
京都「被爆２世・３世の会」会報№３１ 別冊 ２０１５年５月２５日 

１ 

 

２０１５年４月１８日（土） 

京都「被爆２世・３世の会」２０１５年度年次総会 学習講演 

“被ばくを超えて”～放射能時代を生きる 
何を、いかに食べたらいいのか、食を考える 

橋本ちあきさん（マクロビアン 子育て・食カウンセラー） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■故郷いわきは今 

福島から京都にやってきて丸４年になろうとし

ています。いわき市の端っこの山奥、原発から２

２～２４キロのところで暮らしていました。東北

の大     に かです。こうやって失ってみ

て、関西にも暮らしてみて、改めて思います。四

季折々の変化が美しく、植生も生き物達も  に

 かでした。  でな ま ん。 

私たち  ２０１１．３．１１   が起こった

日の数時間後に避難しました。原発の爆発の で

す。それからもあちこち動きながら、最終的に京

都に落ち着いたの ４月 です。それ以降も今も

時々家の様子を見に、そして友人達に会いに戻っ

ています。 

 

■４０年間やってきた暮らし 

さて、そんな私が今日何故ここに た ていた

 いているのか、 己紹介からさ ていた きま

す。 

私が今までやってきたこと 大  の での暮

らしです。生きる事そのものです。わか にくい

ですね。 

あの に約４０年 東京から引っ越しました。

そこで何をしてたかというと、暮らしの での 

  食、  食の  です。その うな暮らしを

何故したか、 みたかというと、いのちの  に

 会いたいという のロマンがあ まして、それ

で田舎暮らしをし うということになったので

す。 から、  に素晴らしい空気と水のあると

ころという  で山奥の原生の森に入 ました。 

そこで、 分達の手で開墾し家を作 、完全穀

物 食の生活を始めました。そして５人の子 も

を 宅で 婦で産み、  流に育てました。 

そこに、  の で  な心身に触れる機会を

～ということが 来る環境でしたので、 宅と 

別に２０人規模のリトリートセンターを作 、

種々のセミナーをやってきました。  を楽しむ

会やヨガの会、   食・  食の哲学を学ぶ会

や、具体的に心身を改善さ るセミナー、親子の

子育て会な を開いてきました。病気治療の方や

改善を目指す方の相談やアドバイスもたくさん行

なってきました。簡単に４０年を振 返るとこん

なことでした。 
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■     した暮らし ら た         

今日のテーマ “食”に いてです。大 なテ

ーマをいた きました、それに いてお話しいた

します。 

日々みなさんいろんなものを食べられています

  、食の選択って、  に 由なんでしょうか。

まず そこから・・。 くの人が今の食事を   

と思っているでしょう れ 、それ   にいの

ちにとって  で、 分の選択で納得して口にし

ているのでしょうか、ということです。あま その

ことに  を かずに生きているので ないでし

ょうか。それで  にいいんですか？ということ

です。 

食って、  時   の で変化していき、 

 の で変わっていくもの と思います。でも 

  いのちにとって優しいという観点から考える

べきもの と思うのですが、 際に  うなん 

ろうかという  です。食 いのちの直接影響を

与える大きなテーマの ずなのに・・。 

そんな で、私たち家族 、 らの選択に っ

て食を決めていこうという生活を選びました。あ

る意味世間的なスタイルと ちょっと違った 験

的な事にな ました。  、食を変えるという時

に 、病気 からし うがないから、健康になる

ために 我慢しなきゃい ないからという うな、

 うしても後ろ きな  の で食をテーマにす

ることが いと思います。でも 来 、食べる事

 いのちを に運ぶためのポジティブな行為、 

からポジティブな選択である ず と思っていま

す。私たちにとって 、その選択として、これから

お話しする食の  があったことをまずお伝えし

ておきます。 

  したの 、伝統的な無添加  食・穀物野

 海藻、それらの加工品のみの   食です。一

 の動物性食品を摂らない、肉・卵・魚・乳製品・

