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自然の中の都市︑
都市の中の自然
﹁欧州の都市とはなんて自然が
豊かであることよ︒自然の中に都
市があり︑しかも︑その都市の中
に自然がある︒日本人的感覚での
現代都市とは大違いだ﹂
１９７１年から１９８６年の
間︑前後合計６年ドイツのミュン
月

日から

月

日

へンにいて感じたことが︑今度︑
２０１４年

エルが代表する化学・薬品産業︑
世界のトップをゆくデザイン・服
飾産業︑あまりにも有名な近代ク
ラフト産業︑ハリウッドをしのぐ
映画産業などなど︑と典型的な現
代都市ではある︒そのミュンヘン
が広大な自然に包まれ︑自然を抱
えている︒

こういち

てこの感を一層鮮烈にした︒なぜ

な大都市を各

日から一週間訪れ

のブダペストという中欧の代表的

ン︑チェコのプラハ︑ハンガリー

まで︑そのミュンヘンにウィー

の動物・鳥類・魚介・虫類・茸類

こうした環境で共生している野生

家畜・家禽・魚介であり︑そして

り農地や牧野であり山や丘であり

原であり川であり湖であり池であ

森であり木立であり並木であり草

行一

なら︑冷戦時代には意図的にか無
に低木・草花・ツル類などの総体

むら お

知からか〝東欧〟と間違って呼ば
なのである︒

も現実に観てみると〝西側〟都市

入国させなかった後者二国の首都
に象徴される機械産業︑シーメン

ツ第３位の大都会で︑名車ＢＭＷ

ミュンヘンの例だと人口でドイ

スといった電子・電気産業︑バイ

Landscape E
1975年
猪熊 弦一郎

猪熊 弦一郎
（1902−93）
は1955年
からニューヨークへ渡り、
その長
い滞米中に幾何学的な形をした
建物をモチーフに
「都市」
の姿を
数多く描きました。
画面の中には
抽象化されたビルや道路等があ
り、
ニューヨークの街並を描いたよ
うに見えます。

人口は東京区部が約６００万だが

ミュンヘンは３１０平方キロで︑

の総面積は６２３平方キロに対し

ロもの森林がある︒東京都

区部

キロ範囲内に６５０平方キ

心地である聖母教会を基点とする

書館などが建ち並ぶルートヴィク

央官庁とミュンヘン大学や国立図

王宮︑首相官邸をはじめとする中

グリッシャーガルテン﹂で︑これは

内包している︒その代表が﹁エン

おまけに都心にも豊かに自然を

イノシシと各種のシカ類も︑もち

害獣として〝駆除〟対象とされる

には日本では猛獣と恐れられ︑有

たくさん生活している︒そのなか

には大小さまざまな野獣や野鳥が

市街地内と市街地に隣接する森林
半径

ミュンヘンは約１４０万︒いかに

ろんたくさんいる︒
危害を加えないのだ︒人間を含め

だが︑それらは人間に少しも︑

大街とイーザル川︵ドナウ支流︶
である︒その面積は南部の最狭部

との間を南北に伸びる大自然公園

先にも少し触れたが︑こうした

人間と自然との
﹁共生﹂とは

た都心の自然の中で楽しむ︒

後︑そして週末祝日は終日こうし

ら︑勤め人は休憩時間と勤務時間

に沢山あり︑時間のある人は朝か

ものや︑中小の自然公園が市街地

そのほかにもこれに近い規模の

び田園地帯に溶け込んでしまう︒

イーザル川に沿って果てしなく伸

してこの南部分の先は︑北流する

三カ所のビアガーデンがある︒そ

テンとヌーディストクラブ用地に

児用遊び場︑そしてクラインガル

散策路・乗馬路・自転車路・乳幼

ちょっとした湖ほどの池︑無数の

もの森︑
いく筋もの川︑
多くの草原︑

２１万坪もあり︑その内にいくつ

だけでも約４平方キロ︑実に約１

■村尾 行一（むらお・こういち）

ミュンヘンが広大な森林を持つか

私がここでいう﹁自然﹂とは︑

とまったく同じだったからだ︒

10

が知りえよう︒

23

23

たとえば森林︒ミュンヘンの中

50

11

れていて︑日本政府が事実上私を

愛媛大学客員教授︵国際連携・国土総合計画担当︶村 尾
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メガネの三城 神戸三宮店
コミュニティルーム
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Tanet 通信
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自然親和の国から
自然疎外の国に還って
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今号の
表 紙
生年生地／ 1934年、大連市。
学
歴／東大農学部林学科卒、東大大学院修士・博士課程修了、東
大農学修士・同博士、西独ミュンヘン大学経済学部留学。
職
歴／国有林林業経営研究所研究員（流通・価格論）、京大助手
（森林経理学）、東大助手（林政学）、ミュンへン大講師
（多機能林業論）、愛媛大教授（森林資源論）
、現在に至る。
主
著／育林の生産構造、林業基本法の理解、山村のルネサンス、
果物になったトマト、間違いだらけの日本林業。
私とメガネの三城／三城発祥地の島根には松江市や仁多郡亀嵩によく行く。
そして目の悪い私は長年、松山の藤井 祥三店長の世話になっている。

