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多重危機の中の「環境危機」の特異性

加藤　三郎

今月の
テーマ

私は過去半世紀、若い時は大気汚染や水質

汚濁などの公害対策、さらに廃棄物対策や浄

化槽行政の推進、そして中年以降は地球温暖

化などの地球環境問題に向き合い、対策に携

わってきた。特に今世紀に入ってからは、気

候異変や生物の種と個体数の減少、さらには

環境ホルモンなど微量な化学物質による健康

影響など、それ自体がもたらす実体的被害だ

けでなく、経済的・財政的出費も考えるとた

だならぬ状況に陥りつつある。文字通り危機

の様相が深まるにつれ、私の関心は、この「環

境危機」にかなりの程度集中していた。

そんな私に、もう一つの「危機」が何の前

触れもなく飛び込んできた。新型コロナウイ

ルスによる感染症パンデミックである。この

パンデミックは、人間活動圏の自然界への膨

張と、ヒト、モノ、カネの自由な交流を推進

してきたグローバル経済がもたらした落とし

穴であり、その恐さをまざまざと見せつけた。

私自身はこの間、環境危機とコロナ危機の

二つを見つめながら自宅で著書の執筆を続け

ていたのだが、私たちの生命や暮らしはもと

より、社会全体もコロナ危機に限らず多様な

危機に囲まれていることに改めて気づかされ

た。会員諸氏は、そんなことは当たり前では

ないか、首都直下型地震も南海トラフ地震も

ずいぶん前から繰り返し警告されているとお

りのれっきとした危機ではないか。またある

人にとっては、コロナに感染するより経済活

動がストップしてしまい需要も生産も消滅し

たような経済の大収縮こそ、倒産や失業に即

繋がる本物の危機なのかもしれない。さら

に、昨今の北東アジアの政治的、軍事的状況

は緊張や不安定化が増しており、ひょんなこ

とから軍事衝突になったり、ミサイルが飛び

込んで来やしないかと本気で心配している方

もいよう。もしかしたら、いつか隕石が落ち

てくるのではないかと大真面目に心配してい

る方、あるいは原子力発電所が再び大事故を

起こしたら日本の経済社会は立ち直れないの

ではとの危機感を持っている方もいるかもし

れない。

このように日本の社会とその中における私

たちの生命や暮らしは、実に様々な大中小の
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脅威や危機にさらされている。そのことを、

改めて思い起こすとともに、私自身が半生を

費やして取り組んできた地球環境の危機はこ

れらの危機の中でどういう位置づけになるの

か、またどんな特色を持つのかを考察してみ

た。

「環境の危機」は他の危機とは異なる特異

性がある。まず発生原因を見ると、他の危機、

例えば大地震であれ戦争であれ大恐慌であ

れ、人はそれを欲して追い求めていったら危

機になってしまったというものではない。人

はいつでも、それは是非とも避けたいと思い

ながらも、偶然や様々なプロセスの結果、陥っ

てしまう類の危機である。それに対し環境の

危機の場合、その発生原因は、昔から殆どの

人が願い、そして今も願っているモノの豊か

さ、便利さ、快適さを確保しようと、社会も

個人も大変な努力を傾注してきたら、地球環

境が許す限界を超えてしまい、気がついたら

とんでもない危機に陥ってしまったというの

が実態だろう。つまり、生活水準の向上とい

う人間のまっとうな願いを刻したコインの裏

側には、その人間の生活を全面的に破壊する

ような「環境の危機」が張り付いていたのだ。

もちろん、このような危機の理解に対し、

①そもそも環境とは昔から常に変化している

だけであって、危機などではない、②地球環

境の限界を超えたというが、まだまだ余裕は

あるのではないか、③コストメカニズムや科

学技術の絶えざるイノベーションによる解決

策も十分考えられるのではないか、あるいは

④地球環境が満杯になったら火星その他の宇

宙に移住すればよいのではないか、などの異

論・反論もあり得ると思う。しかし、私はそ

う考えない。この人間の欲求と裏腹にある環

境の危機の特性こそが、他の危機とは異なる

希望であると考えている。

どういうことか。繰り返し述べているよう

に、人は太古の昔からより良い生活を求めて

工夫を重ね、技術を鍛え、制度を創り、営々

と努力を怠らず発展してきた。この努力は当

然、経済の量と質を変えたが、それでも地

球環境の危機を引き起さなかったのは概ね

1970 年代までである。その頃の世界の人口
は 40 億人弱、経済の規模は現在と比べ、お
そらく 1 桁程度は小さい。ちなみに、国連

が初めてこの問題に取り組んだのは 1972年、
ストックホルムで国連人間環境会議を開催し

たときである。また良識ある経済人の集まり

であるローマクラブが『成長の限界』を出版

したのもこの年である。

しかしながら、わずか 50 年ほど前までは、
地球の環境、つまり大気も陸も海も生物も全

く健全だったとは言わないまでも、なんとか

持続可能だったという事実は、しっかり頭に

留める価値はある。だから今なすべき事は、

できるだけ早期に、人間活動から出ている環

境負荷（例えば CO2 の排出、化学物質の多

用、森林の破壊と土地の改変など）を最小に

するようエネルギー源を転換したり、技術の

開発・普及を環境面からもチェックする制度

を創る。あるいは、消費生活を含む私たちの

ライフスタイル全般を見直し、新しい経済社

会の構築へと向かう知恵と勇気を調える機会

とすべきであろう。

このようにいくつもある危機の中で、環境

の危機だけが、私たちがこれまでの価値観や

経済のまわし方を改めることができれば、何

とか乗り越える可能性を有する危機だと思う

のだ。

よく、「ピンチをチャンスに」という言葉

が使われるが、まさに環境の危機に立ち向か

う今こそがそれである。そしてそのチャンス

は「環境文明」社会の構築の中から出てくる、

というのが私達の長年にわたる活動を通じて

主張したいことである。
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新型コロナウィルスのパンデミックは、我々

の行動パターンを変えてしまった。同時にヒ

トとウィルスとの切っても切れない関係を、

思い出させてくれた。

ウィルスと聞くとすぐ病気を連想するが、

我々との関係は非常に深く広範で哺乳動物の

出現にさえ関わっている。たとえば、哺乳動

物の仔が母親の子宮の中で育つのは、ウィル

スが造った一枚の細胞膜が母親のリンパ球が

仔の血流に入るのを妨げてくれているからだ。

ウィルスとの付き合いは、ヒトとして存続し

ている間、絶えることはない。

　

新型コロナウィルス対応

公衆衛生学では感染症流行を吟味し、影響

を予測するうえで三つの要因を区別する。

①病原体、②ホスト（宿主）、③環境条件

第一の要因の病原体として、コロナウィル

スの系統には、ふつうの風邪、肺炎や気管支

炎をおこす類がある。しかし 2002年に中国に
はじまり、世界中で約 8,000人の感染者をだ
した劇症急性呼吸器症状（SARS）のように、
高齢者では致死率が数十パーセントに達する

