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みなさん、こんにちは。3月も半ばになりました

が、早いもので東日本大震災から 8年を迎えまし

た。東北はもちろんのこと、千葉でも一部多大な影

響がありました。いまだ復興が進んでおらず、元通

りの生活には程遠いという方もいらっしゃる中、だ

んだんと震災の記憶が薄れてきていると感じる事が

多く、とても危険なことだと考えておりました。そ

こで今日は、今一度対策を見直すべく、個人の防災

対策について少しお話ししたいと思います。まず

は、いざというときの避難経路の確認です。そして

地域の避難所や家族間での集合場所などを把握して

おく必要があります。携帯が通じない時でも家族と

落ち合えるように避難場所を決めておくのも良いで

す。次に、非常食や非常用水などの確認です。以前

から準備していたものはもう賞味期限が切れている

かもしれません。また、通常の防災用品セット以外

でも自分にとって必要なもの、例えば薬などすぐ持

ち出せるよう準備しておくのもいいでしょう。さら

に、家の中の家具が倒れてこないように突っ張り棒

などで固定がきちんとされているか、危険な箇所は

ないか、今一度家の中を見回してみてください。震

災があったときに常に自宅や職場にいるとは限りま

せんが、備えはあった方がいいです。会社でもご家
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庭でも、毎年この時期に再確認できると良いと思い

ます。 

以上で会長あいさつとさせていただきます。 

御静聴ありがとうございました。 
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皆さんこんにちは。土屋と申します。本日はお招き

