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トイレットペーパー
を徹底検証する︒
◎昨年 のト イレッ トペ ーパ ーの生
産量が ︑一 〇二万 ㌧と 始め て大台
を超え た︒ その七 〇％ 弱が 古紙を
原料と して いるが ︑残 り三 〇％余
りは純 パル プで作 られ てい る︒
使用さ れる 古紙の 種類 とし ては︑
模造紙 ・ケ ント紙 ・色 上紙 などの
上質古 紙や オフィ スか ら出 るミッ
クス古 紙・ 機密書 類な どで ︑再生
したと きに 白色度 の高 い古 紙が主
に使わ れて いる︒
古紙も のと 純パル プも のは ︑生産
段階で 一応 棲み分 けら れ︑ 前者は
中小の 家庭 紙メー カー で作 り︑後
者は大 手洋 紙メー カー 系の 工場が
製造し てい る︒
◎純パ ルプ で高級 なト イレ 紙を︑
このよ うに 大量に 作っ てい るのは
おそら く我 が国だ けだ と思 うが︑
このパ ルプ ものを 昨年 一年 間で一
万７千 トン 近くも 中国 など から輸
入され る仕 組みも 不思 議だ ︒
トイレ ット ペーパ ーに 関す る我
が国の 常識・世 界の 非常識 は多 い︒
◎まず 白色 度で︑ パル プも のはも
ちろん 古紙 もので も白 色度 がずば
抜けて 高い ︒前述 した よう に原料
そのも のが 白色系 の上 質古 紙であ
ること と︑ 生産過 程で も入 念な脱
墨 漂
･ 白処 理を 施し ている ︒

◎価格 は世 界一安 い︒ 純パ ルプの
高級ト イレ 紙をス ーパ ーな どで目
玉商品 とし て安売 りし てい るのも
日本独 特の ようだ ︒
ポケッ トテ ィシュ を路 上で 配って
いる国 もほ かには ない だろ う︒
◎紙幅 が十 一．４ ㎝と 広い トイレ
紙も︑ 米国 以外ほ とん ど使 われて
いない ︒米 国でも 世界 水準 の一〇
㎝幅の もの が多い とい う︒
ＪＩＳ 規格 では未 だに 十一 ．４㎝
と決め られ ている が︑ これ は大戦
後進駐 軍の 指示で 四． ５イ ンチ幅
のロー ル紙 を作ら され たの が現在
に至っ てい るらし い︒ ミシ ン目を
入れる 長さ は二二 ．８ ㎝︵ 九イン
チ︶と なっ ている ︒
欧米人 でさ え不自 由な く使 用して
いる一 〇㎝ 幅のト イレ 紙に 変更す
れば︑ 年間 で十二 万ト ン以 上の紙
を節約 する ことが でき るの だ︒
二度と 再生 できな いト イレ ットペ
ーパー やテ ィシュ ペー パー を︑湯
水のご とく 乱用す る国 民も 日本人
だけで はな いだろ うか ︒
◎トイ レ紙 一個平 均で 一五 〇グラ
ムとす れば 年間使 用量 は約 六十八
億個︑ 一人 当たり 年間 五十 五個ぐ
らい使 うこ とにな る︒ 男性 と女性
の一日 平均 のトイ レ紙 の使 用量を
比較し てみ ると︑ 男性 三． ５ｍ︑
女性十 二． ５ｍ位 にな るそ うだ︒

◎ウォ シュ レット 便器 も日 本で開
発され 世界 に類例 のな い普 及率を
示して いる が︑ト イレ 紙の 使用減
には全 く結 びつか なか った ︒
それば かり ではな く︑ 濡れ たお尻
を拭く から と純パ ルプ もの の使用
が伸び てい るとも 言う ︒
◎トイ レ紙 のシン グル とダ ブル巻
きでは ︑ど ちらが お得 だろ うか︒
ダブル は当 然半分 の長 さだ が紙の
量でも 二二 〜二六 ％少 なく ︑加工
コスト も安 くつく そう だ︒
◎トイ レ紙 の表と 裏で は︑ 裏側が
少しザ ラザ ラして いる もの が多い
が︑ホ ール ダーか ら引 き出 して数
回折り 畳ん で使用 する と︑ 必ず裏
側が表 面に くる︒ いつ も裏 側で拭
いてい るよ うな気 もす る︒
◎芯無 し︵ コアレ ス︶ ロー ル紙が
生産発 売さ れたと き︑ 新聞 各紙は
大見出 しで 紙の節 約を 称賛 した︒
しかし 全て のトイ レ紙 から 芯を取
ったと して も年間 三万 トン にもな
らない し︑ 各家庭 のホ ール ダーも
取り替 えな くては なら ない ︒さら
に芯無 しロ ールと いっ ても 最後ま
で使え るも のは少 ない ︒
新聞社 が配 る折込 チラ シは 年間約
二百万 トン にもな るが ︑こ の発生
抑制の ほう は記事 にも なら ない︒
ひ とつ の物 をエ コロ ジー めが ねで
見ると世の中が変わる︒ Ｔ Ｋ
･
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直言拝聴

地域社会人と企業社会人
＜清瀬ごみともだちの活動を通じて＞

①︵ 環 境へ の 思い ︶
私が生まれたのは一九五一年
︵昭和 二六 年︶団 塊の 世代 からす
ぐ後の 世代 で︑大 戦後 世の 中が少
し落ち 着い て来た 頃で ある ︒高知
市内の お城 の直ぐ 下で 街中 の生ま
れであ るが 実家は 古い 武家 屋敷で
あり︑ 庭も 広く池 もあ り︑ 家に居
ても昆 虫採 集やめ だか 捕り などが
楽しめ た︒ 未だ近 くに は空 き地も
多く︑ 何よ り歩い て行 ける 範囲に
城山が あり ︑泳い だり 魚を 捕った
りでき る鏡 川があ り︑ その 向こう
には三 〇〇 メート ル程 の高 さの太
平洋ま で見 渡せる 小高 い鷲 尾山と
いう里 山が あり︑ 小学 校時 代頃か
らは放 課後 や休日 など に友 達や兄
弟とし ょっ ちゅう 出掛 けた りして
自然の 中で いた︒ 街中 の割 には恵
まれた 自然 環境︵ 昭和 三〇 年代頃
は地方 都市 は皆そ うで あっ たと思
うが ︶
の良 き時 代で あった と思 う︒
その頃 は未 だ環境 問題 など と言
う言葉 もあ まり使 われ てい なかっ
たが︑ 私が 環境へ の関 心を ぐんと
強く持 つよ うにな った こと も起こ
った︒
鷲尾山 ドラ イブウ ェー 建設 計画
と浦戸 湾埋 め立て 工業 団地 建設な
どであ る︒
鷲尾山 は先 程もふ れた よう に私

達市民 のご く身近 な自 然で あり憩
いの場 所で あり︑ 市内 の小 中学校
の遠足 でも よく行 って いた ︒市内
から一 時間 半から 二時 間程 で頂上
に着き ︑高 知市内 から 四国 山脈︑
そして 太平 洋が一 望で きる ︒途中
には鳥 達や 昆虫達 も沢 山い て楽し
めるそ んな ところ であ る︒
そこに 突然 ドライ ブウ ェー 計画 ︑
何やら お年 寄りや 小さ い子 供でも
楽に行 ける ように する なん てこと
が 謳 わ れ て い た ︒﹁ 一 部 の 人 達 の
利便の 為︑ 一時的 な楽 しみ の為に
身近で 大切 な市民 の自 然を 破壊し
て良い のだ ろうか ？﹂ との 疑問が
湧き出 てき て︑早 速県 知事 に中止
を訴え る手 紙を書 いた ︒初 めて自
ら環境 問題 に関わ った 出来 事であ
った︒
幸いこ の計 画は市 民の 猛反 対に
あって 中止 された ︒
一方浦 戸湾 の埋め 立て は高 度経
済成長 の波 に飲み 込ま れる かのよ
うに計 画が 進めら れ︑ 桂浜 に続く
美しい 内海 を形成 する 湾の かなり
の部分 が埋 め立て られ 工業 団地な
どに姿 を変 えた︒
そして これ を止め られ なか った ︑
またそ う思 っただ けで 何も 出来な
かった との 悔いが その 後何 時まで
も心に 引っ 掛かり 続け るこ とにな
る︒

