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１月も半ばになりましたが、明けましておめ

その他に多くの不条理を悼む詩や文章の刻ま

でとうございます。今年もよろしくお願いしま

れた陶板も沢山あって、２時間弱ではとても読

す。お正月はいかがお過ごしでしたか？関東地

みきれない膨大なものでした。

方は晴れの日が続いて空気が乾燥しています。

関谷興人さん、夫人の詩人石川逸子さんも東

インフルエンザが流行っているようです。当た

京からいらしてくださって、説明をしていただ

り前のことですが、うがい手洗いを入念に！

きました。８８歳というご高齢にも関わらず、

２月定例会

言葉の勢いにはほとばしる思いがあって、無辜

日時 ２月１２日（火）13:30～16:00
会場 南近隣センター ８F 和室
定例勉強会 消費生活展の感想など
第１月曜日が、消費生活展の次の日なので、

の死に対する悼みや怨念が伝わりました。
石川逸子さんの「千鳥が淵へ行きましたか」
の詩も小さな字で、全篇が彫られていました。
他に、原発事故から食の安全に対する活動を

１週間後にしました。お間違いのないようご参

始めたお母さん達の代表の方達も待っていてく

加ください。

ださり、交流を持つことが出来ました。我孫子

３月定例会予告

が市議会での意見書採択が出来たのも、この方

日時 ３月４日（月）13:30～16:00

達の行動を参考にさせていただいたものでした。

会場 南近隣センター ８F 調理室

我孫子は白樺派の人たちの拠点となった歴史

定例勉強会 今年度の反省と新年度について

バス見学会の報告

から、濱田庄司との縁もあり、濱田庄司記念益
子参考館も見応えのあるものでした。

１月１１日、栃木県益子の濱田庄司記念益子

今回のこの企画のきっかけは、東海第二原発

参考館と、関谷興仁さんの朝露館へ行って来ま

反対の請願の代表をしてくださった小原紘さん

した。早速栗原さんが、感想をフェースブック

と関谷興仁さんの深いつながりによるものでし

に書かれたので、了解を得て載せさせてもらい

た。小原さんは関谷さんの作品を知り、３年前

ます。少々和田が書き足しました。

に一般公開するところまで関わった方でした。

研修会

栗原洋子

関谷さんは「朝露館」とは、
「朝露は直ぐに消

今回の研修会は濱田庄司記念益子参考館と、

えてしまう。無辜の民の名を消えないものとし

関谷興仁さんとおっしゃる陶芸家の展示館「朝

て残さねばならないと思った」とおっしゃいま

露館（ちょうろかん）
」の見学(２５名）でした。

した。

朝露館は一言で言うと沖縄の「平和の礎」の

～

～

～

～

ようなもので、違いは材料が陶板で、そこに記

今回の企画をしていただいた小原紘さんが、

されている氏名は韓国や日本によって虐殺され

和田のお礼のメールに返信をしてくださいまし

たり、連行されたりした人々です。氏名不詳の

たので、一部を紹介します。小原さんは、ネッ

陶板も数多くありました。

ト上に「韓国通信」というブログを書いていら

っしゃる方です。

いずれも中村さん（7182-7935)へ直接申し込み

◆バスツアーで出会った皆さんに感謝しています。

（１月定例会で申し込んだ方は結構です）

アンケートの結果報告を裏面に

今回のバスツアーでは学ぶことが多く、自分自身
が「成長過程」にあるのを強く感じています。関谷
興仁さんや石川逸子さん、我孫子の皆さんとの出
会い、益子の古川さんや松下さんたちとの出会い
から自分の未熟さ感じました。

マイクロプラスチックについてのアンケート
は２０枚集計し、裏面に掲載しました。
一時期のように野菜をトレイに載せるような
ことは無くなりましたが、食品トレイはまだい

