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 土 7:00～日 8:00～18:00 奈良金剛山山麓の湧き水で育った野菜、果物、花 / ココナッツオイル ほか  2 

高槻市東五百住町 3-5-2 阪急富田駅より徒歩 10分 ☎090-6240-6977（笠村） mail: skybluemari25@softbank.ne.jp 3 

 4 

おまたせしました   5 

 月～金 10:00～16:30(水のみ～15:30) 花の会の自主製品 /  6 

青空市場などの野菜 ほか イートインもあります 高槻市芥川町 2-8-22  7 

JR高槻駅西口から北へ徒歩 2分 芥川商店街 ☎072-681-9202  8 

mail: hana-tulip@cyber.ocn.ne.jp 9 

10 

に出店 島本町内のあんふぇすのお店 ほかより出店・出品 水無瀬神宮 JR島本駅11 

阪急水無瀬駅より徒歩 15分 島本町広瀬 3-10-24 第 2日曜日(9/9,10/14,11/11)10：00～15：00 12 

 13 

 こだわりの京野菜、希少野菜 野菜のこといろいろ教えてくれます 談話室、授乳室あり 第 3日曜日14 

（9/16，10/21，11/18）10：00～夕刻 高槻センター街 井上鍼灸院 紺屋町 8-8（松坂屋より突き当り右手） 15 

16 

 三重より直送 伊勢湾を望む輪中の有機農家さんより 白米 500円/kg 玄米 450円/kg  17 

おまかせ野菜セット（500円/1000円）もあります 島本高槻配達します 第１火曜日(9/4,10/2,11/6)  18 

 19 

 おしゃべり夕食会です。笠村さんのおいしい手料理をいただきます。 20 

どなたでも参加歓迎。お子様連れでどうぞ。車送迎応相談 おとな 600円、小学生 300円、幼児 200円   21 

第 1木曜日（9/6,10/4,11/1）17：30～20：00 カフェぽぉ 高槻市東五百住町 3－6－24 22 

 23 

 展示、出店 10月 7日(日)10:00～15:00 髙槻市立生涯学習センター24 

25 

 展示 10月 6日（土）～13日（土）9:00～21:00 26 

（最終日は 16:30まで） 島本町ふれあいセンター ４階 ギャラリー  27 

28 

 出店 11月 4日(日)10:00～14:00 原公民館グランド 雨天中止 29 

30 

出店 12月 2日(日)9:30～15:00 富田ふれあい文化センターほか 31 

 32 

mailto:skybluemari25@softbank.ne.jp


  

 

6月の大阪北部地震で高槻市内の老朽化

した水道管が破裂して道路が大きく陥没し

ました。ちょうどその頃、国会では水道民

営化法案が審議されていて「民営化すれば

老朽化対策にもなる」と喧伝されました。 

しかし水道を民営化した世界の国々では

水道料金が何倍も高くなったり、水質が悪

化して病気になる人が増えたりと問題が続

出しました。役所と違って営利企業はいか

に儲けるかが優先され、水道利用者のこと

は二の次だったのです。その失敗を経て、

現在は民営化をやめて公営水道に戻す国が

増えています。 

 そんな中、世界に遅れて民営化へと舵を

切ろうとする日本政府。日本の水道を狙っ

ているのは多国籍企業です。 

今年は種子法が廃止され、外資の種苗会

社などの参入で将来、稲などの種子の値段

が高騰し、守られてきた品種が無くなった

り、遺伝子組み換え品種が市場に出回るか

もしれない可能性が指摘されています。 

水道法改正案は衆院を通過したまま国会

が閉会したため、採決には至りませんでし

たが、時間が少し延びただけで油断禁物で

す。 

食べ物や水といった、ひとが生きていく

ために必要なものを私企業に売り渡しては

いけません。(高木隆太) 
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 2 

私たちが、使い捨て時代を考える会をはじめたのは 1973 年であり、45年の時      3 

が流れた。そのとき何を考えたのだろうか。 4 

世は「使い捨ては美徳」と、消費文化を謳歌していた。高度成長の果実が日常生活を 5 

ぜいたくにし、お金とモノが大きく早く回転し、人々は我がままな生活を当然のことと 6 

していた。公害は局地的点から面、生活公害へと拡大していた。我がこと、自分の生活 7 

の反省と生き方・くらし方の変革が必要となっていた。 8 

使い捨てをなくすことも大事だが、ことは個別の問題にあるのではない。時代性にあ 9 

る。こんな時代はいつまで続くのだろうか。お金の時代であるが、いつまで経済成長は 10 

つづくのか。この社会を支える資源も地球環境も続くはずがない。今、世はうろたえ始めた。 11 

堅実さを欠く世は農の衰退を免れない。未来は食糧危機、飢えである。お金で買えばよいという時代に､くらしの知12 

恵も失った。老人の愚鈍さを嘲笑して､知恵の継承も忘れてしまった。私たちの活動を古紙回収と手作り味噌からはじ13 

めたのは､その反省の故である。 14 

きびしい未来が避けられぬ以上、それに備えた生き方を、共同互助と共生の理で紡ぎ出すことである。心と体の健15 

康である。（槌田劭） 16 

 17 

高槻で３６歳まで過ごしてきました                                                                      18 

