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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５回（２） 杉谷和俊さん
（北星鉛筆株式会社 代表取締役社長）
18 号に引き続き、北星鉛筆株式会社（東京・
葛飾区）の杉谷和俊社長の「人間は考えたこと
しか実現できない」すなわち、「実現させるには
考え続けること」というお話の続きです。

何でも作れる杉谷社長。

で売れなかった(笑)。それで「着火薪」にしようと。少しパラフィ
ンが入っているので燃えやすいです。煙も少ないという利点も
あります。今またリサイクルや自然エネルギーに意識の向いて
いる時代ですから、しばらくしてデザインにも少し手を加えて
発売したいと考えています。おがくず粘土は、この固めたおが
くずから生まれました。「薪」としてどうか、という結果が芳しくな
かったことで、これを微粉末にしてみまし
た。そうしたら他のさまざまな物と混合で
きる材料になったんですね。固める過程
があってこそ生まれた製品なのです。
おかくずを固めた着火薪

若者たちへ、そして未来への展望についても語ってくださいました。

人間活動で苗木を植え続ける循環型社会へ
後ろを振り返ることで見える方向性
ここに修学旅行の生徒さんが来てくれると私が言うのは、
「これから就職して方向性も定まっていくだろうけれども、お父
さんお母さんがいてあなたがいる、そのお父さんお母さんに
も、それぞれお父さんお母さんがいて、営々とつながってあ
なたがいる。自分の後ろを振り返り、あなたが生まれた時のこ
とをインタビューして、思いを聞いたり、おじいちゃんおばあち
ゃんはどういう一生を送ったかを調べてみると、自分はどうい
う方向でどう頑張っていくといいかなというのが見えてくる可
能性があるよ」と言っています。そうすると脈々と受け継がれ
ている歴史の中にいる自分、いることだけで価値がある自
分、その中にいる人たちの思いがあって生きている自分とい
うことを知るんですね。その思いを汲みながら、かつ自分の時
代に合わせて生きればいいんだと知ります。でも、自分がやり
たいからって自分の鉛筆を、自分の身なんだからと勝手に削
ってやっていくとうまくいかない。皆の思いを汲んで削ると、皆
が応援してくれて夢が実現する。それが鉛筆の精神、哲学で
すね。成熟期に入った日本では、
前を見るだけ、新しい情報だけで
はだめでしょう。今あるものの価値
を深め、高めていく視点が必要です。

時代に合わなければ売れない
めげずに考える、続ける

かつて夢を託したノーカットペンシル
「大人の鉛筆」に受け継がれた

おがくずは、最初お風呂屋さんの燃料で、その後お風呂屋
さんの廃業と共に自社でも焼却という事になりました。燃やすと
焼却釜は 1500℃になるので、やはり燃料にならないかというこ
とで固めてみたら、いとも簡単に固まったんです。そして「薪」と
して売り出しました。しかし、「薪」だと本物の薪のほうが安いの

これまで長い間、相手の国にあるものを奪うために人間は
戦争をしてきたわけですが、そもそも領土には空も地面の下
も付いてくるという考え方がありますね。地下からエネルギー
が出てくれば自分のものというわけです。しかし、地下エネル
ギーは掘ってしまえばなくなってしまうし、カサカサの地球を
孫子の代に渡すのでいいのかと思います。少なくとも今から
は、地球の外側にあるものだけで暮らせるようにするという価
値を作っていかなくちゃいけないんじゃないかと思います。
例えば車を 1 台買った時には苗木を 2 本植えなければなら
ないという法律を作るとか、そういう発想が必要でしょう。地球
上にもう植えるところがないよ、というくらい緑が回復すれば、
未来の循環型社会の一助になるでしょう。そういう社会を創
れないだろうかと、方策を練ることが私の次の目標です。
実は、やればできるんです。でも掘ったほうが簡単だか
ら。世界は、次はシェールガスだと言っている。もうこの後は
地球には何も残らないでしょうね。ですから、人間は木を植
えながら生きていく、そういう発想を持ったほうがいいです
ね。木は CO2 を吸収しますね。燃やす時には CO2 を発生さ
せるけれどもプラスマイナスゼロ。飛行機に乗るときも苗木を
植える、人間活動にすべて木の苗木で○本、という発想を持
てば、環境破壊も食い止められます。そして、地球上のいた
るところに苗木を植える、育てる、管理する、という人も必要
になり、雇用も生まれますから、戦争も減っていくことになる
はずです。地球上には食うや食わずの人が大勢いるという
現実がありますが、余裕のある国が経済的な支援をするとい
うことでは、この現実はなくなりませんね。発想を変えないと
いけない。これから、おがくずなどを使って自社工場をはじ
め、葛飾区も含めてエネルギーの循環型地域モデルを作り
たいと思っています。これが当面の私の目標です。
実に貴重な機会でした。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