②︵心に燻っていた思いの再燃︶

その後 大学 へ進学 し商 学を 専攻し
たにも 拘わ らず４ 年の 時に は何故
か国土 開発 論なる 講座 を選 び︑日
本の国 土が どのよ うに 開発 され︑
そして 自然 環境が どの よう になっ
て行こ うと してい るか を学 んでい
た︒折 しも 田中角 栄の 日本 列島改
造論が もて はやさ れた り︑ また環
境庁が 創設 された 頃で ある ︒
その よう な中で 農業 問題 ︑食糧
問題に も関 心を持 つよ うに なり︑
就職先 はそ れを民 間企 業の 中から
見てみ たい との動 機か らあ る食品
会社を 選ん だ︒そ して ︑そ のうち
企業間 の競 争など にの めり 込んで
いるう ちに ほとん ど環 境問 題に直
接関わ ろう なんて 気持 ちは 何処か
へ行っ てし まって いた ︒
転機 が訪 れたの は１ ９９ ２年に
清瀬市 に越 して来 てか らで ある︒
子供達 の成 長に合 わせ 自宅 購入し ︑
杉並か ら清 瀬の病 院街 のマ ンショ
ンに引 っ越 して来 た︒ 何し ろ都心
まで１ 時間 から１ 時間 半く らいの
距離で あり ながら ︑雑 木林 などの
自然環 境が 豊かな とこ ろが とても
気に入 った ︒がや がて 段々 と心に
不満が 芽生 えて来 る︒ 結核 研究所
松山緑 地の 保全活 動の お話 も聞い
たりす るう ちに︑ 楽し んで いるこ

の自然 は誰 かにも らっ ただ けのも
その後 少し して反 省会 をす ること
のでは ない か！そ れだ けで 良いの
になっ た︒ そして それ が発 展的に
かとの 想い である ︒
﹁清瀬 ごみ ともだ ち ﹂
に繋 がっ た︒
そして ︑そ の間に も近 くの 雑木
私も上 映会 は市民 への 問題 提起だ
林がフ ァミ リーレ スト ラン になっ
と思っ てお り︑こ こか らそ の解決
たりし た︒ 更に考 えて みる と自宅
のため に行 動すべ きだ と当 然考え
マンシ ョン も嘗て の雑 木林 の上に
ていた ので ごみと もだ ちへ の参加
建てら れて いるこ とに 気付 くこと
は望ん だと ころで ある ︒
になっ た︒ そんな こと を考 えてい
ごみ とも だちは ごみ 問題 解決の
る時︑ 偶然 絵本作 家の 田島 征三さ
ために 市民 ︑行政 ︑事 業者 が対立
んのお 話を 聞いた ︒
するの では なく︑ 互い に協 力しな
しかし 話の 内容は 想像 して いた
がら活 動す ること を基 本的 なスタ
絵本の 話で はなく ︑日 の出 のごみ
ンスと して いる︒ この 立場 で色々
問題の 話で あった ︒衝撃で あっ た︒
市に提 案を し︑分 別収 集導 入に際
﹁私達 が毎 日出し てい るゴ ミによ
しては 市民 祭りで の﹁ ゴミ 分別体
って地 域環 境が汚 染さ れ︑ その地
験テン ト﹂ を市と 協力 して 実施し
域の人 達の 生活を 脅か し︑ それが
たり︑ 分か り易い 分別 チラ シの作
また多 摩川 の水を 汚染 し︑ 私達の
成や﹁ ゴミ 焼却と ダイ オキ シン学
飲み水 とし て返っ て来 て生 命の安
習会﹂ を開 催する など 様々 なゴミ
全を脅 かし ている ︒こ れで 良いの
に関す る活 動をし てき た︒
か！﹂ と言 うよう な内 容で あった
その中 で容 リ法問 題で は︑ 2005
と思う ︒
年に紺 野理 事長に 講師 をお 願いし
それ から 少しし てそ の問 題を取
紙のリ サイ クルを 改め て学 んだ︒
り上げ た映 画﹁水 から の速 達﹂の
そして それ がその 後の ビー ル等の
上映実 行委 員会へ の参 加案 内が来
飲料用 マル チパッ クの 追求 に繋が
た︒清 瀬の 有志の 人達 で映 画を上
って行 った 訳であ る︒ ごみ ともだ
映しこ のゴ ミ問題 を訴 えよ うとの
ちとし ては 基本的 なス タン スから
内容で ある ︒かな り迷 った が思い
企業を ただ 追求す るこ とは 目指し
切って 参加 してみ た︒
ていな い︒ あくま でも 企業 がその
視点で 気が ついて いな いこ とを気
③︵ ご みと も だち へ の参 加 ︶
がつい て︑ より市 民の ため になる
上映会 が成 功のう ちに 終わ ると ︑ 活動に 改善 してく れれ ば良 いので
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ある︒ ビー ルメー カー を始 め飲料
メーカ ーは 元々環 境保 全に は熱心
な企業 が多 く︑私 たち の﹁ マルチ
パック ︵ア クアコ ート 紙︶ は紙か
ら紙へ うま くリサ イク ルさ れてい
ないの では ？﹂と の指 摘に 最初は
否定的 ︑次 には現 実を 知り 驚いて
いた︒ 要す るに使 用後 の包 材のト
レース がさ れてお らず ︑包 材メー
カーの 話を そのま ま信 じて いたよ
うであ る︒
代替品 の問 題など もあ り︑ 簡単
には材 質変 更はで きな いよ うであ
るが︑ 包材 が使用 後廃 棄さ れ︑そ
の後ど う分 別収集 ︑保 管さ れ処理
されて いる かその 現場 まで 直接ト
レース する ことが 商品 の設 計段階
から必 要だ と言う こと を考 え始め
る良い きっ かけに はな った のでは
ないか と思 う︒紙 のこ とか らマル
チパッ クの ことに なっ たが ︑他に
も洗剤 の包 材も同 様の 問題 である ︒
食品な どで 原材料 のト レー サビ
リティ が当 たり前 にな って いるよ
うに紙 やプ ラステ ィッ クの 包材に
ついて も同 様にリ サイ クル の現場
までト レー スする よう にす べきだ
と思う ︒そ して︑ その 際に は中身
メーカ ーと 包材メ ーカ ー︑ 行政︑
市民な どが 同じテ ーブ ルで 対等に
話し合 える 条件が 整え らる ことが
必要で ある ︒