多くの人に支えていただき,音楽家と 19 

して様々な場所で人前に立たせてい 20 

ただきました。 21 

  実は昨年の春に京都府南丹市八木町 22 

神吉というところへ移住しました。 23 

山に囲まれた農村で夫婦と子ども４人 24 

築 120年以上の古民家に住んでいます 25 

                             東日本大震災があった年、子どもが 26 

生まれました。福島の原発事故以降、 27 

原発への依存から脱却したいと強く思うようになりました。未来を生 28 

きていく子どもたちに、原発をはじめとした様々な負の遺産を背負わ 29 

せてしまっていることに気づきました。 30 

自分には何ができるのか。歌を歌い、 31 

言葉を発してきましたが、他人からの 32 

借り物の言葉ではなく自身の体験から 33 

生まれてくる言葉であれば、もっと人 34 

の心に響くのではないかと思うように 35 

なりました。 36 

未来へのツケを残さない、持続可能 37 

な世の中を実現していくために、自給 38 

自足、循環型の暮らしの中に、その鍵 39 

があるに違いないと思い、実践してい 40 

ます。 41 

薪で風呂を沸かし、暖を取り、煮炊き 42 

をする。目の前にある畑で、自給のた 43 

めの作物を育てる。コンポストトイレ 44 

  の部屋を自力で増築し、排泄物を大地に循環させる。 45 

どれも手間暇のかかることばかりですが、貴重な体験です。 46 

(小濱達郎) 47 



 

  1 

じいじが子どもの頃は核実験がよく行われていた。「今日は放射能雨が降るから  2 

濡れないように。」とか、朝礼や校内放送で注意があったのを覚えている。     3 

2000 回以上に及ぶ核実験で北半球はずいぶん汚染されてしまった。今よりずっと汚染された粉ミル  4 

クや牛乳を飲んでボクらは育った。  5 

福島原発事故で東日本に大量のセシウムが降り注ぎ、今も土壌に沈着している。食品などの汚染  6 

値は東日本でも全体的に下がって7 

きているが、未だ高いものがある8 

健康影響なども含め、これからも  9 

気をつけて見ていってほしい。    10 

さざ えさん（朝日 新聞 1957.8.15）   11 

あんふぇすは福島原発事故による内部被ばくをテーマにしたイベント、「食の安全フェスタ」に始まりました。次号は「原発 12 

・放射能からいのちを守る」という原点に立ち返り、あんふぇすの総括的なリーフレット【2019 年保存版】をお届けします 13 

フリーペーパーは本号で一旦おしまい。それではまた年の瀬に。 あんふぇすフリーペーパー2018 年秋号 発行 あんふぇす実行委員会 編集責任 平野恵司 14 

 15 

フリーペーパーの作成や配布にご協力いただきました。心より御礼申し上げます。 16 

【生産】 高槻農産 寺本農園 友遊の里 チキチキファーム 清阪 terrace 雨蛙菜園 鷲野農産    17 

【宅配】 北摂高槻生活協同組合 グリーンコープ生活協同組合おおさか 高槻センター 使い捨て時代を考える会 安全農産供給センター  18 

（株）秋川牧園 大阪事業所 （株）大阪愛農食品センター  【加工・調理／卸】 にほんちゃギャラリーおかむら 豆伍心  19 

いちまるとうふ Re-Cal リーカル フィロアルテ ぬか太郎 山口納豆 山口食品  【野菜・自然食品】 自然館水無瀬店 20 

島本障害者共働作業所 自然館グリーンプラザ店 こすもす 花の会 青空市場 ベジタブル☆クラウン 有機野菜のおおぞら  21 

自然食品の店 はっこうふうず 有頂天晴果 【パン・スウィーツ】 NPO法人すばる 青葉のパン屋 ラ・ギャミヌリィ  22 

自家製天然酵母パンなかむら ジュエボワット ララ-ショコラ Patisserie 遊心 ワークたんぽぽ ＣｏＣｏはうす  23 

共働舎花の会 パラダイスアンドランチ本店 / 南茨木店 かよぶた oven Operetta オペレッタ 【飲食】 mamma マンマ               24 

