
■冬の雨■ 

ほぼ週刊【松村拓也のメールマガジン】第 246 号 

こんにちは、松村拓也です。 

E-Mail と Facebook で松村拓也の活動についてほぼ毎週お届けしています。 

名刺交換した方や、突然思い出した方にもお届けしますので、ご迷惑であればお知らせください。 

できれば勤務先でなく、個人のアドレスにお届けしたいので、ご連絡ください。 

ご意見、ご質問大歓迎です。 

・・・・・・・・・・・・・・・ 
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1. トピックス：名栗の森 1 月例会＋「自給自足の家」見学会  

 

１月の例会は、名栗の森に初詣。 

その後、「光熱費 0 円、自給自足の家 下田さん宅」を訪問し、お嬢さんの作るランチをいただきます。 

https://headlines.yahoo.co.jp/videonews/nnn?a=20200108-00000232-nnn-soci 

参加ご希望の方はこのメールに返信ください。 

 

■１月例会 

日時：1/26(日) 10:00～14:00 

会場：保全山荘・名栗の森 

費用：会員及び同伴者は無料、一般 2,500 円 

   下田さん宅のランチ 2,000 円(先着 10 名) 

･･････････ 

内容：参加者が確定したら、再調整します 

10:00 保全山荘に集合、意見交換の後、相乗りして森へ 

11:30 辻村神社参拝の後、下田さん宅へ  

12:00 下田さん宅見学会＋ランチ（任意参加) 

14:00 辻村山荘に戻り、後片付け・解散 

・・・・ 

装備：軽作業できる服装 

その他、事前の計画や依頼事項など、情報交換は掲示板 

https://www.facebook.com/groups/naguriforest/ 

の方に気軽にコメントしてください。 



詳細は後日参加者にご連絡します。 

･･････････ 

活動の詳細はこちら 

http://land-resource.org/naguri/ 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

2. ブログから：冬の雨 

 

