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自然と共に生き、繋げていく
だらくそう

しらやま ひろみつ

囲炉裏サロン「田樂荘」 白山

洋光 さん

霧が普通の霧でなかったこと

白山 洋光 さん

ぬうびじょんだより
小野 真備雄 さん

ミュゼ・ドゥ・ぬうびじょん

棚田 真文

12 お客さまに笑顔になって
いただきたくて
モンドセレクション
２年連続最高金賞
伊豫 亜嬉子

14 川柳『癖』
プレゼント

15 律子の玉手箱
目の豆知識
読者の声

物質のメニューを確認できたりし

はホームページなどでアレルギー

には応えられませんでした︒現在

というシステムだったので︑要望

で大量生産したものを提供する︑

た︒しかし︑セントラルキッチン

ほしい﹂という要望がありまし

度でいいから︑ここで食事させて

ーで食べられるモノが少ない︒一

お客さまから﹁子どもがアレルギ

今から 年前︑テーマパークの

かされたことが多くありました︒

職し︑その外食産業の中で︑気づ

卒業後は有名なテーマパークに就

ル期で︑経済優先の考えでした︒

高校を卒業した時はまさにバブ

た︒蘇我というコンビナートがあ
る地域です︒そこで母と出会い私

そ が

業を継がず︑千葉へ出てきまし

体の生活でした︒しかし︑父は家

600メートルの田舎で︑林業主

父が生まれたのは高知県の標高

自然への憧れ

い ろ り

だらくそう

囲炉裏サロン﹁田樂荘﹂
だ らくそう

しらやま

ひろみつ

白山 洋光

強くなり︑千葉の限られた山や森

す︒当然︑自然に対しての憧れは

で校庭に出られなかったり︑喘息
の子どもが多かったことが原因で

小〜中学校時代は光化学スモッグ

活には違和感を覚えていました︒

私は︑子どもながらに千葉の生

れが行き届かない所は農薬や肥料

なくなり︑機械化を導入し︑手入

ました︒

の価値観を同時に知ることができ

での自給自足︒幼少期にその二つ

ました︒千葉の工業地帯での経済

のルーツと︑ぬくもりを感じてい

実家の高知へ帰るたびそこに自分

ある時︑銀座のすし屋で一貫千

の生活を守り続けられる場所です︒

然の中で暮らしを営み︑古来から

る人の顔が見える良いものを伝え

が芽生え︑体によく︑安全で︑作

次第に独立したいという気持ち

いました︒仁多米で奥出雲への思

で︑いつかこの米を作りたいと思

ても美味しかった︒米は仁多米

塩だけで食べる軍艦巻きです︒と

いがまた強くなりました︒

たいと思いました︒

的社会と︑高知の厳しい自然の中

では︑アレルギー体質の方に対応

に頼っていきます︒そういった負

ぜんそく

した食事は提供できませんでし

の連鎖が起きていました︒

で︑私は﹁そうじゃないんじゃな
いか﹂と思っていました︒

農業の負の連鎖
ちょうどそのころ︑世間では有

聞くと﹁綺麗で長さが揃っていれ

ような要求などをされているかを

ある時︑農家に事業者からどの

弊させているかが分かりました︒

ると︑外食産業がいかに農家を疲

有機農業の勉強を始めました︒す

は食材発注もしていましたので︑

でも注目され始めていました︒私

自然との調和を描いています︒私

その中で︑人が生きていくための

れて︑自然の破壊を起こします︒

間が便利さや経済を追求するにつ

自然とたたらの文化︒それは︑人

にしているともいわれています︒

画を見ました︒﹁もののけ姫﹂の
・・・
たたら場は︑奥出雲地方をモデル

その頃﹁もののけ姫﹂という映

米と水に惚れこんでいます︒

れ︑奥出雲を選びました︒ここの

い︒そういったことで都会を離

の世代の子どもに見てもらいた

まに提供し︑日本本来の空間を次

であれば︑信頼できる人︑場所︑

自分の商売をして続けていくの

ばいい︒味はなくてもこちらが付

の探し求めていた世界がそこにあ

奥出雲との出会い

けるから︑早く大量に安く出しな

りました︒

学に行かせ︑農家の後継ぎにはさ

もの将来を考えて︑苦労しても大

出て行きます︒そして︑親も子ど

す︒子どもはみんな都会に憧れて

どんどん少なくなっていることで

し︑問題なのは農家の後継ぎが︑

も収入源にはなっています︒しか

ますので︑安く買い叩かれながら

ていました︒それでも需要があり

言葉の日本の景観があり︑その自

ているところです︒原風景という

の中でも人がものを作って生活し

の素晴らしさは︑そういった状況

なってしまった︒しかし︑奥出雲

閉山︑限界集落でなくても︑そう

なっても誰も戻りません︒閉村︑

した︒しかし︑自分の故郷がそう

て︑多くの人が山を下りていきま

父の故郷の高知の山も荒れてき

許は必要ないのです︒

ありますが︑保健所と旅館業の免

加して団体保険に加入する条件が

す︒その制度は保健所の研修に参

まを受け入れ可能な制度がありま

いう︑体験料をいただいてお客さ

約を満たした農家には民泊体験と

区となっていて︑県内で決めた規

と異なり︑島根県は

年前から特

せません︒そうすると人手が足り

ていただいています︒都会の民泊

農作業やここでの暮らしを体験し

予約が入れば民泊していただき

田舎ツーリズム

住居を使って︑その空間をお客さ

さい﹂という野菜作りを強いられ

機農業やスローフードが︑世の中

円の寿司を食べました︒メネギと

た︒誰に聞いても﹁それは︑仕方

を歩いていました︒そして︑父の

猪熊 弦一郎

今号の
表 紙

或晴れた一日
1992年
笑顔で迎えてくれた白山さんご夫妻

ない︒気にするな﹂と言われる中

が生まれました︒

奥出雲で農業を始めました︒昔ながらの囲炉裏の火を囲みながら︑お話を伺いました︒

会で過ごしていく中で︑本当に大切なものを考え︑古来からの日本の生活を繋げていきたいと思い︑

島根県奥出雲町にある︑囲炉裏サロン﹁田樂荘﹂︒植物のつるでできたアーチをくぐると︑そこ
に 築 3 0 0 年 の 古 民 家 が あ り ま す ︒ 白 山 さ ん は 千 葉 県 か ら 島 根 県 へ ﹁I タ ー ン ﹂ し て き ま し た ︒ 都

さん

今回のタネット通信にはあえて
昔ながらの生活にチャレンジして
いる白山さまに登場いただきまし
た。
どんどん便利になる生活の中
で、
我々は自然の中で生きる知恵
も力も失いつつあります。
もしかし
たら、
人類は本来生物が持つ生命
力をも失っていきつつあるのではと
さえ感じています。
たまには自然の
中に身をおいて、
自らの本能を刺激
してみるのはいかがでしょうか。
編集長 多根 幹雄

自然と共に生き︑
繋げていく

CONTENTS
ますが︑当時︑そのテーマパーク

囲炉裏を囲んでの取材

02
2017.7.1 Neu Vision Club 夏号
2017.7.1 Neu Vision Club 夏号

03

地球人だより

10

ジュラ紀の地中から

08

自分の思いを、自分の言葉で
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猪熊弦一郎
（1902-93）
は、
若い頃
には具象画を、
50代半ばからは主
に抽象画を制作しました。
約70年
に及ぶ画業の終盤である80代後
半の作品では、
丸や四角、
一見何
ともつかないような不思議な形、
顔や鳥などの生き物が、
ひとつの
画面にあらわれます。
描いている
ものはさまざまですが、
猪熊にとっ
てはすべて美しい形。
これらが調
和し一枚の絵を構成しています。
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な場合もあります︒このままの暮

