来事なのです。
また、原発の残したある放射性廃棄物は放射能が完全になく
また、
原発の残したある放射性廃棄物は放射能が完全になく
なるまで１００万年かかるそうです。日本の歴史を１００回繰り返
なるまで１００万年かかるそうです。
日本の歴史を１００回繰り返
して、 やっと安全なものになるということです。 そんな気の遠く
なるようなものを、どうして安全だと言って増やすことになるので
なるようなものを、
どうして安全だと言って増やすことになるので
しょう。
子どもの代、 孫の代になって可愛そう ・ ・ ・ 等と言わないよ
うにします。 よく過去生とか言うことを耳にします。 私はそれを
信じる所にいませんが、 生まれ変われるとして、 生きられる条
件がなくなっていたらイヤです！ 美味しい空気と水、 それに育
まれた緑の大地。 宇宙にまたとない地球という星を大事にした
いですね。
日頃、何も考えていない傍観者でいながらこんなことを書いて
日頃、
何も考えていない傍観者でいながらこんなことを書いて
いると上関で反対運動をしておられる皆様に叱られそうですが、
生活の場の近くに原発ができることの怖ろしさと離れていてもそ
の怖ろしさから逃げられないものが原子力発電所だ！と想像力
を働かせる所からしか連帯できない気がしているのです。 千晶
さんが言っておられた、今の自分の足下で何か繋がることがで
さんが言っておられた、
今の自分の足下で何か繋がることがで
きないのか、 また、 きっと連帯しているんだ ・ ・ ・ と実感できる
ようなことを見つけることが大切なことなのだと思います。
農業の魅力
京北町・・ 美山町
京北町
美山町・・ 綾部市とそれぞれの場所で農業に携わって
おられる皆様の所には、 また尋ねてみたいなーと思いました。
経済的には大変でも、 地に足が着いた生活、 自身が納得の中
で暮らしておられるのだな！と推察しました。私も憧れる所があ
で暮らしておられるのだな！と推察しました。
私も憧れる所があ
るのですが、今はフラッと尋ねることしかできそうにありません。
るのですが、
今はフラッと尋ねることしかできそうにありません。
農業と自営業には定年がないのが魅力ですね。 サラリーマ
ン、 公務員から定年 ・ ・ ・ 。 その後は、 退職金と年金をたよ
りにお金に縛られて残りの人生を計算する ・ ・ ・ といった感じに
なっています。お金を使うよりお金に使われているのかもしれま
なっています。
お金を使うよりお金に使われているのかもしれま
せん。 その意味で、 農業や自営業の方、 お金に頓着がないお
寺の方、 みんな魅力的な生き方を選択されていると思います。

村岡 孝則

（むらおか たかのり）

豆ランチパーティーの水田さんの話しに出てきた大工Ｈさんの
話しについてと、 無駄を省いていく仕事について最近、 思う事
をです。
いい大工さんというのは家を作る技術をしっかいもっていて、
その技術を上手に使う人だと自分は思います。 そして、 その人
が家を作るという仕事の結果の表れとして、 現場がきれいで

―４ ―

【小豆と米粉のクッキー】
［材料］
小豆 （ゆでて） １＋ 1/4 カップ、 米粉５０ｇ、 くるみ３０ｇ、
メープルシロップ 大さじ２、 豆乳７０ cc
cc、
、 塩 ひとつまみ
［作り方］
１） オーブンを１６０度に予熱する。
２） 小豆はフードプロセッサーで細かくし、 くるみは手で小さく割る。
３） 全ての材料をボールに入れ、 ゴムべらで粉っぽさがなくなる程
度にまぜる。

唐辛子の店

４） 天板にスプーンで落とし、 ４センチくらいの円形にする。
５） オーブンで焼く３０分焼く。
♪ これこそ日本人のためのクッキー！？緑茶があいます。

【ひよこ豆とぬかのクッキー】
［材料］ （１２〜１５個分）
Ａ ： りんご 1/4 個＋レーズン２０ｇ
地粉 ４０ｇ、 ぬか （いったもの） 3/4 カップ、 ひよこ豆 （ゆでて）
半カップ、 塩 ひとつまみ、 ベーキングパウダー 小さじ１、 メープ
ルシロップ 大さじ１、 豆乳１５０ cc
［作り方］
１） Ａ を鍋に入れ、 少量の水と塩少々を加え、 弱火で蒸し煮する。
２） オーブンを１６０度に予熱する。

キムパプ （韓国のり巻き）

３） ひよこ豆はフードプロセッサーで細かくする。
４） ボールに
ボールにＡ
Ａ と残りの材料を全て入れ、 ゴムべらで粉っぽさがな
くなる程度にざっと混ぜる。
５） 天版にスプーンで落とし、 ４センチの円形にまとめる。
６） オーブンで約３０分焼く。
※オーブンの温度や時間は機種により、 調整して下さい。

