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３月２日(
３月２日(土)、市民プラザ マッセ(
マッセ(メイプル内)
メイプル内)にて定期総
会を開催し
し、委任状出席も含め75
会を開催
、委任状出席も含め75名の出席がありました。
75名の出席がありました。
総会では、平成24
総会では、平成24年度の活動や決算の報告、平成
24年度の活動や決算の報告、平成25
年度の活動や決算の報告、平成25年度
25年度
の活動計画や予算の説明があり、
の活動計画や予算の説明があり、不法投棄の現状や会員拡大
の説明があり、不法投棄の現状や会員拡大
の方法、部会活動時の飲食物の提供
の方法、部会活動時の飲食物の提供基準
部会活動時の飲食物の提供基準、
基準、事務局体制等につ
いて活発な
いて活発な質疑・
活発な質疑・意見交換が行われた後、いずれも原案どお
質疑・意見交換が行われた後、いずれも原案どお
り決定されました。

代表あいさつ

新役員紹介

奥州市のすばらしい自然や生活環境など
を、より良い状態にして後世に引き継ぐこ
とを基本理念として設立された当会議は満３年を
迎えます。地球温暖化防止対策、自然環境、生活
環境の保全や、省資源活動、廃棄物の減量化、資
源の再利用、再使用等への対応が必要とされてい
る今、本会議では、多様な課題について学習の機
会を提供し、行動する組織として、積極的に発言
や提言をしていきたいと考えております。当会議
の活動が順調に展開され、新入会員の増加により
運動の輪が大きく広がり、「誇りを持って、美しい
自然と住みよい生活環境を、次の世代に引き継
ぐ」ことが出来るよう念願しております。
奥州めぐみネット 代表 高橋貞勝
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表
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会計監事
資源循環・廃棄物部会 部会長
副部会長
自然環境部会 部会長
副部会長
生活環境部会 部会長
副部会長
環境学習部会 部会長
副部会長

高橋 貞勝(再)
阿部 利朗(新)
菊池 典郎(再)
高野 紀代(再)
松芳トミ子(新)
及川 堅一(新)
鈴木 輝男(再)
安倍
進(再)
中井
慶(新)
建部
信(新)
若生 和江(新)
千田 正典(新)

今回の役員改選で、佐藤恭彦資源循環・廃棄物部会長、三浦芳子生活環境副部会長のお二人が
役員を退任されました。
佐藤さんはH19年の市環境基本計画策定委員会から、三浦さんはH21年の設立準備会から、そ
れぞれ中心的役割を果たされ、佐藤さんはH22年3月の会発足から３年間資源循環・廃棄物部会
長として、三浦さんはＨ2３年3月から2年間生活環境副部会長として、会の活動を支えて来られ
ました。これまでのご労苦に感謝するとともに、今後の活動もよろしくお願いします。
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特別講演

「農から学ぶ いのちの循環」

今年度の特別講演は、「農から学ぶ いのちの循環」と題して、江刺
区梁川在住の辻村博夫氏にご講演を頂きました。
辻村氏は1948年東京生まれ、６４歳。1995年江刺区梁川に土地を
確保後、2004年退職して就農。現在は、水田１反３畝、果樹２反、野
菜・雑穀２反の自給自足的農業を営まれています。
講演では、「死」はジ・エンドではなく、腐敗（発酵）⇒分解⇒吸収
⇒あらたな誕生と、物質レベルで「いのち」は循環していること、農業
を「アグリカルチャー」と言うように、農の中に文化の基本
があること、「百姓」は、古事記では「おおみたか
ら」と読み、元々は「国家の宝」という意味である
ため肩書に使っていること、移住・就農して収入
は減ったが、カエルの鳴き声や風のそよぎなど、
売買できない価値がこの土地にはあ
ることなどをお話しされました。
そして最後に、ベンツと軽トラッ
クのどちらが今の自分に必要かとい
う例を出し、本当に必要なものが何
かを考えれば、シアワセかどうかわ
かるのでは、という言葉で締めくく
られました。
当日は、会員以外からの参加もあ
り、参加者は皆、熱心に辻村氏のお
話に聴き入っていました。

会の運営、部会間調整、市環境基本計画進行
管理に対する意見付与及び市が行う計画策定へ
の協力等を行います。
市の環境を知る機会の提供や次世代に伝えて
いく機運づくり等を目的として、胆沢区を会場
に「おうしゅう環境フォーラム2013」を開催
します。