④︵ 地域 社 会人 と 企業 社 会 人︶

このよ うな 活動経 験か ら思 うに︑
人はも とも と地域 で生 きて きたの
に企業 ︵特 に大き な企 業︶ に入る
と地域 のこ とを忘 れて しま い︑企
業社会 人と なって しま う︒ 企業活
動は市 民の 生活を 豊か にす るため
には欠 かせ ないも ので ある が︑地
域の市 民の 生活か ら遊 離し てしま
うと逆 に市 民の生 活を 脅か すこと
にもな る︒
人は 地域 社会人 の基 本を 忘れる
ことな く企 業社会 人と して 活動す
べきで ある ︒
企業で は営 利︑競 争な どの 条件
が加わ るた め︑ほ とん ど企 業社会
人とし てし か生き てい ない 人も多
いが︑ 半分 は地域 社会 人と しての
意識を もっ て欲し いと 思う ︒その
ために は何 かひと つ地 域活 動を始
めるこ とが 良い︒ 休日 を家 で寝て
過ごし たり ︑ゴル フな どの 会社の
お付き 合い に当て るよ り︑ ボラン
ティア など で何か 地域 に役 立つこ
とを考 えれ ば良い ︒
そこで 地域 社会人 とし て得 た体
験や知 識が 企業社 会人 とし ての価
値も高 めて くれる 筈で ある ︒
これか らも ゴミな どの 環境 問題
に地域 社会 人とし てま た企 業社会
人とし て取 り組ん で行 きた い︒

第１４回通常総会で
議長を務める原口理事

︹紺 野 理事 長 の挨 拶 要旨 ︺

第十四回
通常総会開催

去る 五月 十一日︵ 金 ︶
︑東 京都中
小企業 団体 中央会 の橋 北隆 様御出
席の下 ︑組 合本部 にて 第十 四回通
常総会 を開 催した ︒
まず︑ 司会 の福田 雄二 青年 部員
の開会 宣言 の後︑ 萩原 副理 事長の
開会の 辞︑ 紺野理 事長 の挨 拶を経
て︑原口利 和理 事を 議長に 選出 し︑
議事の 審議 に入っ た︒
審議 では ︑平成 十八 年度 事業報
告・決 算関 係書類 の件 ︑平 成十九
年度活 動方 針・収 支予 算案 の件等
がいず れも 満場一 致に て承 認され
た︒
議事の 終了 後︑来 賓の 中央 会・
橋北隆 様よ り御挨 拶を 賜り ︑古川
副理事 長の 閉会の 辞を 経て ︑通常
総会は 無事 終了し た︒
日資 連の 会長に 就任 して 一年に
なりま した ︒
この間 ︑悲 願であ りま した 四十
七都道 府県 全地域 に会 員の 加盟を
頂き︑ 文字 通り全 国組 織と なりま
した︒
こうし て会 長職を 全う 出来 るの
も当組 合の 皆様の 支え があ ればこ
そだと 感謝 申し上 げま す︒
昨今︑ 資源 物の相 場は ︑厳 しい
時代を 抜け 出しま した が︑ この状
況がい つま で続く か予 測は 出来ま
せん︒
しかし ︑い かなる 状況 下に あっ
ても︑ 組合 員一同 で助 け合 って︑
常に安 定し た事業 を出 来︑ そして
これか らも 継続可 能な 組合 活動を
行うた めに ︑組合 の組 織・ 制度の
充実を 図っ て行き たい と考 えてお
ります ので ︑皆様 の更 なる 御協力
を切に 御願 い申し 上げ ます ︒

︹東京都中小企業団体中央会・
橋北隆様の挨拶要旨︺
第十 四回 通常総 会を ︑全 て滞り

なく無 事終 了され ︑御 祝い 申し上
げます ︒
貴組 合が 各市の リサ イク ル活動
に参加 した り︑毎 回購 読を 楽しみ
にして いる 機関紙 ﹁ヴ ィー ナス通
信﹂を 発行 したり と︑ 十五 社の組
合員だ けで ︑大層 な事 業活 動を行
ってい るこ とに︑ 大変 驚い ていま
す︒
昨年 五月 の商法 の改 正で 会社法
が分離 され たこと によ り︑ 協同組
合法も ︑監 査権限 の強 化等 改正さ
れまし た︒
中央会 とし まして も︑ 今後 貴組
合に対 し︑ 法律改 正に 伴う 最新情
報の案 内を 随時流 して いき たいと
思いま す︒
中央 会は ︑今後 とも 貴組 合の更
なる活 躍の ために 力を 尽く す所存
でござ いま すので ︑宜 しく 御願い
申し上 げま す︒

第五回青年部総会開催
去る 四月 十四日︵ 土 ︶
︑東 多摩再
資協青 年部 の第五 回総 会が 開催さ
れた︒
青年部 の福 田さん の司 会進 行の
下︑紺 野副 部長の 開会 の辞 ︑藤野
青年部 長の 挨拶と 続き ︑水 野幹事
が議長 に指 名され た︒
水野議 長の 水の流 れる よう な議
事進行 で︑ 第一号 議案 から 第五号

議案ま で滞 りなく 満場 一致 の承認
を受け ︑総 会は無 事終 了し た︒
本総会第五号議案において 青
､
年部役 員の 一部改 選が 決議 され︑
広報担 当幹 事が水 野敬 一さ んから
福田雄 二さ んに︑ 研修 担当 幹事が
吉浦亜 矢子 さんか ら水 野敬 一さん
に改選 され た︒
それぞ れ組 合の広 報委 員会 ︑業
務委員 会に 所属し てい るた め︑両
委員会 との 架け橋 をし なが ら︑本
年度の 活発 な青年 部活 動に つなげ
ていく こと を期待 する ︒
総会 終了 後︑懇親 会が開 催さ れ︑
来賓と して お越し いた だい た組合
理事の 皆様 と今後 の青 年部 ︑ひい
ては組 合活 動︑業 界の 未来 につい
て語り なが ら︑本 年も 青年 部一同
がんば って いく決 意を 新た にした ︒
︵青年 部 紺野︶

第５回青年部総会で初司会
を務める福田青年部員
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こんなものいらないアンケート調査ＢＥＳＴ２０
表Ⅰ・総合順位

（平成１９年５月１日現在）

順位

項目

票数

第１位

レジ袋

５９４

第２位

ダイレクトメール

５２９

第３位

食品用トレイ類（白色・色付など）

５２０

第３位

二重三重の食品包装材

５２０

第５位

新聞の折込や郵便ポストに投函されるチラシ

４２０

第６位

たばこ

３８３

第７位

クリーニング屋のハンガー

３３６

第８位

洗濯洗剤の中のスプーン

３０７

第９位

電話帳

２７１

第 10 位

割りばし

２４６

第 11 位

弁当・刺身ﾊﾟｯｸ・寿司ﾊﾟｯｸ等に入っている飾り物・敷き物・調味料

２２６

第 12 位

トイレットペーパーの芯

２２３

第 13 位

パソコンなどの分厚い説明書

１７５

第 14 位

缶ビールをいれるマルチパック

１３７

第 15 位

ペットボトル

１３６

第 16 位

自動販売機

１２８

第 17 位

ビニール傘

１０６

第 18 位

紙コップや紙皿類

７１

第 19 位

酒や清涼飲料水などの紙パック

６０

第 20 位

新聞古紙入れ整理袋

５７

合計

５４４３

その他こんなものがランキングされています。
贈答品などの包装紙、弁当・寿司・刺身用のパック、野菜のビニール包装、２千円札、お酒、
純パルプのトイレットペーパー、雨の日の傘や新聞等を入れるビニール袋、合成洗剤、食品添加物、
化粧品のプラスチックの箱、本の一冊ずつのカバー、新聞の夕刊、学校の成績表など
昨年（平成１８年）５月より始めた「こんな物いらない」アンケート調査を今年（平成１９年）
４月３０日で一応締め切って、集計した。この結果をふまえて、循環型社会の形成、環境負荷の
低減に役立つよう業界、市民生活、行政施策にヒントになるようアピールしていきたい。
調査の方法
白紙のアンケート用紙に「こんな物いらない」物を筆記してもらった。記入項目は１人が数項
目記入出来るよう数に制限はしなかった。物は人物や無形物（法律やシステム）は除いた。
調査は小平市、東村山市、東久留米市、清瀬市のリサイクルフェア、市民まつりなどに来場した
市民に当組合のブース前でアンケート用紙を配布してその場で記入してもらった。他に組合機関
紙「ヴィーナス通信」読者に発行ごとにアンケート用紙を配布し郵送又はＦａｘにて回収した。
また、市民主催の講習会、勉強会等の会合にて記入してもらった。

