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第一酵母の勉強会
十月四日（金）に愛農消費者の会は
大府市のげんきの郷・あすなろ舎で、
酵母飲料「コーボン」製造の第一酵母
社長の多田龍生氏をお迎えして、発酵
食品・天然酵母飲料の勉強会と、こん
にゃく温湿布に代わるホットシップと
健康体操の講習会を行いました。
なぜ酵母が必要なのか？人間は２０
歳を境目に機能が１％ずつ落ちていく
そうです。６０歳の人は４０％落ちて
いることになります。「機能が落ちる
ことは病気であるから、それを手入れ
していくのが家庭療法で、医者や薬に
頼らないで生活を維持していくことが
大切である」（多田社長）とのことで
す。
風土に合った発酵食は、みそ、しょ
うゆ、納豆、ぬか漬けなどで、天然酵
母飲料は８０
℃で４０分加
熱しても菌は
死なず、休眠
状態に入って
も開栓すると
酵母菌は生き
返るそうです。
酵母にも天然
と養殖があり、

酵母について解説する多田社長
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天然のものは、
形や味も違う
が、養殖は形、
大きさが一定
でハウス栽培
と同じだそう
です。顕微鏡
で酵母菌が動
いている様子

温められ、よさそうだと思いました。
◎生活医学という言葉を初めて聞きました。老
化がどんどん進んでいるということを聞き、手
当てなどをもっとやらなければと思いました。
◎こんにゃくで時々湿布をしていますが、今日

のものは手軽でよいなと思いました。
◎とても盛りだくさんでよく分かり、よかった
です。

心地よい汗をかいたあと、コーボン・
マーベルとルイボスティーを美味しく
いただきました。３時間という短いな
かでしたが、みなさん大変喜ばれてい
ました。（山添裕美子）

間の湿布が終わったあとに、ホットシッ
プを触ってみるとまだホカホカの状態
でした。
そのあと、健康体操（天足法・臀部
叩打法）を教えていただきました。

いで必死と いうのが 本音で

す。
かなり熱くなっているホッ
トシップは 、包むタ オルで
温度調整を して体に 当てま
すが、弱い 腎臓に当 てる時
は他の所よ りタオル を薄く
しました。 温泉から の帰り
のような感 じで帰宅 。家事
に追われて 、いつも なら疲
れてくると背中の右後ろ
（腎臓のあ たり）が ドーン

ていただきたいです。
◎こんにゃく湿布をやることがありますが、
（ホットシップは）幅が大きくしっかり臓器を

も見せていただきました。１ミリリッ
トルに９０００万菌体前後の酵母菌が
含まれているそうです。
ホットシップは、こんにゃくに代わ
るもので溶岩が中に入っていて、３０
センチぐらいの大きさで、布に包まれ
ています。鍋で５～１０分煮て、肝臓、 温泉のような
腎臓を３０分温めて３分冷やし、脾臓 心地よさ
消費者の会ス タッフが
は５分温め５分冷やすを２回繰り返し
ホットシップを体験！
ました。体験した５名の方はとても気
持ちが良くて本当に眠っていた方も・・・。
全員が体験 すること がで
服の上からでも温めることができ、何 きず、「体調 の良くな い人
度も繰り返し使えるそうです。約一時 を優先にしま しょう。 」の
声に手をあげ ての貴重 な機
会をいただき ました。 今ま
でも自己流で こんにゃ く湿
布を経験し、 効果も体 感し

◎楽しかったです。簡単なことで毎日の健康管
理ができるし、安全で副作用もないので、とて
もいいな～と思います。
◎とても参考になりました。家で行ってみたい
です。今度はコーボンを使った料理方法を教え

としてくる のですが 、それ
がなく、ひ どい肩こ りも気
にならない というこ とに気
付いた時に、あらためてホッ
トシップの 効果を感 じまし
た。（Ｋ）

参加者の声

ていたはずで したが、 今回
の体験は予想 を超える “
心
地よさ”でした。
他の 参加 者の方 に囲ま れ
ての体験は緊 張するは ずに
もかかわらず 、睡魔と の戦

ホットシップを体験する参加者

の種を採ることができなくて、毎年
買わなくてはいけないそうです。Ｆ
１種の作り方はいくつかありますが、
現在は「雄性不稔」の利用が多いそ
うです。「雄性不稔」とは植物のお
しべなどが退化することで、受粉の
機能が不完全になることをいいます。
動物でいえば無精子症にあたる不妊

