
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 くらしのレポート 
八王子市消費生活啓発推進委員会レポート 

Ｎ Ｏ ．１２１ 

 

（平成２６年）

２０１４ 

1月 

八王子市消費生活センター／同消費生活啓発推進委員会 

“缶詰”を考える 

講演会「缶詰には缶（感）動が詰まっている」より 
 

平成 25年 11月 30日（土）、八王子市クリエイトホール・5階ホールにおいて、 

”缶詰博士”こと黒川勇人氏をお迎えして缶詰を考える講演会を開催致しました。 

（この講演会は、東京都消費者月間事業として八王子市との共催で開催。） 

 

 

  1.缶詰ブームがやってきた！ 

缶詰の効能や利用法について缶詰レシピ本が

続々と発行され、新聞・TV・ラジオなどで大き

く取り上げられ、新聞では一週間に一本は、缶

詰の特集が組まれるほどである。一例をあげる

とサバ水煮缶詰は、家で煮て食べる場合のカル

シウム摂取量の約２６倍あると言われている。

これは、缶詰では骨まで食べられることが大き

な差であるが、DHA、EPAも多く含まれている。

缶詰の中身は、酸化していないことからも栄養

的に大変優れている。また、東急ハンズの「か

んづめ博」やお台場での「缶詰をつまみに酒を

のんでもらい、飲みながらステージのトークシ

ョーを楽しむ」と言った催しも報道され、かつ

てないほど缶詰が注目されている。（次ページへ） 

 

 

  

 

３．モルディブの恩返しツナ缶！  

我が国の ODA（政府開発援助）支援で

モルディブのマーレ（首都の島）に防

波堤を作り。また同じ ODA支援で、観

光資源しかないモルディブに輸出産

業としてツナ缶の工場を作り、日本の

メーカーの協力を受け、技術指導も行

った。 

2004年のスマトラ沖地震によるイン

ド洋大津波の際に堤防が首都の島を

救い感謝される。 

2011年３月 11日の東日本大地震がモ

ルディブに伝わり、心を痛めた人達が

24時間テレビ放送で日本を救おうと

募金活動を始めた。 

その結果モルディブから 45百万円の

義援金と国民のひとりあたり２個に

当たる 60万個を超えるツナ缶が贈ら

れた。その際家庭で保存していたツナ

缶も集まって、被災地が困らないよう

に、工場で簡単に開けられる缶詰に詰

め替えて寄贈された。 

義援金もこの国の経済規模からすれ

ば破格の金額であったと言えます。 

後日東京ビッグサイトのイベントで

モルディブのツナ缶が出展されたと

き、岩手県の男性が「この缶詰のおか

げで命が助かった。」と泣いていたと

いう逸話があった。（感動話に講師の

黒川氏も絶句でした！） 

 

 

ます。 

 

 

 

 

身振り手振りで講演中の黒川氏 

講師 黒川勇人氏（缶詰博士）略 歴 
1966年 福島県生まれ 

1990 年  東洋大学文学部インド哲学科卒業 

     会社員生活、出版社勤務を経て 

     フリーライターとして独立 

  2004 年  世界の缶詰を紹介する「缶詰 blog」を開始 

2009年 著書「おつまみ缶詰酒場」(アスキー新書) 

2011 年  著書「缶詰博士・黒川勇人の缶詰本」 

                  （辰巳出版） 

2012年 著書「缶づめ寿司」（ビーナイス） 

2013年 NHK ラジオ「すっぴん！」月曜ﾚｷﾞｭﾗｰ 

同   週刊漫画「百缶繚乱」毎週連載中 

同   著書｢日本全国｢ローカル缶詰｣驚きの逸品 36」 

                                  （講談社α新書） 

「皆さん、缶（かん）にちわ！」と黒川氏の登場 

 

 

缶詰を見直さ 

なきゃな！ 

平成 25年 11月 30日（土）、八王子市クリエイトホール・5階ホールにおいて、 

”缶詰博士”こと黒川勇人氏をお迎えして缶詰を考える講演会を開催致しました。 

（この講演会は、東京都消費者月間事業として八王子市との共催で開催。） 

以下は、担当委員による講演概要レポートです。 

 

委員による講演レポート 

目 次 

・ 講演会 缶詰を考える「缶詰には缶(感)動が詰まっている」・・・・・・・・・・・・ １～３P 

・ 異常気象、これからどうなるの？！ （その１）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４・５P 

・ 新聞折込のチラシは情報の宝庫  （その１）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６・７P 

・ イベントのご案内・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８P 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

缶詰誕生の秘密は、ニコラ・アペールが 1794年

頃から研究を開始、「加熱して密封すると食べ物

は腐らない」（缶詰製造原理）とする説を発表し、

その保存法が 1904年仏政府で軍事用の保存食料

等に採用され、缶詰の誕生年とされた。 

 その後、英国に伝わり 1810 年にブリキ缶保存

が考案され、1924 年エドワード・パリーの北極

探検で使用され注目された。それから米国へ渡

り量産化され、南北戦争で消費を高める契機と

なった。 

日本における缶詰誕生は、1871 年に長崎の松田

雅典がフランス人レオン・ジュリーの手ほどき

による「イワシ油漬缶詰」の試製である。 

日本では、1877年（明治 10年）に北海道開拓使

石狩缶詰工場で、我国最初の生産が行われ、以

後 10 月 10 日が「缶詰の日」とされた。日本に

おいても缶詰需要が高まるきっかけは、やはり

日清・日露戦争で糧食として使われたことであ

った。 

 

