「今さら聞けない」
「ちょっと気になる」
…
食についての基本のキを、毎月1回紹介します。

パルシステム東京のホームページでも公開
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柔軟剤や洗剤 などの 香りによる健康被害 を、訴え
る人が増えています。誰にも起こりえることとして、
「香
害」
を広げないようにしましょう。

深刻な香害被害

FOOD
NAVIGATER

害
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あ︑カオリン︑
元気に
なったの？

ホントに
つらかったけど︑
もう大丈夫

それで香料に
気をつけて
くださいって︑
プリントが
配られたのね

あっ︑それ？

香

vol.103

とは、柔軟剤や洗剤、制汗スプレーなどの香料によって、化学物質に敏
「香害」

感な人に頭痛や呼吸困難などの症状が出る被害です。近年、生活用品に強い香り
をつける製品が増え、消費者センターなどへの相談が増加しています。

300
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柔軟仕上げ剤の匂いに
関する相談受付件数

（国民生活センター）
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「香害」の実態を紹介するDVD『香害 110 番 香りの洪
水が体を蝕む』
（日本消費者連盟制作）
では、日常生活がで
きないほどの深刻な事例も紹介。上映した委員会から、
「こ
れまで気にしていなかったが、深刻な問題であることがよく
わかった」
「ショックだった」
などの感想が寄せられています。

2017

ご 覧 ください

もう
学校に行って
大丈夫なの？

それが⁝みんなの
服の柔軟剤の匂いが
つらいのよね

校長の娘が
化学物質過敏症
になった
らしいのよ

１２
３４

DVD『香害 110 番』
に大きな反響

化学物質
過敏症

2016

『香害 110 番』
を見てみませんか。
パルシステム東京では組合員に DVDを貸し出しています。
グループその他で視聴したい時は、組合員活動サポートライン
（☎03-6233-7607）
までお問い合わせください。
※上映時間約 30 分

因果関係を問うより、今すぐ対策を！
！

さらなる悪者はマイクロカプセル？

あると指摘する専門家もいます。

＊イソシアネート：ポリウレタンなどプラスチックの原料。
パルシステムではマイクロカプセルを使った商品は取り扱っていません。

強い香りは本当に必要ですか？
何気ないおしゃれのつもりで使う香りつき
商品が、知らない間に、香害で人を苦しめる
ことになってしまうかもしれません。本当に必
要なのか、考えてみるようにしましょう。
香害や化学物質過敏症が増えているのは、
生活のさまざまな場面で化学製品の使用が
増えたことも一因と考えられます。香料もそ
の一つです。安易に化学物質を使用している
と、いつ化学物質過敏症にならないとも限り
ません。くらしの中の化学物質を、少しでも
減らすようにしませんか。

明日は自分が
なるかも…

自治体レベルでは、保護者や市民に香害防止を啓発する取り組みが始まってい
ます。化学物質に弱い人たちにやさしい社会は、すべての人々にとっても安全で
やさしい社会です。私たち一人ひとりが化学物質使用を減らすとともに、学校に、
行政に、産業界に取り組みを求めましょう。

セラリーニ氏来たる！！
遺伝子組み換えの闇を語る！！

10 月 31 日（木）12 時半〜16 時半
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私たちのこと︑
目に入らないの？

います。
マイクロカプセルとは、プラスチックの微小な袋
のようなもので、カプセルがこわれると中の香料が
放出されます。香料が持続的に放出されるという問
題のほかに、マイクロカプセルの材料から発生する
＊
という物質が香料以上に有害で
「イソシアネート」

…

香害問題に取り組む市民団体は、
厚労省や経産省など関連省庁と話し
合いを重ねています。しかし、そのた
びに行政から繰り返されるのは
「科学
的に因果関係が立証されていない」
と
いう言葉です。因果関係は立証され
なくても、被害は現に出ています。香
害で授業を受けられず、自習を強い
られている子どももいます。

因果関係が

近 ごろ、柔 軟 剤 などに「香りが 長 持ち」とか「こ
すったらまた香る」等をうたう製品が出ています。こ
うした製品には、
「マイクロカプセル」が使われて

東京ウィメンズプラザ（渋谷駅下車 徒歩 12 分）
参加費：2,000 円
遺伝子組み換え食品の動物実験で発がん性を報告し、映画
『世
界が食べられなくなる日』
にも登場したフランス、カーン大学の
セラリーニ教授の講演会が開かれます。食生活研究家のドゥーズレ氏との対談では、除
草剤グリホサートの問題についてもお話しいただきます。ぜひご参加ください。

問い合わせ・申し込み：遺伝子組み換え食品いらない！キャンペーン
TEL：03-5155-4756（要予約）

食べものナビゲーター（食ナビ）では、ご感想、商品に関するご意見・ご質問をお待ちしております。shoku-navi@pal.or.jp まで。
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サンマの記録的な不漁が、ニュース
になっています。大きな原因は温暖
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化による海水温の上昇で、サンマの
生息海域が変化したためですが、自
然環境の変化は、サンマだけでなく、
ほかの水産物にも影響を及ぼしてい
ます。水産の産地で今、何が起きて