を頂きまして、ありがとうございます。本日は卓話

という事で、演題が「農作物と健康について」とい

う事なんですけども、それについて皆さんがかなり

関心があると思われる「健康について」のお話を少

ししたいと思います。私自身がずっと農業をやって

おりますが、20 歳になるかならないかぐらいの時

と、20 代の後半に 2 度ほど農薬の急性中毒をしま 

した。2 回目やった時に死ぬかと思うぐらいの酷い

事になりました。薬は、有機リン剤というサリンと

同じタイプのものです。オウムのサリン事件で起き

たあの苦しみを、全く同じ状態で味わいました。本

当に死ぬかと思ったんです。でも何とか生きながら

えて後遺症もなかったんですけども、その時思った

のは「3 回目やったら確実に死ぬな」と思ったんで

す。その時決意したのは「農薬を使わないで農業が

出来ないだろうか？」というよりも「自分は農薬を

使わないで農業生産をするしかない」と思ったんで

す。それと同時に「よく考えてみるとこんな怖いも

のを普通に何も考えずに農作物に使ってていいんだ

ろうか？」という事を考えました。皆さんご存知の

通り、我々の体は何で出来ているかというのは、毎

日 3 食食事をして成り立っています。これは誰も

異論がないと思いますが、毎日食べているもので私

たちの体は成り立っている。毎日食べている物に問

題があれば、当然私たちの健康にも問題が生じると

いう至極当たり前の事なんです。 

今日本は、世界のトップクラスの長寿と言われてい

ます。しかし、中身を見ると必ずしもそうは言えな

いんです。確かに寿命は長いです。しかし、平均で

男性の 9 年間・女性の 13 年間は、亡くなるまでの

間要介護状態です。この間、他の人の介護を受けな

ければ生きながらえないという状態です。これで本

当に健康と言えるのだろうか？という事なんです。

私は農薬を使わない農業をずっとやってくる中で、

仲間と 30 年近く前に会社を設立しまして、こうい

う農薬を使わないで作るというものを普及させよう

という事でいろいろと研究をしてきました。ここ数

年間は、医療関係・専門のドクター達と協力をして

いろいろな事を力を合わせてやってきました。その

中で、分かってきた事がいくつかあります。これは

非常にセンセーショナルな事がいくつかあります。

簡単な事をいいますと、今皆さんが食事中に話題に

されていた花粉症の問題があって、これは実は非常

に簡単な問題なんです。原因は分かっているんで

す。治すことも簡単なんです。私の知り合いや友人

何人かに相談されてアドバイスをしたら、その通り

にして治っている人は何人もいます。今日は時間が

ありませんので、花粉症について深くやることはし

ませんけども、そういう事があります。 

今社会問題になっている一つに、幼児虐待・子供を

虐待するのがありますよね。子供を虐待して死なせ

卓話 
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てしまうというのが連日のようにあります。皆さん

不思議に思うんですよね。わざわざ自分達が生んで 

育てた子供を何故虐待するのか？死ぬまで虐待する

のか？ストレスだとか周りの環境だとかいろいろ言

われています。しかし実はそうではないんです。こ

こに本日のテーマの「農作物と健康について」の根

源的な問題があるんです。というのは、先ほど言い

ましたように「私たちは毎日食べている物に影響さ

れている」と。その結果として、健康を害したり健

康になったりという事があります。実は子供を虐待

するという行為そのものは、そういうものの一つな

んです。具体的に言いますと、マンガンというミネ

ラルがあります。あまり聞き覚えがないと思うんで

すけども、このマンガンというミネラルが不足する

と、人間に限らず全ての動物は自分の子供を虐待す

るようになります。これは動物実験によってはっき

り結果が分かっているんですけど、マンガンが全く

不足した餌を与え続けると、実験動物は自分の子供

を虐待して終いには噛み殺すようになります。私も

実は農業の分野で畜産を専門にやってきたものです

から、親豚が自分の生んだ子供を狂った様になって

全部噛み殺してしまうというのを 2 度 3 度目撃し

ています。その当時は原因が分からなかったんです

けど、今は分かっております。 

「マンガンは何で不足するの？」これは辿っていく

と、実に単純な事なんです。私と一緒に研究をして

おりますドクターのところに、日本に 2 台か 3 台

あるかないかという「オリゴスキャン」という機械

があるんですね。これは何をするかというと、人間

の中のミネラルを測るんです。そうするとデータが

ちゃんと出てきまして、その人の体の中で、大抵の

場合は三大要素の「脂質・炭水化物・タンパク質」

これは問題になるんです。その他にビタミン、コラ

ーゲンとかタンパク質の形とか、こういうのは問題

になりますけども、ミネラルはほとんどノーマーク

なんです。そのオリゴスキャンという機械で測りま

すと、マンガンだけではないんです。日本人は、ミ

ネラルがもの凄く不足しているという結果が出てい

ます。それが、実はいろんな病気の原因になってい

る。これは野菜とか果物を作っていてもそうなんで

すが、今皆さんが考えるのは普通に農場で農薬を使

っていますよね。これは「虫が付くから仕方がな

い」「病気になるから仕方がない」とお思いでしょ

うけど、実はそうではないんです。今言ったような

栄養管理をきちっとやると農薬が全くいらなくなる

んです。それは今実際に実践して、あちこち行って

指導をして農薬ゼロになっているところがいくつも

ありますから断言できます。それと同じように、