あけましておめでとうございます。
今回のテーマは｢自然との共生｣です。
かつて人類は主なエネルギー源
を山や森から得ていたので、
自然と
協調し生きて来ました。
しかしなが
ら、
その後大量の化石燃料を活用
するようになり、
今や｢現在の日本人
は自分自身が生み出すことの出来
るエネルギーの約40倍の外部エネ
ルギーを使っている
（養老 孟司氏）
｣
ようになりました。
エネルギー的にみると、
人間や、
自然の価値が大幅に低くみられる
ようになり、
人間や自然に対する敬
意が大きく失われたと思います。
かつて栄えた文明も、
森 林の崩
壊によって滅びて来ました。
｢時間と
ともに良くなる｣社会のためにも、
あ
らためて｢自然と共生｣できる生き方
について考えてみたいと思います。
編集長 多根 幹雄
ミュンヘン都心を包む都市林

Neu Vision Club No.232

ても︑犬もイノシシも静かに別れ

ノシシ母子が都市林内で出くわし

大好きだが︑その散歩中の犬とイ

欧州人は犬を連れて散歩するのが

ても︑何事もおこらない︒また︑

組とイノシシの母子組がすれ違っ

州の都市林内の道で︑人間の母子

て攻撃的でさえある︒ところが欧

とするから警戒心が強く︑えてし

て子持ちの母親は子どもを護ろう

れら鳥獣が決して禁猟＝絶対保護

ばならないことがある︒それはこ

だがここで強調しておかなけれ

羽の骨を人間が切る必要はない︒

本のように飛び立たぬよう白鳥の

留鳥化して年中都市で暮らす︒日

本来は渡り鳥のはずでもいわゆる

心地のよい場所なのだ︒だから︑

それほどに都市は鳥獣にとって居

ないと催促して靴をかむほどだ︒

つかましい鳥などならエサを与え

に近づいてきてエサを求める︒あ

林業の一部なのだ︒それは近代に

動物の利用は植物利用と同じく︑

だからである︒近代欧州では野生

動物の扱い方と狩猟が近代林業的

恐れないかというと︑それは野生

多く棲息していて︑しかも人間を

かかわらずなぜ野生動物が都市に

それほど重要な食材であるにも

で飼育する︒

家禽も極力野生に近い方法と環境

は野生鳥獣なのだ︒だから家畜・

欧州の食文化において最高の肉食

やがて欧州中林学の学理となり︑

としたのがミュンヘン大林学で︑

づけ︑それを世界最初に産業学と

このことの学問を﹁生態学﹂と名

者エルンスト・ヘッケルで︑彼が

ドイツ人の生物学者にして民俗学

この真理と現実を発見したのが

﹁持続可能な﹂生活なのである︒

この殺しても絶滅させない方式が

うでなければ殺す方が絶滅する︒

にする智恵と技術が不可欠で︑そ

その相手の生物が絶滅しないよう

る︒
ましていわゆる猛獣・猛禽では
今では欧州人の常識である︒

最近日本でもクラインガルテン

のだ︒そして︑殺しても殺しても

いうことは他の生物を殺すことな

間︑ひいては生物一般が生きると

かと言葉を飾っても︑われわれ人

いくら﹁食品﹂とか﹁栄養源﹂と

なのである︒考えてみればよい︒

葉﹁持続可能な﹂自然利用の実践

に増殖する︒これが今日流行の言

野生動物は絶滅するどころか︑逆

から︑野生動物を狩猟してもその

しても森林状態は維持されるのだ

したがって例えば︑林木を伐採

た生野菜で︑それを何も付けずに

生まれた欧州のクラインガルテン

市民農園である︒だからドイツで

遠く離れていてもよいのが日本の

通るように︑利用者の居住地から

っていても立派に﹁市民農園﹂で

王子市の住民が静岡県掛川市に持

ない︒おまけに︑例えば東京都八

った永久物・永年作物は認められ

かも建物や樹木はおろか果樹とい

の異名があるように小面積で︑し

理解されている︒そして一坪農園

民農園﹂とされて︑自給用農地と

が大流行で︑その日本語名を﹁市

化現代化とは都市の田舎化だ︒ド

そのまま喜んで食べている︒

会のことだが︑これを今のドイツ
人は逆手にとって︑あるべき都市

だから欧州では農山村民の側も

は山村にまで走っているほどだ︒

オーストリア・ティロールの市電

も︑たとえばアルプスに囲まれた

連帯している︒乗り物一つとって

好きだから︑都市と田舎は緊密に

それほど都会人は自然・田舎が

ない︒糞尿は道路に捨てられた︒

からベルサイユ宮殿まで便所さえ

で︑極めて不潔だった︒市民住居

建物と道路だけの超過密閉鎖空間

までの都市は自然を全く排除した

わけ中世近世からナポレオン時代

した社会だったのではない︒とり

だが欧州は︑決して昔からこう

とは﹁百万人の村﹂という︒

都市住民に喜ばれようとしてクラ

田舎は蔑視され︑自然は嫌悪され

欧州的近代化とは
自然回帰

イツ語で﹁百万人都市﹂とは大都