→３ P から続く ・ ・ ・

♪ひよこ豆とぬかが思いのほか、 ぴたっときます。 レーズンとりん

【レンズ豆とソーセージのスープ】

ごのおかげで甘味もしっかり！！くせになりそう、、、。

［材料］ （出来上り量約８００ g）
レンズ豆 （乾燥） １００〜１５０ g、 玉ネギ１個、 人参１本、 セ
ロリ１本、 ジャガイモ２個、 粗挽きソーセージ１００ g 〜、 にんに
く １片、 水６カップ、 タイム ・ 塩 ・ ブラックペッパー ・ パセリ
各少々
［作り方］
１） レンズ豆はさっと洗って、 できれば３０分ほど水につけてお
く。 玉ネギ、 人参、 セロリ、 ジャガイモ、 ソーセージは１ cm 角
に刻み、 にんにくはたたいておく。
２）。
２）
。 鍋にオリーブオイル、
鍋にオリーブオイル、にんにくを入れて弱火でゆっくり香り
にんにくを入れて弱火でゆっくり香り
を出し、ソーセージと野菜を全て加えてゆっくり炒める。
を出し、
ソーセージと野菜を全て加えてゆっくり炒める。全体が
全体が
しんなりしたら水を切ったレンズ豆を入れ、 全体によく混ぜる。
分量の水とタイムを加え、レンズ豆がやわらかくなるまで煮る。
分量の水とタイムを加え、
レンズ豆がやわらかくなるまで煮る。
３） 最後に塩 ・ ブラックペッパーで味をととのえ、 パセリのみじ
ん切りをたっぷり散らす。
注 ： ３ページの調理写真には粉チーズをふりかけてあります。
※入れる野菜は何でも可。 また野菜の煮くずれ具合はお好み
でどうぞ。
筆者ブログ 〈愛蘭土の林檎の木の下で〉 http://granna.exblog.jp/

■ 8/10 （水） 豆ランチパーティー＠神奈川県逗子市 仙台で被
災された会員 ・ 清水千佳さんご家族が逗子市の会員 ・ 小橋さん
宅に夏休みショートステイされるのにあわせて現在企画中です。
高島千晶＆無々々も参加予定。詳細は後日ホームページにて。
高島千晶＆無々々も参加予定。
詳細は後日ホームページにて。
■３月２１日、 京都市長さんから表彰されました。 下は豆料理ク
ラブのメーリングリストに書いた文章です。思いがけずたくさんの
ラブのメーリングリストに書いた文章です。
思いがけずたくさんの
方が喜んでくださり、 それが何より嬉しかったです。
「昨日、 京都市から通知が来て、 楽天堂が京都市の選ぶ 『え
え店』というのに選ばれ表彰されることになりました。
え店』
というのに選ばれ表彰されることになりました。どなたかお
どなたかお
客さんが推薦してくださって、秋に何度か覆面調査員の方が来ら
客さんが推薦してくださって、
秋に何度か覆面調査員の方が来ら
れ、 京都市から経営コンサルタントの人たちが来られたりして審
査があって、 最終選考に残ったのでした。
推薦してくださった皆さま、 買い支えてくださった皆さま、 ありが
とうございます。 両親と子どもたちがとても喜びました。 弟は 「え
〜！あんな、 ちっさな店やのになあ」 と驚いていました。 ほんと
にお金をかけてない低予算の店がこうして知っていただいて、一
にお金をかけてない低予算の店がこうして知っていただいて、
一
つのささやかなモデルとなれれば、 わたしも嬉しいです。」
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らくてん通信 第５３号

