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あの人の
ロハスなストーリーを
聞いてみたい！

第１回（2） 木村正宏さん（有限会社がんこ本舗・代表）
12 号の続きです。インタビューに伺った「箱根やまぼうし」さん
は、100 年から 150 年の時間を生きた古民家 12 軒から運んだ資
材を活用し、10 年以上をかけて造られた建物です。その空間に
は、どんな物も受け入れ輝かせる力強さと温もり、懐に抱かれるよ
うな心地よさがありました。
当日は、福井県鯖江市の漆塗り職人の山岸厚夫さんの個展。
伝統的なデザインのものから、きむちんさんとのコラボレーション

伝統や人々の生活から生まれた物を再生する
今僕は、がんこ本舗以外の仕事がとても多くなっていま
す。日本はもちろん、世界にも、無くなってはもったいない
伝統的な技術やその土地の気候風土ならではの素晴らし
い物がたくさんあります。そういうものごとを現代の生活に合
った形に再生し、売れるようにして、関わる人たちがちゃんと
食べていける、すなわち伝統の火をつないでいけるようにす
ることも大事な仕事だと思って、日々あちこち飛び回ってい
ます。今回展示されている「めし椀」や「レコ盆」（写真）も、１
万年の伝統を持つ漆が持つ日常使いに適した強さ、本来
の可能性に気づいてもらうきっかけの一つと考えています。

から生まれた、現代の生活に合った新作「めし椀」や、古くなった
レコードに漆を塗って再生したお盆「レコ盆」なども拝見すること

笑いの持つエネルギーは勇気につながる

ができました。山岸さんからも、これまで未知だった漆の奥深さを
知るきっかけをいただきました。（詳細はがんこ本舗さんの HP へ）

気に入った物や人と出会い、日々を大切に生きる
これがあれば自分らしいという物に出会うことで、変わるき
っかけになることがありますね。洋服でも、作品でもいいんで
すが、これがあると自分らしくいられるという物。そうした物と
出会うことで、誰でもそれに似合ういい環境、空間、自分、と
いうものを作り出そうとします。物にはそういう力があると思っ
ています。ですから、なるべく自分の気に入った物に囲まれ
て生活したほうがいいですね。例えば、この和紙を張り込ん
だテーブルに漆を塗った素晴らしい作品。どうしてもこれを
置いて生活がしたい。では、どんな空間でなければならない
のか、憧れを持ってその日常を考えますね。しかし多くの場
合どこかで諦めが入り込んできます。本当に必要なのかどう
か考えず、どうでもいい物を置いたままにしたり、目立たない
ところに押し込んだりして、忙しいと感じる環境をつくることに
なる。そうなりがちなのは必然でもありますが、そういう気持ち
がこの今の社会をつくっているなーと感じます。
実は人でも同じ。人に「ああなりたいな、一緒に何かしたい
な」と思ってもらうには、いつも自分に「それでいいのか」と問
いかけながら、自分が納得できるかっこいい自分を追求して
いなくてはいけないと思ってい
ます。日常の自分一人の世界
でどうか、家族と過ごす時間は
どうか、そういうことがすべて
行動に表れますね。

もちろん、時には、家族で羽目を外したり、ゲームで遊ぶこと
もありますよ(笑)。この世の中は善人だけで成り立っているわけ
ではないですね。善人だけになったら必ずその中から悪人は
出ます。清濁併せ持ってこそのこの社会。これは動かし難い事
実であり歴史が語っているわけです。それでも僕は、世界の飢
餓、貧困、紛争――根っこは一緒ですが、それらを無くすこと
にチャレンジしていきたいんです。個人から、あるいは家族から
発信し、関わりができた人たちといつも、この空間で共有できる
ものは何か、これならできるんじゃない？というのを探していま
す。70 億の人が集まったら何ができるかとかね。
これは小さい頃から変わらない想いみたいです。なぜかはわ
からない。さびしがりなのかな(笑)。くだらないことを言う笑い者
の立場でも全然かまわない。その方が楽しいですね。笑いのエ
ネルギーはエネルギーの中でもものすごくレベルが高いから。
残念ですが今の社会は、笑顔が不足していると感じます。悲
観や批判の多い社会になっていますね。そういう社会は、花粉
症を発症する杉を切って無くそうとか、花粉の出ない杉を開発
するという発想になる。ヘンですね。
笑いの先には薄いベールがあるんですよ。これを超えた時
に笑いは勇気になります。そこに笑顔があることで次に進む勇
気が出てきます。笑いや笑顔によって、悩んでいた自分を客観
視でき、心が晴れ、また歩める。そしてチャレンジする自分に戻
ることができます。また、心をいつも純粋な状態に、ニュートラル
にしておくことも大事ですね。
＊ロハス・ストーリーはサイトに掲載予定です（現在準備中）
きむちんさんの「心のお掃除」「セルフケア」の方法も少しですがお聞きしま
した。ブログに書きますね。私だけがお話を聞くのではもったいない。そういう
時間でした。ありがとうございました。
（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4回
中学生の環境インタビュー（1）
今木まゆみ
家でパソコンに向かい、ロハス・クリップス
の記事を書いていると、中学一年生になる
息子の太朗が学校から帰ってきました。「お
母さん、何してますか～？」私が近所の小学
校で日本語を教えるようになってから、太朗
の日本語を話す回数が増えたのは偶然で
はないはず。これはラッキー、とばかりにこの
コラム執筆の説明をすると、「ふぅん。あっ、
そういえば．．．。ちょっと待ってくださぁい。」
と言ってランドセルから一冊の教科書 (*1) を
取 り 出 し ま し た 。 表 紙 に は 「 Ich und die
Werte」と書いてあります。直訳すると、「自分
と価値観」。いわゆる道徳の教科書です。話
を詳しく聞いてみると、―残念ながらここから
の会話はドイツ語でしたが―、今ちょうど学
校で環境に関する学習をしているそうです。
面白そうなので、太朗にインタビューをして
みました。その内容を今回と次回の 2 回に
分けてお伝えします。
私 ：太朗君、今、道徳の授業で環境に関
する勉強をしているそうだけど、今日
で何時間目の授業でしたか？