我々人間も今起きているいろんな病気・不具合の中

のかなりの部分がミネラル欠乏によるものです。そ

の一つが今紹介しましたように「マンガン欠乏によ

って子供を虐待して死なせてしまう」と。マンガン

というのは「母性のミネラル」と言われているんで

すね。特に女性は、マンガンがちゃんと十分だと子

供を大事にして愛情深く育てるというのが、普通に

人間の中にプログラムされています。ところが、マ

ンガンが不足するとそれが逆転をして、自分の子供

を虐待したり酷い場合は殺してしまうという風に動

くように、我々動物はプログラムされているみたい

なんです。それは我々の歴史の中とか食文化の中で

も表れてまして、例えば女性の場合は折に触れて小

豆のあるものを食べて、女の子が生まれると赤飯を

炊いて祝ったり、折々に触れて赤飯を炊いて祝った

りとか、今は少なくなりましたけど子安講とかそう

いうのになると小豆を炊いて「ともかく沢山小豆を

食べる」と。そういう事で、意識もしないでマンガ

ンを補ってきました。それがやはり、子供に優しい

お母さんを作り出していたんだと思います。今、同

じ小豆を同じ量食べても足らなくなります。それ

は、農地の土の中にミネラルがすっからかんになっ

ています。本当にすっからかんです。私はここ 30

年の以上の間に、数千点の全国の農地の土の分析を

しております。その中で、普通は窒素・リン酸・カ

リ・カルシウム・マグネシウムぐらいで、このくら

いしかやらないんですけども、その他に微量ミネラ

ルの鉄・マンガン・銅・亜鉛・ホウ素・ケイ素も測

っております。そうすると、日本中の農地がミネラ

ルすっからかんです。だから私たちの食べる毎日の

野菜・果物、それから農地にミネラルが不足すると

どういう事が起こるかというと、雨で水が染み出し

て河川へ行きますよね。実はその、海で採れる海藻

とかもそういう農地の影響を受けるんです。つい昨

日のデータで、今ひじきがかつての 9 分の 1 ぐら

いに鉄分が足らなくなっていて、北海道の昆布が、

磯焼けといって昆布が出来ずに死滅してしまう、こ

ういうのも農地が鉄をちゃんと補給できなくなって

いるということの一つです。こういう事が今起きて

います。その中で今日は特に皆さんが関心のある健

康問題の中で、一つ提案をしたいというのがありま

す。それは、今日本人が病気で亡くなる第一位が癌



です。それはもう皆さんよくご存じだと思います。

実は癌も何故癌になるかも分かっているんです。今

日は時間の関係上、やると長くなるのでやりませ

ん。その次に血管の障害。血液を運ぶ血管の問題

で、脳梗塞・心筋梗塞・動脈瘤だとかいろんな問題

があります。これが実は、ミネラル欠乏に大いに関

係があるという事を中心に話をしたいと思います。

実は我々の血管というのは、エラスチンというチュ

ーブ状のタンパク質で出来ています。これはゴムの

チューブの様な役割をして、圧力がかかると広がっ

て、圧力がなくなると縮むという非常に柔軟性があ

り、これを作り出しているのがエラスチンというタ

ンパク質なんだそうです。この柔軟性を作り出して

いるのが、実は銅なんだそうです。胴が足らないと

どうなるか？というと、エラスチンがちゃんと作れ

なくなり、そうすると血管の構造に隙間が出来たり

薄いところが出来たりするらしいです。薄いところ

が出来るとそこが膨らんで動脈瘤とかそういう病

気、隙間が出来てそこにコレステロールが入って沈

着すると動脈硬化を起こしますし、カルシウムが入

り込むと石灰化が起きて血管が非常に硬くなりま

す。それによっていろんな問題が起きます。胴がち

ゃんと足りてるのか？というと、全く足りていませ

ん。かつては日本は食文化の中でも銅をよく使って

いました。それはどういうことかというと、食器に

も銅の鍋があったり、卵焼きは銅製の卵焼きであっ

たり、おろし金も銅を叩いてスズをメッキした物を

使っていたりとか、お酒の燗も銅壺（どうこ）と言

って銅でやった物を使っていたりと、折に触れて銅

を摂っていました。それから農地の中にも銅がかな

りあったはずなんです。今、銅が十分あるのは栃木

県と群馬県の一部だけです。あとは日本中、銅がす

っからかんです。そうすると、毎日少しずつでも摂

らなきゃならない銅が、野菜・果物からほとんど摂

れなくなっています。だから慢性的な不足です。と

いうことは、ちょっと体が弱るとか機能が失われて

くると、血管が隙間だらけになったり薄くなったり

します。それが今起きている現象なんです。ところ

が、マスメディアは絶対そんなことは伝えません。

あまり分かっていないというか、あまり関心がない

というのもあるんですが、何故かというと、大元を

治してそういうことをちゃんとニュースとして伝え

て予防をするよりも、具合が悪くなってから薬を使

ったり医療機関で治す方が遥かに全体の産業として

大きいんです。それを農作物を治して、たっぷりの

ミネラルを含んだ物を食べるという方が、本来は本

当の意味での健康に繋がるんですけども、そういう

事はあまり利益につながらないというか、そういう

事があるみたいです。特にマスメディアにとっての

関心は、違う方向に行っているようです。では、銅

はどうしたら摂れるのか？というところですが、今

普通に売っている野菜・果物からは、ゼロではない

ですがほとんど期待できません。だから別の食べ物

から積極的に銅を摂るようにするだけで大分違うと

思います。何に多いかというと、イカ・タコ・貝

類、昆虫もそうです。どうしてかというと、普通の

動物は血液が皆赤いですよね。これはヘム鉄という

鉄がくっついた、ヘモグロビンというものが酸素を