昔ながらの囲炉裏は消防法で無理

都会ではこういった古民家や︑

台です︒

きます︒金額も宿泊体験で8千円

いただきます︒農業体験のみもで

泊︑食事など昔の生活を体験して

をします︒ある時は︑米の選別を

に来て︑火を見ながらみんなで話

もありません︒夜は囲炉裏のそば

ムはしませんし︑もちろんテレビ

ム﹂と独特の名称をつけていま

ます︒島根県は﹁田舎ツーリズ
います︒どうしても欲しいという

くまでも民泊の食材として使って

農作物は出荷していません︒あ
﹁昔のお米はこうだったのだよ﹂

の米はモミが少し残っているので

楽しそうにしています︒天日干し

らうための入り口を作りたかっ

私は人に見てもらう︑知っても

なってきました︒

だんだん気づいてくれる人が多く

間契約をしています︒その結果︑

もいるので︑そういった人とは年

り︑うちの米しか食べられない人

です︒しかし︑アレルギーがあ

に負荷をかけずに繋げられる役に

は︑その教えを次の時代へ︑環境

にしてきました︒ここの民泊で

て︑祖父母の暮らしを目の当たり

す︑ご飯を炊くということを通じ

で暮らす︑道具を作る︑火をおこ

後の世代だと思います︒自然の中

や生き様﹂を見ることができた最

私たちは﹁祖父母の生きた生活

有事の拠点に

と思います︒

多く︑こちらが勉強しなくては︑

ださいます︒その人たちの知識は

には若い人や︑海外からも来てく

んに教えてもらっています︒民泊

や厳しさ︒色々ありますが︑皆さ

農業の裏側︑地域での習慣風習

3・ で生き残った人で﹁2ヵ
月間救援物資が来なかった︒山に

ている人が多いです︒子

こういった生活を意識し

は子どもの将来を考えて

だく人が多く︑

代の人

で来られて体験していた

代の人は週末か休暇

ご紹介︶もその一人です︒

佐藤 忠吉さん︵本誌240号で

然農業と有機栽培の大家です︒

した︒その方たちは︑ほとんど自

ている人が多くいるのが分かりま

分がはじめました︒後にそう考え

最初にそうしなければと思い︑自

いでよ﹂と私は言いたい︒誰かが

した︒しかし︑もしもの時に﹁お

って難しいという現実を見ていま

田舎に入ることは︑よそ者にと

日本人は本来︑人との繋がりを一

人は大切なものに気づきません︒

するでしょうか︒有事の時にしか

て︑みなさんはどのような備えを

富士山が噴火することを想定し

首都直下地震が起こることや︑

ません︒

断水があると都会ではこれができ

人がいました︒有事の時︑停電や

いて生きていけた﹂と言っている

上がって風呂を沸かし︑ご飯を炊

育てる喜びを感じる一方︑自分に

は人生のアド

高校卒業後︑松江を離れ

白山

ある古民家に暮らす︒こんな贅沢

バイスをいただいたりして︒家族

はないと︑感謝の気持ちでいっぱ

できることはごくわずかで︑決し

Uターンする前は︑都会とは比

て都会へ行き︑そこでしか得ら

べものにならない親密な人付き合

いです︒都会や海外から民泊で我

のような皆さんに囲まれ︑風や

いに馴染めるか心配でしたが︑近

が家に来た方々は︑私たちのこの

て一人では生きていけないという

つれ︑人口密度が極端に高く時

所の方々が出会う度に声を掛けて

ような暮らしに懐かしさや安らぎ

れない経験をすることができま

間の流れが早い暮らしから離

くださり︑子どもたちが挨拶して

を感じるといわれます︒

雨︑虫の音を聴きながら囲炉裏の

れ︑生きる場所を選び直そうと

くれる暮らしは心地良く︑﹁人の目

実感がわきました︒

思うようになりました︒

がある﹂ことは有難く︑安心感に繋

私は︑JR木次線に乗

宇田川

田舎暮らしを始める時︑

って初めて奥出雲に来た時の空

宇田川

がるということに気づきました︒

だからできない︑ということは少

周囲には心配されましたが︑田舎
宇田川

られません︒ゆったりと時間が
流れ︑乗り換えまでの一時間︑

ないし︑困ることはありませんで
持てるようになり︑お金に換えら

した︒むしろ︑時間や心の余裕が
面でも違和感なくすんなり親しく

れない良さと可能性を感じます︒

人との繋がりが濃い分︑人に対す
日々ささやかな感動がありまし

なれますよね︒仕事の合間にみん

る心の壁が自然と低くなり︑初対
た︒奥出雲の山々にかかる朝

なでお茶を飲む文化も自然に根付

実際に生活していく中でも︑

霧︑早朝の田んぼから立ち上る

昔から変わらない自然に包
白山

に︑奥出雲は価値あるヴィンテー

の温かい繋がり︑古民家⁝まさ

まれた環境︑農のある暮らし︑人

白山

いていて︑それが楽しみです︒

ね︒色々話すうちに親しくなっ

ジの宝庫ですね︒

樹々に降りた霜⁝︒
白山

て︑奥出雲暮らしのコツや︑時に

その美しい大自然に囲ま
れ農作業をしていると︑作物を

お茶の時間は大事ですよ

蒸気︑初めて見た蛍の光︑冬の

雨音すら心地よく感じました︒

ここで暮らしていると︑

気感がすごく良くて今でも忘れ

した︒しかし︑年月を重ねるに

白山 里香 ︵白山 洋光氏の奥様 松江市出身︶
宇田川 理奈 ︵奥出雲にＩターン結婚 神奈川県出身︶

奥出雲はヴィンテージの宝庫

20

40

繋がる人と人

てやっています︒

どもはここへ来るとゲー

分りませんが︑前を向い

た︒ツーリズムを含めた農業︑文

と教えると︑興味を持ってやって

和夫

なり︑それらを体験してもらいた

方に買ってもらっていますが︑流

久保
宇田川 和義

昔ながらの農作業の様子

いと思っています︒

す︒囲炉裏サロン﹁田樂荘﹂では

完全予約制／お盆・年末年始は休み

化的景観がある奥出雲町のＰＲ︑

くれます︒

☎090-4848-0284

地域の守り方︑どこまでできるか

通コストを考えると利益は厳しい

（農作業で出られないことが多いので留守番メッセージを）

11

い︑東京に行き宣伝活動をしてい

らしを体験していただきたいと思

築300年の古民家を使用した
「田樂荘」

内装を昔とほとんど変えずに宿

番大事にしてきたものです︒
食糧があり︑人が自然と一緒
に暮らせる場所作りはとても
大切だと強く思いました︒
今は夢が現実になりつつあ
ります︒民泊を通じて奥出雲
に移住してくれる方が︑年に
3〜4組あります︒その中に
は仲間として農業を手伝って
くれる方もいます︒私はこれ
からもＩターンの支援をした
い︒
土地の文化や営みを︑これ

協力

人数：５人まで 予約：１週間前まで
民泊体験料：大人１人8,800円（２食付き・食事は協同料理）
持参が必要なもの：洗面用具・パジャマ
食事内容：自家栽培農作物中心の囲炉裏料理
体験メニュー：
農作業体験・奥出雲オーガニックコットン自然体験・囲炉裏料理体験など