する林業なのである︒

その一員である森林生態系を利用

極力自然に近いあり方で︑動物も

自然の状態と動きに忠実に従い︑

たからで︑よりていねいにいうと

なって林業が生態学的林業になっ

坪の上には農地ももちろんある
が︑それより広いのは草地︑そし
て花壇に果樹と普通の樹木が何本
か生えている︒さらに大事なのは

とまるで違う︒除草剤は全然使わ

インガルテン農業と同じ農法で農

ここでの農業も日本的近代農業

クラインガルテンのことである︒

ベ﹂を冠したラウベンコロニーが

うした小住居を意味する﹁ラウ

ることだ︒ベルリンあたりではこ

シャワーのある小ぶりの建物があ

ない︒根に致命傷を加えるからだ︒

こうした社会を根底的に変革し

た︒森や山にいたっては悪魔など
い環境で自分の好きな餌を食べて

たのは反ナポレオン戦争がドイツ

産物を生産する︒牛も豚も林と野

肥料も僅かしかやらない︒多肥だ

好きな時に好きな所で休むから肉

都市は徹底的に緑化・衛生化し︑

を中心に生んだロマン主義だ︒そ

都市の食料品店︑スーパー︑レ

田園に向けて開放され︑市民は野

質も良く︑乳も良質な物を大量に

ストラン︑居酒屋︑ホテルなどは

遊びを好みだし︑登山が始まる︒

れは自然を賛美し︑だから風景画

お好みの農山村生産者からこうし

この時代精神の象徴が音楽ではベ

分泌する︒かくして中欧の食品は

た品質の産物を買う︒だから日本

ートーベンやワーグナー︑哲学で

や自然を主題とする音楽を作る︒

の棲む魔界でさえあった︒

と根を萎縮させるからである︒そ
の肥料も﹁植物の栄養源は無機
物﹂という生理学・生態学的真理
を忠実にまもって︑たとえ有機物
由来の物でも徹底的に分解して完
全に無機物化させてから使う︒そ
病虫害に強いから農薬が不要︒だ

では高名でない中欧の食材・料理

はヘーゲル︒かくして欧州ははじ

の結果︑作物も果物も健康になり
から美味しくて滋養豊かで安全だ︒

がとても美味しくて︑しかも安価

めて近代社会となった︒とすると

分以内なら

％が
％が

分

％︒まさに

このように欧州での都市の近代

市民の身近な別荘地なのだ︒

以内︑

自宅から5キロ以内︑

置に所在するかというと︑

このクラインガルテンがどの位

なのだ︒子どもは正直で︑小学生

日本的近代化とは︑しょせん﹁前

美味しくて安全で低コストだ︒

に放牧する︒するとストレスのな

居間・寝室・炊事施設とトイレ・

大都会は
﹁百万人の村﹂

の対象ではない︑ということだ︒

とはすべてにおいて別物である︒
たしかに今から２００年近く
前︑デンマークとの国境近いバル
ト海沿岸のカッペルンで最初に誕
生した時は﹁貧者の菜園﹂と称し
た︑産業革命の嵐に苦しむ都市下
層民のための食料自給菜園だった
が︑間もなく﹁工業化時代の都市
だからこそ︑都市住民には田園的
環境が必要﹂という認識がドイツ
中の都市に拡がり︑各地それぞれ
の名の市民庭園が生まれた︒クラ
インガルテンという共通名称は第

が家から学校へ持参するオヤツの

近代への逆走﹂と思うしかない︒

84

15

一次大戦直前に定められた︒

うのだから︑平均敷地面積１２０

ない獣や鳥なら︑向こうから人間

ミュンヘン都市林での人と猪

多くはニンジンやピーマンといっ

60

94

このようにクラインガルテンの
本質は都市に田舎を持ち込むこと
であり︑市民はここで余暇に野良
仕事や読書や食事や睡眠やらを行

30
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ミュンヘン都心自然公園の一風景
都市林でも森林の諸公益機能と
生産機能が同時に発揮されている

日︒世界が震撼した日です︒この日を機に︑メ

現代社会の変革を目指す﹁ぬうびじょんくらぶ﹂
201１年3月
ガネの三城の﹁お客様の声を聞く会﹂からスタートした﹃国際ぬう
びじょんくらぶ﹄は﹃ぬうびじょんくらぶ﹄として新たな進化をは
じめました︒私たちは震災後のあるべき新しい社会を﹃アプレ・フ

地区活動ご紹介

﹁ぬうびじょん
﹃福島﹄
を
応援する会﹂
チャリティフォーラム
ぬうびじょんくらぶ事務局長

久保 和夫

新しい名古屋地区
日︑名古屋駅前のウィン

クシマ﹄と呼び︑震災前の﹁自分さえ良ければいい﹂﹁今さえ良け
ればいい﹂という社会から︑﹁皆に良く﹂﹁時間とともに良くなる﹂
社会への変革を目指します︒
これは現代社会のすべての仕組み︑例えばエネルギー︑農業︑医
療︑金融︑教育︑政治等々を︑すべて本質から見直すことになりま
す︒そして︑日本人の持つ文化や価値観から生まれる︑世界の人 が
はん
範とする新しい社会の仕組みを創造し︑世界に発信してまいります︒