（次項に続く）
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調査の結果
女性１,１２０人。男性５６０人。合計１,６８０人から回答を得た。年齢は１０代から８０代
までであった。女性からの回答は全体の約７割、男性が３割である。年代別の内訳は男女とも６
０代が最も多く全体の２９．６％、次いで女性は５０代２１．５%、７０代１６．６%、４０代
１３．３%、３０代１１．５%、１０代、２０代、８０代。男性は７０代２１．８%、５０代１８．
３%、４０代１３．７%、３０代１０．８%、８０代、１０代、２０代の順である。
集計表の票数は１人１項目を１票とした。総票数は、６,３４５票となった。男女合計の「いらな
い物」総合順位は表１の通りである。第１位はレジ袋となっている。回答人数の３５％がいらな
いと答えている。
男女別の順位を比較すると、１位は共にレジ袋であり、その他の「いらない物」の順位は若干
の差こそあれ、２０位まで共通の項目が多かった。
５０代、６０代の男女とも１位はレジ袋、３０代、４０代の１位は男女ともダイレクトメールで
あった。
表１に見るように、ダイレクトメール、新聞折込チラシ、郵便受けに入れられるチラシ、電話
帳、パソコンなどの分厚い説明書、缶ビールを入れるマルチパック、紙パック容器の飲料、トイ
レットペーパーの芯、新聞古紙入れ袋、紙コップ、紙皿、など紙類が２０位の中で半数を占めて
いる。これに二重三重の過剰包装（これは紙やプラスチック、ビニールも含まれるが）を加える
と紙がいかに多く無駄に使用されているかが分かる。
１位のレジ袋を始め、食品用トレイ、洗濯洗剤のスプーン、クリニング屋のハンガー、ペットボ
トル、ビニール傘、過剰包装、弁当、寿司等のパックに入っている飾り物など石油製品も大量に
無駄物になっている。紙、石油類を合わせると７５％がいらない物に挙げられている。
容器包装類が、ベスト２０の中に８品目連ねている。
「たばこ」も男女とも６位にランクされているのは、最近喫煙場所の制限の増加や健康指向の
時流を反映しているのではないかと思われる。
自動販売機も総合順位で１６位となっている。小さい子供から大人まで簡単にドリンク類を買い、
ポンポン捨てる容器のもったいなさが目立つのではないか。ちょっと歩けば自販機に出会う日本
は異状かもしれない。安易に買い物ができる便利さが資源を浪費しているといえる。
調査方法で感じたこと
誰も「こんな物いらない」と日常生活の中で常々感じているが、突然聞かれるとパット思い出
せない。ウーンと考えこんでしまう。利便性の方を優先して考える人も多かった。具体的にヒン
トを出すと次々と思い出して書き始める。各市のリサイクルフェアなどでは、その場で記入して
もらうために、それまで回収した結果をパネルにして貼り出し、ヒントを提示した。そのためパ
ネルに誘導される回答が多くなった。また、対象が比較的環境やエコロジーに関心の高い市民に
かたよった傾向は否めない。
学校などでアンケート用紙を生徒に家庭に持ち帰らせ家族で話し合い１週間後に回収する方法
が出来たら良いのではないか。家族で話し合うことにより日ごろ気づかなかった「もったいなさ」
に気づくきっかけになり、反省点も生まれてくるだろう。それが環境教育の出発点になるのでは
ないかと思う。是非学校で取上げてほしい。
環境保全の標語「地球規模で考え、足元から行動せよ」をまず家庭から。

恋ヶ窪公民館での講演会にて

Ｒ推進 運動 を実施 する こと などを
まとめ た︒
講演 の後 ︑参加 者と の間 で質疑
応答が 行わ れた︒ 参加 者か らは︑
トイレ ット ペーパ ーや ティ ッシュ
ペーパ ー等 の衛生 紙を 古紙 で製造
した場 合の 安全性 につ いて ︑資源
回収に おけ る紙の 出し 方︑ 資源回
収シス テム の実態 につ いて などの
質問が 出さ れた︒
これ らの 質問に 対し ては ︑古紙
でつく られ た衛生 紙の 安全 性は法
律で守 られ ている こと ︑ニ オイ付
の紙・ 金銀 紙・マ ルチ パッ ク・感
熱発泡 紙・ 捺染紙 ︵ア イロ ンプリ
ント紙 ︶な どの禁 忌品 は古 紙に混
ぜて出 さな いでも らい たい こと︑
行政回 収・ 集団回 収・ 販売 店回収
などの 様々 なフィ ルタ があ るから
安定し たリ サイク ルが 成り 立つこ
となど を懇 切丁寧 に説 明し た︒

●地元の市役所・公共施設・事業所などから収集されたミックス雑古紙
100%使用！
●塩素系、酸素系、苛性ソーダなど化学薬品を使わない無漂白品！
●東村山市・西東京市等の小中学校、公共施設、保育園などで使用され好
評を得ています！

（６５ｍ巻き・１００個入り）

（価格）１ケース 2,600 円（いずれも消費税・配達料込）
※尚、配達地域は、以下の地域に限定いたします。
〔小平市・東村山市・東久留米市・清瀬市・西東京市・東
大和市〕

最後 に︑ 現在当 組合 で実 施して
いる﹁ こん なもの いら ない アンケ
ート調 査﹂ の途中 経過 を報 告し︑
レジ袋 や自 動販売 機な どの 具体例
を挙げ て︑ それら が不 要と される
理由に つい て説明 した ︒さ らに参
加者の 皆様 にアン ケー ト調 査に御
協力頂 き︑講演 会は 無事終 了し た︒

「ブーメラン」

クルテ スト の回答 を行 い︑ 事故や
怪我を おこ さない よう に︑ 担当理
事から の説 明をよ く聞 き︑ 参加者
全員が 無事 故︑無 災害 の作 業を確
認した ︒
講習会 の後 ︑参加 者に よる 親睦
のボー リン グ大会 を行 い終 了した ︒

紺野 理 事長 が 市民 主 催の
セミ ナ ーで 講 演
去る 二月 十五日︵ 木 ︶
︑午 前十時
より︑ 国分 寺市・ 恋ヶ 窪公 民館で
国分寺 市民 グルー プ主 催の 環境問
題講座 ﹁ご み問題 を考 える セミナ
ー﹂が 開催 され︑ 当組 合の 紺野理
事長が 講師 として 招か れて 講演し
た︒
講演の 中で は︑紙 の大 量使 用と
古紙の 大量 発生の 仕組 みに ついて ︑
①紙・ 板紙 の生産 消費 段階 の問題
点︑② 未回 収古紙 の内 訳︑ ③紙・
板紙・ 古紙 の輸出 入問 題︑ ④古紙
回収段 階の 問題点 の観 点か ら解説
した︒ そし て結論 とし て︑ 紙・板
紙類の 無駄 使いを 減ら す︑ 古紙回
収率を 八〇 ％にす る︑ 古紙 利用率
を六五 ％以 上に高 める ︑地 域に根
ざした キメ 細かい 回収 組織 を充実
させる ︑生 産者も 消費 者も 関連業
界も痛 みを 感ずる 真の ３

