瓶 、何だと 思い

この写真の
いた こともあ って私は タイ

が、 タイで農 業指導を して

安
安
安全
全
全な
な
な微
微
微生
生
生物
物
物消
消
消臭
臭
臭剤
剤
剤

であ るアンモ ニアやト リメ ない ような感 じがして しま

チル アミンを 自分のエ サに うの ですが、 バチラス 菌が

いを 消す効果 があるの です だ ん と 臭 い が 消 え 始 めま

して 分解する ため、そ の臭 付着 すること によって だん

員の 皆様によ くご利用 いた

が、そこは微 生物です ので、 す。 そのかわ り、臭い の元

は会

本に も外来語 というも のが

だい ておりま すが、実 は同

科学 的な消臭 に比べて 時間 を分 解するた め、長い 目で

土 壌改良剤 の

これ、実 はタ
あり ますが、 タイ語に も多

じ微 生物を利 用した消 臭剤

語が そこそこ 話せます 。日

イ で販売さ れて
数あ ります。 （例えば 、苺

ま すか？

い るニーム オイ

も ちろん自 然分解で すの

見れ ば効果は 高いです 。

がか かってし まいます 。

ちょっと一息

れな い…うち の祖父も まだまだ 元気だ ！

る… 。でも、 結構バカ に出来な い健康 法かもし

おじ いちゃん も月末に なると具 合が悪 くなって

うだ 。（農家 の後継ぎ Ｋ談）た しかに 、うちの

行っ て先生と 話すと元 気になっ て戻っ てくるそ

く日 が近づく と、体の 調子が悪 くなり 、医者に

いわ れること らしい。 お年より は毎月 医者に行

たお 医者様に いって先 生に「健 康です よ！」と

お 年寄りの の健康法 …。それ は、毎 月決まっ

はじ めのうち は臭いが 消え にな りますね 。

汲み 取り式ト イレの場 合、 で、 環境的に は微生物 が上

で すので、 簡易トイ レや

があ ります。 これらの 消臭

バ チラス菌 の消臭効 果で

剤は 会社や現 場などの 簡易

液を 野菜など にかけて いま ら存 在してい るものは タイ

特に 優れてい るのは、 糞尿

北部 では伝統 的な手段 だっ はタ イ語でス トロベリ ー、

私がタイ で農

した 。当時、 私はニー ムの 語 が あ る の で す が 、 近年

の臭 いである アンモニ アと

たら しく、農 家のおじ いち リン ゴはアッ プルです 。発

業 の指導を して

知識 がなかっ たため、 その 入っ てきたも のにはタ イ語

魚が 腐った時 に出るト リメ

ルの瓶なんで

い たころ、 ニー

液体 を日本ま で運んで 研究 が な く 、 英 語 を そ の まま

チル アミンで す。この 二つ

す 。タイ語 でサ

ム （現地で はサ

所で 調べたの ですが、 さす 使っ ています 。『ニー ム』

の臭 いに対し ては、か なり

トイ レにご利 用いただ いて

ダオという名

がに 「サダオ 」という タイ には 『サダオ 』という タイ

効果 を発揮し ます。
実 際に、

ゃん がニーム の木の実 や葉 音 が ち ょ っ と 違 い ま すが

称 ）の木を 使っ

語の 名称だけ では調べ よう 語が あるとい うことは 、タ

研究 所等で幾 度も実験 をし

ダ オタイと 書か

た 害虫防除 を試

もな く…結局 ニームが サダ イ で ニ ー ム が 古 く か ら栽

た結 果、かな り高い効 果を

おり ます。

し たことが あり

オだ ったとい うことを 知っ 培？ され、薬 木として 利用

す。 バチラス 菌は臭い の元

た だ、欠点 も当然あ りま

ま す。タイ の東

井手浩 智◆

病を 予防した いすべて の人

力を 発揮しま す。生活 習慣

◆事務局

です ね。

得る ことがで きました 。

を鍋 でぐつぐ つ煮て、 その …） 要するに 、タイに 昔か
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れ ています 。

タイ でもニ ーム人 気上昇 中！

たの は、それ から 年 後で され てきたと いうこと なん

化さ せ生活習 慣病の予 防に

です 。特に免 疫細胞を 活性

コを 混合した のが
「三 宝寿」

ラタ ケ。この ３種類の キノ

然霊 芝、今注 目の天然 カワ

の王 様として 人気の高 い天

コブ に、伝統 的に健康 食品 ０２ ４８・４ １・２６ ２１

近年 話題沸騰 の天然メ シマ にお 勧めしま す。▼問 合せ

三宝寿

ち ょっと話 がかわり ます

した 。
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