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ロハス・クリップスのはじまり
ロハス・クリップスがオープンしたのは 2010 年の秋です。
1 周年を記念して一昨年にこの sorecocco（ソレココ）を隔月
刊でスタートいたしました。2013 年には 10 号を発行するこ
とができたことを記念し、この 11 号目から月刊化といたしま
した。
ロハス・クリップスは、ロハスな暮らしを心がける人のため
のセレクトショップです。
・エネルギーと資源の利用が少なく、使用期限を長くできる
もの。
・なるべく環境に負荷をかけず、自然に近いものを使って、
健康的な暮らしを支えるもの。
・地域の課題解決のために一所懸命作られたもの。
・人の手で、心をこめて丁寧に、大切に、作られたもの。

そして、
・日常的に使い続けられる価格であるかどうかも大切なこ
と。

と考え、厳選した商品を皆さまにお届けしています。
また、お買物をして付くことの多いポイントは、ご購入者
様それぞれに還元するのではなく、３％を寄付として積み
立てています。決して多くはないかもしれないけれど、皆さ
まからの寄付として一つのまとまった金額になり、子ども達
のために役立てられるのではと考えました。
“sorecocco”は、私たちの発信するロハスな暮らしと、購
入金額の３％を寄付できるということに共感し、「ソレなら、
ココで買おう！ 」と思っていただけたらという願いを込めま
した。

なぜ、こうしたことにこだわったショップにしたいと考えた
のか・・・。それは、ショップを通じて、「自分の日常の行動
を変えることで社会が少しずつ変わるのではないか」と気
づきはじめた人たちとつながり、発信し続けたいと思ったか
らです。
私たちを取り巻く社会、世界、自然、地球・・・そして宇宙
も、インターネットでさまざまな情報にアクセスできる時代に
なり、すべてがずいぶんと近い存在に感じられるようになり
ました。
それならば、よく理解し合い調和しながら皆が仲良く過
ごしていけそうですが、そんなに簡単な話でもないことがわ
かってきましたし、ましてや 21 世紀はバラ色でもなく、あら
ゆるところにより複雑な利害関係が絡み合う現状が横たわ
っています。しかし同時に、未来を照らす可能性も想像を
超えて広がっています。
ですから、未来につながる時間軸を持ち、うまくいかない
なと感じることは一つひとつを幸せの循環の中に組み入れ
直す、日常の地道な作業をしていきたいものだと思うので
す。
それは誰がするのでしょう。
そうです。私たち一人ひとりが、未来の幸せにつながる
循環をイメージして、可能性を信じて、考え、行動し、仲間
を増やしていくことが一番素敵なストーリーになりそうなの
です。

“ロハス・ストーリー”がはじまります
ロハス・クリップスでは、ロハス・Lohas な暮らしについて、
「環境や周囲に配慮し調和しながら、健康的で、無理なく
持続できる社会生活を心がける生活スタイルのこと」に加え
て、「人や生物とのつながりに感謝し、地域の一員として、
社会人として、そして地球に生きる人として、皆でわかち合
いシンプルかつ心豊かに暮らせること」をイメージしていま
す。こうした生き方を志向する人へのインタビューを通じ
て、その人の“ロハス・ストーリー”“生きざま”を紹介してい
きます。
きっと、あなたと私のロハスな暮らしに役立つ、きらりと光
る情報やヒントが見えてくると思っています。
次号からスタートします。最初にご登場いただく方は、
「海へ･･･」や「森と･･･」の開発者である、がんこ本舗
のきむちんさんこと木村正宏さんです。お楽しみに。
（店長・林 美栄子）

【ダブルチャリティ・寄付について】 ～ソレココ 私たちにできる小さな一歩～
Lohas-Clips でお買い物をしていただくと、購入金額の３%が Lohas-Clips のファンドとして積み立てられます。その資金は、困難な状況に
ある子どもたちを支援する活動や、子どもたち自身が企画する平和や社会貢献活動をサポートしていくことになります。
Lohas-Clips が扱うソレココ商品は、作っている人も使う人も、みんなが笑顔になるストーリーが詰まっているものばかり。
小さなお買い物で、作った人たちの生活が変わる。小さなことだけれど、地球の生命や環境保全につながる。そして購入金額の３%分が寄付になる。
ソレココは誰もが参加できるみんなの未来をよくする一歩です。「ソレなら ココで 買おう！」と思っていただけたら幸いです。

第2回

ドイツ教育事情 1・小学校編
今木まゆみ
今月からは数回に渡って、ドイツの教育事
情にスポットを当ててみたいと思います。
まず始めに、学校システムをざっと紹介
します。ドイツの学校教育は 16 の各州政府
に任されているので、学校制度は地域ごと
に多少差異があります。私たちの住むニー
ダーザクセン州は、多くの州が取っている
幼稚園(Kindergarten)、初等学校 4 年間
(Grundschule) 、 上 級 学 校 5 ～ 9 年 間
(Weiterführende
Schule) 、 大 学
(Hochschule)のシステムを導入しています。
義務教育の期間も州によって様々で、最短
で 9 年、最長で 13 年、年齢によって制限し
ているところもあります。
初等学校、いわゆる小学校は、満 6 歳の
子どもが入学し、4 年間勉強します。(州に
よっては 6 年制もあります。)ただ、6 歳という
のは目安で、入学前に行われるテストの結
果によっては、1 年早かったり、逆に遅く入
学させることもあります。その上、飛び級や
落第もあるので、同じクラスの中に 3 歳程度
年齢差があることは珍しくありません。

