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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２回（１） 相田雅彦さん
（株式会社ナファ生活研究所 代表取締役）
私たちロハス・クリップスの周囲でも、「ＴＡＫＥＦＵって不思議」と
感動しながら、肌に触れるものを少しずつ竹布に代える人が増えて
います。ギフトにもとても喜ばれています。竹布開発者の相田社長
は、１本の筋がしっかりとあるのにしなやかで、にじみ出る感性はや
わらかく、温かい。まさに慈竹であり、竹布のような方でした。2 回に
わたって、相田社長のロハスなお話をご紹介します。

3 月 11 日に東北にいたということ
私は、2 年前の 3 月 10 日は「竹布のお話会」で仙台にい
て、11 日は原稿書きの仕事があったので、その日の宿泊を
海にしようか山にしようか考えて、結局山を選び、バスで山形
の銀山温泉に雪を見に行きました。あの地震でも築 150 年
木造 5 階建ての温泉宿は、揺れを逃すからか、被害はあまり
なく、しかし停電になり足止めとなりました。12 日に旅館組合
が用意したバスに 41 人が乗り合わせて 11 時間かけて終電
間際、大宮まで戻る事ができました。ほとんど情報がない状
態で帰宅して、テレビを見て言葉にならなかった、そういう経
験をしました。あの日、海を選んでいたら東松島あたりだった
かもしれないし、仙石線に乗っていたかもしれないと。
とにかく寒空の中で過ごされている人たち、そこで必死で
支援活動をしている人たちを思うと、一刻も早く暖かくて抗菌
性の高い竹布を届けたくて、翌日倉庫の T シャツ、ストール、
靴下など約 6000 点を準備しました。被災者十数万人には到
底行き渡らないけれど、竹布第一便は、「てんぷらバス（廃食
油から精製した BDF 燃料のバス）」で石巻市に向かいまし
た。その後も竹布製品を東北に届け、現在は、とりわけ福島
の子どもたちのことに心を寄せています。

東北の心、「までい」「無尽」に学ぶ
私は西の長崎の生まれですが、学生として東京に出て、二
十歳になったばかりの頃、生きる意味を探しに東北・北海道
に長い旅に出たことがあります。仙石線は私の旅のスタートで
したので、とても思い入れがあります。このたびの震災がきっ
かけで東北、福島、中でも飯館村との交流が深くなりました。

成長著しい子ども用の竹布
キッズマスクの製造をどうす
るか、採算面でどうかと考え
ていた時に震災が起き、製
造を決めました。そして飯館
村の保育園・幼稚園・小中
学校の子どもたちにキッズマスクを届けました。いわきの保
育園では、子どもたちととても親しくなり、かけがえのない豊
かな時間をもらい、こちらが感謝することになりました。
飯館村には、高度経済成長、バブルを経て、戦後日本人
が失ってしまったものがたくさんあります。その一つ「までい」
という言葉には、食べ物、子育て、仕事などを通じた生活す
べてを「大切に」「丁寧に」「手間隙を惜しまず」「しっかりと」
などの意味や心情がこめられています。飯舘の子どもたち
はその心に包まれて育っています。そして、今も息づく「無
尽(むじん)」という仕組み。これには驚かされますが、村人の
中で○○が必要、しかし今買うことができない、ということが
わかると、皆でお金を出し合うのだそうです。お金を出す人
たちもあたりまえのこととしているし、受け取る人も卑屈にな
るようなことはない、これが素晴らしいのです。

日本人の心を取り戻す「祓布(はらいぬの)」
まもり ぬ の
身体を守り命に寄り添う「竹布のガーゼ（守 布）」
3 年ほど繊維の仕事をしたのち 1999 年、竹の持つ可能性に
ふと気が付き、開発を重ねていくうちに、竹の繊維が絹や綿と
違い「お風呂場でもかびない」という特性を持つことがわかりま
した。そして 2001 年 9 月に、食品分析センターから「MRSA 菌
を滅菌した」という連絡が入りました。37 度の環境で 18 時間置く
と、4 万個の菌が、綿だと 400 万個になりますが、竹布だとゼロ
になったと。私と関係者の衝撃はひと言では言い表せないほど
でした。私が竹布に出会ったのにはどういう意味があるのだろう
かと自問自答していると、「人が最も痛み苦しむその時に、そっ
と傷に寄り添い、ただ快癒を祈る一枚のガーゼ」という文章が現
れました。そうか、医療用ガーゼを作り広めること、これが私に
与えられた使命なのだと自覚することになりました。
また、先に話した「までい」や「無尽」、日本人の心―たぶん
初詣の時の気持ちが一番近い―を日々の中で取り戻すため
に、神社でお分けする祓い布を竹布のガーゼにしたいと思い、
全国の神社を訪れています。浴室にかけておき、毎日使うとい
いと思います。(次号に続く)
竹布はもちろん、相田社長の不思議で感動的なお話はまだまだ終わりま
せん。次回もお楽しみに。
（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5回
中学生の環境インタビュー（2）
今木まゆみ
今回も、前回に引き続いて、現地中学校に
通う息子、太朗の道徳の授業に関してお伝
えします。
私： 他にはどんなことを勉強したのかな？
太朗：残りの時間では、自然環境を守りなが
ら持続可能性のある生活をしようとか、
自分たちでは実際にどんなことができ
るかを話し合ったよ。
私： へー、面白そうだね。それで太朗たち
にはどんなことができるの？
太朗：例えばね、“Der Blaue Engel”※1 の付
いている商品を買うこと。それから、買
い物するときには、布袋を持っていっ
て、なるべくプラスティックのレジ袋を
買わないこと。手を洗うときや歯磨きを
するときに、水を出しっぱなしにしない
こととか、もっといっぱいあるよ。
私： その“Der Blaue Engel”ってなあに？少
し詳しく教えてくれる？
太朗：ちょっと待っててー。
～ 太朗が二階の自分の部屋へ何か

