
   ２０１１年９月第２週号 

第２３２７回 
平成２３年９月９日(金) 点鐘１２：３０〈晴れ〉  

◆ロータリーソング  『我等の生業』 

◆四つのテスト  ～言行はこれに照らしてから～ 

 

       １．真実か どうか       

２．みんなに公平か 

３．好意と友情を深めるか  

４．みんなのためになるか どうか 

 

◆お客様紹介 

・本日のｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰｶｰ／㈱サンライフ  

代表取締役  林 理智子様 

・東京ＲＣ／ 小林 公雄様 

■ 会長挨拶及び報告        出井  清会長     

三宅さん、ご入会おめでとうございます。いろいろな行

事がありますが、是非ともご参加頂き、一緒にロータリー

活動に励んで頂ければ幸いです。宜しくお願い致しま

す。 

近年、地球全体が異常です。地球温暖化が叫ばれて

久しい。今年は３月１１日の東日本大震災、先週の台風

１２号による長雨での被害。海外では、２月のニュージー

ランド地震、オーストラリア東部の洪水、８月アメリカ東部

の地震とハリケーン。ニューヨーク、ワシントンで地震や

ハリケーンなど、今まで聞いたこともないような事が起き

ています。世界の経済もどこかおかしい。３年前のリーマ

ンショック。ギリシャ、ポルトガルにおけるユーロ不安。そ

して円高、世界同時株安。日本も大変な時期ですが、こ

こが踏ん張りどころで地に足を付けて皆さんと一緒に頑

張りたいと思います。それが震災に遭われたところの復

興につながるのではないかなと思います。 

春の七草は「七草がゆ」にして食べるなど、 ”食”
を楽しむものですが、「秋の七草」は花を ” 見る”こ
とを楽しむもののようです。ハギ · キキョウ · クズ · 

ナデシコ · オバナ（ススキのこと） · オミナエシ · フジバ

カマ。 

 

 

■ 入会式                              

三宅 廣会員  

（㈱康和 代表取締役社長） 

≪紹介者：塩谷邦昭・橋口徹会員≫ 

塩谷さんの会社の目の前で不

動産業を営んでおります。入会出

来ましたことを光栄に思っておりま

す。宜しくお願いします。 

■ 委員会報告                          

◇親睦活動委員会より （竹尾 白委員長） 

・炉辺会のご案内 

日時⇒９月１４日（水）午後６時  

会場⇒オークラ千葉ホテル 

・日帰り親睦旅行開催のご案内 

  日時⇒１０月１４日（金）千葉駅ＮＴＴ前発 08：00 

                 蘇我駅千葉銀行前発 08：15 

  行き先⇒ 大多喜方面 

◇国際奉仕委員会より （水野 謙一委員長） 

・「第１０回ロータリー全国囲碁大会」のご案内 

  日時⇒ １０月２２日（土）10：00 開会 17：00 表彰式 

  会場⇒ 日本棋院会館（東京・市ヶ谷） 

  ホスト⇒ 東京ロータリークラブ 

  登録料⇒ ７，０００円（昼食代・賞品等含） 

 参加ご希望の方は、事務局まで。 

◇会報・広報・ＩＴ委員会 （小林 透委員長） 

今、週報は印刷をしてお渡しするのとＨＰからダウンロ

ードしてご覧頂く方法を取っております。印刷代や環境

問題を考えて、是非、インターネットでのダウンロードの

ご協力をお願いしたいと思います。 

■ 幹事報告               伊藤 和夫幹事   

・次週１６日は、１４日（水）、ロータリー情報研究会へ変

更となります。（点鐘：１４時、会場：五井グランドホテル） 

・２３日は祭日のため、例会はありません。 

・３０日の例会は、千葉緑ＲＣとの合同夜例会です。 

■ ニコニコボックス報告                   

◇出井 清会長・伊藤 和夫幹事 

林 理智子様、本日の卓話、宜しくお願い致しま

す。 

三宅 廣様、千葉南ＲＣへのご入会おめでとうござい

ます。塩谷会員増強委員長、ご紹介誠に有難うございま
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した。 

◇小野 成子会員 

林 理智子さん、本日は卓話にいらして頂き、有難うご

ざいます。いつも全国を駆け巡っていてお忙しいのに澄

みません。今日は宜しくお願い致します。 

◇鈴木 美津江会員 

本日は、先週お願いしました義捐金、宜しくお願い致

します。 

 

 

■ 出席報告 (会員数３８名)                     