トイレットペーパー

組合安全講習会開催

組合安全講習会

東多摩 再資 協では ︑組 合事 業に
従事す る従 業員︑ 理事 全員 参加に
よる︑ 安全 教育講 習会 開い た︒
はじめ に理 事長よ り︑ 日本 再生
資源事 業組 合連合 会の 全国 化に努
力して いる 事︑又 ︑東 多摩 組合が
安全に 無事 故で作 業す る事 が地域
でのリ サイ クルの 要と なり ︑信頼
を築く 事が 出来る との 話し があっ
た︒
次に萩 原副 理事長 より 埼玉 県で
のプー ル吸 水口事 故の 原因 のひと
つであ る﹁ 危険認 識の 希薄 さと欠
如﹂につ いて と︑服 務規律︑車輌・
重機関 係の 説明が あっ た︒続い て︑
土井相 談役 による 選別 作業 ︑
事 故︑
欠勤な どの 説明が あっ た︒ 最後に
藤野厚 生委 員長に よる 安全 リサイ
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古紙︱ 大量 リサ イク ル時 代の 課題 と展 望

東リ協会フォー ラム

⒒

⒑

日本再 生資 源事業 協同 組合 連合会
会長・ 紺野 武郎氏
大量の 古紙 をいか にリ サイ クルす
るかに のみ 対処す るの では なく︑
紙の発 生抑 制が最 も大 事な のでは
ないか と提 言︒禁 忌と なる 紙を作
らない よう 製紙メ ーカ ーや 大量に
紙を利 用す る企業 が再 利用 までを
考えた 製造 が必要 であ るこ と︒ま
た身近 な例 では毎 日使 うト イレッ
トペー パー の幅を 日本 では ・４
センチ だが ︑それ を世 界標 準の
センチ に縮 めれば 万 トン の節約
になる 事な どを挙 げた ︒
古紙や その 他の資 源物 の流 通にお
いて︑ 自治 体など が今 ︑価 格が高
騰して いる からと 回収 業務 や売却
を入札 によ る選定 に切 り替 えてい
る︒一 見良 さそう に思 える が︑危
惧すべ き事 態を多 く抱 える ことに
なるだ ろう ︒入札 では 遠隔 の業者
や資源 物の 扱いに 不慣 れな 異業種 ︑
大規模 業者 の参入 とも なれ ば︑小
規模な がら も住民 とコ ミュ ニケー
ション を培 い︑永 年地 域に 根ざし
たリサ イク ルを手 がけ てき た業者
の仕事 を奪 うこと にな る︒ 地域の
現状を 良く 知り︑ その 地域 にマッ

チした 回収 ︑流通 を築 いて きた構
造を破 壊す ること にな る︒
また︑ 同氏 が理事 長を 務め る東多
摩再資 協が 行った ﹁こ んな 物いら
ない﹂ アン ケート 集計 の発 表と市
民の関 心の 高さを 発表 した ︒
財団法 人 古紙再 生促 進セ ンター
専務理 事・ 鈴木節 夫氏
現在の 古紙 利用率 は六 〇・ 六％だ
が二〇 一〇 年まで に六 二％ に引き
上げる 目標 を掲げ てい る︒ そのた
めに今 まで 使えな いと 思わ れてい
た古紙 を使 えるよ うに 研究 する︒
家庭系 雑が みと事 業系 古紙 の利用
を促進 する ︒それ に伴 い︑ 古紙の
品質を 高め 安定す るよ うな 対策事
業を行 って いく︒ 古紙 のジ ャパン
ブラン ドを 確立し たい と︒
清瀬ご みと もだち ・坂 巻真 砂子氏
缶ビー ルを 六本ま とめ て持 運びし
易い紙 製の 容器を マル チパ ックと
いう︒ ビー ル以外 にも 使用 されて
いると の事 ︒製紙 会社 では 混入さ
れると 困る 禁忌品 とい う︒ ビール
メーカ ーは 当然リ サイ クル 出来る
と思っ てい た︒製紙 会社 も﹁単 体﹂
でなら 何と かなる とも ︑い や﹁雑
がみ﹂ でな らと︑ 回答 が違 ってい
た︒消 費者 として は紙 識別 マーク
が付い てい れば紙 とし てリ サイク
ルでき ると 思って しま う︒ 特別な
知識が 無く とも紙 とし てリ サイク

ル出来 るか 出来な いか 判り やすい
マーク が必 要だ︒ メー カー は消費
者に渡 った あとの リサ クル まで配
慮すべ きで はない のか ︑
も しく は︑
使用し ない ように すべ きだ と提言
した︒
パネラ ーの 報告の 後︑ 東リ 協会理
事の中 村正 子氏の コー ディ ネート
で討論 会に 入り︑ 分別 しず らい紙
につい ての 質問︑ 発生 抑制 に関す
る質疑 ︑討 論など 活発 な意 見交換
がなさ れた ︒
最後に ︑東 京壜容 器協 同組 合常務
理事・ 笠井 仁志氏 によ るリ ターナ
ブルび んの 報告が なさ れた ︒
生きび んの 流通量 は年 々減 少の一
途をた どっ ている ︒環 境負 荷の少
ないび んの リユー スを 復活 させる
ために 中小 リユー スび んの 規格を
整え︑ 市場 に導入 する 試み などモ
デル実 験を 開始し てい る︒

東リ協会フォーラム

発 生抑制こそを 第 一に

⒑

第十四 回Ｔ ＡＭＡ とこ とん 討論会
が二月 三日 ︑明星 大学 日野 校で開
催され ︑社 団法人 東 京都 リサイ
クル事 業協 会は ︑
﹁ 古紙・大 量リサ
イクル 時代 の課題 と展 望﹂ と題し
てパネ ルデ ィスカ ッシ ョン を行っ
た︒パ ネラ ーの報 告︑ 提言 要旨は
次の通 り︒
全国製 紙原 料商工 組合 連合 会理事
長・栗 原正 雄氏
国内古 紙回 収量は 平成 十二 年から
比較す ると 現在︑ 年間 五〇 〇万ト
ン増加 して いる︒ 一方 ︑古 紙使用
量は年 間一 〇〇万 トン しか 増えて
いない ︒そ の差四 〇〇 万ト ンは輸
出でバ ラン スをと って いる ︒ほと
んどは 中国 に輸出 して いる ︒古紙
回収量 の３ ％が︑ ある いは 輸出量
の ％ が滞 ればた ちま ち古 紙大余
剰が予 測さ れる︒ また 古紙 価格の
内外差 が目 立って おり ︑異 業種の
参入が 活発 で価格 の高 い海 外へ流
れてい る︒ さらに 難リ サイ クル紙
類も多 く出 回るよ うに なり ︑品質
面で問 題が 起こっ てい る︒ これら
の諸問 題に 対処す ため に全 原連で
は古紙 の品 質を高 める ため の認証
制度を 作る 準備を 進め てい る︒
⒓
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コラム

一︑森林破壊︵森林認定制度︶
適正に 管理 された 森林 から 産出
した木 材な どに認 証マ ーク をつけ ︑
森林の保護を図ろうとするのが
﹁森林 認定 制度 ﹂
︒独立 した 第三者
機関が ︑一 定の基 準に 照ら し合わ
せて評 価・ 認証す るも ので ︑世界
的な森 林減 少・劣 化の 問題 と︑グ
リーン コン シュー マー リズ ムの高
まりを 背景 として 生ま れた ︒
現在 ︑
世界 中の 森林 を対象 とし ︑
ラベル づけ を伴っ て運 用さ れてい
る制度 とし ては︑ 一九 九三 年に設
立され た国 際ＮＧ Ｏ﹁ 森林 管理協
議会﹂ によ るもの があ る︒ 持続可
能な森 林管 理が行 われ てい る森林
で生産 され た木材 及び 木材 製品を
ラベリ ング してい る︒ 二〇 〇二年
一〇月 現在 ︑全世 界で 三〇 〇〇万
ヘクタ ール を超え る森 が森 林管理
協議会 の認 証を受 けて いる ︒
二︑世界の熱帯林減少の現状
森林 破壊 のなか でも 深刻 なのが
熱帯林 の減 少︒い った いど れくら
い減少 して いるの だろ う二 〇〇〇
年の世 界の 森林面 積を 一九 九〇年
と比べ ると ︑増加 して いる のは欧
州の〇 ・一 ％だけ で他 の地 域は軒