恐ろしいものもある。新型コロナウィルスの

感染性は、SARSよりも高いが、毒性は比較的
に低いように見える。

第二の要因のホストについては、高齢者や、

持病があり免疫抵抗力の衰えた者は、当然の

ことながら死に至る率が高くなる。

第三の要因は広い意味での環境条件である。

中国経済の規模の拡大につれて、中国とそ

れ以外の国々とのつながりが急速に増大した。

これが世界各国に広がったパンデミックをお

こしている第一のポイントだろう。

SARS流行の 2年後の 2005年、中国本土か
らの国際空路は 233本に過ぎなかったのに、
2016年までに 3倍以上の 739本に増えた。同
じ期間に中国に出入りした人の数は、約 300
万人から 5,100万人と爆発的に増えている。
第二のポイントは、国の指導者がどのくら

い感染症の流行ポテンシャルを理解し、冷静

な科学的対応を行うかである。

〇事例一：中国の初期対応

この感染症の最初の症例が中国武漢で発見

されたのは、2019年 12月 1日で、同月中旬には、
医療関係者に流行拡大の警戒感が高まる。こ

の時が当局が直ちに対応し始める機会だった。

しかし当局は公衆衛生的危機について警鐘

を鳴らそうとした人たちを沈黙させ、新感染

症発生の事実は隠蔽されたままだった。武漢

市中心病院で患者の治療にあたっていた李文

亮医師は、友人たちに危険性を伝えていたが、

共産党と警察当局によって、デマを流したの

は誤りだったという供述書に署名させられた。

彼はその後自身が感染し死亡する。

習近平主席の当局は、この時点で医師たち

の意見を聞き、流行拡大を防ぐ手段をとるべ

きだったが、その機会を逸しパンデミックの

引き金を引いた。

中国は 12月 31日にWHOに新型コロナウィ
ルスについて通報するが、自国民は蚊帳の外

に置かれた。武漢の市長は 2020年 1月後半ま
で感染症についての発言を許されなかった。

政府は 1月 23日に武漢を「隔離検疫」す
る断固とした措置をとったが、市長によれば、

すでに 500万人が武漢を離れていた。
〇事例二：米国の初期対応

「アメリカ・ファースト」を叫ぶトランプ
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大統領は、地球が小さくなり、感染症が人間

行動にどう連動しているかに気づいていない。

彼は地球規模の保健は不必要だとみて、

2014年のエボラ熱流行の際つくられたパンデ
ミック対応機関を廃止し、CDC(アメリカ疾病
予防管理センター )の海外部局を 49か国から
10か国に減らし、さらに今回のような新型ウィ
ルスがヒトに侵入するのを監視する部局も廃

止していた。新型コロナウィルス感染症流行

についても、一貫して楽天的な発言である。

1月末、記者にパンデミックについて意見
を聞かれると、「我々は完全にコントロールし

ている。中国からは一人だけしか入っていな

い…大丈夫だよ。」2月 27日の発言「そのう
ちに、奇跡的に、それは消えるよ。」

4月 14日、大統領はWHOへの拠出金を止
める意向を表明。理由は「昨年 12月、中国
武漢からの情報で人から人への感染を疑うべ

き根拠があったのにWHOは調査しなかった。
基本的な義務を怠り、その過ちによって多く

の人たちが死亡した。その責任を取らなけれ

ばならない」というものだった。

5月 31日、米国の感染者数は 180万人に迫り、
死者はすでに 10万人を超えた。大統領の怠慢
による犠牲者はそのどのくらいを占めるのだろ

うか。

基底にある環境条件―人口増

過去半世紀ほどの間に、動物由来の感染症

が急増している。

地球という閉鎖系において人口の増加は、

野生動物の棲息地を減少させ、ヒトと接触す

る機会を増やすから、野生動物が宿主でヒト

には未知のウィルスと遭遇する機会も増えざ

るをえない。1950年以降の世界人口の推移を
みると、1950 年に約 25 億人だったものが、
2020年に約 78億人になっている。わずか 70
年間に人口は 50 億人以上増えた。2050 年、
世界人口は約 97億人で、さらに 20億人の増
加があるだろう。2100年には約 109億人と推

計されている。

人口増の地域による違いは大きく、人口の

急増が最初にはじまったヨーロッパでは、2020
年のピークを過ぎると人口は減少すると推定さ

れている。世界人口の 6割を占めるアジアも増
加率は低下を続け、2055年頃人口はピークを
迎え、その後は減少に転ずると予測される。で

あるならば、今後の世界人口の増加のほとんど

がアフリカに生じることになる。その人口は

2020年の約 13億人から、2100年には約 43億
人へと 3倍以上に増加すると推定される。

スラムという培養器

20世紀初めには、世界の都市居住者は人口
の 15％に過ぎなかったが、2008年頃に都市
人口は農村人口を上まわった。農村から都市

への流入が続き、スラムを形成する。2010か
ら 2025年の間に、世界の 100万人都市は 324
から 524に増え、1,000万人以上のメガ都市は
19から 27に増える。
この都市人口の増加は、ほとんどが発展途

上地域で起こり、サハラ以南のアフリカ、南

アジア、西アジアなどでスラムが急激に増え

ている。都市人口に占めるスラム人口の割合

は、2005年でアフリカは 7割以上、南アジア
では 6割近い。アフリカでは 15年、西アジア
では 26年でスラム人口が倍増する。
ヒトが密集し、上水道・下水道が備わらず、

ごみが除去されず、医療機関にも乏しい都市の

スラムは、感染症のもっとも流行しやすい条件

を備えている。微生物の培養器とも見做せよう。

ヒト中心主義は成立しない

「持続可能な社会」が、地球規模において、

どう定義されるのか、筆者には明らかではない。

このパンデミックは、ヒトが野生動物を宿

主とするウィルスとの遭遇機会を増やしつつあ

ることを、改めて実感させてくれた。その基底

には、止めようのない人口増と、それによる自

然環境破壊の拡大があるのは確かである。



家族の物語：アシュラと禰
ね ず こ

豆子を事例に

木俣　美樹男　( きまた　みきお／東京学芸大学名誉教授 )
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一本鎖 RNA ウイルス COVID-19 への恐怖
は人間所業の醜悪をさらけ出したが、一方