インタビュー

囲炉裏サロン「田樂荘」
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からの世代に繋げていきます︒

〒699-1831 島根県仁多郡奥出雲町中村1458

今では懐かしくなった風景
微笑みながら話す、
白山さん
（写真右）
と宇田川さん
（写真左）

理事

ま

び

お

小野 真備雄

人で︑ご夫婦で川柳好きだったと

は後に山陽新聞の社長になられた

を渡していただきました︒その人

ると︑短歌より川柳は言いにくい

す︒人から﹁趣味は？﹂と聞かれ

ように思います︒古川柳︵※︶の
焼き直しに近いものと思っていま

なりますが︑少しばかり品がない

さん

︱︱ 川柳が最近話題になっています

自分の思いを︑
自分の言葉で
岡山県川柳協会

毎号読者の皆さまに楽しんでご覧いただいている本誌の﹁川
柳コーナー﹂︒その選定をしていただいている小野 真備雄さ
んに︑川柳と共に歩んだお話を伺いました︒

聞きました︒岡山県が全国有数の
と考える人が多くいます︒サラリ

サラリーマン川柳がよく話題に

川柳県だといわれる訳は︑山陽新

句を楽しんでおりました︒退院し

して入院しましたが︑病院でも俳

歳の時に肺結核を患い︑休職

たものでした︒

も友人と各地の冠句大会に参加し

代︑結構な人気がありました︒私

チなどが賞品で︑物資不足の時

佐藤 愛子さんの〝九十歳何がめ

が切れず現在に続いております︒

室を引き受け︑退職後も川柳と縁

そこで公民館など五ヵ所の川柳教

内の特定郵便局長になりました︒

り︑転勤はしませんでしたので市

ととなりました︒家庭の都合によ

なり︑主幹の句誌発行を手伝うこ

私はその後︑川柳岡山の同人と

せん︒

近に川柳を感じられるかもしれま

思います︒そうすれば︑もっと身

だければ︑もっと世界は広がると

み︑本格的な川柳も楽しんでいた

こせんりゅう

何の楽しみもなかった戦後︑岡
聞のバックアップがあったからこ
ーマン川柳を楽しんだ後は一歩進

︱︱ 川柳を始めたのは

山では冠句大会が各地で開催され
るようになりました︒一位になる
そと今でも思っています︒

たころに山陽新聞に﹁川柳岡山﹂

かん く

と米五升︑入選でもタワシやマッ

の記事を見付けました︒早速︑発
でたい〟を思い知らされています︒

は難しい言葉を使う人も多いで

作るにあたって他人をけなして
はいけません︒あくまでも自分の

▼

すが︑川柳は︑読んだ人がすぐに

︱︱ 小野さんの句には愛情を感じます

行元を尋ねますと︑喜んで機関誌

さりげなく書いていて︑その裏に
パッとイメージが湧くようなもの

■プロフィール

昭和 2年 岡山県吉備郡真備町で生まれる
（今年90歳）
昭和28年 職場文芸誌に川柳を投稿する
昭和32年 川柳岡山社へ入会
昭和57年 メガネの三城
「ＮＶＣ川柳」
の講師となる
平成 3年 読売新聞
「よみうり文芸」
の川柳の部の選を担当する
平成 8年 「岡山市民文芸」
の川柳の部の選を担当する
平成18年 「エイジレス・ライフ 社会参加活動事例」
として
内閣官房長官賞受賞
平成20年 全日本川柳福岡大会で文部科学大臣賞受賞

の付け所が大事
川柳は作者のセンスや目
る句はご年齢からは
で、小野先生の詠まれ
想力で物事をとら
想像のできない若い発
だきます。出題され
え、的確な批評をいた
て幅広く季節、時事
る課題も身辺雑詠とし
代に即した興味の
ニュース、夫婦愛など時
上げられます。
そそられる話題が多く取り
ても明るく、参
小野先生の川柳教室はと
会を本当に楽しみに
加する生徒が毎月の句
い気持ちで教室に
しています。当初は、軽
生と川柳の魅力に
参加しましたが、小野先
ています。
はまってしまい現在に至っ

ことを書く︒作りごとではいけま