地球 環 境問 題

２００７年５月３１日
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並み減 少し ている ︒な かで もアフ
リカが マイ ナス〇 ・八 ％︑ 南米が
マイナ ス〇 ・四％ と︑ 熱帯 地域の
減少が 目立 つ︒熱 帯林 は一 ９９０
年から 二〇 〇〇年 の間 に︑ 年間平
均で一 二三 〇万ヘ クタ ール が減少
してお り︑ 毎年日 本の 国土 の約三
分の一 に相 当する 森林 が失 われて
いるこ とに なる︒ 単に 面積 の減少
だけで なく ︑
質 の劣 化︑すな わち︑
密閉林 から 疎林へ の変 化等 も生じ
ている ︒
三︑酸性雨とは
酸性雨 とは ︑ｐＨ が五 ・六 以下
の雨の こと ︒主な 原因 は︑ 自動車
の排気 ガス や工場 ︑発 電所 などで
石油や 石炭 を燃や すと きに 発生す
る︑二 酸化 硫黄や 窒素 酸化 物など
である ︒こ れらの 酸性 物質 が大気
中で硫 酸や 硝酸に 変わ り︑雨や 雪︑
霧に溶 け込 んで降 って くる ︒晴れ
た日で も︑ 風に乗 って 硫酸 や硝酸
が地上 に降 ってく る場 合も ある︒
酸性雨 の影 響はさ まざ まだ ︒土や
湖沼を 酸性 にして ︑森 を衰 退させ
たり︑ 川や 湖沼に すむ 生物 に被害
を与え る︒ このほ か︑ コン クリー
トの成 分の カルシ ウム を溶 かして
道路を 傷め たり︑ 大理 石の 彫刻な
どを溶 かす などの 被害 もも たらし
ている ︒酸 性雨の 被害 は︑ 北欧や
ドイツ ︑イ ギリス など のヨ ーロッ

﹂
Name

パ圏︑ 北米 などか ら始 まり 日本で
も問題 にな ってい るが ︑工 場の排
煙対策 や︑ 自動車 の排 ガス 規制の
強化な ど︑ 対策が 進ん でい る︒こ
れから は︑ 急激な 工業 化と モータ
リゼー ショ ンが進 む中 国︑ 東南ア
ジアの 対策 が重要 な大 きな 課題と
いわれ てい る︒日 本の 環境 省主導
による ﹁東 アジア 酸性 雨モ ニタリ
ングネ ット ワーク ﹂が 二〇 〇〇年
にスタ ート ︑カン ボジ ア︑ 中国︑
ベトナ ムな ど一二 カ国 が参 加︵二
〇〇三 年二 月︶︑
東 アジ ア地 域の酸
性雨調 査・研究 が始 められ てい る︒
︵Ｔ・ Ｈ︶

﹁ True

﹁ True Name
﹂
・・・直訳 する
と︑本 当の 名前︒ 自然 の中 に生き
る人︵ とあ る先住 民族 ︶は ︑自分
の役割 を自 分の名 前で 表す そうだ ︒
食べ物 を見 つける 人︑ 雨を 降らす
人︑水 を見 つける 人︑ 痛み を癒す
人なん てい う名前 の人 がい る︒み
な︑そ の名 前のと おり の仕 事をし
ている︒社会 の中で ︑ 自分 がみん
なに役 立っ ている こと を自 覚し︑
自信を 持っ て生き てい るの だ︒
で は ︑ 私 の ﹁ True Name
﹂は
何だろ う？ 自問 自答 する ︒すぐ
にはな かな か出て こな い︒

﹁お仕 事は 何です か？ ﹂と 聞か
れるこ とが ある︒ 私は ここ で﹁資
源回収 業を 営んで いま す﹂とか﹁い
ちおう 会社 役員で す﹂ とか 言う答
え方は しな いよう にし てい る︒そ
れは私 の職 業︵実 務︶ であ って︑
私の﹁ 仕事 ﹂とは 少し ニュ アンス
が 違 う 気 が す る か ら だ ︒﹁ 私 の 仕
事 ライフワーク ﹂
(
) ＝ ﹁ True
﹂ は 何で し ょ う ？職 業 柄︑
Name
今は﹁ 地球 環境を 守る 人﹂ ですと
自覚し なが ら︑自信 を持 って ︑
﹁地
球防衛 軍で す﹂と 答え るよ うにし
ている ︒
今年の 三月 に待望 の第 一子 が誕
生した︒元気 な女の 子だ ︒
﹁ 明るく
て︑ま っす ぐで︑ しな やか で︑優
しい﹂
人間に
なって
ほしい
という
意味で
﹁ヒカ
リ﹂と
名づけ
た ︒ こ の 子 の ﹁ True Name
﹂は
﹁世界 を明 るくす る人 ﹂︒
そ の名の
とおり 世界 中に明 るい 光を 灯すよ
うな人 間に なって 欲し い︒
さて︑あなたの﹁ True Name
﹂
は何ですか？

私の 趣 味

私のテ ーブ ルの上 に︑ スカ イラ
イン
︱ R
と︑ キャ メル ホンダ
GT
モト GP
が ︑今に も走 り出 しそう
な姿で 乗っ ていま す︒
昨日ネ ット で注文 した ばか りの
新品で すが ︑もち ろん ミニ チュア
です︒
私は ミニ チュア を集 めて 眺める
事が趣 味で す︒
お菓子 の景 品やコ ーヒ ー缶 のオ
マケな ど︑ 色々な 物を 集め ていま
した︒ 冒険 物の小 説を 読ん でいる
時と同 じよ うに︑ 眺め てい ると自
分が車 やバ イクの ドラ イバ ーにな
ったり ︑飛 行機の パイ ロッ トの様
な気持 ちに なった りす る事 が出来
ます︒
子ども の頃 からの 習性 が直 らな
いよう です ︒
珍しい もの では︑ ベト ナム で買
ったア ルミ 製の人 力車 に︑ 自転車
をくっ つけ たよう なミ ニチ ュアが
ありま す︒
今ま では ︑集め たミ ニチ ュアを
自分の 部屋 に置い て眺 めて いたの