 

出席者数３０ 欠席者数８ ﾋﾞｼﾞﾀｰ  ２ 修正出席率 ８６．１１％ 

 

千葉市内例会変更のご案内 メーキャップにご利用下さい 

 

 

 ・・・本日の卓話・・・  

 

演  題…『お塩と放射能』 

卓話者… ㈱サンライフ 代表取締役 林 理智子様 

 

皆様 こんにちは。 

今日は、このような席にお呼びいただき

まして有難うございます。 

小野様から「放射能と食の問題」で何か

ヒントがあったらお話しくださいと言われ

たんですけど、今、日本の伝統食品が放

射能でクローズアップされておりますの

で、そちらのお話しをさせていただきたいと思います。 

私は、若葉区千城台で健康自然食品の会社を３１年間営んで

おります。自然食のお店って皆さん覘かれたことはございます

か？ 興味本位で入られた方が必ず、「何でスーパーさんのお味

噌やお醤油と比べてここの値段がこんなに高いのか」と仰います。 

それは、製造方法の問題なのですが、お味噌やお醤油は日本

の昔からの伝統食品として、蔵に住みついた菌を利用し、それを

熟成して発酵させ旨み・味を引き出すというふうに作られているお

味噌とか醤油なのです。今、スーパーさんで安く出回っているお

味噌・お醤油は、ほとんど１ヶ月から１ヶ月半で出来上がります。 

うちのほうで熟成させて発酵させるのは、だいたい１年から２年か

けて作るものです。そして熟成をさせることによって、ゆっくりと発

酵させるのですが、スーパーさんのほうは、熱をかけて速醸法とい

う早く仕上げる方法でやっておりますので、お値段がやはり違うの

かなと思います。ここに建設会社の方がもしいらっしゃいましたら、

分かっていただけると思いますが、家を建てるときに一年で建てる

のと一カ月半で建てるその内容の違いだと思ってください。 

お味噌やお醤油は、昔から日本の伝統食のものは発酵させる

ことが目的で発酵食品となっていたのです。 今、放射能の問題

ではそれ以外にも梅干しなどがあります。梅干しも作るときに減塩

減塩と言われていますが、減塩するためにカビが生えなくするた

めに焼酎を使って発酵を抑えております。そういう発酵を抑えない

焼酎を使わない梅干し、昔からの糠床、糠味噌漬け、日本の沢庵、

地方でしたら麹で漬けたもので、秋田ではハタハタ漬、北陸では

カブラ寿しだとかいろんな発酵食品がありますが、その発酵食品

がこの度の放射能の問題でクローズアップされました。東北地方

太平洋沖地震におきまして亡くなられた方、被災されました方に

はお悔やみ申し上げますが、あの土地に住んでいらっしゃった方

は、百年に一度起きると予知して、人間が自然と共存しながら生き

ていく時に、納得した上で住んでいた土地に地震と津波が襲って

きました。 

しかし、原発の事故の場合は違うと思うのです。 

これは、絶対に安全という言葉を信じた人達が、後で想定外だっ

たと言う位、言葉がやはり思うほど、どちらかと言えば人間の知恵

でいくらでも避ける事が出来た問題ではないかなと思います。 

今年の夏は、海水浴にしても、潮干狩りにしても、牛肉の問題

にしても、そしてここにきて新米の問題もいろいろ取り上げられて

まいりましたが、このように私たちは、国からの処置の方策というの

は指し示されなくて、ただ自分たちで考えるしかないんじゃないか

なとここへきて思います。自分で自分を守るしかないかなと思った

時に参考にしましたのは、秋月博士が長崎で原爆を体験して出さ

れた「体質と食物」という本があるのですが、それが今回参考にな

っているのではないかなと思ってちょっと触れさせていただきま

す。 

中国四千年の歴史の中で東洋医学では、食べ物で身体を冷

やす物は陰性、もっと冷やす物は極陰性、又反対に身体を温める

物は陽性、もっと暖める物は極陽性というように定規付けさせられ

ております。その陰性・陽性で言いましたら、放射能というものは、

極、極、本当に極が付くような極陰性というような物質なのです。

極陰性というものは身体を冷やしますので、正反対の極陽性の食

べ物を摂らなくてはならないということなのです。 

１９４５年８月９日に長崎に原爆が投下されました。被爆したらだ

いたい火傷と同じような状態ですので、お水が欲しくなります。お

水は陰性の食べ物なので身体を冷やします。その爆心地から１．

４km の所在する聖フランシスコ病院の内科部長であった秋月博

士が、とっさの判断で、お水は身体を冷やすので、必ず陽性の塩

を入れて塩水を飲め、それと同時にお味噌汁は、勿論このお味噌

は陽性ですし発酵しておりますので、発酵食品としてお味噌は濃

い目の味噌汁、それにワカメ・カボチャの具にしろ。それと玄米に

塩をかけて食べろ。その玄米もお塩も全部陽性です。そして梅干

を食べろ。その梅干も今のように味がついたそういう梅干じゃなく

て、本当に酸っぱさを持っている梅干、つまり陽性のものです。こ

ういうものを食べろ。但し、これは皆さんのヒントになるかなと思いま

すけれど、絶対食べてはいけないものは甘い物、お砂糖の使った

物は絶対摂るなって申しました。 

「身土不二」と言う言葉を、聞いたことございますか。それは、そ

の土地で摂れたものは、その土地に住む人にとって一番適した食

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 5,000 円 累計 268,000 円 

金の箱  900 円 累計 4,679 円 

千葉ＲＣ 月 10/31 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉西ＲＣ 火 10/25 ｾﾝｼﾃｨﾀﾜｰ「東天紅」 

千葉幕張ＲＣ 火 10/11 ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾄ東京ﾍﾞｲ 

新千葉ＲＣ 水 9/21 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 

千葉北ＲＣ 水 9/28 ﾎﾃﾙﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗｻﾞちば 

千葉中央ＲＣ 木 ― 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉港ＲＣ 木 9/29 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 