暖房を入れないこと。なるべく、自転
車、バス、電車に乗って、車の運転を
控えること。車に乗るときは、なるべく
一台で済むようにグループを作ること
とかかなぁ。それから電力に関しては、
火力や原子力をやめて、持続性のあ
る、水力や風力、太陽エネルギーに変
えようという話もしたよ。
私： いろいろ教えてくれてありがとう。学校
でまた環境をテーマに勉強するときは
知らせてね。

※1：Der Blaue Engel

※2： 青い天使マーク

（青い天使）

の付いている商品

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！

お知らせ
ロハス・フレンド会員限定

を取りに駆け上がり、戻ってくる ～
太朗：お母さん、このマーク知ってるでしょ？
これは、環境保護製品につけられた、
ドイツで一番古いロゴなんだ。ほら、こ
んなところに付いてるでしょ。 ※2 これ
は、ドイツの環境省が環境に優しい、
環境保護に貢献していると認めたエコ
商品に与えられるマ－クなんだよ。
私： あ、本当だね。このマークは結構いろ
んなところで見るね。これ、文房具だけ
じゃなくて、電化製品とかにも付いてる
よね。
太朗：そうだよ。
http://www.blauer-engel-produktwelt
.de のサイトを見ると、どの商品やサー
ビスにマークが付いてるか分かるん
だ。１万 3 千種の商品についてるんだ
って。いっぱいあるでしょう?
私： そんなに沢山あるなんて知らなかっ
た。後で一緒にサイトを見てみようね。
それから他には、どんなことをしたら環
境保護に貢献できるの？
太朗：他にはね、長期の休暇で出かけるとき
は、電化製品のスタンドバイ状態を止
めて、電源を切ること。窓を開けたまま

第２回【商品リサーチモニター】の募集を開始します

ロハス・クリップスでは、多くの方に商品を
知っていただくきっかけを作り、 良さを実感
していただきたいと、7 月初旬に第 2 回リサ
ーチモニターの 募集を開始いたします。
モニターをしていただく商品は、
洗濯用洗剤「海へ・・・」です。
現在ご使用中の市販の洗濯用
洗剤と「海へ・・・」の両方をご利
用いただき、その違いや使い勝
手など、リサーチしていただきた
いと考えております。

メールマガジンのみ購読されている「メール
マガジン会員」の方は、恐れ入りますが、モ
ニターご応募の対象となりません。
ロハス・フレンド会員へのご登録をお願いい
たします。
応募開始は、7 月 6 日を予定しております。
Web サイトやメールマガジンでもご案内し
ますので、楽しみにお待ちくださいませ。
皆さまのご参加をお待ちしております！

応募は、ショップサイトで会員登録をされて
いる方限定となりますが、もちろん、新規で
ご登録いただいてのご応募も可能です。
まだ会員登録をされていない方は、この機
会にぜひ、ご登録ください！

編集後記
いよいよ、洗濯用洗剤「海へ・・・」のモニター募集が始まります♪
もちろん、我が家も可愛いおさかなボトルの「海へ・・・」を使用していますよ！
使えば使うほど良さを実感。洗浄力の凄さには、驚かされます。
地球にも環境にも優しいエコ洗剤。
「未来のためにできること」一緒にはじめませんか。
この機会に是非ご応募くださいね。
（スタッフ・田中）

ロハス・フレンド新規会員登録の方法
1. ショップサイトの左上にある「新規会員
登録」ボタンをクリックしてください。
2. 登録したいメールアドレスを入力して、
送信ボタンをクリックしてください。
3. 入力されたメールアドレス宛に本登録
用 URL が届きます。
4. 本登録用 URL へアクセスして、必要事
項をご入力ください。
5. 確認ボタンをクリックし、入力した内容に
間違いがないことを確認後、「登録」ボタ
ンをクリックしてください。
以上で会員登録は終了です！
ロハス・フレンド会員限定の商品リサーチモ
ニターに、ぜひご応募ください。

【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。
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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。