らくてん通信 第５３号

ソウルの旅 （後編）

市場や食堂めぐり

山上 公実

かねてから訪れたいと思っていた京東市場 （キョンドンシジャ
ン）、 専門的な食材が豊富なソウル市内の市場にやってきまし
た。 まず釘づけになったのは、 日本で見かける赤唐辛子の５倍
以上はあるピカピカに光る赤唐辛子の山、 山、 山。 そして朝が
早いからか、山盛りの赤唐辛子の後ろでガーガーといびきをかい
早いからか、
山盛りの赤唐辛子の後ろでガーガーといびきをかい
て寝ている店員さん。 「チョギヨー （すみません！）」 と声をかけ
ても反応なし・・ ・ （笑）。 大きなシソの葉のようなえごまの葉、
ても反応なし
大きなシソの葉のようなえごまの葉、数々
数々
の葉野菜、 ズッキーニのような韓国かぼちゃ、 そして魚のエイ。
日本ではめったに見ることのない食材の数々にかなり興奮してしま
いました。 韓国人に間違われてか、 それほど声をかけられること
もなくゆっくり市場を見て回れたのですが、面白いと思ったのは、
もなくゆっくり市場を見て回れたのですが、
面白いと思ったのは、
朝早くから開けている市場だからか、店員さんが客に構わず店の
朝早くから開けている市場だからか、
店員さんが客に構わず店の
前でもりもりとご飯を食べているところでした。ちらりとのぞかせて
前でもりもりとご飯を食べているところでした。
ちらりとのぞかせて
もらうと、 一人が食べるおかずの種類の多いこと！
京東市場近くには、 漢方
（韓方） の生薬等を販売す
る店が連なる薬令市場があ
るのですが、 その店の多さ
ときたら！ 何百メートルも
同じよう な店が建ち並び、
所狭しとさまざまな生薬等を
販売しています。 高麗ニン
ジン、トラジ
ジン、
トラジ（桔梗の根）、
（桔梗の根）、肉
肉
桂、 よもぎ、 甘草、 トングレ
漢方 （韓方） 生薬の店
（あまどころ）、 五味子、 な
つめ、 乾燥ワラビにホオズキ、 何かわからなかったけれど数々
の草根木皮、 幼虫、 鹿の角に乾燥ムカデ ・ ・ 本当に沢山。 あ
る店に入り日本から来ましたと言うと、店員さんがヤクルトそっくり
る店に入り日本から来ましたと言うと、
店員さんがヤクルトそっくり
の飲み物をどうぞとサービスしてくれました。ハングルを少し話せ
の飲み物をどうぞとサービスしてくれました。
ハングルを少し話せ
る友人の通訳と私の身振り手振りで店内は盛り上がり、生薬の試
る友人の通訳と私の身振り手振りで店内は盛り上がり、
生薬の試
食もあれこれと （口の中は凄いことに ・ ・ ）。 トングレ （あまどこ
ろ） を１升買うと、 おまけにともう１升 （！） サービスもしてもらい
ました。
旅行中は自炊はしなかったのでいろんな食堂をめぐりました。ど
旅行中は自炊はしなかったのでいろんな食堂をめぐりました。
ど
この店に入っても、 注文した料理にはメニューには書かれていな
くても、 キムチやナムル （副菜の野菜料理） などの小鉢数種と
スープが付いてきました。外食でもきちんとバランスのとれた食事
スープが付いてきました。
外食でもきちんとバランスのとれた食事
が出来、 おかげで体調はすこぶる良好。 キムチはその店の味、
ナムルもせりや大根、 ぜんまい、 かぼちゃ、 もやし、 なす、 に
ら、 トラジ ・ ・ と野菜の種類も調理法もさまざま。 あと、 めずら
しかったのはどんぐりのムク。これはどんぐりのあくを丁寧に時間
しかったのはどんぐりのムク。
これはどんぐりのあくを丁寧に時間
をかけて抜いて粉に碾き、 でんぷんをとって固めたもので、 食感
は固めた寒天のようでなめらかで美味。
韓国は匙 （さじ） 文化だといいますが、 匙＝スッカラは実に使
いやすく、 長さ形が理にかなっています。 作法として韓国では食
事の際、 器は持たずにそのまま置いて食します。 それゆえテー
ブルの高さや器の大きさもそれ相応に合わせられています。箸も
ブルの高さや器の大きさもそれ相応に合わせられています。
箸も
使いますが、 スッカラの柄の長さや平べったさがピビンパ （混ぜ
ご飯） を食べる際ご飯を混ぜ良くしてくれ、 汁を飲む際には前か
がみにならずともすくった汁をこぼさず口まで運んでくれ、魚の身
がみにならずともすくった汁をこぼさず口まで運んでくれ、
魚の身
を奇麗にほぐしてもくれます。地元の人おすすめの店で食べた参
を奇麗にほぐしてもくれます。
地元の人おすすめの店で食べた参

（やまがみ ひろみ）

鶏湯 （サムゲタン） のひな鳥の肉はスッカラでほぐすとほろほ
ろと崩れ、 スープも中に詰めてあるもち米も高麗ニンジンも、
スッカラ一つで奇麗にたいらげられました。
すっかりスッカラ好きとなり、家では冷蔵庫にあるありあわせ
すっかりスッカラ好きとなり、
家では冷蔵庫にあるありあわせ
の野菜などをごま油で炒め、どんぶり鉢一杯のご飯の上にの
の野菜などをごま油で炒め、
どんぶり鉢一杯のご飯の上にの
せ、ごまやのり、
せ、
ごまやのり、コチュジャン、
コチュジャン、半熟目玉焼きなどと一緒にスッ
半熟目玉焼きなどと一緒にスッ
カラで混ぜ合わせ （よーく混ぜるのが美味しいのだそう。 実際
美味しい。）、 韓国式で食べたりしている今日この頃です。
屋台のあちこちで見かけたのは、 のり巻 ・ キムパプ。 平松
洋子著 『韓国むかしの味』 （新潮社） によると、 のりは韓国で
も新羅時代から食べられていたけれど、 のり巻のかたちで登
場したのは５０〜６０年代で、日本から伝わった味なのだそうで
場したのは５０〜６０年代で、
日本から伝わった味なのだそうで
す。キムパプの特徴は日本ののり巻のような酢飯ではなく、
す。
キムパプの特徴は日本ののり巻のような酢飯ではなく、ご
ご
ま油とごまで風味をつけたご飯を使うところ。韓国では日本の
ま油とごまで風味をつけたご飯を使うところ。
韓国では日本の
おむすびのように、キムパプは遠足や運動会にはなくてはなら
おむすびのように、
キムパプは遠足や運動会にはなくてはなら
ないもので、 家庭で作られるとともに、 手軽に店でテイクアウ
トもできる国民食なのだとか。 具はにんじん、 たくあん、 にら、
卵、 青菜、 しいたけなどお好みで。
その土地だからこそ生まれ、 また変化し定着した料理の
数々 ・ ・ 。 体に沁み渡り、 心も満足させてくれる料理を沢山
いただけたソウルの旅でした。