せん︒自分の思いや感嘆を言葉に
してできた句で︑情景が見えてく
るのが良いですね︒和やかな家庭

温かいモノがある︑そんな句がよ

や親子の関係︑夫婦の関係などが

いと思っています︒
が楽しいです︒勉強会の選句の時
には少し手を入れることもありま
を自分の言葉で︑作りごとではな

︱︱ 作り方のコツは

い表現をすることだと思います︒

すが︑一番大切なのは自分の思い
作る時の言葉は普通の話し言葉

普及させたいです︒ユーモアとい

海外でも人気があるので世界に

︱︱ 今後について

がよいと思います︒昔は難しい言
葉を使っていましたがやはり分か
りやすい方がよいですね︒理屈っ
ぽいよりも︑読む人に直に親しみ
が届くように︒俳句をしている人

うのは人間的な笑いです︒ヒュー
マニズムです︒特に︑ヨーロッパ
ではユーモアの本質が分かる国が
多いので普及しやすいと思ってい
ます︒
本誌のご応募もお待ちしていま
す︒実は大阪は︑大阪川柳党の流
れがあるので︑よければ大阪の方
の川柳も見てみたいです︒もちろ

和夫

ん︑他の地域の方もぜひチャレン
久保

古家野 俊明 さま
森本 まさみ さま

小野先生とは平成10年ご
ろ知人の紹介により、岡山ぬうびじょん
くらぶ文化教室の１つとしてありました
川柳教室に参加したことに始まります。
小野先生はすでに川柳活動においてお
名前が知れ渡っており、地域活動として
各地の公民館、川柳教室の選者、講師を
務めておられました。ぬうびじょんくら
ぶの川柳教室は、昭和57年より小野先生
に講師を引き受けていただき35年たった
現在もお世話になっております。
今年に入り小野先生の後任として川柳
教室を引き継ぎましたが、小野先生は川
柳に対する姿勢がとてもまじめな方で
す。現在の川柳教室でもご教示をいただ
いております。

ぬうびじょんくらぶ岡山である
川柳教室の生徒の皆さん

新田 すすむ さま
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ジしてみてください︒
インタビュー

小野先生との出会い

30

（※）江戸時代に行われた川柳。
末期の卑俗色が強い物は狂句と呼ばれた。

ホルツマーデンの
アンモナイト
中生代ジュラ紀前期
（約1億8000万年前）
産地：ドイツ南部
標本全体のサイズ：幅100ｃｍ×高さ80ｃｍ
写真左側のアンモナイト：直径22ｃｍ
奥出雲多根自然博物館 副館長 菅田 康彦
真っ黒な石版の中に埋めこまれたいくつも
のアンモナイト、
これはドイツのホルツマーデン
周辺に見られる黒色頁岩
（こくしょくけつがん）
（※）
の中に含まれたアンモナイトの化石です。
長い年月の内に殻が黄鉄鉱という鉱物に置き
変わってしまいました。
この標本には20個以
上のアンモナイトが含まれています。
特に目立
つのは写真左側と中央上、
右端にある波打っ
た縞模様のハーポセラスや中央下のダクチリ
オセラス
（縞が直線で放射状）
といった中生
代ジュラ紀前期
（約１億8000万年前）
を代表
するアンモナイトです。
この時代には、
何らかの理由で海洋の酸素
の量が極端に減り、
多くの生物が姿を消しま
す。
このような大量絶滅が起きた変動を
「海
洋無酸素事変」
とよび、
地球の歴史上何度と
なく起こったことが知られています。
ホルツ
マーデンの地層もこの海洋無酸素事変の時
期に重なるものです。
酸素がない状態では、
生物遺骸の分解活
動をする微生物が極端に減ります。
このため
生物の遺骸が破壊されずに泥の中に埋もれ
て化石になっており、
非常に状態の良い化石
が多く見つかります。
通常なら分解されて残ら
ない軟組織が化石として残される例もしばし
ば見られます。
ホルツマーデンから見つかる化
フィンランド
石から軟組織が発見されてその生きものの本
来の姿が明らかになった例もあります。