で恐怖に抗い美しい心性を輝かせてもいる。

たとえば、現場の医療従事者や廃棄物処理

従事者は恐怖と闘いながら、誇り高く社会

的責任を遂行しており、熱い感謝を示す人々

はとても多い。しかし、経済格差や属性差

別も一層露わになり、救援を受けながらも

過剰に心無い応対をする人々も少しはいた。

さて、感染防止のために会社も学校も自宅

待機になり、家族として寄り添った時間がで

きた。一時の社会的空白が不幸中の幸いとし

て、東京時代注に次第に薄弱となっていた家

族の情愛を深めることができたことだろう。

ジョージ秋山（1970 ～ 1971）『アシュラ』
（少年マガジン掲載）の主人公アシュラおよ

び吾
ごとう げ こ よ は る

峠呼世晴（2016 ～ 2020）『鬼
きめつのやいば

滅の刃』（少

年ジャンプ掲載）の副主人公禰豆子を事例

に、心の構造について考えてみたい。この二

人は鬼人として描かれ、両作品共に惨たらし

い場面が頻繁に出てくる。前著は大学生の頃

に読み、当時、保護者の不評を買い、神奈川

県などでは有害図書指定や販売禁止になっ

た。後著は孫子の推薦で借りて読み、現在、

少女や若い母親層にも人気でアニメーション

や小説も含めてベストセラー第一位である。

COVID-19 の恐怖の中で、この二つの漫画
作品を家族の物語として読んでみた。この両

者の作品への世間の対応に大きな違いがある

のはいくつかの要因があるのだろう。それで

も、より惨い場面がある後者の方が、子ども

はともかくとしても、子育て世代の女性から

非難も受けずにむしろ大好評であるのは、前

者の出版年代よりも現実社会に鬼が多くいる

ようになったからか、あるいは人の生死も

ゲーム感覚になったからなのだろうか。

室町時代末期の戦乱と飢饉の最中にある村

で、捨て子アシュラは放浪を生きぬいた。ア

シュラの実父は散
さんじょたゆう

所太夫で、身ごもった妻藤

乃を放
ほうてき

擲した。彼女は鬼狂女になり、アシュ

ラを生んだが、飢えのあまり赤子のアシュラ

さえ喰おうとした。アシュラは自分を導く乞

食法師が差し出した彼の腕を食べることがで

きなかった。後に、散所太夫はアシュラが自

分の息子であることを知り、罪深い所業を悔

いた。狂母は息子アシュラを探し求め、病に

余命も無く、やっと再会したアシュラは母を

容易に許せなかった。しかし、アシュラは最

期の母に百合の花を手向け、「生まれてこな

ければよかったぎゃ」と慟哭した。ここでア

シュラは母と自分の人生を受忍したのだろう

か。その後、アシュラが阿修羅として生きた

のか人間になって死んだのか、描かれること

はなく終わっている。

他方、東京時代中期、大正ロマン・デモ

クラシーを背景に、禰豆子は鬼人として兄

竈
か ま ど た ん じ ろ う

門炭治郎（鬼殺隊員、主人公）の背負う

箱の中で眠り、時として田舎や都会の世間

に出て、兄を助け鬼との闘いに生きた。禰

豆子は炭焼きを職業とする竈門家の長女で

ある。父が他界していたので、母、炭治郎

ほか４人の弟妹たちと暮らしていた。炭治

郎が町に炭を売りに行き、一夜、家を留守

にしたときに、一家は鬼の長、鬼
き ぶ つ じ む ざ ん

舞辻無惨

に襲われ、家族 5 人は殺されてしまい、唯
一人禰豆子は鬼となって生きていた。炭治

郎は妹を人間に戻そうと、剣の修行に励み、

鬼殺隊員として血鬼術を縦横に操る鬼たち
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と戦った。禰豆子は鬼になったにもかかわ

らず、兄の愛情を認識していたので、人喰

いを自制でき、鬼には成りきらず、兄が約

束した通りついには人間に戻った。ここに

出てくる鬼たちは飢餓によってだけではな

く、強くなり人間や鬼を支配する権力を得

るために人間を楽しみで沢山喰うのである。

彼らは想い違えた家族への心に飢えており、

それを権力で置き換えていたのである。

鬼より恐ろしいのは人間の心の闇に深く潜

み澱む毒である。毒を溜め込んだ人間は残念

なことに実在している。鬼は見た目が怖く、

毒人間は見た目ではわからない。ムラ社会の

形成とムラ撥撫の発生は学校や会社などでの

いじめの構造と同じで、田舎であれ、都会で

あれ、閉鎖的な時空間で毒を充満させ、人び

との心を分断し、貶め、心的障害ストレス障

害に長らく苦しませる。知性ある周りの人々

さえも毒に晒されると、傍観者、同調者になっ

てしまう。次は自分がいじめの対象者になる

ことを怖れ、操られるからである。現実から

抽出したこんなに面白い人生ゲームが『ア

シュラ』や『鬼滅の刃』の主題に他ならない。

ほとんどの人間にはとても信じられないこ

とであるが、心に毒を持つばかりでなく、さ

らに良心を持たない人たちもいる。心理セラ

ピスト、M. スタウト（2005）によればアメ
リカでは 4％が良心を未だに有していないと
いう。良心は第七の感覚で、人間にとっては

まだ進化の過程にある感覚である。人類史で

時々起こる感染症のパンデミック、現在は

COVID-19 によるものであるが、この毒素は
人間の心にも及び、隠れていた実に醜い心性

を増幅し、露出させているのだ。

現実を見つめ、禍福転じて反省し、心の構

造を整理して真の文明への移行準備をした

い。五感を大切に保ち、第六感（直感・直観）

を澄まして、第七感（良心）を鍛える。この

苦境を乗り越えるには先人から学び、心の構

造（知脳）を鍛錬して、自律することだ。疑

心暗鬼に罹るのではなく、人を傷つけず、自

らも傷つかない。家族との信頼を育み、師友

を求め、学びを深めて人生への信念を鍛え、

自然への信仰を証しする。私たち家族は幸せ

になって良いのであって、地域共同社会で共

生するよう原則的に食物や学びを自給知足す

るための方策を、真の文明にむけてゆっくり

と堅実に準備する。

重層して蓄積してきた文化複合（生活、

生業、産業、科学、芸術、さらに宗教）は

現代の文明を支え、真の文明への移行を保

障する。すべてを包み込むような統合する

心の構造（環境観）に目覚めたい。家族を

支えているのは職業による収入だけではな

く、収入にならない生業も必須の支えであ

る。自分たちでできる仕事はささやかでも

行ない、不足することを地域共同社会に委

託する。さらに、人間の心は家族や地域を

越えて、世界の良き事象にも共感すること

ができ、歴史的時間や地理的空間を越えて

でも協働することができる。

末尾に竜頭ながら、パンデミックは感染

症の世界的な大流行を意味しているのだが、

人口爆発も自然に対するパンデミックと同

じような現象だ。さらに、農業文明以後、

人間の食料となる穀物など栽培植物や牛・

豚や鶏など家畜の画一種・品種の個体数の

激増も同様で、これらには病害虫や病原体

が伴いパンデミックを引き起こす。大都市

集住、農耕地でのモノカルチャーや畜舎で

の多頭飼育などとして大集団を形成するこ

とが根本的な誘因だ。

参考：エッセイ「超克への祈りと願い」「超克２嫉妬と

保身の自律制御および農耕の勧め」

www.milletimplic.net/essey/conquest.pdf 

www.milletimplic.net/essey/conquest2.pdf

( 事務局注 ) 東京時代：日本の歴史における時代区分で、

東京が首都となってからの日本を指す呼称として考え出

された概念の一つ。
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今、時代は「VUCA の時代」なのだそうだ。
VUCA とは、「Volatility（激動）」「Uncertainty
（ 不 確 実 性 ）」「Complexity（ 複 雑 性 ）」
「Ambiguity（不透明性）」の頭文字で、おお
ざっぱに言うと、事態は急速かつ大きく変