【キムパプ （韓国のり巻）】 お花見にいかが
［材料］ （５本分）
（材料） 米３合、 水５４０ｍｌ、 （調味料） 白すりごま大さじ３＋
ごま油大さじ２＋塩小さじ１＋ 1/2
1/2、
、 にら 1/2 わ、 ごぼう１００
ｇ、 にんじん小１本、 厚揚げ１枚、 たくあん （または好みの漬
け物） 1/2 本、 焼のり５枚、 サラダ油適量、 しょうゆ大さじ 1
＋ 1/2
1/2、
、 みりん大さじ 1 ＋ 1/2
1/2、
、 塩 ・ ごま油 各適量
［作り方］
１） 米は分量の水で炊き、 （調味料） を混ぜてバットに広げて
冷ます。
２） にらは塩を加えた熱湯でさっとゆで、 冷水にさらして水気
を絞る。 塩、 ごま油各少々で和える。
３） ごぼうは千切りに。 フライパンにサラダ油大さじ１を熱して
炒め、 しょうゆ、 みりん各大さじ１＋
みりん各大さじ１＋1/2
1/2を加えて煮からめる。
を加えて煮からめる。
４） にんじんは千切りにする。 フライパンにサラダ油大さじ１を
熱して炒め、 塩少々で調味する。
５） 厚揚げは１㎝角に細長く切り、 塩少々をふる。 フライパン
にサラダ油小さじ１を熱し、 きつね色に焼く。
６） たくあんはのりの長さに合わせて８㎜角の棒状に切る。
７） 巻きすに焼きのりのざらざらした面を上にしておき、 ①の
1/5 量を広げる。 ②〜⑥
②〜⑥の
の 1/5 量を手前に並べ、 きっちり巻
く （のりの奥を少し残してご飯を広げ、 手前を少し空けて具を
ならべていくと巻きやすい。）。 残りも同様にして作り、 のりの
表面に少量のごまあぶらをぬり、 食べやすい大きさに切る。
※そのまま食べても、 辛子じょうゆで食べても美味しいです。
にら、 にんじん、 たくあんだけの具で細巻きにしたり、 キムチ
やきゅうり、肉のそぼろなど、
やきゅうり、
肉のそぼろなど、好みの具でアレンジもできます。
好みの具でアレンジもできます。
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あったり、 材料の無駄使いがなかったりするのだと思います
（合理的というより理にかなっている）。これが技術を持つ人の
（合理的というより理にかなっている）。
これが技術を持つ人の
仕事だと思います。 この人たちとの仕事はほんと楽しいです。
無駄を無くすのを目標にする事とは、家を作るという仕事では
無駄を無くすのを目標にする事とは、
家を作るという仕事では
なく、 お金を稼ぐ事だけを目標にする仕事だと思います。 今、
自分が身をおいて居る建築業界は、この人が持つ技術を正当
自分が身をおいて居る建築業界は、
この人が持つ技術を正当
に評価せずに、 機械的な技術というのか数値に表れやすいも
のをより積極的に評価しています。
機械的な技術は数値化しやすいので万人に対して分かりやす
く比べやすいのかもしれません。 そして、 仕事を合理化がしや
すいのだと思います。この数値やお金だけが仕事の善し悪しを
すいのだと思います。
この数値やお金だけが仕事の善し悪しを
測る基準になり、 息苦しさを感じるところです。
人の技術などお金に変える評価は難しいことだと思いますが、

自分の目でしっかり見定めないとと思います。 無駄というか余裕
というか、 間が人の技術にあって自分は大切にしたいです。
豆ランチパーティーの後、 連合いのわかこと話しをしてまして、
彼女が言った事で、我が家は宅配の野菜を買っているのですが、
彼女が言った事で、
我が家は宅配の野菜を買っているのですが、
時によって野菜の種類が偏っていたりなど野菜に多少の不満が
あったりするのだけれど、 「自分が出来ない 『野菜を作る』 とい
う農家のひとの行為にお金をお支払いしている」と思うと送られて
う農家のひとの行為にお金をお支払いしている」
と思うと送られて
くる野菜が大切なものに思える。と言うような事を言っていたので
くる野菜が大切なものに思える。
と言うような事を言っていたので
すが、こういう事が人の技術に対してのお金の使い方なのかなと
すが、
こういう事が人の技術に対してのお金の使い方なのかなと
思いました。
農業から祝島まで色々な話題が出た豆ランチパーティーでした
が、 参加者が自分の言葉で、 思いや考えを話されていたので、
ほんと充実した時間でした。