ルコ

ジュラ紀の地中から

ハーポセラス

ハーポセラス

スウェーデン

ノルウェー

※本のページ
（頁）
をめくるように薄くはがれるので
頁岩
（けつがん）
とよばれます。

ホルツマーデン位置図
デンマーク
イギリス

ダクチリオセラス
ポーランド

オランダ
ベルギー

ドイツ

ロシア ホルツマーデン

チェコ

ルクセンブルク

ウクライナ

ルドバ
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オーストリア

フランス

スイス

リヒテン
シュタイン
イタリア

ハーポセラス

スロバキア
ハンガリー

スロベニア
クロアチア

宿泊できるミ
グルジアュージアム
モナコ

アンドラ

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
シリア
HP：http://www.tanemuseum.jp/
e-mail：info@tanemuseum.jp
イラク
twitterアカウント：tanemuseum̲phal
パレスチナ

撮影／松田 庄司

ダクチリオセラス

それは汚染がひどくなったからで

人たちが知るようになったのか︒

つからＰＭ２・５のことを世間の

急に山奥の村に行け︑と国に命令

順風満帆な日々を送っていたら︑

子どもを優秀な学校に進学させて

購入し︑自宅近くの工場に通い︑

ま ふみ

棚田 真文

ああ︑今日は︑かる〜く汚染され
ているのか⁝とはなかなか思えな

リで汚染指数を確認する︒100

えている︒スマートフォンのアプ

きは︑大気汚染指数が100を超

マンションが白く霞んで見えると

る︒100ｍと離れていない先の

と︑隣接する建物が庭越しに見え

朝起きて寝室のカーテンを開ける

上海郊外のマンションの一角︑

話が親子でなされているのか⁝︒

明日は︑ほこりだよ﹂と︑いう会

遠足︑晴れるといいなあ﹂﹁いや

ルの日本人小学校では︑﹁明日の

なかなか斬新な表現である︒ソウ

示をされると﹁ほこり﹂となる︒

が厳しい日の天気予報は︑翻訳表

Ｍ２・５に悩まされている︒汚染

因みに韓国のソウルも同じくＰ

い︒

前後なら﹁軽度汚染﹂の範囲内だ
韓国政府は︑焼き鯖が大気汚染

は眼には見えない︒

らすことはできない︒大切なもの

実の恐怖︒そこでは心の霧すら晴

の欠片もない殺伐とした社会と現

た人々がもたらす厄災は︑人情味

力を働かすことだ︒想像力を欠い

続け︑明日は我が身だという想像

は︑まず人々がずっと関心を持ち

題と同じである︒解決のために

が︑なかったことにしたいあの問

はない︒日本でも一部の人たち

このことは決して隣国の問題で

ごとを並べても何も解決しない︒

余地はない︒まして口先できれい

た﹂と︑鋭い指摘をされていた︒

けど︑誰もＰＭとか言わなかっ

は﹁昔から空気はこんなんやった

北京に十数年滞在されたＵさん

まれた︒

い︑大丈夫か？﹂と大いに突っ込

とを発表して︑国民から﹁おいお

が聞いたら目が点になるようなこ

が︑表記は日本語に変換され︑

いう最も無責任な言葉が入り込む

が必要だ︒そこに﹁自己責任﹂と

して﹁人﹂を救うという強い意志

術︑資金︑持てる資源全てを集中

かうための知識︑意識︑根気︑技

という逃げ場のない問題に立ち向

とでしか解決しえない︒﹁汚染﹂

観察し︑少しずつほどいていくこ

とができない︒一つ一つを丁寧に

み合い︑なかなかほぐしていくこ

活と生命︑もつれた矛盾の糸は絡

個と社会︑経済発展と公害︑生

本当の解決のために

で環境対策を求められる︒

を出す工場は苦しくなる経営の中

を買うためにその工場で働く︒煙

もを抱えた工場近隣の住民は︑薬

ばいいのかと訴える︒喘息の子ど

は高くて買えない︒冬をどう越せ

ちは︑政府のすすめるバイオ燃料

る石炭を使うなと言われた農民た

かる︒暖房に大気汚染の原因とな

は︑誰かの犠牲があったからと分

ジョギングできる日が増えたの

は結びつかないが︑それでも私が

ペンキと大気汚染が︑私の中で

きなくなった︒

着剤を使う工場は上海では操業で

の原因になっていると︑福井の人
汚染指数を示すスマートフォンの画面

﹁軽く汚染﹂と表示されている︒

携帯電話で汚染確認

パリミキ中国法人 支配人

霧が普通の霧でなかったこと

せっこう

上海から南の浙江省に工場移転を
命じられ︑やむなく廃業した︒例

それは間違いなくそうだ︒私もず
っと︑上海は海沿いの街なので特
えるなら東京

はなく︑ＰＭ２・５という汚染物
されたようなものだ︒ペンキや接

区にマンションを

に霧が濃いのだと思っていた︒い

上海

質が霧の正体だと教えてくれる人
がいたからである︒２０１０年以
降︑アメリカ領事館が独自に大気
汚染を数値化して発表し︑それが
スマートフォンを通して日々の状
況を伝えるからである︒