小学校のクラスは 30 人程度で、ほぼ
男女半々になるように編成されていま

す。担任の先生は 1 人で、ほぼ全員女
性。4 年間クラス替えもなければ、担任
も変わりません。公立学校の教員は各
学校に雇用されるので、転勤もありませ
ん。中には、新任で、ある学校に勤め
始めてから、定年までずーっと同じ学
校に居続ける森の番人のような先生も
います。日本の公立学校はクラス替え
もあるし、担任の先生も定期的に変わり
ますよね。これは結構いいシステムだと
思います。というのは、ドイツではいい
先生、いいクラスに当たれば 4 年間楽
しい小学校生活が送れますが、波長の
合わない先生に当たったりすると親も
子どもも結構厳しいのです。なので、入
学式の前には町中でどの先生がどのク
ラスの担任になるか、噂話で大盛り上
がり。
授業は朝 8 時から 12 時、あるいは 13 時
ぐらいまでの学校が多数を占めています。
ここ数年になって、給食があったり午後にも
クラブ活動のようなことをする学校も増えて
きましたが、多くの子どもたちはお昼で家に
帰り、様々な習い事をしています。ドイツで
人気はやはり男の子はサッカー、女の子は

乗馬でしょうか。10 年前は小学生で学習塾
に通うことなどまず有り得ませんでしたが、
最近は増え始め、日々の習い事の送り迎え
にハーハー息を切らせる親たちのことが良
く話題になります。
次回も引き続きドイツの教育事情につ
いてご紹介します。

小学校の入学式の様子：
新入生は皆、親の手作りや既製のシュール・テュ
ーテ（写真・円錐形の袋）を持って入学式に参
加。中には、子どもの好きなお菓子や文房具が入
っていて、この袋を抱きしめて学校初日の不安を
和らげる。教室で袋を開けクラスメートと中身の自
慢大会をすれば、もう怖いものなし。
今木まゆみ。仙台市出身。ドイツ在住 21 年。一男
の母。趣味は旅行。オーガニック化粧品が大好き。

新しい文具で、新生活をスタート！
今年の桜は、早咲きでしたね。 春を楽しんでいますか。
新生活の準備は、進んでいますでしょうか。新しい生活を始める方への贈りものやご自身の新生活の準備に・・・。
老舗・北星鉛筆が 60 周年記念に「発案」した、鉛筆屋による、鉛筆好きのための筆記具『大人の鉛筆』をご紹介します。
シャープペンシルでも、鉛筆でもない ― 。
新感覚の筆記具
『大人の鉛筆』 609 円(税込）
『大人の鉛筆 クリップ付き』 714 円(税込）
2011 年度の日本文具大賞デザイン部門の
優秀賞に輝いた、アイデアとデザイン性に
優れた筆記具。
シャープペンシルのような本体に、「鉛筆の
芯」を入れて使います。
だから、書き味はまさに鉛筆
そのもの。
使う人や使う場所も
選ばない、シンプルな
デザインです。

 本体はシンプルに
アメリカ産高級インセンス・シダー材の綺麗
な木目を生かした木軸と、高級感のある金
属の金具で作られて います。
木軸部分は手触りもよく、木が持つ独特の
温もりと、癒しを感じさせてくれます。
 疲れない、絶妙なバランス！
手にすると、鉛筆より少し重さを感じます
が、重心がわずかに先端に近づくように設
計されているため、長時間使用しても、手が
疲れにくいのも特徴。
 2mm の芯で、より黒く、よりきれいに
不純物の少ない黒鉛と粘土を均一に混ぜ
合わせた、国産の頑丈な 2mm 芯を利用。
なめらかで折れにくい、最高の書き味が

編集後記
新年度、スタートですね！今年は、早咲きの満開の桜をたっぷりと楽しんでい
ます。なので、心がピンク色の私(^^)/ いろいろなことに優しくなれる気がして
います。
今月から、ニューズレター【ソレココ】は月刊となります。皆さんが、優しい笑顔
になれる商品をこれからもご紹介していきますね♪
（スタッフ・田中）

楽しめます。
本体サイズ： 約 160mm×8mm
製造： 北星鉛筆
（替え芯 B1 本入り）
～大人の鉛筆専用の商品もご一緒に～
『大人の鉛筆 替え芯 5 本入』 157 円（税込）
替え芯は、全部で 4 種類。HB・B・2B・赤をご用意。

『大人の鉛筆 芯削り器』 157 円（税込）
本体と芯を一緒に削るのではなく、「芯だけを削る」
のが芯削り器です。

＼ お得なセット商品も！／
『大人の鉛筆』セット 880 円（税込）
アイデアとデザイン性に優れた『大人の鉛筆』と、専用
の替え芯(HB・5 本入）、芯削り器のセットです。

【ロハス・フレンド会員募集中！】
ロハス・クリップスでは、お買い物がしやすく、様々な特典が受けられる「ロハ
ス・フレンド会員」を募集しています。登録は無料。Web サイトからどうぞ。
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「ロハス・Lohas」 とは、Lifestyle of Health and Sustainability の頭文字をとった略語で、環境や周囲に配慮し調和しながら、健康的で、無理なく持続できる社会生
活を心がける生活スタイルのこと。Lohas-Clips では、さらに、「人や生物とのつながりに感謝し、地域の一員として、社会人として、そして地球に生きる人として、
みんなでわかち合いシンプルかつ心豊かに暮らせること」をイメージしています。

