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パーマカルチャーで
ホリスティックな暮らしを

デザインする

2011年10月2日
ホリスティック医学シンポジウム2011大阪

安珠

パーマカルチャーとの出逢い

1995年 アロマセラピストとして活動

その後、エサレンマッサージや

フェルデンクライスメソッドなど

を学ぶ

2006年 自然療法やっていても、自然の事を

あまり知らない自分に疑問を感じる。

パーマカルチャーとの出逢い。

その後、自然と共生する暮らしを実践しつつ、
持続可能なヘルスケアやコミュニティづく
りに取り組む。

パーマカルチャー

持続可能な暮らしのデザイン

パーマカルチャーとは？
人間が地球上で持続可能に暮らすための

暮らしのデザインの方法

パーマネント＋アグリカルチャー
（永続的＋農耕）

パーマネント＋カルチャー
（永続的＋文化）

自然を良く観察し
調和した繋がりを
たくさんつくり、

自然を豊かにする。
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森がお手本 パーマカルチャーの倫理・原則

【3つの倫理】

１．地球に対する配慮

２．人に対する配慮

３．恵みの分かち合い

【10の原則】

1. つながりのある配置

2. 多機能性

3. 多くの要素による重要機能の維持

4. 効率的なエネルギープランニング

5. 生物資源の利用

6. エネルギーの循環

7. 小規模集約システム

8. 自然遷移の加速

9. 接縁（エッジ）効果

10.多様性

多様な命が生きる庭づくり

●観察（陽当、湿
度、風通しなど）
●環境の多様化
（高低差、曲線の
使用、エッジ効果
など）
●できるだけ、土
に返るもの、その
土地にあるものを
使用する。

3月下旬 5月中旬

7月中旬

●草マルチ

●コンパニオンプ
ランツ

●混植

●生物資源の利
用

図『パーマカルチャー～農的暮らしの永久デザイン』
ビル・モリソン著（農文協より）

スパイラルガーデン
小さいスペースに
多様な環境づくり
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庭は薬局でもあり
八百屋さんでもあり…

ノイバラの酵母化粧水

ハマナスの酵母化粧水 薬草利用～虫刺され・痒み

ヨモギのアルコール抽出 ドクダミの湿布

庭の薬草、ハーブの活用

大量にあるものや、駆除したものを捨てずに、有効に使う

刈り取られたものを有効利用
～草木染～
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草刈をしたヨモギを使用

落下していた桑の実を使用

草木染
庭と台所をつなげる
～栄養を循環させる～

↑ミミズコンポストの作成 ＊他にもいろいろ…

水を無駄なく汚さず使う

水の利用・・・無駄なく使
い、出来るだけきれいに
して戻す

• 雨水をためる

（庭の植物への利用）

• 水のカスケード利用

上水…飲み水など

中水…トイレの水洗など

食器洗いもため洗い

浄化システム

（バイオジオフィルター）

再生可能エネルギーへの転換

基本は

「減らすこと」

＊断熱

＊ライフスタイル転換

どうしても

必要なものを

何でまかなうかを

考える

ルーターと浄化槽ブロア
夜は電源を抜くことで、
1ヶ月12kwの節電が可能

太陽光パネルの設置

1ヶ月の消費
電力約70kw

＊エアコン、
テレビ無し

＊一般家庭の
平均300kw

多機能な薪ストーブ
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簡易サンルーム

パッシブソーラー

太陽熱の有効活用

ソーラーオーブン

自然や先人の知恵から学び、

創造性を発揮し、

持続可能な暮らしをデザインする

裏磐梯の暮らしの知恵
東京→神奈川→裏磐梯

ここ

裏磐梯はどこにあるの？

• 福島県の北部、磐梯山
の北側に位置します。

• 磐梯朝日国立公園

裏磐梯について

120年前に磐梯山の噴火で

火山灰が降り積もり、高原となった。

川がせき止められ、多くの湖沼ができた。

標高820ｍ

積雪は約２ｍ程度

12月から4月下旬まで

雪の中

2008年11月に裏磐梯曽原湖付近に中古住宅購入
2009年4月～10月は通い、11月3日に移住
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2010年9月～ライフスタイルに合わせてリフォーム開始
外壁、断熱、薪ストーブ、土間、壁塗り、床張り