協働プロジェクトの推進を図るため、過去３
年間実施したＶＩＥＷ
ＰＯＩＮＴ発見ツア
ーや自然観察会を実施します。
また、引き続き自然環境のデータベースの作
成に取り組みます。
① 自然観察会
自然環境とふれあい。年４回実施。
② ＶＩＥＷ ＰＯＩＮＴ発見ツアー
ＰＯＩＮＴ発見ツアー
定例行事として２回実施。
③ 自然環境データベースの資料収集
自然環境のデータベースの基となる情報を
地図に記入。
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① 「エコの楽校」活動の実践
「エコの楽校」の検討と地区センターを中
心とした地域への周知。
② 先進地研修
葛巻町｢森と風のがっこう｣への視察研修。
③ 奥州市ジオパーク教材の作製
「奥州の大地について学ぼう」で収集した
情報について、ＤＶＤ等の教材を作製。
④ 環境学習講座の開催
環境学習講座の開催
さまざまな対象に向けて、環境に関する各
種講座を開催。
○余り布でコサージュ作り講座
○里山で学ぶ講座
○胆沢区の大地の歴史をたどろう
○奥州の大地の歴史を学習しよう
○草木染めをしよう
○草花と遊ぼう
○奥州の恵みを巡ろう など
※皆様からの発案をお寄せください。

ポイ捨てや不法投棄は無くなることがありま
せん。生活環境を良くしていく取り組みは継続
こそ大切と考え、2５年度も引続き以下の活動
を行います。
① 不法投棄防止パトロール活動
不法投棄発生場所の調査及び原因の分析と
防止策の検討。
② 環境美化活動
不法投棄物の片付け作業。
③ 視察研修
リサイクル業者や環境保全
活動を活発に行っている企業の視察研修。
④ マイバック活動
マイバッグ普及のため啓発活動。

自然エネルギー施設や大規模災害発生時に救
助・復旧活動を行う施設等の見学を通して、当
市の生活環境について考える活動を進めます。
① 国内初の実用発電所「松川地熱発電所」を
見学しよう！
地熱発電施設の見学。
② 葛巻町の風力発電所を見学しよう！
風力発電施設などの見学。
③ 大規模災害発生時の救援態勢に
ついて学ぼう！
陸上自衛隊岩手駐屯地の見学による救援態
勢の学習。
④ 中国での植林・緑化活動について学ぼう！
中国の大気汚染や黄砂が日本での生活に及
ぼす影響についての学習。