﹁花は咲く﹂を参加者全員で歌っ
て終了しました︒
参加者からいただいた寄付金は

健康とボランティア活動
ＥＭ菌︵※︶
で福島を毎年支援さ

まが︑地区活動を再開され︑その

地区会長に就任された黒川 利治さ

席者は

名︒先日︑新しく名古屋

を応援する会を開催しました︒出

ク愛知で︑ぬうびじょん﹁福島﹂

しているように思う︒ぬうびじょ

電に頼る社会や温暖化に警鐘を発

ぶっている人間︑そして原子力発

ました︒それは自然が︑おごり高

害︑御嶽山噴火など災害が発生し

ていく時期で今年も広島の土砂災

名古屋地区副会長の茶原さまより

エクササイズの有資格者である︑

まと斎田さまの詩吟を聴き︑健康

員で行いました︒さらに︑福和さ

まの指導で﹁八段錦﹂を参加者全

舞の実演があり︑その後は水野さ

おられる水野 義文さまの演舞︑剣

経験をさせていただきましたこと

今回︑このような貴重で優美な

ぬうびじょんくらぶ

中日新聞寄託団に寄付し︑茶原さ

第１回目となりました︒
んくらぶ名古屋はこれからの世の

れている吉田 裕史さんが︑世界

を︑パリミキの関係者の皆さまに

サミット
フォーラム
群馬

れている荻野 留美子さまから︑映
像で２０１１年の震災の支援状況
の様子がお話され︑そこから２０
１４年までの復興の様子などの説
明がありました︒ＥＭ菌で悪臭な
どを緩和していく過程︑瓦礫の片
付けの様子︑そして最後に現地の

黒川会長は﹁新体制になって１
中を変えていきたい︒そして福島
さわやかストレッチで身体を動か

人々の声もお伝えいただきました︒

回目の活動を﹃福島﹄を応援する
の方々を助けていきたいと思って
しました︒最後に震災応援ソング

す︒これからは地域︑日本を変え

会にしました︒名古屋のぬうびじ
います﹂と挨拶されました︒

催されるというビッグニュースを

月

ょんくらぶは家庭的な集まりで

ようです︒また︑福島支援は多く

キャッチ︒せっかくの機会ですか

年以上太極拳を学んで

まから﹁みんなで楽しみながら福
の地域︑方々から喜ばれていた報

ら２人で参加することにしました︒
日当日︑二条城の東大手

れた日﹂の歌声は︑数々の大舞台

トンを待つ︑あの有名な﹁ある晴

を盛り上げます︒そしてピンカー

夕暮れをバックに色鮮やかに舞台

い振袖を着た子どもたちの舞が︑

さんの幸せな歌から始まり︑美し

ータ・マリア・サントディロッコ

プリマドンナのアンヌンツィア

華を添えていました︒

た方たちがこれから始まる舞台に

会場へ進むと︑着物やドレスを着

門の前で︑まずは記念撮影をして

9月

続いて

島を応援していきたい﹂と挨拶が
告もありました︒健康に過ごして
地区のこれからに期待します︒

ボランティア活動を行う︒名古屋

あり︑閉会いたしました︒
参加者は健康維持のための太極
拳︑ストレッチ体操で元気が出た

地区活動ご紹介

二条城でオペラを
神奈川地区会員 石井 久美子

会報誌230号で紹介された巻
頭記事﹁﹃公憤﹄が導くカッコイ

を経験しているからこそ︑二条城
という重さをものともせず︑私の
胸に想いが伝わってきたのは圧巻
でした︒
指揮をされた吉田さんが︑こん
な素晴らしい世界で有名な歌劇場
のオーケストラの芸術監督になら

的に有名なボローニャ歌劇場フィ

感謝を申し上げます︒ありがとう

月８日︵水︶︑伊香保温泉で
第３回サミットフォーラムが開
催されました︒参加者 は 名︵
ぬうびじょん会長他役 員 名︑
三城役員7名︑各地区の担当 者
名︑事務局5名が参加︶︒今
回は各地のぬうびじょん活動を
支援する三城社員の同行参加に
よる各地区の活性化を目指しま
した︒グループディスカッショ
ンを通じて︑各地区より活動の
現状と未来についてモニター会
の開催︑お客さまの声を聞くと
いう原点への回帰︑会報誌の改
善案︑会員増強策など活発な意
見がダイレクトに聞けました︒
︵株︶ぬうびじょん
代表取締役 多根 伸彦

会場の様子

11

イお金の使い方﹂に触発され︑筆

ーに︑神奈川地区の中原会長が参

れたことを日本人としてとても誇

ルハーモニーの芸術監督になられ

ございました︒

りに思いました︒

たこと︑さらにそれを記念してオ

その席で︑澤上さんがご支援さ

加されました︒

20

19

ペラ﹁蝶々夫人﹂が京都二条城で開

第 3回
16 41

名古屋地区会長 黒川さま
（右）
と
副会長 茶原さま
（左）
二条城で演奏するボローニャ歌劇場フィルハーモニー
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in

20

36

者である澤上 篤人さんのセミナ

神奈川地区中原会長と筆者
（右）

10

13

11

（※）EM菌（有用微生物群）乳酸菌や酵母菌など80種の微生物を培養して土壌改良剤として
開発し、主に農業に利用されている。川底にたまったヘドロに含まれるアンモニアや
メタンなどを有用物質に変え、悪臭除去や水質浄化にも使用される。