裏磐梯の生活文化 １．森の恵み、山菜・キノコ

1年間の食と薬草

109876543211211

種まき・定植

野菜収穫

野草・山菜

キノコ

薬草採取

薬草収穫・保存
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２．長い冬のための保存食の知恵 保存～塩蔵・乾燥・冷凍・缶詰

３．冬の手仕事＆コミュニケーション 裏磐梯の自然からの学び
自然界のスピリット

大地と共に生きる
～ネイティブマインド～

・採取生活→自然界
の恵みへの感謝

・野生動物が身近に
いる（熊、カモシカなど）

・自然界の言葉が聞
きやすい

北／冬／知恵、エッセンス

南／夏／成長、喜び

西／秋／洞察、学び

東／春／目覚め、予感

ネイティブアメリカンの世界観

メディスンホイールが
示す季節のエッセンス
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春／目覚め・予感 春／目覚め・予感

新緑から緑あふれる季節へ

夏／成長・喜び・感じる 夏／成長・喜び・感じる
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秋／洞察・学び 秋／洞察・学び

収穫と選別作業

不揃いの大豆やじゃが
いもの選別

冬／知恵・エッセンス・熟成
1年の体験から次の春に繋がる

「種」を見つける

体験から「知恵」として
人生に活かせるものを抽出する

また、次の春へ
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庭にサンクチュアリを作る 大地と共に生きる暮らしは
聖なるものに満たされている

Body,Mind,Spirit、

人間と自然が一体となった暮らし

311後の世界を
どう生きるか

裏磐梯での体験
3月

・ライフラインは無事。ガソリンや物資不足。

・原発事故や放射能の情報をインターネットなどで
調べまくる。

・3月15日に福島市の家族を避難させる

4月

・原発付近からの避難者が裏磐梯のペンションへ。

・福島市や郡山市は放射線量が高いまま、学校が始
まり、子供たちを放射能から守る動きが始まる。

土壌の汚染度

2011.9.28

自分達ができる事を模索

• 裏磐梯への避難者の方との交流

地元民と避難者の交流のためのお祭り

畑プロジェクト

ボランティアマッサージ

＊原発被災者の方から、当時の様子や様々なお話
しを聞く。

• 子ども達を放射能から守る集いなどに

参加。
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ホットスポット・フクシマ
カオスポイント・Fukushima

フクシマでは、放射能の数値の問題だけではなく、
様々な事態が起きていることが解ってきた。

放射能による、

人と土地、

人と人のつながりの分断。

フクシマ 対話プロジェクト

絶望的な状況の中で、

希望が見つけられないか？

対話の場づくりを進めている。

対話から見えてきたもの

• 権力者や無力な市民という構造

• 大きなものに立ち向かっている恐い感覚

• どうしようもない、という無力感や絶望感

• 「がんばろう」というスローガンが蔓延する中、
きちんと、怒り、悲しみ、絶望を見ていくことが
大事。

絶望と向き合う体験

・1人で向き合うのは大変だ

・みんなと一緒だとできる感じ

・向き合ってみると、深いところから魂の叫
びが聞こえる

・そこに、まだ生きていない自分がいる？

絶望に向き合う事は、

真にホリスティックに生きるヒントかも？

自然界からの
メッセージ

10日前から庭の片隅にいる

コウモリ君

見つかるとプルプル震えていた、
きもかわいい奴



12

「どうしようもなくダメな感じも
抱きしめよう！」

実は闇の世界のメッセンジャー？ ホリスティックと完璧は違うんだよ

理想があるから絶望するんだ

でも、どうでもいいってわけじゃない

いろんなものと出会って、絡み合って、

だんだんひとつの

やわらかくて大きなものになっていくんだ

どうしようもなくダメな自分、

どうしようもなくダメな世界も、

抱きしめてみよう

それが、葛藤や対立を超えて

統合へ向かう道ではないか

自分のホリスティックな感覚を疑おう

世界は、そんなに小さなものじゃない

カオスポイントを越えて

ホロスの時代へ