放射能から子どもとみんなの命を守る⑤
放射能から子どもとみんなの命を守る
⑤
奥州市環境市民会議会員 吉田智子
④低線量内部被曝の人体被害の実例（前号からの続き）
イ）チェルノブイリ原発事故
チェルノブイリ原発事故
チェルノブイリ原発事故（1986年
1986年４月26日
26日）
二例目は、1986年4月26日、旧ソビエト連邦（現ウ
クライナ）のチェルノブイリ原子力発電所４号炉の事故
です。原子炉が暴走して爆発し、大量の放射性物質を大
気中に放出。風に乗ってヨーロッパの広い範囲を汚染し、
8,000km離れた日本にも降下しました。
このグラフから、土壌汚染が高いほど人体蓄積が多く
なることがわかります。相関係数は0.63です。亡くなら
れた方々の臓器を取り出して検証された尊い教えです。
種々な
臓器に蓄
積するこ
とがわかります。心臓、脳、肝臓、甲状腺、腎臓、
脾臓、骨格筋、小腸。新しい研究では、脳は海馬に
たまるとのことです。さらに、子どもは細胞分裂が
活発で放射線の影響が大きいと言われるだけでなく、
蓄積量も大人の２～３倍になるという大変な事実が
浮かびます。
血圧に
も関係し
ていまし
た。セシウムの体内蓄積が多いほど、正常な血圧の子ど
もの割合が減少しています。
チェルノブイリは、「石棺」と呼ばれる厚いコンクリ
ートの壁で覆われていますが、26年経っても核燃料の
95％が残っていて、解体もできません。原発周辺は
30kmにわたって人が住めなくなり、11万6,000人が
移住させられ、未だに戻れない人がたくさんいます。
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のために⑥
⑥
地球を愛するあなたのために
落ち着きのない子
きのない子は、タバコが原因
タバコが原因？？
原因？？
みなさん、
「注意欠陥・多動性障害」（ADHD
（ADHD）
ADHD）という語をご存知でしょうか。この頃、特にお子
さんのいる家庭などでは、耳にすることがありますね。そう、これは特に子どもを中心に見られる、
人の発達（行動）障害の一つです。初めに欧米で使われだした病名なのですが、今や日本をはじめ
世界中で使われています。次に大まかにこれの症状を述べると、
1.不注意
不注意…ものごとに集中できない、気が散りやすい、必要なものをよくなくす、毎
不注意
日の活動を忘れてしまうなど
2.多動性
多動性…落ち着きがない、席を離れてしまう、しゃべりすぎる、高い所に登るなど
多動性
3.順番を待つことが苦手、考えないで行動する、他人にちょっかいを出すなど
さてその原因は・・・というと、研究が始まったばかりで、詳しいことはまだわかっていません。
しかし少なくともどうやら、抑制や自制に関する脳の神経回路が発達の段階で損なわれてしまって
抑制や自制に関する脳の神経回路が発達の段階で損なわれてしまって
いるらしいことは確かなようです。つまり、胎児から幼児～成長期にかけての最も大切な心身の発
いる
達段階で、なんらかの要因で脳神経の形成が重篤なダメージを受けた結果のようなのです。
遺伝、食事、睡眠など、疑わしいものは幾つかありますが、その一つとして、妊婦がタバコ煙を
妊婦がタバコ煙を
喫った場合（直接または受動喫煙）が挙げられています。
喫った場合（直接または受動喫煙）
確かにタバコは、身長や体重など子どもの成長を阻害し、知能指数を低下させ、喘息など様々な
病気を引き起こします。時には生体メカニズムを狂わせて「太りやすい子」にしたりもします。ど
れもこれも、繊細で大切な成長期に、子どもに「毒」を浴びせることによって起きています。それ
と同じようにして、タバコの煙が正常な神経の発達を妨げて、ある意味異常な行動をする子を作る
と言っても、なんら不思議ではありません。実はこのことは、ラットを使った動物実験でも確かめ
られています。
またそうして育った子どもたちは、大人になってもなんらかの形で
影響を引きずってしまったりします。その場合は少し形を変えて、多
動ではなく、感情的な衝動性や注意力、集中力の欠如
感情的な衝動性や注意力、集中力の欠如のような形で顕
感情的な衝動性や注意力、集中力の欠如
れます。
うまく社会に適応できず、転職や離婚を繰り返したり、育児ノイロ
ーゼになったり、または運転中に無理な追い越しをしたり、その他危
険な行為を頻繁に繰り返したり、性衝動をコントロールできなかった
り・・・そんな性向のある人たちは、アルコールやタバコ（！）
タバコ（！）など
タバコ（！）
の薬物中毒に陥る危険も高いと言われています。
なんだか、今の社会に起きている様々な事件が思いやられますねぇ。してみるとまさに現代は、
社会全体が「注意欠陥・多動性障害」の時代
「注意欠陥・多動性障害」の時代になりかけているのかもしれません。
「注意欠陥・多動性障害」の時代
大人が喫ったタバコが子どもたちを蝕み、社会は混沌として、人間性が損なわれていく・・・
私たちはもっと自分の行動に、責任を持った方がいいみたいです。

生活環境部会より
生活環境部会より（
より（文責：
文責：建部 信）

◇ つぶや記・あとが記 ◇
震災から 2 年、素材のことが一向に問題視さ
れない。あの時、私たちの身の回りにある物が根
こそぎ海に吸い込まれてしまいました。通常では
水の中に捨てないものも全て。海洋生物は大丈夫
なのだろうかと懸念に値する規模でした。自然災
害の多い日本での暮らし方の一項に、朽ちて土に
戻る素材を置く事はとても大事なことだと思うの
です。
・・・しかし難しい・・・
工藤晶子

めぐみネットでは、活動の際
のＰＲや集合場所の目印等に使
用するため、45cm×180cm
ののぼりを 10 本購入し、3 月
2 日の定期総会においてお披露
目しました。
部会活動の際はぜひご利用く
ださい。
事務局

奥州市水沢区大手町一丁目 1 番地
奥州市役所市民環境部生活環境課内
電話 0197-24-2111 ／ ﾌｧｯｸｽ 0197-51-2374 ／ ﾒｰﾙ seikatsu@city.oshu.iwate.jp
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.city.oshu.iwate.jp/htm/kankyou/osyu_siminkaigi.html
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