白亜紀末の大絶滅をも
生き残ったカメ類
アラエオケリス（Allaeochelys carasecai）
新生代古第三紀始新世前期
（4300万年前）
産地：ドイツ メッセル地方
甲羅の長さ20ｃｍ
（右の写真は実物大です）
奥出雲多根自然博物館 副館長 菅田 康彦
外敵に出くわすと、
手足頭を頑丈な甲羅
の中に引っ込めて、
石の塊のようになってしま
うカメ類は、
身体を保護する方向へ特別に
進化した生きものです。
最古のカメ類の化石
は、
中生代はじめ、
約２億2000万年前の地層
から発見されています。
カメ類はさまざまな環境で生息・多様化し
ていきました。
海洋には巨大なカメが生息し
ており、
全長が４メートルにもなる巨大なカメ
の化石も発見されています。
これらカメ類は、
恐竜類の大部分が絶滅した中生代末期の
大きな環境変動にも耐えて、
現在まで生き残
った非常にタフな生きものです。
写真はアラエオケリスというカメの化石で
すが、
これは
「スッポンモドキ」
という淡水性
カメ類のひとつです。
スッポンモドキは一般
的なカメ類に比べると、
背中の甲羅
（背甲）
に
よく知られる亀甲模様がなく、
甲羅が軽量化
されているため遊泳能力が優れています。
ス
ッポンモドキは以前は世界各地に生息して
いましたがその後衰退し、
現在は北部オース
トラリアとニューギニアにしか生息していな
い貴重な生きものになっています。
日本国内
では熊本県の9000万年前の地層から化石
が見つかっています。
このアラエオケリスの標本が見つかった
ドイツのメッセル地方には、
メッセル頁岩（
けつがん）
という油分を多く含む頁岩が分
布し、
この中から保存のよい化石を多く産
出することから
「メッセル・ピット」
という名
前の世界遺産に認定されています。
2012年
にはここから交尾中のカメの化石が多数発
見されて注目されました。

宿泊できるミュージアム

奥出雲多根自然博物館
Okuizumo Tane Museum of Natural History
〒699-1434 島根県仁多郡奥出雲町佐白236-1
TEL：0854-54-0003 FAX：0854-54-0005
HP：http://www.tanemuseum.jp/
e-mail：info@tanemuseum.jp
twitterアカウント：tanemuseum̲phal

カメは2億2000万年。
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地球環境を
考える

大手スーパーでのレジ袋の有料化
は浸透し︑その数は相当減ってき
ているが︑今回は有料無料に関わ
らず全廃だ︒とはいえ︑買い物カ
ゴを手にマルシェ︵市場︶に行き︑

の干ばつに遭い︑深刻な水不足に

2010年の春︑雲南省は半年

けではなかったし︑レジ袋を下げ
た姿はそもそもこの街に似合わな
い気もする︒各スーパーのレジで
は︑オリジナルのエコバッグを低
価格で販売していて︑デザインも
さすがフランス︒今日︑彼らが使