動し、先のことは不確実で見通しがたたず、

「まさか」が頻発。グローバリゼーションと

技術のイノベーションは加速し、関係性は

枠組を超えて複雑化し、絶対的な解決策は

なく何が正解になるかもわからない、といっ

たところだろうか。もはや「安泰」はなく、

世界は様々なリスクと不安にまみれている。

人類を翻弄するそんな時代を作り出した

のは人類自身に他ならない。ホッケース

ティック状の加速度的変化を示しているの

は CO2 濃度だけではない。熱帯林の減少

や絶滅種の数など地球環境指標は軒並み似

たような形で急速に増大している。これを

もたらしているのが人間であることは、人

口や GDP、水利用、自動車の数などの人
間活動指標がやはり同様のカーブを描いて

急増しているのを見ればおのずと納得がい

く。このような変化が持続可能だと思う人

は一人もいないはずだ。いずれホッケース

ティックの柄はどこかで折れるだろう。人

類世（Anthropocene）とも呼ばれるこの時代、
人類は地球システムを大きく変えてしまい、

気候変動や生物多様性の損失は取返しのつ

かないレベルに達しつつある。

ウィルスがもたらしたもの

わかっていても止まれないのが人類。地

球環境の危機が叫ばれてからすでに久しい。

「かけがえのない地球」をテーマとしたス

トックホルムの国連人間環境会議から 48年、
12 歳のセヴァンが「直し方のわからないも
のを、これ以上壊すのはやめてください」

と訴えたリオの地球サミットから 28 年。そ
れでもやはり人類は経済最優先を変えるこ

とはなかった。そして、一昨年 15 歳のグレ
タのたった 1人の学校ストライキから始まっ
て世界にクライメートアクションの大きな

うねりが巻き起こったとき、今度こそ世界

は変われるかも、そんな希望が湧いてきた。

そんな矢先、新型コロナウィルスは現れた。

人々は、当初事態を侮り、そのうち感染拡

大は収まるだろうと楽観していたのだと思

う。しかし、時代は VUCA である。このウィ
ルスは症状がなくても感染力を持つというそ

のステルス性において、これまでとは違う脅

威をもたらした。瞬く間に感染は世界に拡

大し、感染者は 2020 年 7 月 1 日現在で累計
1,000 万人を超えている。ワクチンもないた
め、感染拡大を抑えるには人と人が距離をと

り、人や物の移動を制限するしかない。世界

の多くの都市がロックダウンし、これまで見

たことのないゴーストタウンのような光景が

広がった。これはこれで心が痛んだ。

しかし、国境が閉鎖され、人々が家にい

ることを強いられた結果、飛行機や自動車、

工場等からの汚染物質の排出が減少した。

それによって、インドから数十年ぶりでヒ

マラヤが見え、中国でも大気汚染レベルが

著しく低下したという。やればできる。

では CO2 はどうか。イーストアングリア

大などのチームが英科学誌 Nature Climate 
Change に発表した論文の推計によれば、世
界で 1 日に排出される量は今年 4 月初旬、
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2019 年の平均値より 17% 減少したとのこと
だ。国際エネルギー機関（IEA）も、2020 年
のエネルギー関連の CO2 総排出量が、前年

比 8% 減になる見込みとの推計を発表した。
世界中でこれほど厳しく活動が制限され

ているのだから排出量も激減するだろうと

期待していただけに、この程度しか削減で

きないという数字に、パリ協定の目標達成

がいかに厳しいものかを痛感させられた。

国連環境計画（UNEP）の 2019 年版排出
ギャップレポートは、温暖化を 1.5℃に抑え
るには 2020 ～ 2030 年に年 7.6％、2℃に抑
えるには年 2.7％のペースで排出削減する必
要があるとしている。新型コロナウィルス

の出現によって私たちは図らずもホッケー

スティックの柄を折ることになり、1.5℃目
標を達成するための約８％削減がどれほど

のものかを実際に体感している。地球温暖

化を抑制し持続可能であるために排出削減

は必須だが、活動量の低減だけでそれを成

し遂げようとすると私たちのくらしや経済

への影響があまりにも大きく、この状態が

長く続くこともまた持続可能だとは言えな

い。大きなジレンマだ。

私たちはどんな未来に向かうのか

図は、IPCC 第 5 次評価報告書第 2 作業部
会政策決定者向け要約の図を部分的に引用

したものである。人類は今、分岐点に立た

されている。レジリエンスが低下しリスク

が高まる安易な下降経路を選ぶか、苦労は

大きくてもレジリエンスを高めリスクを低

減する上昇経路を選ぶか（たとえばグリー

ン・リカバリー）で、起こりうる将来は大

きく変わる。この図をよく見ると、いくつ

もある意思決定の分岐点で安易な下降経路

を選び続けると挽回できない、すなわち手

遅れになってしまう状況に陥ってしまうこ

とがわかる。現在がすでに手遅れになって

いないことを願うが、もうぎりぎりだ。

このコロナ禍を、これまで変われなかっ

た人間活動の在り方を変革する最後のチャ

ンスと捉え、あえて厳しく険しい経路へ大

きく舵を切ることができるかどうか、それ

が VUCA の時代の人類の持続可能性を左右
するのではないだろうか。

人間は 1 人では生きていけない生物だ。
その人間をこのウィルスは物理的に引き離

した。突然もたらされたその現実で、いか

に人のつながりが大事だったか、家族や友

人といる何の変哲もない日常というものが

いかにいとおしいものだったか気づいた人

も多いと思う。

「今だけ、カネだけ、自分だけ」から「今

より、カネより、自分より」大切なものが

あると気づき、大切なもののために試練に

向き合い連帯して行動することが原則に

なったら、きっと人類は持続できる。無理

やりにでも、そう信じないと私は生きてい

けない。

図：起こりうる将来に導く意思決定の分岐点と経路

　(�IPCC 第 5 次評価報告書第 2 作業部会政策決定者向け

要約の図 SPM.9 の一部 )