しかし、現在日本の野菜のほとんど
がＦ１種（一代交配種）によって栽
培されていて、この野菜からは翌年

を取得したことにあるそうです。
もともと野菜はその土地に適した
品種を栽培してきた固定種でした。

り、この野菜を食べるということは、
ミトコンドリア異常の生殖能力を失っ
た野菜を食べることになります。こ
のようなや野菜を食べ続けることは、
何か不安です。（次号に続く）

異常であり、これは母親の個体の異
常が子に伝達され、すべての生物は
代々子孫を作れなくなります。つま

が開発されてきました。
雄性不稔が生まれる原因は、細胞
内にあるミトコンドリアの遺伝子の

読者からのお便りコーナー

☆いきいき通信の「遺伝子組み換えコーン」の話（4
月号）を読んで、ゾッとしました。子どもの口に入
るものは、つくづく親の責任だと感じます。（Ｍさ
ん）

このほど猿投消費者グルー
プーは、愛農の種販売でもお
なじみの浜名農園の中村訓社
長を講師に招き、種の勉強会
を行いました。（猿投消費者
グループ 上坂・澤田）

種を まけば 芽が出て きて 成
長・収 穫し、 また次の 種が で
きる。 この当 たり前と 思っ て
いたこ とが、 今できな くな り
つつある事を知りました。今、
世界の種子市場の半分以上が、
わずか 三社の 多国籍企 業に 独

果もよく、カメムシもつき
にくくなります。秋口の寒
暖の差も米に感じさせるこ
とが出来ます。
土作り、肥料もシンプル。
山からの水も風さわやかで
す。ほかに説明することが
ないくらい分かりやすい米
作り。
農薬が大嫌いなのは、子
どもさんを病気で亡くした
からです。彼の言葉から、
人の命を守るという使命さ
え感じます。そんな小木曽
さんの新米が楽しみです。
（森嶋久典）

占されています。その原因は、 です。玉葱、とうもろこし、人参、
こ れ ら の 会 社 が 種 子 の 特 許 権 キャベツなどで、雄性不稔のＦ１種

農薬を最小限に
おさえた米作り
生産者の小木曽さんを
訪ねて

めします。農協でも乾燥し
てくれますが、機械が大き
すぎて誰の米かわからなく
なってしまいます。
自分の米は、９月末から
ようやく刈り取り。田植え
も６月５日と、共に一番遅
いくらいです。田植えが遅
いと１回限りの除草剤の効

さんの田んぼ

消費者の会でホットシップの勉強会を開
きました。こんにゃく湿布は気持ちよいのですが、服
の上からできない、冷めたら温め直しが必要など手間
もかかりました。ホットシップは保温性もよく、何よ
り服を着たままできるのが便利だと思いました。ホッ

編集後記

☆いきいき通信7月号の中で、季節外れの大根にまつ
わる消費者と生産者のズレ（？）の指摘が新鮮でし
た。「こちらは欲しいというから無理して作ってい
るのに」という生産者の方の声。大根が本来のおい
しさを充分に発揮できる季節まで、大根を頂く楽し
みは待つ姿勢も必要なのでしょうね。（Ｓさん）

種はいのちを支える源（上）
「農薬は、嫌だ」、と言
い切る米の生産農家を訪ね
ました。恵那市山岡町の小
木曽利男さんです。
９月１６日、恵南地区
（岐阜県恵那市南部）の稲
刈りは最盛期。自分の米は
後回しにして、他の農家の
米の乾燥作業をしています。
１件ずつ丁寧に乾燥し、丹
精こめて作られた米を袋詰

稲 刈り最盛期を迎える小 木曽
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トシップは注文書には載っていないので、ご興味ある
☆先日の愛農バーベキューとっても楽しかったです。 方は、愛農流通センターにお問い合わせください。今
バーベキューや川遊び、子供たちはどちらも初めて 回、消費者の会スタッフ中心の勉強会でしたが、リク
の体験でした。とても楽しく過ごすことができまし エストがあればほかの地域でも第一酵母の勉強会＆体
験会を開きたいと思いますので、ご連絡ください。
た。ありがとうございました。（Ｎさん）
（じ）