汚染対策が生む矛盾
私が特に大気汚染にこだわるの
は︑ジョギングを趣味としている
からだ︒汚染の日はなるべく走ら
ないようにしている︒走れなくて
中性脂肪やコレステロールの数値
が上がっていくのが良いのか︑走
って呼吸器その他諸々の病のリス
クを取るか︒大気汚染指数とコレ
ステロール数値を比較検討する究
極の選択だ︒
ただ︑中国政府も手を打ってお
り︑年ごとに上海の大気汚染は明

上海外灘から見た景色

10
2017.7.1 Neu Vision Club 夏号
2017.7.1 Neu Vision Club 夏号

11

らかに改善されてきている︒知り
合いの工場の社長は︑管理当局に

直径2.5μm
（マイクロメートル＝1mmの1000分の1）
以下の非常に小さな粒子。
物の燃焼によって発生したり、様々な物質の大気中
での化学反応によって生成されます。粒子が小さいた
め肺の奥深くにまで入り込みやすく、喘息や気管支炎
などのリスクを上昇させると考えられています。
呼吸器系や循環器系の病気をもつ人、
お年寄りや子どもは影響を受けやすく、
注意が必要です。

「PM2.5」とは

23

あ

き

こ

亜嬉子

よ

お客さまに
笑顔になっていただきたくて
モンドセレクション２年連続最高金賞
い

自身やモニターの皆さんが使用し

イーフェイス代表 伊豫

進めていました︒
て納得がいくまで試作を繰り返し

三城グループの美と健康部門のイーフェイスは︑２年連続モ
ろにやっと専門家とも対等に話が
ていることです︒

年が過ぎたこ

賞するという快挙を成し遂げました︒さらに︑２年連続で最高
できるようになり︑ようやく自信

ンドセレクションで出品した５品すべてが最高金賞と金賞を受
金賞を受賞した﹁AKIKO HAS βプレミアムエッセン

していただける商品を提供させて

た︒そこで︑お客さまに真に信頼

﹁HAS︵※2︶幹細胞培養成

時はほとんど知られていなかった

アムエッセンス﹂は︑３年前︑当

﹁AKIKO

が持てる商品ができ上がりまし

いただくために︑世界の評価機関
分﹂を使った化粧品を作ってはど

HAS βプレミ

で︑どのように評価されるのか知

２年連続最高金賞を受賞した

りたいと思い︑モンドセレクショ
うかと提案があり︑商品化を決定

ス﹂が︑審査員特別賞にノミネートされました︒イーフェイス

え︑再度ご来店されたというエピ
ンに出品しました︒

代表 伊豫 亜嬉子さんに︑商品開発のこだわりについてお話を

ソードがあったからなのです︒
︱︱ 商品開発は何にこだわってお

三城で化粧品を取り扱うように

︵受賞商品は裏表紙に掲載︶

︱︱ なぜ三城が化粧品をはじめた

︱︱ モンドセレクションに出品さ
られますか

聞きました︒

のでしょうか

れた理由をお聞かせください

なった原点は︑ルーヴル︵パリ︶

しました︒近頃は︑最新コスメと
して﹁幹細胞エキス﹂を使った化
粧品が注目を浴びていますが︑多

いは︑日頃から開発に関わってい

りたいと思っていました︒その思

メで金由来の商品をどうしても作

ようになり︑イーフェイスのコス

来﹁金と言えば三城﹂といわれる

れ︑数ヵ月後︑エステでお肌を整

り︑何も告げずに店を出て行か

ーに映ったご自身のお肌を見るな

たメガネをデザイン中に︑モニタ

デザインシステム﹂でお顔に合っ

店されたお客さまが︑﹁ミキシム

繋がれば大変嬉しく思いま

商品開発に取り組み︑来年に

さまに認めていただけるよう

賞を逃しましたが︑よりお客

ェル美容液は惜しくも最高金

どのこだわりがあります︒ジ

なかでも一番と言ってよいほ

指導をいただきながら商品開発を

ない素人が︑手探りで協力者のご

た︒最初は︑研究所も工場も持た

て商品開発をスタートさせまし

城の社員の声を聞かせていただい

年前に三城のお客様の会と三

から変わらず︑すべての商品を私

こと︒もう一つは︑商品開発当初

に心に留めて︑商品開発に活かす

愛用者や様々な方からのお声を常

いもの﹂にこだわっています︒ご

一番は﹁他社が取り扱っていな

倒的な違いがあります︒

ります︒私どもの

1％にも満たない配合のものもあ

細胞エキス﹂使用を謳っていても

くは植物由来のもので︑﹁ヒト幹

ただいている研究者に話をしてい
す︒

店︵※1︶でメガネを作りにご来

ました︒そして﹁時期が来た﹂と

さらに︑他社製品は豚のプラセン

にも驚き︑
これだと確信しました︒

するとピンク色になるということ

ドプラセンタでした︒金がナノ化

︵保湿成分︶を包み込んだゴール

お客さまに笑顔になっていた

と過ごされるお手伝いをし︑

健康﹂に長寿社会を生き生き

元気で﹁より若く・美しく・

いくためにも体の中もお肌も

おしゃれなメガネを選んで

こうじん

めぐ

％配合とは圧

思い正式に開発の依頼をしたとこ
︱︱ 今後の取り組みについて

月も

経たないうちに提案をいただきま
お聞かせください

ろ﹁できていますよ﹂と１
した︒純金をナノ化した空洞のカ

タを使ったものが主流だったの

だきたいと願っています︒

プセルの中にプラセンタエキス

で︑他にないものにこだわりニュ

み ちゃ

恵茶﹂を発売開始︒さらに︑
﹁しみ﹂対策コスメをイーフ
ェイス商品初の医薬部外品と
して発売する予定です︒お一
人おひとり︑お肌も違います
から︑お一人おひとりに合わ
せるコスメの開発に努めてま