 ー ・バター、それらの加工食品も摂らないと

いう食事です。制限の うに、あるい 寂しい食

卓に聞こえる方もおられると思いますが、 っこ

い、バラエティーやレシピ 無限にあるのです 。 

世間的に 、「えー、栄養 大丈 ？子 も 

成長する？」と思われがちですね。でもそんな食

事がいいとか悪いとか 今 別にして、子 もた

ち 全員無事に大きく成長しました。アレルギー

もなく健康です。家族８人（ の母と私たち 婦

と５人の子 も）の医療費 基  ロでした（歯

医者と母の晩年を除いて）。子 も達 皆、病院

で薬や注射を受 ること 一度もなく大きくな 

ました。 

そして、家族  でなく、 くの方を指導さ 

て頂き  していた いた結果、食の持 力 想

像以上に大きいということ、身体を営むという以

上に、精神的にも素晴しい作用がたくさんあると

いうこと等、 証できた事 最高の学びとな ま

した。語れば  がないのでここで 言いま ん

が、とにかく様々ないのちのま わる機微を 体

験 来たこと 、非常に大きな収穫でした。いの

ちの神秘をたくさん知 ました。病気を改善した

い方 、不調の原因となるもののデトックスをす

るということでもとても効果的なことでした。 

 

■い       “食”を～ 

話を戻します。いのちに直結するということで

言えば皆さんちょっと考えてみてく さい。私た

ちのいのち 日々 うやって生かされているのか。 

食べなきゃ んでしまうわ で、食べものに 

って生かされている。あと呼吸ですね。この二 

で生きている、でもなかなか 段 覚していない、

 た  すぎて。 

   、食べたものを吸収し、細胞を日々入れ

替えながら生きているんですね。私たち 外目に

 同じ顔で歳老いていく  の変化しか見えてな

いんですが、 際内部で 、毎日新しくなってる
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部分がある、というしくみなんですね。凄いです

ね～。 

一人の人間の細胞 ６０兆とか６２兆とも言わ

れます  、その細胞 毎日毎日入れ替わってい

る。そして１週間位ですべて新しい細胞に入れ替

わる。 から私たち 生きてい る。い もい 

も 謝する「流れ」の を生きているんですね。

素晴しい、 動です ね！こんなこと科学者でも

なんでもない私が言うのも変ですが、こんな 動

的な事、日々私達 無視しすぎてやしま ん

か・・？と思うのです。 

じゃあ、 謝する「流れ」をス ー にしてお

くことが、いのちにとってやさしく、ある意味正

しい有 様で ないかと思うのですが、いかがで

しょう。 

という発想から、食べものを選ぶということな

んですね。 分のいのちを運んでいく、生かして

いくためのエ ルギーの方 性 、食べるものに

 って決まってくる、なら、ちゃんと考えていこ

う 。そういう考え方で私たち 食事を えてい

ます。ですから、個別に何の食べ物が良いとか悪

いとか言う些 なこと  も、まず、いのちの 

え方、生き方としてしっか  えていくことが基

 にあってほしいと思うんです。 

 食べることの意味 、働きとして 生命維持、

細胞を新しく入れ替えることです。日々食事で取

 込ん ものを細胞に変えながら私達の身体 生

きています。それを 覚して、良い細胞を作って

行 ば心身の健康を守れることにな ます。「食

を積極的生命維持の道具にしましょう」というこ

とです。 

もっと言うなら、一 大事なこと 、もって生

まれたこの体を大事にしながら生きる、持たされ

てきた 来の生命力、 謝を大 にしながら、生

命力、  力を落とさない うに生きる、そのこ

とが食事に ってできる、ということなんです。

 っかくですから、 分の体を上手に使いなが

ら、  いい 事をして、  いい 会  がで

きたらいいじゃないですか。そのための食事を選

 うということなんです。  治癒力を落とさな

いことを、 うめ すのかということにな ます。 

この５０年、私達のいのちを取 巻く   、

農薬の 題・化学物質の 題・環境破壊の 題、

世の いろんな 題が てきました。食に関して

も環境に関しても。そして今 さらに、 射 が

重大 題になっていますね。もう 覚して うが

してなかろうが、現 を生きる全員に関わってき

ましたね。 

 