べ物だと言われております。簡単な陰と陽の見分け方は、土より上

に高さが高くなればなる程、身体を冷やすものだと思って下さい。

そして、土の中、海の中で摂れる物で、寒い所で摂れる物は身体

を温める物だと思って下さい。それと丈の長い物は、暑い所で摂

れる物。これも身体を冷やすものです。ですから、一番その最たる

物で言われるのは「さとうきび」、お砂糖の原料はさとうきびですよ

ね。あれは原住民が身体を冷やすためにかじったものだと言われ

ています。それからコーヒーも原住民の人がみんな身体を冷やす

ための飲み物です。バナナもそうです。それから、生野菜、夏場に

なりましたらスイカ。暑い時にスイカを食べたら、身体を冷やしてく

れますよね。それからナス、ウリ、ウリ科の物、トマト、キュウリ、こう

いう物は身体を冷やします。身体を温める物で、土から下に出来

た物と言いましたら、身体暖めるのは陽性の物では塩が一番かな

と思います。ただ、中庸って言葉もありますので、これは一概に総

ての物が当てはまるかといえば、そうならない場合もあります。 

私は、今年、アドリア海の沿岸へ行ってきたのですが、あの国で

は、どんなに暑い時でもアイスコーヒーは無くて、４０℃の時でもコ

ーヒーは皆さんホットにして飲んでいます。やはり身体を冷やす食

べ物を一年中摂るんだったら、それ以上より冷たくして摂るよりも、

温かくして摂ることも一つの生活の知恵かなと思います。 

陽性で一つ付け加えなくてはならないのはジャガイモで、土の

中であっても陰性の食べ物です。これは例外です。だから、必ず

お肉の陽性の物にはポテトサラダでもポテトフライでも必ずジャガ

イモが付きます。これは陰と陽のバランスで付くのです。ただ、お

肉は陽性なのですが、酸性とアルカリという面でいうと、酸性食品

であって、どちらかといえば血液を汚しますので、その辺が問題に

なるのではないかなと思います。 

今の日本はどんなに寒い真冬であっても、必ず一年中コーヒー

にお砂糖、お砂糖で作った甘いお菓子、それからバナナ、健康法

として青汁、トマト、キュウリ、こういう物は一年中出回っております。

だから、これを毎日やっていたら、どんどんどんどん身体を冷やす

という意味で、体温が下がっていくのはこれは無理のないことだと

思います。昔は、３６．５℃が平均体温だった日本人が、今は３５℃

～３５．５℃と言われており、体温が下がっております。ですから、２

人に１人は癌体質で癌になると言われるのも、そこからきているの

かと思います。 

体温が下がって一番多くなっている症状がウツの問題です。阿

部泰彦さんが、７年間ウツで悩んで入院までなさったのですが、自

叙伝で講談社から自費出版してらっしゃいますけど、やはりこの方

はウツから立ち直ったのは、お塩を摂ることによって、このようにウ

ツの世界から立ち直ったと申しております。なぜか、お塩が今凄く

悪者扱いされておりますが、これはやはり国が専売法というものを

作って、国民に塩化ナトリュウム９９．７％の化学的に作った塩を勧

めてきて国民に食べさせてきた結果でこのように塩が悪者と言わ

れるようになったのかなと思います。塩は絶対に必要なものだと思

うのです。 

私が先ほどから言っております塩は、どちらかといえば化学的

に作られた塩でなく、天然製法で出来た身体に必要なお塩だと思

ってお聞きになっていただきたいと思います。天然の塩と化学塩と

を食べて比べると分かると思うのですが、まろやかさが全然違うと