デザイン思考で SDGs
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私の暮らしている自宅も会社も東京の青梅

市にあります。緑豊かな地域で都区内から 90
分でこんなに自然環境が…と言うような地域

です。昨年の台風 19 号では多摩川流域も記
録的な被害をもたらしました。50年に一度の
災害が毎年のように地域を変えて襲いかかっ

てきていると感じます。「COVID-19」の蔓延
も地球からの警鐘なのかもしれません。

製造業はエネルギーを使って製品を作る産

業です。農業の様に CO2 を吸収してくれる

ことも無く、環境負荷を減らすことが課題と

なっています。弊社の製品は「COVID-19」の
影響で自動車は 4割減産となり、医療関係も
手術室の「COVID-19」対応のため、こちらも
2割の減産と厳しい環境が続いています。沈
静化しても今までとは違った新しい環境が出

来ていく事と思います。そこにどのようにし

て上手くフィットさせていくかが重要です。

弊社の 70 周年に向けてのメインテーマは
「エシカル（倫理的）経営」です。日本人の

特質というか、「決めごとを守る」とか「もっ

たいない」とかの倫理観を仕事に生かしてい

きましょう！というテーマです。これからは

環境適合させながら復活を目指すことになり

ます。それは地域や地球環境に優しい「SDGs」
を意識した「デザイン思考」で日本人のマイ

ンドを変化させる事だと思っています。

「スーパーでの買い物」と「ものづくりの

品質基準」一見関連の無い内容に感じると思

います。スーパーでは賞味期限が短いものが

手前に、長いものが奥に陳列されています。

「皆さん何処から取りますか？」この質問を

すると大多数の方は奥からと答えてくれま

す。創造性豊かな日本人にとって「全体最適

はどれ」と瞬時に判断し行動をします。スー

パーではそれで売れ残り、賞味期限が来てし

まう商品は「歩留まり」として商品単価に付

加して処理コストを生み出しています。

実は消費者が奥から取ることによって廃棄

物の費用負担をしている事になります。この

話を是非、家族の皆様にしてください。非

難されるかもしれませんが SDGs の第一歩の
「誰一人取り残さない」一人一人の行動にか

かっています。「明日から手前から消費しま

しょう！！」( 笑 )
個人にとっては全体最適な行動ですが、社

会にとっては 600 万トンの食品廃棄物を生
み出している部分最適な行動です。これも日

本人のマインドです。

では「ものづくりの品質基準」に目を向け

ると、そのような目利きの社員が製造工程で

の不良品を工程不良として「歩留まり」と呼

び廃却をしています。「過剰品質」を分かっ

ていてもやめられません。実はこのコストも

お客様が負担をしています。これも日本人の

マインドです。

「COVID-19」をきっかけに世界規模でそ
んな、過剰を直視して、修正していく気運が

更に高まってきたと感じます。

マイクロプラスチックが海を汚し生態系

だけでなく、地球環境を脅かしている。そ

んな問題が顕在化してから、スタバやセブ

ンもプラスチックストローを廃絶しようと

動きました。そして海洋ごみの減量につな

がるような「エシカル」な行動が注目され

るようになりました。

ここで自動車業界でも過剰品質を見直し

て、コストダウンにつなげていこうとして
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います。今までの品質基準を見直して無駄