実は私も「氏名不明」の小さなお墓のような夥し
い名札、それを書き刻んでいた姿を拝見したこと
がありますが、本当に胸がうたれます。

っぱいありますね。
この会の方達はマイクロプラスチックになる
ような捨て方はしていませんが、これから如何

韓国通信は 500 号で打ち止めにする積りでした

にプラスチック類を減らせるか、ポイ捨ての禁

が、私自身「成長過程」。ともに成長を楽しんでく

止、食品容器企業、チェーンストアなどへの働

れる人がいる限り続けるつもりです。

きかけ必要です。

高齢社会への対応を探る会定例会

小原 紘

第 ４３ 回 消 費 生 活 展

この会は基本として第３水曜日の１３時半

テーマ 安全な暮らし 応援します！

からアビスタ第二学習室で開いています。消費

日時 ３１年２月２日（土）10:30～16:30

者の会の「お知らせ」発行日なので、なかなか

３１年２月３日（日）10:30～16:30

事前にお知らせができませんが、どなたでも参

会場 あびこ市民プラザ（あびこショッピング
プラザ内 ３F）

加できる会です。
今年度は毎月学習会を開いてきました。来年

我孫子市消費者の会として、２つのコーナー

度も続くと思いますので、どうぞご参加くださ

を担当します。

い。

１ 高齢者の事故を防ぎましょう！

映画「一陽来復」チャリティ上映会＆
トーク ～語り継ぐ東日本大震災～

２ 子どもの事故を防ぎましょう！
チラシが出来ましたので配布します。ご近所
の方もお誘いの上、ご来場ください。

水俣みかんの共同購入
水俣病で大変な目にあった農家の方達が、

２月２日（土）13:30～
けやきプラザ ふれあいホール
チケット １，０００円（前売り８００円）
（けやきプラザ、福祉ショップぽぽら）

出来るだけ農薬を使わないみかんを育てていま

未来に伝えたい真実が、ここにあるー

す。毎年共同購入をしていますので、お申込く

東日本大震災から６年後の岩手・宮城・福島

ださい。下記の金額は送料込み。

を舞台に、手探りで前進する人々を追った心温

１月２２日までに申込のもの

まるドキュメンタリー。

・いよかん（８キロ）

３，０００円

・しらぬい（デコポン８キロ） ３，６００円
・パールかん（８キロ）

３，４００円

・上記の３種詰め合わせ（８キロ） ３，４００円
到着予定は１月２８日

到着予定は２月２５日

によるトークがあります。
主催：一般社団法人三月のひまわり
共催：我孫子市教育委員会
生活展の日なので、係りの仕事がある人は残念

２月の定例会までに申込のもの
・甘夏（１０キロ）

映画上映後、南三陸ホテル観洋"伊藤俊”氏

ながら見られませんが、｢東北を忘れない旅」を
２，８００円

続けている私達の会です。是
非ご覧ください。

レジ袋等に関するアンケート結果 （回収２０枚） ２０１９年１月８日現在
深刻になってきたマイクロプラスチック問題にどう対処するか？まずは身近なところから我孫
子のスーパーストアなどのレジ袋配布の実態やトレイについてをアンケートとして調査しました。
質問が複雑で、書きにくかったこともあるでしょうが、とりあえず結果を報告します。
１ あなたが利用しているスーパー、コンビニ、商店で、レジ袋は有料ですか？
・イトーヨーカドー ２円（袋持参の場合２ポイント）
・カスミ

５円（袋持参の場合スタンプ２０で１００円）

・マルエツ

２円（

・京北スーパー

３円

・わくわく広場

２円

・東武ストア

２円

・マミーマート

３円

・ビッグ A

箱等を利用

・マルヤ

無料

・おっ母さん

無料

・新鮮市場

無料

・マツモトキヨシ

無料

・セブンイレブン

無料

・生活センター

原則袋持参 ない場合紙のリサイクル袋

〃

T カードに２ポイント）

２ あなたが利用しているスーパー、コンビニ、商店ではプラスチック類を回収して
いますか？
① している １７
ペットボトル ペットボトルキャップ 発泡スチロールトレイ 透明プラ
アルミ缶 スチール缶 牛乳パック 古紙 ビン
② していない ３
おっ母さん わくわく広場
３ あなたはプラスチック類を市の回収に出していますか？
① はい ２０

②いいえ （スーパーへ） ４

４ 発泡スチロールのトレイはスーパーに返すと、トレイにリサイクルされます
①知っていた １７ ②知らなかった ３ ③知ったので今後はそこに返す ０
５ マイクロプラスチックを減らすために、ご提案があったらお書きください
・ 買い物に行く時は必ずエコバッグを持参（男性は実行していない人が多い）品
物によっては何重包装にもなっている。消費者より生産者がより考えて欲しい
事案だと思います。
・ スタバやコンビニのプラ容器を禁止する。容器は洗って使うことを原則とする。

・ 一人一人の認識を高めていく。そのため広報誌や自治会なども活用したい。
・ ①レジ袋無しを目指す。当面有料化の促進で、マイ買い物袋（かご）の徹底
②発泡スチロールトレイの自然材料での包装、トレイ化を促進する。
③プラストローの使用禁止、製造禁止
④プラ製品を路上その他に捨てない。公的な回収を徹底する。
・できるだけラップを使わず、蓋付き容器を使う。
・レジ袋をなくすには先ずは業界から始め、利用者の意識を変えていく。
・生協とか、身近な安全をうたっている企業は特にプラスチックゴミを減らして欲
しい。
・プラスチックではなく紙などに変えられるものは変えていくためには、消費者庁
などに働きかけ、規制をかける施策をとっていただく。
・プラの容器入り食材は出来るだけ買わない。飲料品は持参する。
・資源回収すること、使わないこと。
・マイバッグを使う。必ず回収に出す。なるべく使わない。
・まず買わない。どうしても必要な分だけ。
・商品をトレイに入れているので、減らす事が出来ないものでしょうか？
・やっぱりマイバッグ（お買い物時）だけれど、ゴミ出しに使っている人はとても
多いし、私もそうしています。これがなくなれば、生ゴミは何に入れてゴミ出し
をするのかむずかしくなると思います。容器などは自然素材で作り表面をビニー
ルコーティングするなど、少ないプラで済むと思いますが、コスト的にどうなん
でしょう。肉や魚 は無理でもせめてお弁当などは出来るのでは。
・せめてレジ袋をもらわない生活を市民に徹底したい。燃えるゴミの回収用に必要
な時は、２円出して買っても良いと思う。容器類を減らすには業界と話し合う。