新連載

共同で店をもつ

（１） 関心ごと
（１）関心ごと

はじめまして、 京都市上京区、 同志社大学の近くで、 古本 ・
マンガカフェ 「トリペル」 を３人で共同経営し、 日替わりで店に
たっております。 昨年９月に豆ランチパーティーをトリペルで開
催したことがきっかけで、 『らくてん通信』 に連載させていただ
くことになりました。 よろしくお願いします。
トリペルは３人がそれぞれやりたいと思ったことを表現しようと
スタートしました。 ところで、 「古本 ・ マンガカフェ」 という接頭
辞は、 当初とくにつけていなかったのですが、 一緒にやってい
る古本屋さんの中村明裕氏が、 お店を紹介するときに、 「古
本 ・ マンガカフェの〜」 と言っているのに気づいたことで、 なる
べく公式の場では使うようにしています。 わたし自身本は読み
ますが、 そこまで頓着していません。 しかし、 彼は古本屋さん
だけあって、本当に本と本のまわりにあるものをとても大切にし
だけあって、
本当に本と本のまわりにあるものをとても大切にし
ている、 と感じます。
たとえばこんなエピソードを。トリペルにはたくさんマンガが並
たとえばこんなエピソードを。
トリペルにはたくさんマンガが並
んでいる本棚の前に二人がけのテーブル席があります。本棚と
んでいる本棚の前に二人がけのテーブル席があります。
本棚と
席との間のスペースが、彼の店番の翌日には、
席との間のスペースが、
彼の店番の翌日には、広くなっている
広くなっている
のです。おそらくお客さんが本を選びやすいようにと言う配慮な
のです。
おそらくお客さんが本を選びやすいようにと言う配慮な
のでしょう。 わたしは感心すると同時に、 これがセンスの違い
だな、 と思いました。 わたしならば、 お客さんが動きやすいよ
うに本棚と席の間を狭くして、 ゆったりさせるでしょう。
もうひとつ。 今年の２月１１日からトリペルで 「古本フェス」 と
いうのを開催しました。 １０日間、 本を入れ替えながらいろいろ
な古本屋さん出店してもらう古本市です。 古本のセレクト、 並
べ方、 フライヤーの作成から宣伝の仕方、 店番まで、 いろい
ろと中心になって動いてもらいました。そのときの彼の生き生き
ろと中心になって動いてもらいました。
そのときの彼の生き生き
した表情が忘れられません。
もうひとりの共同経営者である、岩倉ではたけをやっている米
もうひとりの共同経営者である、
岩倉ではたけをやっている米
田量氏は、 開店当初より 「てづくり市」 と題して、 毎月第１日
曜日に店内でてづくりの雑貨やおやつなどを販売してもらう場所
をつくっています。 小さなお店なので、 出店者とお客さんの距
離が近いのと、 カフェスペースがあることが相まって、 毎回ゆ
るやかな交流が生まれています。 大きなてづくり市では、 ゆっ

岡 聡一

（おか そういち）

くり会話することが難しいけれど、 自分の関心のあることを作品
（料理であったり、 雑貨であったり、 さらには占いやミニコミ誌で
あったりします）として表現し、
あったりします）
として表現し、その場に居合わせた人たちと共有
その場に居合わせた人たちと共有
すること、 さらには、 物々交換スペースを設けて、 通貨以外のも
のを媒介としたコミュニケーションを図っています。
２人はそれぞれ 「本」 「媒介」 というのがキーワードだと思いま
す。 さて、 わたしはというと、 どこに関心があるのか。 昨年の８
月にわたしがトリペルで主催した 「ゲームのよる」
「ゲームのよる」という企画があ
という企画があ
ります。 これは現在はドイツを中心としたヨーロッパのボードゲー
ムやカードゲームをみん
なで楽しもうというイベント
なのですが、 当初は、 た
んにトランプやボードゲー
ムがやりたいと思って企
画し たの に もか か わら
ず、 いつのまにかそこに
やってきてたゲーム好き
のお客さんが、 あまり知
られて いな いゲームを
次々と紹介してくれまし
て、 「主催者のようなもの」 になっていました。 すでに毎月の定
例開催で、 好評をいただいており、 次回で８回目を数えます。
ゲームには関心が向いていたおかげでできた縁です。
わたし自身は、 ほかにもお酒や食文化、 絵画や音楽など関心
のある手札はたくさんもっています。しかし、
のある手札はたくさんもっています。
しかし、どれも中途半端なも
どれも中途半端なも
の。 ならばいっそのこと、 本当に好きで好きでたまらない人に登
場してもらおう、 と感じ始めたのです。
３人で店をもつということは、 それぞれのセンスがぶつかり合う
ということ。 その結果がトリペル。 そこに、 さらに３人以外の人間
ががかかわることで、 新しい流れが生まれています。 「共同で店
をもつ」 というのはなにも経営者のみならず、 やってくるお客さん
も含まれていました。 この流れをつくる自律性、 そしてわたし自
身の関心について、これからこの連載で考えていこうと思います。
身の関心について、
これからこの連載で考えていこうと思います。