思います。でも、国はこの塩を、ずっと専売法というものでもって守

って今までこの塩で押し進めてきたのです。ですから、イオン交換

膜というところを通した、化学的に作られたお塩とか、お肉とか魚

に含まれている古塩というものも血液を汚して動脈硬化を起こす

原因になるとも言われております。お塩でも熱処理をした海水の

酵素を壊してしまったお塩だとか、熱処理をしたものはかなり苦汁

が出てまいりますけど、苦汁が入ったお塩はあまりお勧めしないの

は、私はそういう趣旨です。苦汁をお水に溶いて草花にかけてみ

てください。除草剤になってしまいます。 

ですから、どんなに苦汁健康法があった時でも、お店の方に苦

汁を買いにいらっしゃった方にもお勧めはしませんでした。 

お塩はこんなに悪者扱いされますけど、人間は、塩と水さえあ

れば、２０日間は生きられると申しますし、赤ちゃんがお腹の中に

宿る時の生命を育む羊水は、１０月１０日育む羊水もこれも塩水な

のです。また、危篤状態の時に打つ点滴も、エンゲルＣ液と言い

ましてこれも食塩水です。また、熱中症で、今年も去年も問題にな

りましたけど、お水はもっと摂らなくちゃいけないとか、我慢して飲

むようにとか言われますけど、お塩を極端に減塩しておりましたら、

喉が渇かなくなってお水が欲しくなくなるのです。ですから、飲み

たいのをガマンして飲まないんじゃなくて、飲みたいと思わないか

ら知らず知らずに熱中症になってしまうという訳です。 

それからもう一つ、レントゲン宿酔という言葉がありますけど、こ

のレントゲン宿酔は、放射線治療を受けたら、だいたいその方とレ

ントゲン技師の方が出てくる症状なのですが、吐き気、ふらつき、

だるさ、これが高じましたら、放射能治療をした時の副作用と言わ

れるような、抗がん剤の副作用と言われる症状と似ているのです

が、こういう症状がレントゲン技師さん達にもでた時は、皆さやはり

濃い塩水を飲まれるそうです。ですから、やはりお塩というものは、

塩のミネラルは増血作用をして、お砂糖は造血作用を壊します。 

今、ここにお集まりの皆さんの中でも、最近元気がなくなったと

か、なんか疲れやすいとか、秋口になってスタミナが出ないという

方、又、一年中減塩をしながら青汁を飲んでいるような方がもしい

らっしゃいましたら、今日からぜひお塩を一つまみ、飲み物、お水

でもお茶でもコーヒーでもなんでも良いので一つまみ入れてお飲

みになってみてください。お塩を入れてショッパイと思う飲み方は

絶対下手な飲み方です。飲んで塩味を感じない程度で良いので

す。それでもミネラルはいっぱい補給になりますので、そういう物を

飲んでみてください。 

最後になりますけど、陰陽の陰性の身体を冷やす食べ物を摂り

過ぎないようにして、それで身体を温める食べ物を摂る、陰陽のバ

ランスのとれた食事をして、発酵食品を多いに摂るように心がけて

みてください。日本人が昔から食べておりました、日本の伝統食を

見直すことが、今この放射能の危機から脱出する知恵ではないか

なと思います。 

今日は拙い話ですみません。ありがとうございました。   

 （文責 江幡 清子会員） 

 

 

第２３２８回例会 

≪第３分区Ｂロータリー情報研究会≫ 

日時⇒ 平成２３年９月１４日(金) 点鐘１４：００ 

会場⇒ 五井グランドホテル  

 

第２３２９回例会 

≪千葉南ＲＣ・千葉緑ＲＣ合同夜例会≫ 

日時⇒ 平成２３年９月３０日(金) 点鐘１８：００ 

会場⇒ オークラ千葉ホテル 