ミニチュアを集めて

●自動車の
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ですが ︑昨 年から 廊下 の壁 にショ
長く続 ける ことが 今ま であ りませ
ーケー スを 設けて ︑飾 るよ うにな
んでし た︒
りまし た︒
学生 の頃 にゴル フや ウイ ンター
自分以 外の 人に見 られ ると 思う
スポー ツを 嗜んだ こと はあ ります
と︑少 しは 自慢で きる もの がいい
が︑今 では そのと きに 買っ た高価
と思い ︑手 元にあ るコ レク ション
な道具 はお 部屋の オブ ジェ と化し
の中か ら︑ どれを 飾れ ばい いのか
ていま す︒
見直し まし た︒
そん な私 が唯一 幼少 の頃 より続
すると ︑ほ とんど が安 物で ︑そ
けてい るの がプロ レス 観戦 です︒
こらの ゴミ 箱に入 って いる 様な品
父親が 力道 山世代 のた め私 は物心
に見え てく るでは あり ませ んか︒
がつい たと きから テレ ビを 見ると ︑
百個は あっ たかと 思わ れた コレ
大きな 男た ちが血 を流 しな がら戦
クショ ンが ︑選ん でい るう ちに二
ってい る姿 を見な がら 食卓 を囲ん
十個に 減っ てしま いま した ︒捨て
でいた こと を鮮明 に覚 えて います ︒
るのは もっ たいな い様 な気 もしま
今の 私の ストレ ス解 消法 は一日
したが ︑勇 気をふ るい おこ して︑
の仕事 が終 わった 後︑ 自宅 の風呂
大事に 出来 る物だ けを 残し ︑あと
につか りな がら毎 週欠 かさ ず購入
は自動 車リ サイク ル法 に則 り処分
してい るプ ロレス 雑誌 を読 むこと
しまし た︒
です︒
ショー ケー スには まだ 五十 個ほ
時には 三〇 分から 一時 間近 くプ
ど入れ る事 が出来 るの で︑ これか
ロレス 雑誌 を片手 に入 浴す ること
らも少 しず つ集め てい きた いと思
もしば しば です︒
います ︒
この 私に 至福の 時間 を与 えてく
読者の 方で いらな いミ ニチ ュア
れるプ ロレ ス雑誌 です が最 近ちょ
があれ ば︑ ぜひ見 せて 下さ い︒
っとし た異 変が起 きて いま す︒
︵吉浦 髙志 ︶
去年の 秋ま では紙 媒体 の有 名プ
ロレス 専門 誌は三 誌あ った のです
がタブ ロイ ド誌形 態の ﹁週 刊ファ
●﹁プロレス﹂大好き！
イト﹂ 誌が 一九六 七年 から の歴史
基本的 に私 は無趣 味の 人間 です ︒ を閉じ ︑昨 年九月 に休 刊に なり︑
熱しや すく 冷めや すい 性格 のせい
プロレ ス専 門雑誌 とし て﹁ 週刊プ
かもし れま せんが ︑あ まり 物事を
ロレス ﹂誌 と人気 を二 分し た﹁週

刊ゴン グ﹂ 誌も一 九六 八年 からの
幕を閉 じ︑ 今年三 月に 残念 ながら
休刊と の事 態を迎 える こと になり
ました ︒
近年 はイ ンター ネッ トの 普及に
よる情 報交 換が活 発に なり 活字媒
体への 興味 も薄く なっ てい るので
しょう か︒
ジャン ル自 体の人 気の 衰退 は深
刻の一 途で す︒
巷で は皆 様もご 存知 の通 り﹁Ｋ
１﹂や ﹁Ｐ ＲＩＤ Ｅ﹂ と呼 ばれる
総合格 闘技 の人気 は非 常に 高くな
ってい るの ですが ︑﹁プロ レス ﹂
と
呼ばれ るジ ャンル は長 い低 迷期を
迎えて いま す︒﹁魔 裟斗﹂や﹁山本
ＫＩＤ ﹂
の 名前 は知 ってい ても﹁丸
藤正道 ﹂や ﹁中邑 真輔 ﹂の 名前を
知って いる 方は何 人い るの でしょ
うか？
私自 身も ︑総合 格闘 技は 大好き
です︒ ただ ︑総合 格闘 技を 好きに
なった 理由 はプロ レス を見 続けた
流れか らの もので ︑や っぱ り一番
好きな のは﹁プ ロレ ス﹂なの です︒
この ﹁ヴ ィーナ ス通 信﹂ の読者
の方で プロ レスが 好き だ！ という
方は少 ない とは思 いま すが ︑
こ の︑
﹁他に 比類 なきジ ャン ル﹂ に少し
でも興 味を 持って もら えた らと思
ってお りま す︒
︵福田 雄二 ︶

眠れ︑ よい 子よ 庭や 牧場 に 鳥
も羊も み んな眠 れば
月は窓 から 銀の 光を そ そぐこ
の夜 眠れ ︑よい 子よ 眠 れや
︵モー ツァ ルト ︶
︒
誰もが 一度 は聞い たり ︑口 ずさん
だこと があ るだろ う︒ これ らを一
応︑西 洋の 子守唄 とし てお こう︒
母親が 幼い 子を寝 かせ るの に歌っ
て聴か すに はうっ てつ けだ ︒どれ
もゆっ たり と︑心 なご む旋 律に包
まれ︑ 優し い母に 見守 られ ながら
子ども は安 心して 眠り につ くこと
ができ る子 守唄だ ︒

西洋の 子守 唄の歌 詞と 比べ てなん
いう違 いだ ろうか ︒
お盆が 来た らもう 子守 奉公 を止め
て親元 へ帰 るから 盆か ら先 はもう
ここに は居 るもの か︒ 私が 死んで
も誰か 泣い てくれ る人 が居 るだろ
うか︒
盆が来 たっ てちっ とも 嬉し くない ︒
この子 はよ く泣く 子だ ︑ま ったく

はよも ゆき たや この 在所 こえて
むこう にみ えるは 親 のう ち

この子 よう なく もり をば いじる
もりも 一日 やせ るや ら

おどん が うっち んだ ちゅ て
だれが に ゃて くり ゅか
うらの まつ やま せみ がな く
竹田の 子守 唄
ぼんが きた とて なに うれ しかろ
かたび らは なし おび はな し

同じＣ Ｄに 収めら れて いる 日本の
子守唄 を聴 く︒
五木の 子守 唄
おどま ぼ んぎり ぼ んぎ り
ぼんか らさ きゃ おら んど ぼん
がはよ くり ゃ は よも どる

眠れない子守唄

石油ス トー ブの灯 油販 売車 や︑ゴ
ミの収 集車 などが ︑よ く﹁ 五木の
子守唄 ﹂
を 流し てい ること があ る︒
なぜ︑ こん な悲し いメ ロデ ィーを
使うの か疑 問に思 うこ とが ある︒
手元に ある ＣＤで 子守 歌を 聴いて
みた︒
シュー ベル ト︑モ ーツ ァル ト︑ブ
ラーム スの 子守唄 が収 録さ れてい
る︒
眠れ 眠れ 母の 胸に
眠れ 眠れ 母の 手に
こころ よき 歌声 に むす ばずや
楽し夢
︵ シュー ベル ト︶
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いやに なっ てしま う︒ あ〜 早く自
お父さ んは もう 戻っ ては 来ない
分の家 に帰 りたい ︒
の お 前が 大きく なる と 煙のむ
こんな 歌詞 を哀調 帯び て唄 われた
こうに 消え てゆく の 坊や 大きく
ら背中 の子 は寝る どこ ろで はない ︒ ならな いで そっ とお やす み 静
背負わ れて いる子 まで も悲 しくな
かに
って︑ 守り 子に同 情し 慰め てやり
たくな って しまう では ない か︒
この歌 が歌 われて いる 状況 は︑い
これは もう 背負っ てい る子 を寝か
つ命を 落と しても 不思 議で ない戦
せつけ る唄 ではな い︒
乱真っ 只中 が日常 とな って いる︒
見ず知 らず の土地 へ子 守奉 公に出
来る日 も来 る日も 戦︵ いく さ︶が
され︑ そこ での不 安や 差別 ︑いじ
続き︑ 何も かも消 えて ゆく ︒せめ
めに毎 日を 送る日 々︒ そん な中で
てお前 だけ はこの まま 静か に寝て
のいや な子 守奉公 の身 の上 を嘆き ︑ ほしい ︒
つらい 境遇 を呪う 自分 自身 を唄っ
銃を持 てる ほどに 大き くな るとお
ている ︒憐 れな我 が身 の状 況と悲
前は戦 火の かなた に消 えて しまう
しい心 情を 訴える すべ も無 く独り
だろう ︒ど うか︑ この まま 大きく
唄いな がら 人知れ ず涙 を流 したこ
ならな いで 子供の まま で寝 て居て
とだろ う︒
ほしい と︒ 健やか 成長 を願 うので
自分自 身も まだ親 に充 分あ まえて
はなく ︑成 長して はい けな いのだ
も許さ れる 年端も いか ない 子守こ
と︒ほ んの 一瞬︑ 銃火 が止 んだ中
︵娘︶ の切 ない怨 歌と 言え よう︒
で眠ろ うと する子 供を しっ かり抱
きかか える 憔悴し た母 親の 姿が目
に浮か ぶ︒
自分一 人の 力では どう にも ならな
い現状 ︒自 分や家 族を 含め 国全体
を覆う 悲惨 な戦乱 状況 の中 で︑な
んとし ても 生きて 欲し いと 願う母
親の子 供に 対する 切々 たる 思いが
伝わっ てく る︒こ うい う子 守唄も
あるの だ︒ 今の日 本の 母親 達はど
んな子 守唄 を聴か せて いる のだろ
うか︒
︵Ｙ ・Ｓ︶
次に別 のＣ Ｄに収 録の 高石 友也
が歌っ てい る決定 的に 悲惨 な子守
唄を紹 介し よう︒
坊や大 きく ならな いで
坊や おや すみな さい
草も木 も緑 も 街 も村 も消 えてゆ
く：： 赤い 煙がの ぼる 昨 日も今
日も 明日 も続く の 坊や 大きく
ならな いで そっ とお やす み 静
かに