―５ ―
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インタグの森の中から （９） 最終回

女性の活躍と人の変化
インタグの森の中にある、カルロスさんの家で３日間ほど滞在し
インタグの森の中にある、カルロスさんの家で３日間ほど滞在し
ている間に、この地域で活躍する女性のグループのメンバーにお
ている間に、
この地域で活躍する女性のグループのメンバーにお
会いする機会がありました。 「女性と環境の会」 （G r u p o d e
Mujueres y Medio Ambiente）
Ambiente） というグループで、 廃れかけてい
た伝統的な技術を使って、 民芸品を作っています。
メンバーは４０人位で、年齢層は１０代〜５０代以上まで幅広く、
メンバーは４０人位で、
年齢層は１０代〜５０代以上まで幅広く、
もちろん全員女性です。カブヤ
もちろん全員女性です。
カブヤ（竜舌蘭）
（竜舌蘭）という植物の繊維を使っ
という植物の繊維を使っ
て、 かばんや小物を作っています。 かつて、 カブヤの繊維は丈
夫な為、 家畜をつなぐ紐
や馬の鞍など、 様々なも
のに使われていました。
それが、 ナイロンなど別
の素材が外から入ってき
たことにより、 使われなく
なってきていたのです。
その技術を装飾品やかば
んなど、 新たな使い道を
見つけ、 再生させたので
す。
この旅で同行した藤岡亜美さんが代表を務める、 スローウォー
ターカフェを通じて日本で販売をしているのですが、インタグの女
ターカフェを通じて日本で販売をしているのですが、
インタグの女
性たちの創意工夫が反映されて、 年々品質が良くなっているそう
です。 色も、 人工的な染料を一切使わず、 全て土に返せるよう
にとクルミや様々な木の皮を使い、自分達で試行錯誤しながら作
にとクルミや様々な木の皮を使い、
自分達で試行錯誤しながら作
りだしているのだとか。 藤岡さんによると、 日本での販売の様子
や評判を聞いて、インタグでは自分達で新たな製品の企画をした
や評判を聞いて、
インタグでは自分達で新たな製品の企画をした
り、 デザインコンテストを開いたりして、 より良い物を作ろうという
意識が高まったのだそうです。
そんな力強い女性たちの活動なのですが、実はエクアドルでは
そんな力強い女性たちの活動なのですが、
実はエクアドルでは
女性の地位はとても弱いものなのだそうです。子どものために飴
女性の地位はとても弱いものなのだそうです。
子どものために飴
や文房具を買おうにも、 自由にできるお金は無く、 夫の意向を聞
かなければなりません。 そんな状況の中で、 女性だけの組合を
作って、 こうやって現金収入を得ることで、 女性が自信を深めて
いるのです。 そして中には、 カブヤのバッグを作る女性の集まり
に、 暇を持て余した夫が付いて行って、 女性たちの真似をして
バッグ作りを手伝うというような人も出てきたのだとか。 女性が自
ら変わることで、男性も変わり始めるというのはとても興味深いと
ら変わることで、
男性も変わり始めるというのはとても興味深いと
ころです。
そんな彼女たちについて、 面白い話を聞きました。 カブヤで民
芸品を作る女性たちは、多くの場合自宅で作業をします。
芸品を作る女性たちは、
多くの場合自宅で作業をします。家事の
家事の
合間や子どもが寝た後など、作業する時間は日によってまちまち
合間や子どもが寝た後など、
作業する時間は日によってまちまち
なので、 一日の仕事量ははっきりしません。
それを見たある人が、 「そんな非効率なことをせずに、 工場を
作ってみんなで沢山作った方が、売上も伸びて生活も豊かになる
作ってみんなで沢山作った方が、
売上も伸びて生活も豊かになる
じゃないか」 と提案したそうです。 ところが、 彼女たちは、 皆そ
の提案を拒否します。 「自分達はお金持ちになるためにカブヤで
バッグを作っているんじゃあない。 一番大切なのは、 効率的な作
業じゃなくて、 家族と過ごす時間なんだよ」 と。 家族が身近にい
る環境で、 その息遣いを感じながら仕事ができるのが良いので
あって、 家族との時間を犠牲にする位ならお金を稼ぐ意味が無