を省く、「COVID-19」による急激な危機感
がこれまでのマインドを変えました。そし

てまさにこれからは「デザイン思考」が必

要だと思います。

私たちも自らの行動で時代を作っていく事

が求められるでしょう！「製造業でテレワー

ク」や「非接触で仕事を進める」そんなこと

は無理だと感じるかもしれませんが、「ステ

イホーム」でも出来る仕事は製造業でもある

事が実証されました。まずは紙の書類や電話

で情報をやり取りする時代から一気にデジタ

ル化を加速させるときだと感じています。

“ 今まで通りで良い ” では無く、人でなけ

れば出来ない事を更に進め、自身を変革して

デジタルの時代に生き延びる。自分さえ良け

ればではなく、「エシカル」にチームのため

になる行動を一人一人が出来るようになるこ

とです。そこで要求されるのが一人一人のス

キルアップだと思います。

自分にしかできない事を徹底的に伸ばし仕

事の実力で自分をアピールする、出来る事を

増やす。コミュニケーション能力を高める、

会話が少ない中でも好印象を与える。このよ

うに人しかできない行動を進めていくことが

必要なのだと思います。

デザイン思考の事例紹介

「COVID-19」の感染予防のためにあちこ
ちにプッシュ式の消毒液ボトルが置いてあ

ります。しかし誰が触ったかわからない状

態で触るのに躊躇したり、両手がふさがっ

て居たり、置く場所が色々で場所を取った

り、足元が汚れてしまったり、また、不心

得ものが持って行ってしまうということも

あって、様々な課題があります。何かうま

く解決したい課題です。

そんな課題に武州の技術で何かできない

か、と話をしました。それが 5月の連休明け
でした。みんなで集まってパイプで出来る事

を考え、「デザイン思考」で進めました。そ

こから様々な試行錯誤が始まりました。そし

てみんなのアイデアを形にしていきました。

パイプの寸法やそれぞれの部材の寸法を決め

ては、修正を繰り返しその結果、短いサイク

ルで製品化し、量産につなげる事が出来まし

た。まさにシリコンバレーのデザイナーがい

ないデザイン会社「IDEO」が良いデザイン
を生み出している。そんな開発の日々でした。

このように弊社の仕事の仕方は「デザイン

思考」で考えられています。毎日何をしたら

もっと仕事が楽になるか。それを実現するた

めに何を考え、どんな形にしていくか。そう

いう思考の習慣がとても大事です。良い物を

作る事はもちろんですが、求められている事

を最短で実現すること。そういうマインドに

思考が変わる。そこが「SDGs」のターゲッ
トにつなげると理解しやすいです。

1ヵ月の開発で 130台の出荷が出来ました。
これからも使ってくださるお客様と一体と

なって様々な課題を解決していきます。今回

の「ペダル式ボトルスタンド」で安心・安全

と共に、机とか台も不要になってスッキリ出

来る事でしょう。使う人の気持ちになって、

それが何に使われてどんな効果があるのか。

そういう視点で必要なものを作ってくこと

が出来ました。

厳しい時代が来ています。「禍い転じて

福となす。」この機会を

「SDGs」を実践して「も
のづくり」を考える時に

しましょう。そのことを

証明してくれたのが、今

回の「ペダル式スプレー

スタンド」開発だったと

思います。
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事務局

2020 年度　通常総会

6 月 16 日（火）13 時 30 分～ 14 時 30 分、
環境文明２１事務局（東京都大田区）におい

て、2020 年度 通常総会を開催した。（東京
都の指導により対面での会合は避け、オンラ

イン会議システムと書面表決を組み合わせ

た。）

正会員 74 名中、オンライン出席者 4 名、
書面 41 名、議長等への表決委任者 19 名で
あり、定款に基づき総会は成立した。

総会出席者（敬称略、50 音順）

　（代表）藤村コノヱ、（理事）井村秀文、

　田崎智宏、（顧問）加藤三郎

１．役員（理事および監事）に関する事項

新理事として柴山徳一郎氏が加わることに

ついて審議した結果、承認された。その他の

現理事（11 名）と監事（1 名）については再
任が承認された。

２．事業報告および活動計算に関する事項

［2019 年度 事業報告］

１）環境問題に関する政策提言

①持続可能な脱炭素社会に向けた政策提言

②�日本国憲法に環境原則（持続性理念）を導

入することについての政策提言

③グリーン連合活動

２）環境問題に関する調査研究

①中小企業の脱炭素化を支援する活動

②�市民版環境白書 2019（グリーン・ウォッチ）
の発行支援と次年度白書の編集・執筆

③「環境倫理」部会

④「憲法」部会

⑤「脱炭素」部会

３）環境問題に関する普及啓発

①会報の発行（年 12 回発行）
②「経営者「環境力」大賞」の顕彰・発表会

③環境文明塾の開催

④�グリーン連合「市民版環境白書 2019（グ
リーン・ウォッチ）発行記念シンポジウム」

支援

⑤「ECO 動画甲子園」事業支援
４）環境問題に関する交流

①全国交流大会

②経営者「環境力」クラブ

④黒部峡谷エコツアーの開催

⑤�支部活動（関西グループ及びその他の

����各支部）

５）その他

①運営委員会の開催

②企業との協働

③ホームページの更新

④�会報等のインターネット配信システムの

����整備

⑤インターネットを介した広報活動など

［2019 年度 活動計算書］

（収入の部）　　　　　　　　　　（単位：円）

　会費収入　　　　　　　　　　 4,513,800
　助成金収入　　　　　 　　　    2,000,000
　寄付金収入　　　　　 　  　　  3,293,659
　その他収入（受取利息他）        　　　�  31
　当期収入合計　         　               9,807,490
（支出の部）

　事業費                                            8,579,049
　管理費　　　　          　　　　   1,073,316
　法人税等（受取利息の税金）　   　　��    4
　当期支出合計　　                        9,652,369
　当期収支差額　  　                         155,121
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３．事業計画および活動予算に関する事項

［2020 年度 事業計画］

１）環境問題に関する政策提言

①持続可能な脱炭素社会に向けた政策提言

②日本国憲法に環境原則（持続性理念）を導

入することについての政策提言

③グリーン連合活動

２）環境問題に関する調査研究

①中小企業の脱炭素化を支援する活動

②市民版環境白書 2020（グリーン・ウォッチ）
の発行支援と次年度白書の編集・執筆

③脱炭素社会における倫理部会

④憲法部会

⑤脱炭素部会

３）環境問題に関する普及啓発

①会報の発行（年 12 回発行）
②「経営者「環境力」大賞」の顕彰・発表会、

③環境文明塾の開催

④�グリーン連合「市民版環境白書 2020（グ
リーン・ウォッチ）発行記念シンポジウム」

支援

⑤ ECO 動画甲子園事業支援
４）環境問題に関する交流

①全国交流大会

②経営者「環境力」クラブの活動

③エコツアーの開催

④�支部活動（関西グループ及びその他の

����各支部）

５）その他

①インターンの受け入れ

②企業との協働

③ホームページの更新

④会報等のインターネット配信システムの

����整備

⑤インターネットを介した広報活動など

［2020 年度 活動予算書］

（収入の部）��������������������������������������（単位：円）

　会費収入　　　　　　　　　　 5,300,000
　助成金収入　　　　　 　  　　  2,000,000
　寄付金収入　　　　　 　   　　 2,050,000
　当期収入合計　         　　　　��  9,350,000
（支出の部）

　事業費                   　　　　　　  8,303,100
　管理費　　　　           　　　　  1,044,000
　当期支出合計　　        　　　��   9,347,100
　当期収支差額　　　　　　　　　���� 2,900

３．その他、今後の活動方針等

主な意見は下記の通り。

○�今回のコロナ禍で判明した社会の盲点（飲

食、旅行、観光産業へのダメージ、個人へ

の補助金配布による財政圧迫など）を見直

し、中小企業の経営者が考える企業の在り

方や今後進むべき方向性なども「環境文明

社会」という視点から議論してはどうか。

○�グローバル化は必要だが、背景になる思

想、新しい価値観の伝え方が課題。新しい

人間関係、都市と農村など、コロナはグロー

バル資本主義の今後を考える良い機会では

ないか。

○�環文が提案する「日本の持続性の知恵」が

コロナの時代で活かせるか。

○�文明について再認識する機会。ウェブをう

まく使いながらタスクフォースや部会での

議論ができるのではないか。

○�これを機に新しい関係づくり（農家でアル

バイトしつつ Web で大学に在籍でき、先

端的な議論にも参加など）、新しいネット

ワークができるのでは。仕事の生産性もオ

ンラインの方が上がるケースもある。

○�会報を露出度の高い媒体と繋げ、接点のな

かった人たちにアクセスできるようアウト

リーチの努力を続ける。
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グリーン連合の活動報告

2015 年 6 月 5 日に設立されたグリーン連
合の活動もこの 6 月で 6 年目に入った。活
動の一環として毎年発行している「市民版

環境白書　グリーン・ウォッチ」も 2020 年
版で 5 冊目となる。ここでは、2020 年版発
行シンポジウムの様子と 5 年の活動を振り
返って、グリーン連合の現状と課題につい