ニュージーランドで出産！
ワットめぐみ
今回は、私のニュージーランド(NZ)出
産体験です。
長男(７歳)は日本産まれですが、長女
(５歳)、次男(２歳)は NZ 産まれ。日本と
NZ の違いは、妊娠発覚時から違います！
NZ の場合、まずクリニックに行き、妊
娠を確認します。そして、
「自分で助産師
さんを探してください」と言われ、地域
助産師の載るリストをもらいます。そし
て、助言も受け、リストから選び、電話
をかけます。助産師さんが決まると妊娠
中、出産、出産後と、その人が全てを担
当してくれます。何も問題が無ければ、
ドクターは登場しません！
私の場合、血中の鉄分が不足したため
に、処方箋を書いてもらいましたが、そ
れも助産師さんがしてくれました。初め
てドクターに会ったのは、次男の出産予
定日 1 週間前。頭の位置がいきなり横に
なってしまい、即入院。そのときに、ド
クターより経過観察について説明を受け

たのみです！
NZ では、どこでどのように産みたいか
を聞かれます。自宅か病院か、水中、そ
れともアロマを使ったリラックス分娩な
ど、個人の希望をできるだけ尊重してく
れます。助産師さんは、妊婦と産まれて
来る赤ちゃんのために、献身的に尽くし
てくれるため、お互いをよく理解し、信
頼できる関係になります。
私は病院の普通分娩を選びました。も
し自宅分娩を選んで、血を見て卒倒する
夫に何かあっては困るので(笑)！！
分娩は、家族なら立会いできます。私
の出産では、実家の母が NZ まで来て、分
娩室で私と一緒にいきんでくれました！
赤ちゃんのために病院で支給される物
は、紙おむつのみで、お尻拭きやベビー
服は個人で用意します。支給されるおむ
つは、５枚程度が常時手元にある状態で
す。食事は少なめのため、入院時に食べ
物を持参する必要があります。しかし午
前と午後のティータイムには、軽食が出
されます。このあたりは NZ らしいところ
です。

産後は、
「最低４時間は病院にいてくだ
さいね」と言われました。NZ では母子共
に経過が良ければ、入院を強制しません。
ですので私は２度とも１泊で帰宅しまし
た！
エコとは多少違いますが、無駄と思わ
れることは極力避け、母子がハッピーで
あることに重点が置かれる一連のシステ
ムだと思います。

写真は一昨年次男を産んだとき、分娩室で撮影。
生後１時間ほど。
川崎市出身。NZ とは留学やワーホリ、結婚などで 20 年ほ
どのお付き合いです。NZ 人の夫、６歳長男、４歳長女、１
歳次男の５人家族。気の合う義母に恵まれて、NZ ライフを
満喫中！自宅でワーキングホリデー・ホームステイ＆サポー
ト http://www.workingholidayexpress.com/
ホームステイ留学 http://nzryugaku.jp/ しています！

未来のためにできること！
ママバターの紫外線ケアシリーズが仲間入りしました♪
日中の陽射しが強くなってきましたね！
一年の中で一番紫外線の多いこの季節、
紫外線対策を忘れずにお過ごしください
ね。
今号では、ロハス・クリップスに仲間入りし
た天然成分配合の 「ママバターUV ケアク
リーム＆ミスト」をご紹介します。
赤道直下、シアの木が天然分布する一帯
「シアベルト」。ママバターは、このシアベル
トの中で収穫された高品質のシアの実から
採取されています。
【顔・体用日焼け止めクリーム】＋無香料
SPF25 PA++
「ママバターUV
クリーム 無香料」
（45g）
1,296 円(税込）
レジャーからご近所
のお買い物まで。
化粧下地としても人

気です。ナチュラルシアバター5％配合で、
ノンシリコンなのにしっとりさらさらの使い心
地です。
香りをつける精油が入っていないので、小
さなお子さまから敏感肌の方におすすめ。
【顔・体用日焼け止めクリーム】＋虫除け
SPF25 PA++
「ママバターUV クリーム アロマイン（ハー
ブの香り）」（45g）
1,404 円(税込）
アウトド ア やガ ーデ
ニングなどに最適！
虫よけに効果がある
とされるアロマ精油
が入 っていま す。 さ
わやかな香りです。
クリームなので顔周
りにも使いやすく、公
園などにお出掛けす
る際、ぜひお子さまにもお使いください。

編集後記
今月で我が家の MIX 犬も 1 歳になります。毎日のお散歩が日課になり、同じ
時間帯にお散歩しているワンコ友達も増えました。今年の夏は何と言っても、こ
のお散歩で日々繰り返される日焼けが心配！！というわけで、今号でご紹介し
た新商品「ママバターUV クリーム」を塗り塗り・・・。のびやすいのでササッと塗
れて重宝しています。結果は秋に！（笑）
（スタッフ・古川）

【顔・体用日焼け止めミスト】＋虫除け
SPF20 PA++
「ママバターUV ケアミスト アロマイン（ハー
ブの香り）」（90ml）
1,836 円(税込）
紫外線吸収剤を使用
せず、ミネラルで紫外
線をカット。アウトドア
におすすめ。
虫よけに効果のあると
されるアロマ精油を配
合した UV ケアミスト
は、広範囲に塗布しや
すく、クリームよりライトな仕上がりです。
【ママバターUV ケアシリーズ】
• 天然成分配合！
• SPF20・25、PA++
• 虫除け効果の 5 つのアロマ精油
ユーカリ、ローズマリー、シトロネラ、
レモングラス、ゼラニウム

【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
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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。