太朗：4 時間目かな。（息子の学校は１コマ 90
分）
私 ：その 4 時間でどんなことを習ったのか、
教えてください。
太朗：まず初めに、なぜ人間は自然を必要と
するのに、自然は人間を必要としないか
について勉強しました。それから 2 時間
目に、動物には権利があるのか、という
ことを話し合いました。その次は、自然と
は何か。キリスト教、イスラム教、ヒンディ
ーとインディアンは自然をどう捉えている
のかを勉強しました。そして今日の 4 時
間目は、責任を持って自然に対応しまし
ょうというテーマでした。
私 ：2 時間目の「動物に権利はあるのか」だ
けど、その時間では具体的にどういうこと
を勉強したの？
太朗：ドイツは 2002 年、EU の中では一番先
に、動物の保護に関する一文を基本法
の中に取り入れたそうです。鳥や豚、牛
などの家畜の権利を考えて、もっと彼ら
にとってやさしい環境を作ってあげまし
ょうということと、動物実験について勉強
しました。ドイツでは、年間想定 2,00 万
頭の動物が実験に使われるそうです。

必要のない実験も沢山あるから、本当に
しないといけないのかどうかよく考えて、
それから、自分が買う商品の裏にそうい
う動物実験が隠れていないかどうか確か
めてから買いましょうという話をしました。
化粧品を作るために沢山実験がされる
って聞いたけど、お母さんのはどう？
私 ：大丈夫。お母さんが使っているのはお
墨付きの自然化粧品で、反動物実験の
ステートメントを出している会社(*2)だけだ
から、動物を犠牲にはしてないはずだ
よ。
太朗：あぁ、それなら良かった。

※1：太朗（中 1）の道徳
の教科書

※2：化粧品・反動物実
験国際製造業者連盟
(IHTK) の ロ ゴ 。 動 物 実
験を使用しない製品に
貼付されるマーク。

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。

未来のためにできること！
関東地方も、平年より早く梅雨入りしましたね！いよいよ部屋はジメジメ、洗濯物に悩む季節です。
でも、雨が降っているからこそ出来る楽しみをたくさん見つけたいものですね♪。
海がすき！山がすき！だから、お水を汚さないものをつくりたい・・・という気待ちから生まれた、洗濯用エコ洗剤「海へ・・・」をご紹介します。
少量でしっかり洗えすすぎも 1 回！
◆洗濯用洗剤「海へ・・・」
洗濯用洗剤「海へ・・・」
7 つの特徴
おさかなボトル (500ml) 2,572 円(税込) ① 1 日で 97％、7 日で
詰替パック (450ml)
2,079 円(税込)
100％が微生物により
製造：がんこ本舗
水と二酸化炭素に還元
されます。
② ティースプーン 1 杯(約 5ml)で、しっかり汚
排水パイプは小さな海。
れが落ちます。
我が家の排水がきれいに
③ 防腐効果と抗菌作用のある真正ラベンダ
なれば、海も変わる！
ー等のエッセンシャルオイルを配合。心地
海洋タンカーの事故処理研
よいお洗濯に。
究から生まれた、
④ 手洗い・ドライマークの衣類の洗濯も「海
生分解する洗濯用
へ・・・」1 本で OK！
洗剤です。
⑤ ふんわり仕上がるから、柔軟剤もいりませ
ん。
⑥ 排水パイプの異臭、詰まりがありません。
⑦ 低温地域(5℃～)、硬水地域でも使えま
す。

編集後記
今号で 4 回目のドイツのコラムいかがでしたか。
同じ道徳教育でも、日本とドイツではこんなにも題材が違って、考える力を必
要とする授業なのかと、ただただ感心してしまいました。「なぜ人間は自然を
必要とするのに、自然は人を必要としないのか」。社会人の私にも難しいテー
マです。世界の貧困や紛争、地球と共生していく未来を考えるときに、「教育」
の大切さを感じます。
（スタッフ・古川）

ご使用方法
＜通常の洗濯機＞
水量 30ℓ に対して約 5ml(ポンプ 5 回)。
「洗い」はソフトで長め(12 分位)。
「すすぎ」は、1 回が基本です。
＜回転ドラム式洗濯機＞
洗濯物 3kg に対して約 5ml(ポンプ 5 回)。
「すすぎ」は、2 回が適当です。
まずは、試してみたい方にオススメ♪
洗濯用洗剤 「海へ・・・」
Picnic Kit (25ml) 300 円(税込)
ピクニックキット(25ml)は、一番小さいサ
イズ。キャンプや旅行など、自宅以外で
お洗濯をする時に便利な携帯用です。
ただいま送料無料です！
この機会にぜひお試しください♪

【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。

【発行】 合同会社チルドレンズ・ビレッジ
〒157-0077 東京都世田谷区鎌田 2-15-19-403 tel:03-6279-0733

http://www.lohas-clips.com

「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。