ターリャンサン

心を惹きつける
大 山
簿 暁 燕

パリミキ 上海

袋︑日本人は約300袋だ︒

うレジ袋の枚数は︑年間1人当た
り約

歳の陽善洲︵ヤン

まったく違った姿だったそうです︒
1988年︑
シーティェンシェン

サンチョウ︶さんは定年退職して
から︑自分のふる里︑施甸県大
山に行きました︒長い時間の盗採

鬱蒼たる森にお

流れた大

山は

年の年月が

苦労をしても十分な衣食が得られ

っていました︒地域住民は当時︑

土壌の流出問題も日々に厳しくな

の危機にあるものもありました︒

て︑山は木と植物が減少し︑絶滅

や踏み荒らしなどの行為によっ

おわれ︑小川の

ず︑さらに水まで汚染されまし

久保 和夫
著名人はどんな年になるのか︑昨年人気

月

日生まれ・ 歳︶

さん

になった人を占ってみました︒

錦織

圭

いう意味を持っています︒草木の芽が曲が

︵1989年

生年月日からは大変頭のよい人とわかり
ます︒大らかでおっとりしており︑細かい
﹁未﹂は夏の終わりの土用で陰の土で

す︒気が強く負けず嫌い︑自主独立の精神

が︑公平感が強く人情にもろい面もありま

時として頑固でわがままな面もあります

ことにはこだわらない大陸的な性格です︒
す︒草木の実もようやく熟し滋味が出てく

があり︑若い時からアメリカに渡り自分で
道を切り開いていったというのもわかりま
昨年は大運︵ 年運毎の運で 〜 歳ま

す︒

なかなか思うように物事は進みにくいので

起こりやすい状況も心配されるでしょう︒

苦しむ︑従来の勢力と新しい勢力の衝突が

いう意味もあります︒国や政府により民が

す︵木剋土︶︒上からの力で下が苦しむと

今年は食神という星です︒人気︑大ら

身のもつ星の強さで乗り切ったようです︒

った訳です︒反面怪我が気になりますが自

年運が重なり昨年は大きな技術的進歩があ

に開花するという意味があります︒大運︑

は字のごとく傷︑怪我という暗示と技術的

で︶が傷官で年運も傷官でした︒この傷官

陽の火︶を接続する木︵甲︶が 〜 歳ま

自分の星である癸と財の星である正財︵

想されます︒

時の人と騒がれます︒結婚は 〜 歳が予

べきでしょう︒世界でも一層人気が出て︑

味があります︒体重の増加には気をつける

か︑のんびり︑食べ物に関心がいく等の意

すが︑今までにない技術や発明の芽が出て

ことが望まれます︒

め︑回りの雑音に惑わされず前進していく

くるでしょう︒しっかりと自分の足元を固

で支は土︵未︶で︑木は土の栄養を奪いま

支﹂は地を表現しています︒干は木︵乙︶

陰陽五行で干支の﹁干﹂は天を表わし﹁

をあてたといわれています︒

る時期となり﹁味﹂の口偏をとって未の字

なります︒

状況の中でも前進していく心構えが必要に

抗が強いという状況でもあるので︑困難な

しい動きが出てきます︒しかし︑周囲の抵

りくねっている象形で︑改革・創造など新

たります︒﹁乙﹂は陰の木を表わし草木と

になり︑ ある干支の組合せで 番目にあ

2015年は乙未︵きのとひつじ︶の年

2015年はどんな年

水がさらさらと

︵ボーシャオイェン︶

80

流れる素敵な場所ですが︑以前は

中国

2016年
レジ袋が消える
パリミキ フランス

松﨑 美和
らのパリの風景の一部︒今までだ

バゲットを手に歩く人たちは昔か

フランスの国
って︑どこでもレジ袋をくれるわ

年1月

会は２０１４年
月︑

から商店での非
生分解性のレジ
袋配布を禁止することを決めた︒
また︑使い捨てプラスチック食器
も２０２０年までに禁止される予

山は ％が森林に覆われる︑大

20

61

スーパー、
モノプリの有料エコバッグ、
エッフェル塔等のかわいいデザイン
１〜 1.5ユーロ

32

定だ︒すでに２０００年頃から︑

きな林場になっています︒陽さん

なりました︒しかし︑施甸県住民

60

た︒その時﹁何とかしなければ﹂
という思いから︑陽さんが立ち上
がりました︒住民にも呼びかけ︑
山の自然や環境を守るため

㎞の林間道路

29

大
に︑﹁林場﹂をつくろうというこ
とになりました︒
陽さんは家族から離れ︑有志者
の先頭に立ち行動しました︒仕事
や住む場を兼ねた簡単な小屋を建
て︑植林計画の整備を始め︑清掃
活動や間伐など︑すべて自分たち

はみんなを率いて

たちの家には水が途絶えることは

の手で行ってきました︒今では大

と４㎞の配電線を建設し︑田舎に

山の自然破壊が進

山林場だったのです︒

ありませんでした︒その水源地こ
そ大

陽さんは大

んでいる状況を改善し︑豊かな山
に戻していこうと︑さまざまな取
山を

り組みを行ってきました︒そして
年の汗や努力の結果﹁大

再生する﹂という約束が果たさ

山林場から離れた

れ︑子々孫々に豊かな自然を残し
たのです︒
陽さんが大

今でも︑彼が住んでいた小屋の前
にある松の木は︑枝ぶりもたくま
しく︑まっすぐに立っています︒

今年も大活躍されることを祈ります︒

がたいへん強いでしょう︒

で︑財運は強くなり今年も昨年と同様財運

昨年の傷官︑今年の食神はともに木ですの

で巡っており︑財運は一気に高まります︒

26

重慶
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26

26

28

北京

BIO
（オーガニック）
ショップでは、
米や小麦粉などの量り売り、
ワインまでも紙袋に

17

27

17

20

12

フランス人女性のファニーさん、
エコバックは常に手放せないとか

香港
インド

16

も電気が通じるようにしました︒

昔植えた苗木はもう立派な大木になっている

10

中国

雲南省

10

18

87

モンゴル

フランス

mamapapa

メガネの三城 神戸三宮店 コミュニティルーム

・

お客さまの和が広がる
三宮駅前︵神戸市︶という立地と西日本最大級の売り場面積を
活かして︑お客さまに発表の場を提供する神戸三宮店のコミュニ

﹁当初は︑社員がお客さまにお

坪ほどの会議室を︑お客

フ全員で考えた結果︑

はすべて主催者であるお客さまか

ています︒また︑情報発信︑集客

って︑ほとんどが口コミで広がっ

方が︑新しい方を紹介してくださ

店のお客さまで︑野菜ソムリエの

ナー︒今井先生は︑もともと三宮

ある食べやすさに︑驚きの声が上

も野菜本来の深みと甘みとコクの

の野菜︶との食べ比べでは︑どれ

慣行野菜︵スーパーなどの多く

種の勉強会をもっとやりたい﹂﹁

種して野菜作りをしたい﹂﹁固定

ミュニティルームに︑ミキグルー

まの口コミで広がる神戸三宮店コ

阪神三宮駅
そごう

ポートライナー

フラワーロード

JR・地下鉄・各私鉄の三宮駅から3分、
ロフトが入っているそごう
新館の9Fにあります。
フラワーロードに面した国際会館北隣から、
シースルーのエレベータで9Fまでお上がりください。

野菜教室を4年で 回

ーム担当の澤 美里さん︒

してくれたのは︑コミュニティル

の席を準備するぐらいです﹂と話

の仕事はスケジュール調整と当日

神戸市役所

J

国際会館

地下鉄
三宮花時計前駅

N

駅
ノ宮
R三
宮駅
急三
阪

ティルームの運営を開始して4年が経ちました︒４年間で開催し
たイベントは︑約400回︒今では︑お客さまからのご紹介だけ

声掛けをして︑イベントが決まる

お客さまが情報発信

ントを実施しています︒

ンジメント教室などさまざまイベ

踊︑プリザーブドフラワーのアレ

を皮切りに︑落語の会やインド舞

１月に開催したジャズコンサート

でイベントのスケジュールが埋まるようになりました︒お客さま
・
の和が広がる神戸三宮店コミュニティルームをご紹介します︒

社員のアイデアから
神戸三宮店は︑100坪を超え
る売場面積に︑5000アイテム
のメガネを揃える大型店︒三宮の
駅前通りという好立地ながら︑ビ
気軽に立ち寄れないことが課題で
ことが多かったのですが︑最近は