日下部 伸行

（くさかべ のぶゆき）

い、 ということなのです。
カルロスさんの家に滞在した３日間で、 カブヤ製品の生産者
に会い、 山の中を歩き、 新鮮な野菜や果物で美味しい食卓を
囲み、色んなお話を聞きました。
囲み、
色んなお話を聞きました。このインタグの森に人が住む
このインタグの森に人が住む
ようになったのは、 １５０年近く前のこと。 エクアドルの北側に
位置するコロンビアから貧しい農民たちが入植し、 この豊かな
森のほとんどが畑や牧草地に変わったこともあったのだとか。
それでもまた、 人々の手によって、
人々の手によって、また自然の力によって森を
また自然の力によって森を
回復してきました。
そして、 十数年前から始まった鉱山開発。 森と共に生きてき
た暮らしと、 都会の生活に憧れる気持ちの間で、 鉱山開発と
いうきっかけが、もう一度自然と共に生きる暮らしの大切さを思
いうきっかけが、
もう一度自然と共に生きる暮らしの大切さを思
い出させてくれた、 と語るカルロスさん。
と語るカルロスさん。もちろん鉱山による環
もちろん鉱山による環
境破壊というのは、 迷惑この上ないことだけれど、 それをきっ
かけとしてみんなの気持ちが一つになって、自然の中で生きる
かけとしてみんなの気持ちが一つになって、
自然の中で生きる
自分達の存在を意識できたということは、素晴らしいことだ、
自分達の存在を意識できたということは、
素晴らしいことだ、と
と
いうことを聞かせてくれました。
「それまでは、 僕も変わり者扱いだったんだけどね。」
３０年以上インタグの森の中で暮らし、インタグの生態系の保
３０年以上インタグの森の中で暮らし、
インタグの生態系の保
護や研究に取り組んできたカルロスさんは、鉱山開発が始まる
護や研究に取り組んできたカルロスさんは、
鉱山開発が始まる
前の自分自身のことを、そう言って笑っていました。
前の自分自身のことを、
そう言って笑っていました。それでも、
それでも、
インタグの生態系の素晴らしさや、前述のカブヤ製品の評判な
インタグの生態系の素晴らしさや、
前述のカブヤ製品の評判な
ど、 外からの声に触れたインタグの人達は、 自分達の暮らし
が、 実は何も遅れてもいないし貧しくもない、 ということに自信
を持ち始めたようです。
インタグの山奥での滞在は１０日弱で終え、 その後また山道
を３時間ほどバスに揺られてコタカチの街へと戻りました。この
を３時間ほどバスに揺られてコタカチの街へと戻りました。
この
旅の通訳を務めて下さった和田彩子さんの家にも泊めてもら
い、 そのエル ・ バタン
という村の教会で、 地
元の人達と一緒に ご
飯も頂きました。 大量
のソラマメと、 トスター
ド （乾燥トウモロコシを
揚げたもの）、 イモと
アボガドの大皿料理を
みんなで囲みました。
その翌日、 エクアド
ルでも有名な朝市が行われるオタバロを経て、首都のキトへと
ルでも有名な朝市が行われるオタバロを経て、
首都のキトへと
戻り、 約２週間のエクアドルの旅は終わりを迎えます。 この旅
を通じて、 様々な人の活動や自然の様子、 それらの移り変わ
りを見聞きしました。
色々な変化を見ながら、 実は自分自身の変化が一番大き
かったのかもしれない、 という気がしています。 ただコーヒー
が好きだから、 という理由で出会ったウインドファームという会
社。 そこで知ったコーヒー生産の実情とフェアトレードという言
葉、 エクアドルでの鉱山開発。 実際に見てみないことには分
からない、 という思いでエクアドルに行くことを決め、 過ごした
インタグの森の中で、これまでに書いてきたような様々なことを
インタグの森の中で、
これまでに書いてきたような様々なことを
感じました。
・ ・ ・ ７ P 右下段へ続く→
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申入れは、 ５項目。 上関原子力発電所の建設を白紙撤回要
請 ・ 海面埋め立免許の取り消し ・ 建設の賛否を問う県民投票
の実施を要請 ・ 県内のモニタリングポストの増設 ・ 原子力発電
から持続可能なエネルギーへの転換を求めました。 妊婦さん
妊婦さん・・
子ども連れなど約３０名が県の担当者へ申入れを行いました。
私も共同代表の１人で、 当日一緒に申入れに行きました。 子
育て中の母親たちの不安な思いを何か表現しないといけん、今
育て中の母親たちの不安な思いを何か表現しないといけん、
今
こそ動かなくちゃ！との思いからスタート。平日でしかも途中か
こそ動かなくちゃ！との思いからスタート。
平日でしかも途中か
らは雷雨でしたが、 多くの方が集まって県庁前の広場で、 子ど
も達と一緒に過ごしました。 絵本を読んだり、 シャボン玉を飛
ばしたり、 風車を作ったり。 子ども達には、 安心で、 楽しい雰
囲気で過ごせるように工夫しました。県の担当者もいつもと違っ
囲気で過ごせるように工夫しました。
県の担当者もいつもと違っ
た様子に戸惑われたかもしれませんが、 子ども達の存在が一
番のアピールになったと思います。