オステリアセーザモ 食堂 南風楽天  四季菜フレンチ ソレイユ 猫猫 （まおまお） Puka Organics プカオーガニクス  25 

tete cafe テテカフェ 喫茶去ゆり 風花ごはん 陶芸&オーガニックカフェ寿 カフェコモンズ cafe クローバー / サニースポット  26 

カフェぽぉ MAKE E CAFE（メイク イー カフェ）＠koropan 美味肉家 能勢 茨木の自然食カフェ ＢＯＮＯｃａｆｅ(ボノカフェ)   【その他】 27 

台湾料理教室 集集 モリノハコ 高槻・市民放射能測定所 自然によりそうくらしの会そわか しまもと cocoro  28 

ピッコロ保育園 高槻市市民公益活動センター ほか 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

 37 

 38 

 39 

 40 
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 3 

私たちは、顔の見えるおつき 4 

あいから生まれる信頼と対話 5 

を大切にしています。  6 

オーガニックでいきたいけど 7 

生産者は多大な労力とリスクを背負うことになる。お店で 8 

は高くついて経営が成り立たない。消費者も財布がもたな 9 

い。そんな中でも食の安全にはできる限り配慮したいと願 10 

う人たちをつないでゆきます。 11 

必要に応じて最少限の農薬、化学肥料、添加物を使って 12 

いるものも扱っています。そのほか、遺伝子組み換えや放 13 

射性物質など気になることは何でも気軽にお尋ねください 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

6月の大阪北部地震では富田～茨木の多くのお店が

被災されました。お見舞い申し上げます。 

「元気な 

体は日々の食生活から」をテーマに本物 

の発酵食品、味噌、醤油、漬物などを 

販売しています。 

茨木市車作・泉原

で露地栽培している 

無農薬減農薬野菜を

使用。甘みや香り、

野菜本来の力強い味 

を是非味わってみてください。 

無農薬野菜使用の玄米菜食 

が楽しめるお店です。主食 

は、長岡式酵素玄米か天然 

酵母パン。  

  

食の安全に配慮し、あんふぇすに参加・賛同している生産者やお店、消費者です。 

詳しくは facebookにある google mapでご覧ください。 

アレルギー対応のお菓子を作ってい

る洋菓子店が少ないとよく言われますが、その理由に、

作っても、普通のお菓子に比べて買ってくれる人が少な

くて、作っても売れずに駄目になってしまう。という状

況があります。アレルギーを持つお子さんは、とても身

近にいらっしゃるのですが、その人数はとてもとても少

数になってしまい、商売ベースに乗せることが難しいの

です。 

だからと言って何も 

しないわけにはいき 

ませんので、遊心な 

りの回答としまして 

しっかりと作れば、 

卵がなくても、小麦がなくても、本当に美味しいお菓子

がつくれるのですから、この棚のクッキーは全部卵なし

そして、この棚の焼き菓子は全部小麦無し。にしてみま

した。そうすると、普通のクッキーに比べて卵抜きのク

ッキーが売れない。なんて考えなくて良いわけです。こ

のようにアレルギー対応のお菓子を作ってきました。課

題はまだまだありますが、そんなお菓子屋として、今後

ともご贔屓いただければ幸いです。（Chef川端） 

東日本大震災において、京都には 1200名ともいわれる人

たちが避難して来られました。支援活動を行っていた特

定非営利活動法人和（当時は特定非営利活動法人ハイビスカス）では、避難者

専用のサロンを開設していましたが、長期化する避難生

活の悩みを聞くうち、働く場所がほしいという思いを受

け、様々な支援を受けて開店したのがキッチン Nagomiで

す。 

様々な事情を抱えた避難ママたちが、「子どもに食べさ

せられる安心のお料理」をコンセプトに、また京都市民

の皆様の「自分にもできることを」という思いを体現す

る場所としてキッチン Nagomiはありました。現在では、

避難してきた人たちが自分のお料理に腕を振るってくれ

るだけでなく、避難者支援の理念に共感してくださる

方々が集い、自らの活動の場所として、キッチン Nagomi

を利用してくださっています。 酵母やハムなども自家製

にこだわった創作料理、東北食材が楽しめる店、放射能

測定したお魚料理、認知症の方のカフェ、高齢者の歌声

サロン、赤ちゃんと一緒に過ごせるカフェ、生活保護受

給者のお料理教室などです。曜日ごとに様々な特色ある

取り組みを展開しています。是非一度、関心のあるお

店、イベントに足をお運びください。 