ルの9階にあるため︑お客さまが

でいただくために︑何か良

した︒もっとお店に足を運ん

さまの趣味やサークル活

コミュニティルームを使用された

動に使っていただくこと
ら発信していただくので︑私たち

資格を取得されたと聞いた当時の

がりました︒今井先生がご持参い

今年3月の﹁野菜教室﹂で︑タ

タネの話は知らなかったから驚い

今井先生からは︑四季根彩の名
前にちなんで﹁四季折々コラボ野

と四季根彩とコラボした野菜教室

参加︑ご意見︑ご提案をお待ちし

★メガネの三城 神戸三宮店

ニティルームオープン当初から開

美和子先生の野菜教室は︑コミュ

な か で も ︑ 野 菜 ソ ム リ エ 今井

36

野菜ソムリエ
今井 美和子先生

い方法はないかとスタッ

にしました︒２０１１年

コミュニティルーム担当者が﹁こ

ただいた料理の試食では︑いろい

ていました︒

こで教室を開いてみませんか？﹂

ろなアレンジに一同舌鼓︒

ネの話が出た時に澤さんが︑
﹁実

た﹂﹁勉強になった﹂などご意見

参加者からは︑﹁将来は自家採

とお誘いしたのがきっかけで講師
回ほど開催しました︒

て起業した︵株︶四季根彩が固定

をいただきました︒

今井先生に話をしたところ︑ぜひ
コラボレーションをしたいとご提
案いただきました︒

四季根彩とのコラボ

菜教室を開催できれば﹂というご

が実現しました︒四季根彩の畑︵

プが取り組むさまざまな事業との

提案をいただききました︒お客さ

埼玉県比企郡嵐山町︶と会場をフ

コラボレーションが実現できるよ

日︑今井先生

ェイスタイム︵テレビ電話︶で繋

うになれば︑さらなる進化ができ

月

ぎ︑固定種︑無農薬︑無化学肥料

1種のことやタネ採りなどの手間

ております︒

神戸三宮店一同︑みなさまのご
に︑参加された方はビックリされ

しました︒市場の大半を占めるＦ

ると夢は広がります︒

２０１４年

さらなる進化を

種を使った農業をしています﹂と

は︑ミキの社員が３年前に独立し

年で

デビューをされました︒以来︑４

催していただいている定番のセミ

三浦大根︑
みやま小カブ︑
カリフォルニアワンダー︑
オリンピアレタス︑
セロリ︑
しゃくし菜︒

20

で野菜を栽培している様子を紹介

14

12
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13

11

試食は、
一口ダイコン飯、
ダイコン皮のきんぴら、
ダイ
コン&カブの葉のふりかけ、
セロリのふりかけ、
トマト
ジュレかけサラダ、
2色のサツマイモ羊羹
三宮店のスタッフ（左から２人目）
店長 荒谷 直弘 （右端）
コミュニティルーム担当 澤 美里