４人目の生後４か月の赤ちゃんを抱いたお母さんが、「黙ってい
４人目の生後４か月の赤ちゃんを抱いたお母さんが、「黙ってい
たら原発が出来てしまいます。 これからも私たちは、 ガンガン言
い続けましょう！」 と挨拶すると集まった人から拍手が起こりまし
た。
「誰かがいつか」 という思いから、 「自分のできることをやる」 に
変わり、 エネルギー問題は、 いのちの問題である！と再認識で
きた申入れでした。

新連載

楽しい沖縄料理

（１） アシティビチ
にんじん食堂うずまさ 料理人 ・ じつかた ふじお
［材料］ （４人分）
豚足 （チマグー） ２本、 かつおぶし、 昆布 （さおまえ昆布、 蒸
し昆布、 早煮昆布などが向く）、 しょうゆ、 好みで大根など
※チマグーというのは、 豚の足の第一関節より先の部分です。
写真右のところです。 人間でいえば、 拳骨 （げんこつ） にあたる
部位といったらいいでしょうか。

沖縄では 「豚足料理」 のことを 「アシティビチ」 といいます。
大好きな人は骨までしゃぶってしまうほどです。 でも、 反対に
苦手な人は見るのもイヤという感じです。 料理人としてときに
は、 料理がそのまま残ったお皿を見ては、 「おいしいのに
なー、 もったいないなー」 とため息をつくこともあります。
豚足は朝鮮 ・ 韓国料理などでは固く調理する場合もあります
が、 沖縄ではトロトロの究極のやわらかさが好まれます。 その
昔、豚一頭からわずか四個しか取れなかった豚足は、
昔、
豚一頭からわずか四個しか取れなかった豚足は、シマ
シマ（村
（村
落）の長老だけが食したのではないかと考えられます。
落）
の長老だけが食したのではないかと考えられます。長老に
長老に
は歯がありませんでした。 そこで、 噛まなくとも食べられるほど
やわらかく煮込んだのです。 今では、 足だけをヤマトゥから移
入するので、 誰でも食べられますが。
さて、 こうして長時間煮込んだアシティビチは、 よく 「コラーゲ
ンたっぷり」 といわれますが、 それは完全な誤解です。 豚足に
含まれるコラーゲンは煮ても焼いても、 その量は一定です。 た
だし、 加熱するとゼラチンに変化し、 煮れば煮るほど汁に溶け
出していきますから、トロトロの豚足の方が逆にコラーゲンの量
出していきますから、
トロトロの豚足の方が逆にコラーゲンの量
は少ないわけです。 また、 アシティビチは 「お肌によい」 とも
いわれますが、 これも誤解。 コラーゲンは消化 ・ 吸収のため
に分解されてしまうので、そのまま肌をツヤツヤにする働きはあ
に分解されてしまうので、
そのまま肌をツヤツヤにする働きはあ
りません。

［作り方］
1)チマグーは熱湯から１５分ほどゆでてから、
1)
チマグーは熱湯から１５分ほどゆでてから、 よく洗う。 豚さんは
お風呂に入らないので、 けっこう汚れが付いています。 歯ブラシ
などを使ってきれいにする。 目立っている毛は毛抜きで抜く。
２） ①のチマグーを１時間ほどゆでて、 縦に包丁を入れて手でバ
リバリと２つに裂く。 固いスジは包丁で断ち切る。 さらに１時間ほ
どゆでる。 分割してゆでた方が熱の加わり方が効率的です。
３)昆布は水でもどし、
昆布は水でもどし、適当な長さに切って、
適当な長さに切って、結んで、
結んで、ゆでておく。
ゆでておく。
４） ②のチマグーを、 かつおぶしの出汁＋しょうゆで煮る。 ③の
昆布も加えて１時間ほど煮込む。
５） ④の煮汁を容器に取り、 冷蔵庫に寝かせて、 よく冷やす。 冷
えると、 脂が浮いて白く固まり、 脂は簡単に取り除くことができま
す。 脂が多すぎると、 おいしくできません。 この脂はラードなの
で、 ほかの料理に使えます。
６） ⑤の脂を除いた煮汁を鍋にもどして、 さらに煮込む （トロトロ
にやわらかくなるまで）。自然に骨がはずれてくる状態まで煮込む
にやわらかくなるまで）。
自然に骨がはずれてくる状態まで煮込む
と、 できあがり。 食べやすい大きさに切り分け、 盛りつける。
※チマグーは輪切りにしてもけっこうです。 沖縄では、 おでんに
もアシティビチを入れます。
にんじん食堂太秦ホームページ http://www11.ocn.ne.jp/˜ninjin-s/
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