て報告する。

【��2020年版グリーン・ウォッチ発行

��　　　　　　　　　　　�シンポジウム】

毎年グリーン・ウォッチのお披露目を兼

ねたシンポジウムを国会議員会館で開催し

ていたが、今年はコロナの影響で会館での

開催は中止、変わって Web での開催とした。
そのため議員の参加はなかったが、Web 開
催ということで遠方からの初参加もあり、

約 80 名の参加があった。
冒頭、執筆責任者である藤村から、何気な

い私たちの暮らしや経済活動が環境問題を拡

大させていること、環境問題もコロナも根は

行き過ぎたグローバル化にあり、解決に向け

ては他人任せにせず自分事として考え行動す

る必要があること、そのための情報と知恵

が詰まった白書の活用を呼びかけた。続い

て、第一章について、桃井さん（気候ネット

ワーク）から政府の白書と違う点として、日

本の気候変動政策がいかに国際社会で批判さ

れてきたか、石炭火力に対する国際社会の批

判がいかに大きいか、長期戦略がいかに密室

の議論で策定されたかが述べられた。再エネ

に関しては松原さん（環境エネルギー政策研

究所）から、再エネの現状に加えて輸入バイ

オマスに係る課題が語られた。第二章では、

IGES の高橋さんから IPBES の目的は科学

的根拠に基づく政策決定を世界に促すことで

あり、その地球規模評価報告書の要点とし

て、人類の生存 や SDGs 達成に欠かせない
基盤である自然が急速に失われていることや

地球市民としての行動として「日常」の見直

しが求められることなどが述べられた。また

古瀬さん（地球と未来の環境基金）からは

ブラジルの熱帯林について語られた。第三

章の化学物質では、中下さん（ダイオキシン・

環境ホルモン対策国民会議）から環境ホル

モン問題について、従来の考え方では安全

とされるような微量でも、ホルモンかく乱

によって人の健康に影響を及ぼすことがあ

り、 従来のリスク評価による規制では健康を
保持できないことが語られた。第四章の福

島の問題については、伴さん（原子力資料

情報室）から汚染水海洋放出問題と汚染廃

棄物の処理問題、さらに県民健康調査検討

委員会では、甲状腺がんの多発を認めてい

るものの被ばくとの因果関係は認めていな

いという実態が報告された。

一連の報告の後、大久保規子大阪大学教授

から 「欧州における環境 NGO の社会的位置
づけとそれを支える公的助成」について話題

提供して頂いた。欧州では環境利益の代表と

して環境 NGO が位置づけられており、企業
同様、公益の担い手として認知されているこ

と。そのことは欧州評議会「環境と参加」決

議 9 項に明記され、オーフス条約（環境分野
の市民参加条約）でも環境 NGO に特別の地
位を与えていること。こうした地位付けだけ

でなく、NGO の活動が継続して行えるよう
予算的措置も継続的に講じられていること。

特に、日本では事業助成（プロジェクトに対

する助成）が殆どであるのに対して、欧州で
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は事業助成と併せて運営助成（制度的助成）

があり、NGO の政策づくりへの参加に加え
て、事業助成では賄えないオフィス賃料、職

員の人件費、メンバーの会合旅費、機材購入

費などが助成されているとのことだった。

このことに関しては、以前にも環境省幹部

との意見交換会の際に説明し日本でもそうし

た体制整備が必要である旨要請したが、ほと

んど関心を示してもらえず、市民社会の重要

性に対する認識の低さが伺われた。今回大久

保教授の話を聞き、改めて日本の市民社会を

強化する必要性を痛感した。（なお、当日資

料や様子はグリーン連合 web に掲載。）

【５年間の活動を振り返って】

『様々な環境問題を克服し、「環境」を基

軸とした民主的で公正な持続可能な市民社会

を築く為に、互いにつながり結集して、強く

政治や社会に働きかける！』ことを目的に立

ち上げられたグリーン連合の活動も丸５年を

経過した。その間、ある分野では多少知られ

るようになったものの、会員数はなかなか増

えず（現在 81 団体）、社会的に認知されたと
も言い難く、政府等への働き掛けにもかかわ

らず社会変革への寄与度も殆ど高まっていな

いのが現状である。

その要因として、市民社会に対する日本

人（官僚や政治家も含めて）の意識の低さ

と併せて、やはり人・モノ・資金の不足が

直接的には挙げられる。この 5 年間毎月 10
名ほどの幹事で欠かさず幹事会を開催して

きたが、各団体の業務が忙しい上に事務局

体制も整っていないことから、幹事会では

当面のグリーン連合としての活動について

話し合うのが精一杯で、グリーン連合とし

てどのような社会を目指すのか、それに向

けた中長期的な目標や戦略など本質的なこ

とについて話し合うことができていない。

また様々な団体の集合体である連合とし

て、どのような政策提言を行うのかについ

ての基準や方向性も定かではないため、幹

事会全体のモチベーションも薄れがちであ

る。それを克服するために全ての団体に関

わる「グリーン連合の共通課題（組織強化、

市民社会の強化等）」に取り組むことを提案

しても、自分たちの活動に直接関係ないと

消極的なメンバーもおり、本質的な政策の

検討や社会提案に至っていない。また、会

員増強と地域とのつながりを意識して様々

なイベントを連携して行っても、地域団体

では現場での実践活動が重視され、連合が

目指す政策提言の重要性が理解されず、地

域と幹事会のギャップを感じることもしば

しばである。

さらに、政策決定者、メディアなどとの情

報交流については、年 1 ～ 2 回ほど環境省
との意見交換会が定期的に開催されるように

なったが、連合からの提案や質問に対して環

境省が回答するといった従来の形式に留まっ

ており、市民社会の強化、あるいは NPO と
連携して社会変革を促すといった姿勢はほと

んど感じられない。一方議員やメディアとの

意見交換も当初は行っており、その後も一部

野党議員との連携はあるものの、現在の政治

状況の中で与野党越えた大掛かりな意見交換

はほとんど行われていないのが現状である。

こうした状況に対して、グリーン連合の

設立を先導した者としてもどかしさを感じ

ることも度々だが、連合である以上は関係

者が同じ思いで動いてくれなければ、前に

は進まない。これらも踏まえ、5 年を経過し
た今年度は、連合の必要性についての認識

のギャップを埋めるためにも、これまでを

振り返り、これからのグリーン連合のある

べき姿、連合の目的や目標の見直しと共有、

活動体制の再整備等について話し合う予定

だが、コロナ問題もあり、なかなか難しい

状況にあるのも事実である。　（文責：藤村）
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私は、東京都の練馬区に