野付
（北海道）
の秋鮭漁。放流した鮭の
回帰率が落ちている。

水産産地で異変が…

いるのでしょう。

水産の産地に聞きました。
近ごろ、水産品のようすはどうですか？
高水温で海草類は軒並み不漁

かつては
「さんまの釧路」
だったが…

10 年前はさんまがメインでしたが、近年は水揚げ激減で
商品化の予定はなし。海水温の上昇で沿岸にさんまが来
なくなったこと、公海上で近隣国が規制なく乱獲するのも
要因の 1つでは。今は、脂がのった
『真いわしフィレ』
『天日
干しししゃも』
がメイン商品です。
（釧路市漁業協同組合 / 釧路の産直真いわしフィレなど）

ここ数年、しらすが獲れるのが 1カ
月ほど遅れています。漁期も短く
なっていますね。
（カネモ（愛媛）/
漁師がつくった釜あげしらす）

パルシステムは 11 か所の水産産地と産
直協定を結んでいますが、どの産地も多か
れ少なかれ漁獲量の減少に悩んでいます。
その大きな原因は、やはり温暖化による海
水温の上昇。食品流通の国際化や健康志向
で世界の漁業生産量は倍増していますが、
日本はピーク時の半分以下に減っています。

冬でも水がぬるいんですよ

近ごろは冬になっても、水温が下がらないんです。5，6 年
前はウェットスーツを着ていても海に入ると、ウッっと身が
縮む感じがしたんだけど、最近は普通に入れちゃう。その
影響で、今季、
『太もずく』
は好調でしたが、糸もずくと恩
納もずくは壊滅的でした。
（恩納村漁協 / 恩納もずくなど）

気候変動、漁獲量の減少…厳しい現実
だからこそ未来につながる水産業を

水産資源を持続的に活用する

『恩納もずく』
の
代金の一部は、
サンゴの
里海づくりで、もずくを 森づくりに
育むサンゴの植え付け。
10300本に
（2018年度）

自然環境が悪化しているだけに、海の環境や
資源を守る取り組みは重要度を増しています。
「海を守るふーどの森づくり植樹運動」
で、植
樹した苗木は1 万本に
（2018 年）

漁業・養殖業の生産量は落ち込みが続く
1200（万㌧）

農林水産省
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1980 年代、
世界 1だった
漁獲量は、
現在 7 位に
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2 日本の水産業再生に取り組む 3 水産物の安全性を追求
全国の水産産直関係者が、それぞ
れの問題や対策などを話し合い、交流
を深めます。

水産業を取り巻く状況は、厳しさを増しています。パルシステムは産地とともに、
4 つの取り組みを通して地道な努力を続けています。産地の励みは何よりみなさん
に、水産品を食べてもらうこと。産地自慢の一品を試してみませんか。

1 海の環境を保全し、

高水温の影響で、全国的にわかめや海苔など海草類は不
漁です。わかめやめかぶの生育も、よくありませんが、摘
み取り作業をていねいにするなど、手間をかけて生産量
を維持しています。
（宮城県漁協志津川支所 / 産直カット
わかめなど）

漁期が遅れる

産地での確認のほか、パル
システム商品検査センターで、
微生物・放射能・ヒスタミン
検査を、実施しています。

初の
「海の産直サミット」
開催。

魚には生活習慣病予防が
期待できる、
栄養成分も
いっぱい

4 日本の魚食文化を大切にする

しらす漁のかたわら、
漂流ごみの回収も。
浜辺の清掃
活動も行う
（有）
カネモ

若い層を中心に魚離れがすすんでいます。魚のプロが選んだ
“おいしい魚 ”のお届けはもちろん、まずは魚のおいしさを知ってもらいたいと、
便利で食べやすい商品の開発にも力を入れています。

昭徳丸の
塩さばフィレ

さばの味噌煮

骨まで丸ごと
甘酢味
（さんま）

ニュース

NEWS

パルシステム東京からのお知らせや、最近のニュースに関連した情報をお伝えします。

■食品添加物表示検討会に意見書

■ゲノム編集署名を提出

■大豆製品などのグリホサート検査実施

パルシステム東京では、消費者庁の食品添加物表示検
討会に意見書を提出しました。消費者にわりやすい情報提
供を求め、無添加・不使用表示を不当に制限しないよう求
めました。
そのほか、一括名表示や簡略名・類別名の改善・廃止、
用途名表示の強化、生鮮品・量り売り・外食産業の食品
添加物表示、「食品添加物＝安全」という消費者教育をし
ないことなどを要望しました。

ご協力いただいた「ゲノム編集食品の規制と表示を求め
る署名」で中間集約された 82,552 筆（パルシステム東
京 22,696 筆）を、関係省庁に提出しました。さらに議員
会館で院内集会を開催（遺伝子組み換え食品いらない！キャ
ンペーン主催）。消費者の立場から、規制と表示を強く求
めました。
集会の後、参加者は厚労省の前でヒューマンチェーン（人
間の鎖）をつくり、ゲノム編集の規制を求めました。

国内で販売されている食品（輸入食品を含む）の、グ
リホサート検査を市民団体が進めています。発がん性の疑
いのあるグリホサートが遺伝子組み換え作物に使われてい
るほか、小麦や大豆の収穫時にも使われているためです。
これまでの検査では輸入の小麦や大豆を使った食品の一部
からグリホサートなどが検出されていますが、国産原料の
食品からは検出されませんでした。

詳細はパルシステム東京のホームページで

パルシステム東京

検索

http://www.palsystem-tokyo.coop/