取り込んで体中に運ぶという役割をしています。と

ころが、イカ・タコ・貝類は血液が青いのをご存知

だと思います。これは銅をもとにした、ヘモシアニ

ンという物質で酸素をくっつけて全身に運んでいる

という構造になっています。だからイカ・タコ・貝

類の血液は、特に銅が多いです。これらを身のとこ

ろだけでなく全体を食べると、かなり銅が摂れるみ

たいです。でもイカ・タコ・貝類は、身の部分だけ

を食べてもそこそこ銅は摂れるみたいです。一番お

薦めなのは、塩辛です。塩辛はイカの部分を全部使

っていますから、私は結構イカの塩辛を食べるよう

にしています。それからイカ・タコ・貝類も積極的

に食べるようにしています。それで、特に食酢を一

緒に摂るとキレート作用と言ってミネラルがキレー

ト化してより吸収されやすくなるという事がありま

す。そうすると、血液が若くしていられます。ちな

みに、前に測ってもらった時は血管が 20 代と言わ

れました。それと、例えば先程言いました、血管が

膨らんでしまう動脈瘤になる人というのは結構いる

んです。私の友人にもいて、彼の親も動脈瘤になっ

て、関係あるんじゃないかと他にも何人かに聞いた

ところ、全員が塩辛大嫌い・絶対食べないと言って

いました。今私が考えるには、そういう様な食べる

物を工夫するだけである程度は改善が出来るのでは

ないか？と、最終的に足らなければサプリメントで

摂るしかないかと。うちではやはり、足らないよう

なものをサプリメントでいくつか毎日摂るようにし

ています。悲しい話ですが、日本の物はあまり効き

ません。というのは、かなり中身が外国製のものに

比べて何分の 1 かに抑えられています。何故かは

よく分からないですけども、アメリカ製の方が効き

ます。うちで摂っているサプリメントは全部アメリ



委員会報告 

カから輸入したものです。一番いいのは土を治し

て、農地の中のミネラルをちゃんと増やして本来の

形にして、それを野菜でも果物でも穀類でも食べる

というのが、一番いいと思います。しかし、中々そ

れは一朝一夕で出来る事ではありません。そのため

に、私はあちこち行って話をしたり、直接設計をし

たりプロデュースをするという事を県外でもやって

おります。今はぶどう・みかん・桃、それからいろ

んな野菜を県内でもしておりますが、なるべくそう

いう物を増やそうとはしているんですけども、中々

農業者の人達はそういうものに関心を示しません。

中々そういうことを理解して頂けないので、やはり

消費者である、そういう物を買って食べて利用され

る方がある程度関心を持って頂かないと世の中は動

かないんだと思います。そういう事が沢山ありま

す。今日は時間があまりありませんので例をいくつ

も申し上げられませんが、癌の話を少ししました

が、癌が何故なるのかも実は分かっているんです。

ポイントは、やはりミネラルです。これは、私の知

り合いのドクターが、癌の患者をずっと何十年も研

究していて、同時にその患者の中のミネラルの分布

を研究しています。間違いの無い事実が一つあっ

て、癌になる人は 100％ある種のミネラルが足らな

かったという事です。それが足らなければ 100％癌

になるとは限らないけども、癌患者の 100％はその

ミネラルが極めて欠乏しているということが分かっ

て、それを元に色々と研究をしておりまして、治る

ような方向で知り合いのドクターもいろいろやって

います。基本は、食べる物をきちっと向き合って、

体にいい物を食べるということです。本来はミネラ

ルが十分あるって分かるはずなんです。何故分から

ないかというのも理由がありまして、実は我々は 1

年間毎日、毒まではいかないけども化学合成物質を

かなり摂っています。農薬はかなり毒なんですが、

どのくらい摂っているかというと、農薬は国民一人

当たり均等に配りますと 5kg、食品添加物が 4kg、

その他の化学調味料の類が約 1kg 近くあります。

我々日本人は、1 年に一人当たり皆さん均等に配っ

ても 10kg の化学合成物質を体に入れてるという事

なんです。そういうものが、正常な味覚とかを奪っ

ているという事もある訳です。本来は一番体にいい

物が美味しく感じるはずなんだけども、舌がとりあ

えず食べて甘かったりしょっぱかったり、舌先を通

り抜ける為だけの物に味覚が奪われてしまって、本

来の体に必要な物をかぎ分ける力がかなり弱くなっ

ているんじゃないかと思います。そのためにも、本

物の農産物をなるべく食べるようにして頂きたいと

思います。我々もそういう物をなるべく増やすよう

に、日々努力をしております。以上で終わりにした

いと思います。ご清聴ありがとうございました。 

 

 

 

◇プログラム委員会 

 

委員長 土屋俊夫 

今月の 28日に越川博光元会員の送別会をあづま庵

でやりますので是非ご出席して下さい。また王堯玉

さんが次のステップ、神奈川大学に進みますのでそ

のお祝いを兼ねて、卒業お祝いをやります。宜しく

お願いします。またご案内します。 

 

 

 

青柳 誠君・土屋俊夫君・向後雅生君・冨 一美君 

内田裕雄君・小林定雄君・前川成吉君・古西弘和君 

杉森幹男君・小川佐内君・上原広嗣君 

  …土屋様、卓話ありがとうございます。 

 

本日計    11,000円 

累 計   536,005円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例会日 

3月 14日 

会員数 出席 

32 

出席率に
用いる数 ％ 

18 

 

32 56.25 

 
☆ 欠席をしたらメークアップをしましょう ★ 

出席報告 

ニコニコボックス 