■放射能被害を乗り越えて生きてきた二人 被爆

者 お話し 

 射 のことに いてお話しします。みなさん

のお手 に    子さんという 島の被爆者の

方のお話しの ピーをお  しているのと、もう

一人これも長 の被爆者の 月 一 さんという

方のことを紹介さ ていた きます。    子

さん 昭 ２０年の被爆時９歳 ったので今 ８

０歳近くになられます。原爆 を完全に  越え

てきた方です。私たちと同じ食事 をされてきた

方で、私も長年親しくお きあいさ て頂いてい

ます。  に今もお 気です。「今日 ○○の山

に登 ました」「今日 ○○の会に行きました」

「今日 孫たちとスキーしました」な のお手紙

をいた きます。爆心 から２キロのところでの

被爆ですから、おそらくあらゆる原爆 の壮絶な

体験をされています。 

そんな彼女が九 に一生の で 会った食事 

が  食で、それを  的に  婦で  されま

した。 主人も被爆者です。恐らく、もう生きる

ために これしかないという、もうギリギリの選

択で、  的にやって来られたん と思います。

絶対に 射 に負 ないという信 と決意の基に

 ったろうと思います。是非お手 の  さんの
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インタビ ー 事を んでいた きたいと思いま

す。 

そして彼女が手に入れたの 、まったく何の不

 もない、まったく原爆 というものから き 

たれたということです。  さんに ７人のお子

さんがいます。みんな 気ですばらしいです。現

在 お孫さんもが１４人もおられて、そのお孫さ

ん達と  に暮らしておられます。これ 彼女 

身が 分の細胞を内 から ん ん作 変える、

  力を維持しながら、むしろさらにアッ さ 

るということをや   た結果 ろうと思います。 

もう一 、私が  さんにお会いしてい も 

 に 動するの 、  に  な心の持ち主なん

です。私たちにとって 大  なんですが、お話

しされる言 が  に びと 謝の言 なんです

ね。おそらくその うな生き方も大きく  力を

上 ることに関わっているの ろうと、私 思っ

ています。こういう方が私たちの  としておら

れるってこと 、非常に心 いこと と思ってい

ます。 

もうお一人、長 で被爆の体験をされた方、 

 知の方も いと思いますが、 月 一 博士の

ことを紹介します。この方も爆心 から１．５キロ

で被爆、病院の 生でした。病院のスタッフ、患

者さんと共に全員 ぬことなく われたというこ

とです。 生が き された があ ます。その

 の で著されていることを参考にして、今回の

３･１１以降いろんな  が数 く められまし

た。この のこと インター ット上にも   

たくさんあ ますので、 興味のある方  覧に

なって下さい。 

  、この  ３．１１以 にも大きく話題に

なったことがあ ました。  ル ブイリ原発事

故の時です。  されて世  に が ました。

 射 汚染が心 なヨーロッ で特に ま まし

た。そこに 味噌に 射 排 の効果があるとい

うことも いてあったんですね。すでにヨーロッ

 のエ ロジスト達の間で 日 の   食やマ

クロビオティックが まっていましたから、分か

 やすかったのでしょうね。日 の味噌が大 に

ドイ に輸 され、ドイ 経由でそれを  ル 

ブイリに運ぶという運動になった うです。 

私たち日 人 毎日 た  の うに味噌汁を

摂っていますね。 射 を排 する効果があると

いうこと  月 生の経験でも 証 みですが、

    ル ブイリの子 もたちの保養活動に私

たちが関わった時に、   島のある 射 関係

の研究所にも行って「味噌の研究されてます

か？」って ったんですね。そしたら、ラットで

の 験で確かに排 する効果 あるということ 

った うです。 

 

 ■           た  甦  

もう一 私たちが関わった体験です。 

１９９２年と１９９３年の二度に  、私たち

   ル ブイリの被爆した子 もたちを海外で

保養さ るという ロ ラ に参加しました。 

全な汚染のない所で  し保養するというのがテ

ーマです。そのとき９歳から１１歳で、事故から

６年経っていた ですから、小さい に被ばくし

た子 もたちなんですね。 

一ヶ月間、５人ず 、家族の うに迎えて、私

達と一緒に生活しました。  の で、良い食べ

物を食べて、我が家の同年 の子 も達と思いっ

き  ぶことにな ました。 

旅行に えられる子 もたちで あったんです

が、物心 いた から太陽の光に たれない子も

いました。太陽の光に たると が痛くなる、疲

れやすい、できる  静かに暮らしている、そん

な子たちがやってきました。来た   、旅の疲

れもあったと 思いますが、顔色の悪く「大丈 

 ろうか?」と心 でした。 
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ところが、見る見るうちに 気に変化して、２