奥山賢児相談役五月二三日ご逝去

後

二一日 ：日 資連・ 理事 会
二三日 ：広 報委員 会・ 財務 委員会
二五日 ：小 平ＲＣ 安全 会議
︻五月 ︼
二日 ：広 報委員 会
九日： 定例 理事会
一〇日 ：東 京都中 央会 総会
一一日 ：第 十四回 通常 総会
一二日 ：日 資連総 会

集

記

一五日 ： 社( 東) リ協 会理事 会
一七日 ：小 平市廃 棄物 減量 審議会
一九日 ：東 資協総 会
二一日 ：広 報委員 会
二八日 ：奥 山相談 役告 別式
二九日 ： 社( 東) リ協 会総会

編

﹁直 言拝 聴﹂に 御寄 稿下 さいま
した織 田祐 輔様︑ あり がと うござ
いまし た︒ 年齢が 近い ので ︑同世
代の者 とし て︑興 味深 く記 事を読
ませて いた だき︑ 特に ﹁地 域社会
人と企 業社 会人﹂ のお 話に 感銘を
受けま した ︒
仕事と 生活 を見直 して ︑ボ ラン
ティア にも 真剣に 目を 向け て行き
たいと 思い ます︒ ︵ 吉浦 髙志︶
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辞︶

五日 ：東 リ協会 事業 対策 委員会
一二日 ：定 例理事 会
一五日 ：恋 ヶ窪公 民館 で講 演
一六日 ：小 平ＲＣ 安全 会議
一九日 ：総 務委員 会・ 青年 部会議
二〇日 ： 社( 東) リ協 会理事 会
二四日 ：エ コアク ショ ン 会議
︻三月 ︼
五日 ：東 リ協会 事業 対策 委員会
六日 ： 社( 東) リ協 講演会
八日 ： 社( 東) 資協 理事会
一〇日 ：組 合事業 従事 者研 修会
一二日 ：定 例理事 会
：古紙 Ｃ理 事会業 務委 員会
一五日 ：小 平ＲＣ 安全 会議
一七日 ：日 資連・ 理事 会
一九日 ：広 報委員 会
二〇日 ： 社( 東) リ協 会理事 会
二二日 ：小 平市廃 棄物 減量 審議会
二三日 ：東 リ協会 研修 旅行
二九日 ：青 年部会 議
三〇日 ：視 察旅行 ︵三 重県 ︶
︻四月 ︼
四日 ：エ コアク ショ ン 会議
六日 ：西 東京市 集団 回収 説明会
：広 報委員 会
九日： 東資 協理事 会
一一日 ：定 例理事 会
一四日 ：青 年部総 会
一六日 ：小 平ＲＣ 安全 会議
一七日 ： 社( 東) リ協 会理事 会
一九日 ：中 小企業 中央 会役 員会

挨拶する紺野会長

︵弔

二五日 ：古 紙セン ター 業務 委員会
二五日 ：東 村山廃 棄物 減量 審議会
二六日 ：組 合新年 会
二九日 ：青 年部会 議
︻二月 ︼
一日：清瀬市廃棄物減量審
三日： ＴＡ ＭＡと こと ん討 論会
四日： 東資 協新年 会

謹んで奥 山賢児 様のご 逝去を 悼み ご霊前 に告別 の 辞を捧げ ます
二三日夜 会長の 突然の 悲報に 接しど うして も信ず る ことがで きませ んでし た
一ヶ 月 程前 お 見舞 い に伺 っ たと き 順調 に 快復 さ れ もう す ぐリ ハ ビリ を 始め
ると喜ん でおら れまし た
早く 元 気に な って 下 さい と 言っ て お別 れ する 時 に ﹁は い ﹂と 力 強く 答 え見
送っ て 頂き ま した が 目 に いっ ぱ い涙 を 浮か べ てお られ た のが 今 悲し く 思い
出されま す
精魂 込 めて 看 病に 付 き添 わ れた 奥 様は じ めご 家 族の ご悲 嘆 は如 何 ばか り かと
察するに 余りあ りお慰 めの言 葉もあ りませ ん
大病 を 見事 克 服さ れ 大好 き なお 酒 もき っ ぱり 断 たれ てお 体 をい た わっ て おら
れたのに 残念で なりま せん
会長 は 若く し て上 京 され 粉 骨努 力 を重 ね て﹁ 奥 山商 店﹂ を 創立 し 業界 の 模範
とな る 資源 回 収問 屋 にま で 拡充 し 御子 息 奥山 慎 吾社 長に し っか り 引き 継 がれ
ました
組合 活 動に も ご尽 力 され て 東 京 都資 源 回収 事 業協 同組 合 の理 事 とし て 田無
市支 部 長な ど を歴 任 され ま した 東多 摩 再資 源 化事 業協 同 組合 に おき ま して
も設 立 準備 段 階か ら 献身 的 に奔 走 され 副理 事 長と して そ の大 役 を全 う して
頂き そ の後も 相談役 として 指導し て下さ いまし た
頼りになる親父さんとして時には兄貴としてまた 同志として公私を超えて
色々なこ とを教 えて頂 き的確 なご指 示を賜 りまし た
今大きな 支えを 失い組 合員一 同暗然 たる気 持ちで 一 杯です
これ か らは あ なた が 身を 持 って 示 され た ご教 示 やご 功績 を 大切 に して 組 合員
一同 一 層業 務 に精 励 し 循 環型 社 会構 築 の達 成 に邁 進す る こと を ご霊 前 にお
誓い申し 上げま す
安らかに ご永眠 下さい ますよ う心よ りご冥 福をお 祈 り申し上 げます 合 掌
平成十九 年五月 二八日
理事長 紺野武 郎

行事・行動
︻平成 一九 年一月 ︼
九日： 東資 協理事 会
一一日 ：定 例理事 会
一五日 ： 社( 東) リ協 会理事 会
一八日 ：小 平ＲＣ 安全 会議
二〇日 ：日 資連理 事会
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