﹁麗人花ゴールドプラセンタ﹂

ギリシャ

トルコ

は︑三城がAUフレームの発売以

イタリア

ヨルダン
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サウジ

‑

グルジア
ブルガリア

フランス
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いります︒
これからも︑ご期待ください︒

スロベニア

※１ 現在は退店しております
※２ Human Adipose-derived Stem cell = ヒト幹細胞培養液
（ヒト脂肪細胞順化培養液エキス）
保湿成分

イラク
パレスチナ

バレッタの聖ヨハネ大聖堂の位置する
高台からの眺望
審査員特別賞にノミネートされた商品紹介。
心臓が高鳴る瞬間。
中央がAKIKO HAS-βプレミアムエッセンス

シリア
地中海

15

ルーマニア

影山 正樹
モルドバ

株式会社三城

オーストリア
リヒテンシュタイン
ハンガリー
スイス

2017年 モンドセレクショイン
ギリス
授賞式 〜マルタ島〜

マルタ

10

2017年5月29日、地中海の真ん中に位置する美しい島、マルタ
島（マルタ共和国）に於いて、モンドセレクション授賞式が盛大
に行われました。前日の28日は、安倍晋三首相がG７サミットを
終え慰霊の為に訪問した、まさに歴史的なタイミングでの開催
となりました。
授賞式会場はマルタ共和国の首都バレッタのMediterranean
conference center（地中海カンファレンスセンター）で開催さ
れました。
この建物は、1570年頃に聖ヨハネ騎士団の病院の病室として
造られました。世界一の奥行き155メートルのホールがあり、現
在は国際会議などに使用されています。式典には、約80ヵ国か
ら集まった多くの受賞者がドレスや民族衣装で参加され、とて
も華やかな雰囲気でした。
授賞式に参加させていただいた私たちは、お一人おひとりの
大切なお客さまが美しく健康でいていただくために、国際的評
オランダ
価機関で認められた商品を、
ロシア
ポーランド今まで以上に自信を持ってお勧め
ベルギー
ドイツ
する決意が生まれました。
多くの歴史をもつマルタ島での受賞
ルクセンブルク チェコ
ウクライナ
スロバキア
は、とても素晴らしく、とても意義のある経験でした。
・ハリュー氏
ン会長 パトリック・デュ
左端 モンドセレクショ
マン氏、筆者
ベゼ
J・
右からモンドセレクション

チュニジア

モロッコ

−

18

新商品として︑希少な沈香

ゴールドプラセンタの構造

ージーランドのサラブレッドにし

25〜1000ナノメートル

葉をベースにした﹁荒神の恩

純金
ナノ粒子

ました︒実は︑パリミキコスメの

プラセンタエキス
（保湿成分）

▼

mamapapa

川柳

小野 真備雄 選

入選

寿子

頑固 癖あって頼れる父の背
岡山市 伊藤

この癖は父さんゆずり空仰ぐ
節子

秀夫

七癖を語り尽せず笑い合い
狛江市 山田

出雲市 木村

光利

物忘れ癖を辿れば元の場所

雲南市 岩佐美恵子

ありがとう口癖婆さん人気者

姫路市 桑名

宮宅比佐恵

瀬戸内市

み

土田

次 回 宿 題﹃愛想﹄

■投稿要領について

理甫

勝亮

敦

勝也

※添削の上︑入選をした句も数句含まれています︒

神戸市 久世

書体まで父に似てます右下がり

神戸市 大森

またやったあんたの悪い癖ですよ

伊勢崎市

ベテランは機械の癖を知り尽くし

岡山市 古川

毎日の寝癖のせいか肩がこり

花便り癖のある字のなつかしい

さ

つい癖で家族の分までバイキング
岡山市 ま

律子

あの人のあんな癖さえなかったら
姫路市 宮本

無いようで有るのが癖と冷やかされ
岡山市 奈良木茂正

孝

髪の癖 生涯 俺とおつきあい
松江市 長谷川

清美

婆の癖 笑ってまねる孫 三人
姫路市 廣田

宣子

老いてなお鉛筆をなめる癖があり
島根県 藤原

智子
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

12〜13Pと裏 表 紙でご 紹 介しました、モンドセレクション最 高 金 賞 受 賞 の
「AKIKO HAS-βプレミアムエッセンス」
「麗人花ゴールドプラセンタ」をセッ
トで3名様にプレゼント！さらに外れた方にも抽選でイーフェイスサンプルセッ
トをプレゼント致します。確かな品質をご確認ください。

下記ぬうびじょんくらぶＨＰよりご応募できます。
（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記入しご応募ください。
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
※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。

-

-

川柳を毎号楽しく拝読しており
ます︒次号も楽しみにしておりま
す︒三城のメガネを愛用して 年
以上です︒
兵庫県 Ｊ・Ｍ さま

トランプ・ショックの記事がリ
アルで分かりやすかったです︒入
国規制など︑初めて現状を知りま
した︒世界が悪い方向に動き出し
ている感じがしました︒
愛知県 Ｋ・Ｋ さま