冬になるとバイク移動は寒いので、僕は中国サイトで購入した防寒具をつけて走ってる。 

胸元からひざ下までをカバーするこたつ布団を、ハンドル左右のグリップを手袋のように包んで固定する。 

4 年前の年末に訪れた上海の町中で、電動バイクがつけて走っているのを見て、迷わず購入した。 

以来、冬は布団に入りながら快適にバイク移動していたのだが、今年はまるで状況が違う。 

それは、頻繁に降る「冬の雨」、せっかくの布団も雨に濡れると水を吸い、濡れて走るので格段に寒い。 

自宅用の雨カバーを購入したのだが、外出中に雨が降ればそれまでのこと。 

去年まで快適だったのに、今年はどうしてこんなに雨が降るんだろう。 

・ 

近頃天気予報を見ていると、こんな「冬の雨」はどうやらこれまで経験したことが無いらしい。 

豪雪地帯や北日本では、雪不足が深刻で、スキー場などにかなり影響が出ているように、雨量自体はむしろ少な

いのに、雨の降らない日は記録的に少ないという。 

それは、乾燥注意報が発令される日が、例年に比べ極端に少ないことでよくわかる。 

火の用心、インフルエンザ、肌の保湿ケアなど、冬の乾燥が社会に及ぼす影響にも様々な変化が感じられる。 

これまで日本の気候は、夏は湿度が高く冬は乾燥していたので、夏乾燥し冬湿潤なヨーロッパの気候と比較され

たことを思い出す。 

つまり今年は、ある意味で「ヨーロッパの冬」を経験しているのかもしれない。 

・ 

それにしても、湿った冬がこれほど寒いとは、改めて今年の冬が教えてくれる。 

暑さ寒さは「気温」で示すのが一般的だが、むしろ体感温度は湿度で決まる。 

夏暑い日に汗をかいて、風に当たると涼しいのは、風の気温が低いからでなく、汗が乾くときに体の熱を奪うか

ら。 

考えてみれば人間の身体は主に水で出来ているので、体の熱は水が持っている。 

暖かさや寒さとは、体表面の水の温度がもたらすのだから、空気中の水分は熱を直接体内に持ち込んでくる。 

ドライサウナなら 100 度近くても大丈夫なのに、ウェットサウナは 60 度でも暑すぎると感じるのはまさにこの

ためだ。 

フライパンで目玉焼きを作る時、少し水を加えるとあっという間に君まで白く変わっていくのは、ウェットサウ

ナの暑さと同じこと。 

雨の夜より天気の夜の方が、雲の保温効果がない分気温が下がり、吐く息も白くなるが、湿った夜の寒さの方が、

体を痛いほど突き刺してくる。 

・ 

こうして水のことを考えていたら、ふと空気の組成を思い出した。 

空気は約 8 割が窒素と約 2 割が酸素で出来ていて、以下アルゴンが 0.93%、二酸化炭素が 0.03%と続く。 

ここには水（水蒸気）が出てこないので変だと思って調べたら、あくまで「乾燥空気の組成」だという。 



そこで、空気中の水蒸気比率を調べると、「最大 4%程度になるが 1%を下回ることもあり、場所や時間によって

大きく変動するので、その影響を除くため、一般的に地球大気の組成は“乾燥大気”で表される。」というわけ

だ。 

今、世界中で大問題となっている温暖化ガスとは、主に二酸化炭素を指しているが、この比率が 0.03％なのに比

べれば、1～4％で推移する水の存在はいかに大きいかがわかる。 

このように「変動が大きいので空気の議論から除外されている」ということは、「変化の激しい概念は僕たちの世

界観から排除されている」ことを暗示している。 

・ 

このブログの写真が示す「分子の極性」とは、分子内の電気的な偏り（かたより）を示している。 

水と油が混ざらないのは、水に極性があり油には極性が無いからで、水に何かが解けるのは、分子の極性同士が

引き合ったり、さらにイオンに分解して混ざり合うことだ。 

この性質が、液体と気体を自在に行き来する特性も生み出していて、それを代表する物質が地球では「水：H2O」

だ。 

他にも、身近な極性分子として「塩化水素：HCL」や、「アンモニア：NH3」があるが、地球上では強烈な脇役

や悪役を演じている。 

いちいち「地球上」と注釈するのは、他の星では塩化水素やアンモニアが主役の世界も有り得るから。 

でも地球では、すべての生物体が水を主材料に出来ていて、水を介して栄養分や排せつ物を流通させ、熱エネル

ギーまでも媒介させている。 

ある意味で、宇宙空間における地球の特徴・アイデンティティは、「水の星」なのかもしれない。 

・ 

そんな大切な水が、変化が激しいので空気の組成に含まれない。 

今日の気づきはこの点だ。 

固定化し、数値化してから、メディアを介してみんなが共有する･･･という「情報化」のプロセスには、大きな限

界と大きな抜け穴がある。 

僕たちは誰もが世界の中心に居て世界を把握できている気になっているが、実は世界の片隅にいて見落とされ把

握されずにいると考えるべきだろう。 

だが、世界に把握されている窒素や酸素よりも、微少な二酸化炭素や無視されている水蒸気こそが僕たちの死活

を左右する。 

僕たちが直視すべきはテレビやメディアの世間話でなく、狭い地域の日々の変化の方だと、今日は改めて確信し

た。 

 

http://nanoni.co.jp/20200119/ 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

3. 今後の予定 

凡例 ○面談歓迎：来て下さればあなたの面談を優先。 

   ◎呼出歓迎：あなたのお誘いを優先、訪問可能。 

   ●同行可能：僕の訪問先にお連れできます。 

   ★参加可能：あなたも参加可能な予定です。 

   △同席不可：予定の前後は面談可能です。 

   ▲留守不在：すみません、留守のためお許しを。 



・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

（月）01/20 ◎作業日 09-21 時 面談可（青葉台） 

（火）01/21 ◎作業日 09-21 時 面談可（青葉台） 

   10-12 時 ●いづみ PJT MTG（反町） 

（水）01/22 ◎作業日 17-21 時 面談可（青葉台） 

（木）01/23 〇作業日 10-21 時 面談可（笑恵館） 

 17-19 時 ★笑恵館クラブ運営会議（笑恵館） 

（金）01/24 〇作業日 09-17 時 面談可（笑恵館） 

 19-21 時 △槇研究室新年会（代官山） 

（土）01/25 〇作業日 13-21 時 面談可（笑恵館） 

13-12 時 ★地主の学校_10・まつむら塾 

 14-17 時 ●麻布学園新年会（麻布） 

（日）01/26 ◎作業日 09-21 時 面談可（青葉台） 

 10-14 時 ★名栗の森オーナーシップクラブ１月例会（飯能） 

 

■その後の予定 

01/29 13-14 時 ●キッズアイランド見学（駒沢） 

01/29 15-16 時 ●不動産鑑定打合せ（川崎） 

02/01 10-12 時 ★地主の学校_1・まつむら塾（笑恵館） 

02/01 13-16 時 ★ニッチ大学（笑恵館） 

02/02-07 ▲ブルネイ・コタキナバル旅行 

02/08 10-17 時 ★地主の学校_2・まつむら塾（笑恵館） 

02/08 16-21 時 ★チャレンジアシストツアー#1（柏・入谷） 

02/13 16-17 時 ★日本土地資源協会年次総会（笑恵館） 

02/13 17-19 時 ★笑恵館クラブ運営会議（笑恵館） 

02/14 19-21 時 ★カプラー起業交流会（三茶） 

02/15 10-17 時 ★地主の学校_3・まつむら塾（笑恵館） 

02/15 19-21 時 △東大建築学科新年会（本郷） 

02/20 10-20 時 ★なるほどデイ・持ち寄り食事会（笑恵館） 

02/21 13-15 時 ★HFA 定例 MTG（渋谷） 

02/22 10-13 時 ★地主の学校_4・まつむら塾（笑恵館） 

02/23 10-14 時 ★名栗の森オーナーシップクラブ２月例会（飯能） 

02/24 13-15 時 ★ひとさし指のノクターン（新宿） 

02/27 17-19 時 ★笑恵館クラブ運営会議（笑恵館） 

 

松村の予定はこちらで随時公開しています。 

http://nanoni.co.jp/schedule 

 

・・・・・・・・・・・・・・・ 

4. アクセスポイント：問い合わせ先 

 

松村拓也 



メール takuya@nanoni.co.jp 

携 帯 090-9830-3669 

自 宅 株式会社 なのに(平社員) 

〒226-0016 神奈川県横浜市緑区霧が丘 3-15-1 

http://nanoni.co.jp/ 

職 場 一般社団法人 日本土地資源協会(代表理事) 

http://land-resource.org/ 

笑恵館 〒157-0073 東京都世田谷区砧 6-27-19 

http://shokeikan.com/ 

メール配信をご希望の方はこちら 

http://land-resource.us10.list-manage.com/subscribe… 

フェイスブックグループはこちら 

https://www.facebook.com/groups/atamanonaka/ 