住んでいる。区の人口は 80
万人で大都市並みだが、住

宅の間にキャベツ畑が広が

る土地柄である。

近くに白子川という一級

河川の源がある。わずかなが

ら水が湧き出ており、その

あたりは、底の浅い小さな

池のようになっている。板

張りの通路が設けられてい

て、子供達が水の中に入り、

ザリガニなどを取っている。

水辺には、アメンボが浮か

んでいる。

源の近くの民家では、地下

水をポンプで汲み上げ、自宅

の外の壁際に水飲み場を設

けている。蛇口をひねると

地下水が出てくる。近所の人

達がペットボトルに入れて、

持って帰っている。この水

はまろやかで、お茶にはもっ

てこいだ。割安な料金は自

己申告で、蛇口の側の箱に

小銭を入れる。

この民家では、地下水を

利用して、蛍を飼育してい

る。毎年 6 月には、自宅の
庭と座敷を開放して、蛍を

観る会を開いている。座敷の

前には池があり、周りに梅

や枇杷、柚子等が植えられ

ている。座敷の縁側に座り、

池の端を舞う蛍の光を追い

かける。幻想的でのんびり

した時間が流れる。しかし

今年はコロナ騒ぎで、蛍の

会は中止となってしまった。

蛍は主に熱帯から温帯の

雨の多い地域に分布、世界

中では、およそ 2,000 種、日
本でも 40種が生息している。
随分種類が多い。

日本で、名の知れるのは、

源氏蛍と平家蛍だ。源氏蛍の

方が大きく、水の清らかな

地域に生息する。平家蛍は、

小柄で、水が少しよどんで

いても大丈夫だ。源氏蛍や

平家蛍は前の年の夏に産卵

し、幼虫はカワニナ等を食

べて成長する。初夏には成

虫になり、光を放ちながら

舞う。成虫の寿命は 1 から 2
週間とはかない。

私は京都と奈良の間にあ

る京田辺市の寺で生まれた。

今でこそ学園都市やゴルフ

場が近くに出来すっかり様

変わりしたが、当時は静か

な農村だった。甘南備山の

裾を流れる井手川沿いには、

ほとんど民家が無く水は透

き通り、ハスという虹色に

光る魚が、すばしっこく泳

いでいた。この水を寺の庭

の池にも導いていた。

初夏には源氏蛍が川の水

辺を舞った。小学生の頃、

網の代わりに菜種柄を竹の

棒に括り付けて、これを振

り回しながら蛍を捕まえた。

近くの畑から葱を数本採っ

てきて、その中に入れた。

蛍を手に取ると、なんとも

言えない異様な匂が指先に

残った。葱の筒の中で、時々

青い光を放った。持ち帰り

蚊帳の中に放った。蛍は一

晩、蚊帳の中で光り続けた。

その蛍も、田んぼに殺虫剤を

撒くようになってから、すっ

かり姿を消した。

私達の生活も随分便利に

なった。しかし、それと引

き換えに、昔ながらの風情

ある姿は失われた。

コロナ禍で社会の活動が

ストップし、ガンジス川等の

水質が良くなり、空気がき

れいになったという。果た

して、今まで通りの経済発

展中心の生活を続けて行っ

てよいものか、コロナ禍を

通じて考えさせられるこの

頃である。
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16　環境と文明 2020 年 7 月号

今月のテーマ：コロナ禍を経験して、改めて
　　　　　　　考える持続可能な暮らしと社会②

〔風〕

多重危機の中の「環境危機」の特異性………加藤三郎 1
〔ながれ〕

　「ヒト中心主義」は成立するか～環境破壊と感染症流行
…………………………大井玄 3

　家族の物語：アシュラと禰豆子を事例に
…………………木俣美樹男 5

  人類はウイルスの呼びかけを聞くか…………工藤泰子 7
デザイン思考で SDGs……………………………林英夫 9

〔報告〕

2020 年度通常総会………………………………事務局 11
グリーン連合の活動報告…………………………事務局 13

〔エッセイ〕

都会の河川の源と蛍……………………………坂本弘道 15
〔うごき〕……………………………………………………16

環境文明 21 の主な動き（2020 年 6 月）

6 月   5 日 グリーン総会 ( オンライン ) に藤村代表参加

6 月 16 日 環境文明 21 総会開催 ( オンライン )

6 月 24 日 グリーン連合シンポジウム ( オンライン ) に

　　　　　藤村代表参加

6 月 26 日 第四回環境文明塾開催 ( オンライン )

●環境力クラブ総会

日時　2020 年７月 29 日（水）午後
　※オンラインにて開催

●環境倫理部会

日時　2020 年 8 月 1 日（土）13:30 ～ 15:30
　※オンラインにて開催

●「環境文明塾」第五回開催

日時　2020 年 8 月下旬予定    13:30 ～
　※オンラインにて開催

●エコサロン大阪（関西グループ）

次回の会合について、日時、場所、内容は許斐（このみ）
さんにご連絡ください。
(tomato331konomidaisy@yahoo.co.jp)
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 ★開催予告★

～誰でも参加できる「環文ミニセミナー」～

 　　　　　
　毎月お届けしている会報。役立つ知恵が満載な
のに、なかなか読んで頂けない！！
　それを何とか解決したいと、コロナ禍で学んだ
便利な Web ツールを活用して、９月から月 2 回
ほど気軽にご参加頂ける「環文ミニセミナー」を
開催します。既にお手元に届いている会報の内容
について筆者から話題提供して頂き、その後参加
者と意見交換。詳細は８月号に掲載します。
　

■コロナによる様々な自粛や制限から 3 か月、気付けば

今年も折り返し。マスクをつけての外出、ソーシャル・ディ

スタンスなど新しい生活様式が少しずつ浸透しつつありま

す。コロナの影響で、できなくなったことや我慢している

こともありますが、できるようになったこと、できたこと

も色々あると感じるこの頃です。何ができるようになった

のかといえば、①長年課題だった片付けに着手できた。②

洗濯物を昼間に干せるようになった。③料理のレパート

リーが若干増えた。④ミシンの出番が多くなった。⑤オン

ライン会議や授業が何とかできるようになった。⑥ピアノ

を弾く時間ができた。⑦家の植物の世話ができた。⑧夕焼

けや雲の流れなど空をよく見るようになった。⑨季節の移

ろいを感じるようになった。⑩新聞を読む時間が長くなっ

た。など色々とあると感じています。まだまだ予断を許さ

ない状況ですが、前向きな気持ちで夏も乗り切りたいと思

います。今の目標は、自粛生活で緩んだ体型の引き締めで

す。皆様もどうぞお身体に気を付けてお過ごし下さい。（Y）

■少し落ち着いてきたかに見えたコロナ感染が、やはり再

燃した首都圏。一方熊本など九州各県では大雨による災害

に多くの人が苦しんでおり、次々と襲いくる災いに本当に

大変な時代になったなと。こうした国難の時にこそ国民の

為に働いてほしい国会ははや夏休み。解散なども囁かれ国

民意識と乖離したとぼけた話ばかりの永田町に、某元野球

選手が「有事に役立たない政権」と喝！／会議も出張も殆

どが Web 開催。先日も環境文明塾を ZOOM で開催し講義

だけでなくグループ討議も行いましたが、いい議論ができ

たと好評でした。ボストンに住むスーザン・ラルフ夫妻と

も。勿論直接会って話したいのは山々ですが、既知の相手

とのやり取りはこれで十分な気もしています。／他のこと

には一切目もくれず執筆に専念していた所長の本もかなり

ブラシュアップされ、これなら売れるかも…とかすかな期

待が持てるものになりつつあります。ご期待下さい。／ 4
月にお願いした会費、厳しい状況にもかかわらず納入して

頂き感謝です。その感謝の気持ちを形にしていきたい

とスタッフ一同知恵を絞っているところです。（コ）
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