律子の玉手箱﹁顔﹂を読んで老
けて行く自分の顔を見てまったく
その通り同調しました︒また︑ト
ランプショックを読んで︑わかり
やすい解説でアメリカの事︑トラ
ンプ大統領の事がわかり︑世界情
勢がどうなって行くのかと興味深
くなりました︒
長崎県 Ｋ・Ｙ さま

読者の声

﹁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
〒672 8048 兵庫県姫路市飾磨区三宅1 138 ＮＶＣ事務局 ﹁定期購読﹂係

NVC事務局

発表は商品の発送をもって代えさせていただきます。

締め切り2017年8月15日
（必着）

岡山県川柳協会 理事

宿題﹃癖﹄

三光

酒癖を
︻天 ︼
除けば仏
さまのよう
新田すすむ

下関市 大田

癖なのよ味見いう名のつまみぐい

和夫

癖のある字でも手書きは嬉しいな
岡山市 山川

久保田良弘

何げなくぶらり立ち寄る道の駅
伊勢崎市

公子

癖髪の天然パーマにまるもうけ
笠岡市 山下

悦子

新しい癖か老化か背を丸め
岡山市 枝本

あき

口癖の俺にまかせろ当てにせず
東京都 吾妻

﹁正しい目薬の差し方﹂
正しい差し方を理解すると︑目薬の
効果が十分に発揮されて︑目薬を清潔
に保つことができます︒ぜひ︑正しい
目薬の差し方を身につけましょう︒

※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
下記ホームページにて公開いたしております。

応募方法
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岡山市

昭

照男

﹇評﹈突 然 変わる態 度を豹 変 とも言われる
が︑折角の楽しい宴会である︒最後の
乾杯まで仏さまであってほしいもの︒

神原

︻地 ︼抱き癖が
ついて困った
里帰り
伊勢崎市

剣持

︻人 ︼知ってても
ポストを覗く
休刊日
伊勢崎市

気になる
店員さん
ち ょ く ち ょ く 覗 い て み る ブ テ ィッ ク が あ る ︒
そ この 店 員 さ ん がいい か ら だ ︒
何 かいい ︒

⑦ 使用後は、しっかりとキャップを閉めて清潔な場所で保管する。

販 売 中 ︑終 始 に こ や か に し て い る 訳 で は な い ︒
む し ろ 真 面 目 な 顔つきでいる と きの 方 が 多い ︒
私 はこち らで 品 物 を 選 ぶそ ぶり をしな が ら ︑
チ ラ チ ラ 彼 女 の 応 対 ぶ り や ︑言 葉 使 い を 聞 い て
いる ︒
包 装 を す る と き の 手 の 動 き ︑品 物 を 紙 袋 に
入 れて 〆のシー ル を 貼 る と きの 仕 草 な ど ︑
洗 練 さ れ たこの 動 き は どこ か ら く るの だ ろ う ︒
店 内 で の わ ず か な 移 動 の と き も ︑と に か く
立 ち 居 振 る 舞 い が ︑ひ ゃっ と す る ほ ど 綺 麗 だ ︒
センス な の か な ぁ︒
様 々な 経 験の 積 み 重 ね なのか なぁ︒
結 果 ひや かしに 終 わ ること が 多い が ︑
私 はその店 を 訪 ねると
いつ も 勉 強 に な る ︒
帰 りの電 車でも︑
しばらく感動が

⑤ あふれ出た目薬は、清潔なガーゼやティッシュで拭きとる。
⑥ 2種類以上の点眼薬を使用する際は、5分程度あけて差す。

化石が凄くキレイでした︒印象
に残りました︒
岐阜県 Ｈ・Ｔ さま
﹁宝塚すみれ発電所﹂の記事を
関心を持って拝読しました︒人の
心に火を灯す人間発電所は︑原発
を﹁０﹂にすることだけではなく︑
一人ひとりの行動により︑低温殺
菌牛乳も味わえる﹁市民発電所﹂
によることが理解できました︒
東京都 Ｈ・Ｙ さま
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続 くこと がある︒
宮本 律子

④ 目薬が外にあふれ出ないように、しばらくはまぶたを閉じる。

ぬうびじょんくらぶ

8

イーフェイスコスメを3名様にプレゼント！
【 読 者 プレゼント】

間隔を空けずに差すと、
先に入れた目薬が後から入れた目薬で流されます。
注

20

-

15
-

パチパチと瞬きをすると、
目薬が涙と一緒にのどへ抜けてしまいます。
注

容器の先端がまつ毛やまぶたに接触したら、涙や
細菌、花粉、目やになどが付着し目薬が汚染されます。
注

豆 知 識
の

目
① 手を石鹸で良く洗う。
② 容器から外したキャップは、清潔な場所に置く。
③ 下まぶたを軽く引いて、目薬を目の中に確実に入れる。

242号 二〇一七年 夏号
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︶

AKIKO HAS -β

麗人花（れいじんか）

プレミアムエッセンス

高機能エイジングケア＊美容液

＊年齢に応じたお手入れ

麗人花（れいじんか）

ゴールドプラセンタ
ジェル美容液

AKIKO

ブラックモイスト
ソープ

モンドセレクションとは、
ベルギーのブリュッセルに本部を置く国際的な品評機関。
世界各地の優れた市販商品の評価、
品質向上を目的として、
１９６１年にベルギー
王国経済省とEC（欧州共同体：当時）が共同で創設しました。

ゴールドプラセンタ
クリーム

EyeSmileLine HITOMI UP
アイスマイルライン ヒトミアップ セラム