週間経った に 、まあ 気に走 回る、叱るの

も追い かないほ いたずらっ子な子 もたちに

な ました。私たちがびっく しました。 全な

場所と 全な食事で、こんなに違ってくるのかと

いうことを  さ られました。  に予想以上

でした。 

彼ら 私たち家族と一緒に暮らし、一緒に食事

しますので、食事も  食オーガニックで穀物 

食 心です。でも彼らの文化に合わ る事も考え

ました。動物性食品 近くの友人がオーガニック

 キンの 家製の ーセージや卵を届 てくれま

したし、麺の時に 汁もので 食べないので、塩

味の スタ風にするという うに〜。例のお味噌

を食べさ たいのですが、さて うやって食べさ

  うか悩みました。味噌汁なんて飲んでくれな

いですから。で、ちょっと蜂蜜や葛を  て、 

ースト・ジャ  にして、 ンに  て食べる、

そんな工 をしながらやっていきました。 

いろいろな工 をしながらでしたが、この体験

からも、  に 射 汚染のない食事と、ストレ

スのない環境で、  力 かな 回復する事を確

信しました。 

もうひと 特筆すべきことがあ ます。 時の

 ラルーシから来た子 もたち   に素 で、

「日 も昔の子供たち 、こういう表 の素直な

子 も ったな」と思い しました。恐らく 時

 性とか文化的という  に左右される点での、

生命力の源泉がま それほ 弱ってないな、とい

う 想を持ちました。それに われる思いでした。

反対に、日 の子 もたち これほ の芯の生命

力がある ろうか・・と、 時ですら心 になっ

た事を思い します。 

そして今、被爆以 に子 も達の 均的な基礎

体力や身体 力が落ちている日 です。この点で

福島の子 もたちが置かれている   さらに厳

しくない ろうかと、心 な点でもあ ます・・。 

 

■   選択す 生き方 一歩変えていく 

ここで一   、もう一歩考えなきゃい ない

と思うの 、あらゆることに いて  があま 

にも  していることです。皆が不 な  に、

藁をもすがる思いで  にすがるというの わか

らなくもないのですが、いのちに直接関わること

 ということを経験上知っている  に、食に対

する   デリケートです、いい で伝わる う

にと願います。 

「このドリンクを飲めば 射 が排 されます」

っていう うなこと  で   の 機の時 に

 対 できま ん。具体的な食べもので 射 対

策としてこれがいいん ！とか、ガンに これが

有効！という うなこともある部分で 挙 れば

言えますが、それにすがるので なく、や  い

のちの基 から考えていく、生き方そのものから

考えて、 んな場合も「いのちを守るための食を

生きていく  の知恵として える」、というこ

とから 発していた きたい。私 そう願います。 

今の時 、取 返し うもない部分があるこの

時 を生きていく上で、 分を守る方 が 分の

手の内にあるん ということを知っていること・

持っていること、それが大事なこと と思います。

 会が うであれ、 会 す に変えられなくて

も、 分と家族友人  分で守れる、そんな覚悟

と 信を持てる うにすることです。 

じゃあ具体的に うすればいいのか、 ういう

方 があるのかと  をもたれるかと思いますが、

今日 控えさ て頂きます。個々の  に   

来るところが違いすぎますし、  言   が伝

わることを避 たいと思います。 
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まず   分で考えていた きたい。みなさん

の生活の で、生命力を上 る食 ？生命力を落

とす食物 ？と考えてみてく さい。 

そして気が いた事があれば、まず できると

ころから始めて下さい。一歩  変えるというこ

とでいいので、確 に マを 分の意志と覚悟で

進めて頂きたいのです。私の場合、若い方や子育て

 の方たちとお話しさ ていた くことが いの

ですが、みなさんも、お  になったら若い世 

の 家族にこのことをお伝えいた  たらあ が

たいと思います。未来を創っていく人たち、一 

大事です。 

 

■最後 ・・ “た  食     食 ” 

私が今までの経験で分ったこと 、食事って 

 に簡単なんです。そんなに恐れることもないん

です。  れ も、“たかが食事、され 食事”