36

固定種野菜と慣行野菜の違いを目でも確認
食べ比べは、
口の中を水ですすいでからと指導を受ける
野菜教室に参加いただいた皆様

ぬうびじょんくらぶ
※固定種とF１種の違いは228号７Pに掲載。WEBサイト「季刊ぬうびじょん」のコーナーでもご覧になれます。 http://i-nvc.jp

川柳

岡山地区 理事

小野 真備雄 選

宿題﹃お守り﹄

三光

新田すすむ

︻天 ︼
お守りも
鈴も跳ねてる
ランドセル
岡山市

入選

姫路市 宮本

律子

お守りの札が効いたか実力か

鹿野久美子

縁求め買ったお守り数知れず
美濃加茂市

太 陽 と 月の光 をお 守 り に
岡山市 森本まさみ

ピンチにはお守り握り神頼み
松江市 加納亀太郎

心咲

お守り袋褪せても愛は深いまま
岡山市 永見

節子

助手席へお守りに置く母の杖
倉敷市 萩原

土田

勝亮

無神論だけれどお守り持ってます
伊勢崎市

お守りに夢を持てよと励まされ
備前市 谷口よしこ

武

病 気 に は お 守 り 薬 妻の 愛
境港市 田口

節子

安産のお守り今も捨てられず
姫路市 桑名

お守りを手紙に添える母心
姫路市 シ ゲ サ ン

和幸

無事帰還お守りそっと掌を合わす
岡山市 坪井

登

愛 されるお守 りになるペアリング
倉敷市 萩原

泰延

お守りを神と佛の二つ持ち
橿原市 冨山

岡山市 伊藤

寿子

お 守りも入れて老母の迷子札

孝

出雲様恋敵きにも同じ護符
帯広市 圓尾

勝也

母そっとお守り渡す受験の日
神戸市 久世

敦

亡き妻の遺ししお守り胸に抱く
神戸市 大森

文彦

ポケットのお守り握る受験生
倉敷市 萩原

千鶴

本年もご守護願ってちまき吊り
奈良市 林

久保田良弘

お守りに元気を貰い白寿まで
伊勢崎市

※添削の上︑入選をした句も数句含まれています︒

■投稿要領について

﹃背伸び﹄

次回宿題
ハガキか︑下記ぬうびじょんホーム

︻応募方法︼
ページより︑１人三句まで︒︵ペンネーム可︶

8048
138

日︵ 当 日 消 印 有 効 ︶

入選者には賞状が贈られます︒
︻締め切り︼ 月
︻ 送 付 先 ︼〒 6 7 2
宛

姫路市飾磨区三宅 1
NVC事務局

※ご意見・ご感想は「読者の声」コーナーにて掲載する場合があります。

締め切り2015年2月15日
（必着）発表は商品の発送をもって代えさせていただききます。
四季根彩の畑に咲いた金ゴマの花

（ぬうびじょんサイト → みんなの広場 → プレゼントコーナー）
〒・住所・氏名・電話番号・本紙へのご意見ご感想を入力しご応募ください。
ハガキ・ＦＡＸでご応募の場合、上記の要項を必ずご記入ください。
しか ま く
〈ハガキ〉〒672-8048 姫路市飾磨区三宅１-１３８（株）ぬうびじょん プレゼント係
〈ＦＡＸ〉079−224−5888

現在、日本国内に流通している国産のゴマはわずか0.01%。その中でも金ゴマの生産量
は全体の0.005%と極めて希少なゴマです。四季根彩(本誌13ページでご紹介）の金ゴ
マはさらに「固定種」
「無農薬」
「無化学肥料」のプレミアム付き。まさに「金」にも値する
「金ゴマ」です。内容量35グラム。

年の

読者の声

-

広島県

点化したいい記事になりました︒
島根県

Ｋ・Ｓ さま

Ｉ・Ｔ さま

ウニの化石がとても綺麗︒こんな風にウニを見

Ｓ・Ｈ さま

思っておりましたが︑季刊になってから一段と焦

祉の分野の人材探しを︒以前から魅力的な会報と

げ先生﹂に光を当ててください︒まず︑医療と福

りましたが︑各地にいらっしゃるであろう﹁赤ひ

ベトナムでご活躍の服部医師のことは初めて知

んでいます︒

なっていますが︑会報誌も内容がよく楽しみに読

ていただいています︒メガネのことでもお世話に

幸いです︒川柳コーナーによく投稿して楽しませ

をメガネの三城に寄付しました︒お役に立てたら

愛を﹂︒私もいくつか使わなくなった老眼メガネ

こういう記事っていいですよね︒﹁スリランカに

立体切り絵作家﹂を見て︑絵には感心があります︒

わるか︑分らないなと思いました︒﹁飛び出した

﹁ベトナムの赤ひげ先生﹂を読んで人生どう変

岐阜県

っており︑中身の濃さがすばらしいです︒

ていました︒薄い冊子に様々な情報や思いがつま

ニの集団化石のことは記憶にないそうで︑感動し

雲多根自然博物館に行ったことのある夫がこのウ

な社会貢献・援助にも毎回頭が下がる思い︒奥出

また﹁メガネの三城﹂という枠を超えたさまざま

ばらしく︑服部先生のご活躍も初めて知りました︒

毎号︑待ち遠しくてすぐ拝見︒今回の特集もす

下記ホームページにて公開いたしております。

Ｓ・Ｋ さま

れるとは思ってなかった︒一番印象に残りました︒
兵庫県

※ホームページへ会報に関するご意見や、ご感想をお寄せ下さい。

http://i-nvc.jp
ぬうびじょんくらぶ

﹇評﹈ピカピカの一年生の夢一杯の姿が目
に浮かぶような句である︒見送る家
族の喜びの情景まで見える︒

長谷川さつ子

︻地 ︼縁談に
効きめあるらし
出雲札
松江市

宮宅比佐恵

応募方法 下記ぬうびじょんくらぶＨＰよりご応募できます。
10

プレミアムな「四季根彩 金ゴマ」を5名様にプレゼント！
【読者プレゼント】
-

﹁Neu V ision Club﹂は年4回︵1月・4月・7月・ 月︶に発行しております︒
定期購読のご案内 確実に毎号手に入れたいという読者の皆さまには︑定期購読をお勧めいたします︒
328円分の切手と郵便番号・住所・氏名・電話番号をご記入の上︑
左記までお送りください︒
お申込みは4回分のみになります
購読開始は現在発刊中の号の次の号からになります
お一人で複数冊はお申し込みいただけません
発送先は国内のみに限らせていただいております
発刊日にメール便で発送します
〒672 8048 兵庫県姫路市飾磨区三宅1 138 ＮＶＣ事務局 ﹁定期購読﹂係

年 賀 状
私から出した過去

のである︒
宮本 律子

で︑心を込めて出したいも

１行でもいいから直筆

ない気がする︒

では差出人の息がかかって

うな年賀状があるが︑それ

で届いたものと思わせるよ

らかに印刷屋さんから直行

添えることにしている︒明

必ず肉筆で１枚１枚ひと言

して一任するが︑印刷後は

上︑印刷屋さんに原本を渡

が多くなった︒数の関係

い文にして書き入れること

は身近に起こったことを短

う文が定番だったが︑最近

でとう ございます﹂とい

昔は﹁あけまして おめ

年賀状を並べてみた︒

10

︻人 ︼お守りを
受けて心を
軽くする
瀬戸内市

15
-
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232号 二〇一五年 新春号

発行／ぬうびじょんくらぶ

兵庫県姫路市飾磨区三宅1 138
-

〒672 8048
-

TEL︵079︶224・5700︵代表︶