なんです。これの行き来です。 段健康な時 た

いした 題にな ま ん。でもねちょっと調子が

悪くな 始めた時に、 分で選ぶ一口の食べ物が

 れ    ージになるか、 れ  薬になるか

が分っていると大違いです。ですから、 段 

“たかが食事” らいの気持ちでいかれてもいい

と思いますが、 気でいのちと き合おうと思っ

た時に 、“され 食事、絶対に食事、“とな 

ます。それほ の力です。 ほ お話しした  

さんと 月さん 、ここを 気でやられたの と

思います。 

ですから今   に生活している皆さんも、日

常の でこの点の練習や準備をしていかれるとい

いのかなと思います。 

正直、 くの方を見ていて、「食を変える」と

いうことを  するの 難しい うです。私たち

 習 の で生きていますから、その習 をちょ

っと変える  で結構抵抗ストレスが起こるの 、

 くわか ます。そこを うクリアするかという

ことも  分の ャレンジとして楽しんで頂きた

いです。 

例えば川の流れ。絶え間なく流れる流れ 、そこ

に置かれる ころ一 で流れが変わった します

ね。 来  がな ればすーっと流れていく川が、

 一 置くと途端にスッと脇に流れ 変わるじゃ

ないですか。 をたくさん置いてしまうと流れ 

もう止まっちゃってとんでもないことになってし

まう。反対に、流れが詰まっている うな場合 、

そこの ころを一 とってやる  で流れがス 

ー にな ます。ちょっとお掃除をしてやると清

流が蘇った します。 

命の流れもそんな うなものです。その とな

っているもの 何か・・気が いて、そしてその

 を  ることをやっていた きたい。た それ

  です。これ   分でしか 来ま ん。 

いのちの流れ 、食に って作られる流れ。皆

さん、 んな時にも 分で選択して 分で責任も

って生き抜いていきましょう。 

  分らない話にしてしまったかもしれま ん

が、これ らいで終わ にさ ていた きます。

あ がとう  いました。 
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 橋 ちあきさんの話、とても かった。西洋

医学か東洋医学かで なく、それぞれのバラ

ンスと、なに  も、 分の体の声を聞く、

ということ 分の体を知ることが大事 と

思いました。 

私 昨年の知事選挙の時、足が痛くな 、杖

を かないと歩 なくな ました。血液検査

やレントゲンでも異常なし。ＭＲＩで 少し

骨が白くなってる。様子をみ うということ

でした。このまま寝たき かと思いました。 

選挙が忙しく毎日夜の１１時 に王将、なか

卯での晩御飯。それが悪かったのかわからな

いですが、選挙が終わって、毎日朝昼夜と野

 を７・８種類、大鍋で水を入れずに ト 

ト炊いたのと、ぬか漬 を２週間位食べ、お

菓子もやめたら、い の間にか、治ってきま

した。甘いもの あま ほしくなくな とに

かく野 がほしくて食べ続 ました。野 で

治ったのか わか ま んが、歩くことがで

きなかった足が野   である る うに

な 、体重も７kg痩 、体調 す く くな

 ました。西洋医学も東洋医学も大事。でも、

それ  でなく、毎日食べるもの、添加物 

止めて野 を！が私に あっていたの と

思います。なので、ちあきさんの話   に

心に染みました。 

 

 総会に 母と参加さ ていた きました。糖

尿病を える母の食事のあ かたや 身の

食の  に いて改めて考えさ られまし

た。あ がとう  いました。 

今後の課題として被爆者の方々の参加も呼

びか 、共に考えられる総会になればもっと

 いかと思いますが、事 の打ち合わ や 

日の支援体制な も必要とな ます  。 

 

 

 今回の橋 さんのお話 、  力を上 るこ

とに なが とてもいいと思いました。宿命

と 、そういう私たちの運命を抗う う健康

管理し  も 成されるもの と じまし

た。 

 

 今日 あ がとう  いました。我が家も 

 食を採 入れ して約４年にな ます。 

 に一歩  変えてきました。 め 何を作

ったらいいのか ニ ーに困った しまし

たが、今 家族も び、毎日美味しくいた 

いています。 

体の反  家族皆それぞれですので緩やか

な ニ ー作 を心が ています。 

まわ の方たちとの関わ 方、生き方な 、

とてもいいお話しを聞くことができて 謝

いたします。 

  にあ がとう  いました。 

 

 食に対する正しい  を伝える必要性を 

じました。 

  の必要性を じましたので、少し採 入

れたいと思いました。 い島 県の農家から

  で買って、精 していたので、簡単に 

 替えることができます。 

総論として食品添加物の恐怖をあらためて

知 ました。 

 

 体に聞きながら、 分で選んで決めていくと

いうことを、採 入れていこうと思いました。 

参加者の感想文から 