    

 

 

 

 

 

 

缶詰は開ければ一品料理の普通の食品です。 

清潔な容器に移しラップして冷蔵保存が必要です。 
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３．モルディブの恩返しツナ缶！  

我が国の ODA（政府開発援助）支援でモ

ルディブのマーレ（首都の島）に防波堤

を作った。また同じ ODA支援で、観光資

源が主だったモルディブに輸出産業と

してツナ缶の工場を作り、日本のメーカ

ーの協力により、技術指導も行った。 

2004年のスマトラ沖地震によるインド

洋大津波の際に堤防が首都の島を救い

感謝される。2011年３月 11日の東日本

大地震がモルディブに伝わり、心を痛め

たモルディブの人達が 24時間テレビ放

送で日本を救おうと募金活動を始めた。 

その結果モルディブから約 4千 5百万円

の義援金と国民の一人当たり２個に当

たる60万個を超えるツナ缶が贈られた。

その際家庭で保存していたツナ缶も集

められ、被災地が困らないように、工場

で簡単に開けられる缶詰に詰め替えて

寄贈された。義援金もこの国の経済規模

からすれば破格の支援であった。 

後日、東京ビッグサイトのイベントでモ

ルディブのツナ缶が出展されたとき、岩

手県の男性が「この缶詰のおかげで命が

助かった。」と泣いていたという逸話が

あった。（感動話に講師の黒川氏も絶句

でした！） 

 

 

２．200 年以上変わらないその合理性とは 

 
手振りを交え引き込まれるような講演 

＜さば缶詰のつくり方＞ 

調製：（頭、尾、内臓

などを取り除き）適

当な大きさに切る 

味噌煮、味付（醤油味）缶

詰の場合：各調味液を加え

生の状態で蓋をする 

 

水煮の場合：塩、水を加え

生の状態で蓋をする 

缶ごと高温で加熱し、生

の状態から調理するのと

同時に加熱殺菌される 

 

加熱釜 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・シュール ストレミング（スウェーデン）   

ニシンを塩漬けにして缶の中で、発酵させ

た漬物の一種。匂いが強烈。 

・ ロブスター （カナダ） 

カナダのプリンスエドワード島で作る 

ロブスター一匹分の缶詰 

・ウニ  (スペイン） 

 ウニの潮煮風で天然な感じの味付け 

・ キャンドイッチ （アメリカ） 

なんとサンドイッチのセットが詰まった

缶詰（パン、グレープジャム、ピーナツ

バターとキャンディまでが） 

・ いちご煮（八戸の郷土料理） 

ウニ、アワビと大葉少々の潮汁風 

・ がめ煮（福岡の郷土料理） 

筍、人参、里芋、ごぼう、レンコン、 

椎茸、鶏肉、こんにゃくの入った筑前煮 

・ タコライス（沖縄） 

チリソース味のタコスの具が入った缶詰

で、ご飯にのせて・・ 

・ タコ焼き（大阪本社の缶詰バーチェーン）  

ドロドロのジュレのようなたこ焼きの入

った缶詰、缶詰バーで食べられる。 

・ ツナ入りタイカレー（日本．タイ製） 

ツナ缶の代わり味としてタイ現地で、製

造し大人気商品になる。 

などなど 

  

 

４．缶詰の魅力 

～世界と日本のおもしろ缶詰～ 

 主な会場からの質問： 

Q：トマト缶の栄養は？ 

A：トマト缶用のイタリアトマトはもともと栄

養価が高い。 

・カットトマト（丸いトマト） 

サラダのトッピングに便利 

・ホールトマト（細長いトマト） 

つぶしてパスタソースや鶏肉と煮たり 

Q : みかんの缶詰は小袋を、薬剤で溶かすよう

だけど汁は飲んで大丈夫？ 

A：大丈夫。作り方として、酸で小袋をとかし、

アルカリで中和したあと薬剤は洗い流して

いるので体に影響はないことが証明されて

います。 

Q：缶のスズは体に影響ありませんか？ 

A : スズはフルーツや野菜の風味や色を保ちま

す。しかもスズは体から排出されますので

安心してください。 

ただ、現在は内側にコーティングして金属

臭を防ぐものが増えてきています。 

 

 

 

 

結論：缶詰とは何か？ 知恵と熱意と感動が詰まった優れた加工食品。 

          あなたも特徴をよく理解して、上手に利用してみては？ 

チョット、缶（感）動もの 

～オシャレを演出、缶詰スピードレシピ～ 

＜お弁当で＞ 鯖の水煮缶詰の汁を抜き、ポ

ン酢とオリーブオイルで味付け、胡椒をふり、

野菜の浅漬けを添えれば、ご飯と合わせてお

弁当のハイ、出来上がり。 

 

＜家飲み？で＞ マテ貝の缶詰を程よい大き

さに切り薄切りズッキーニで巻いて一品。 

味付けタコの缶詰の足とチーズとプチトマト

を合わせ長めの串に刺せば立派な！お洒落

な！ホームパーティ用おつまみ完成。 

 

＜アウトドアで＞ ピクニックや登山にジビ

エの缶詰（鹿、猪、兎などの）を携帯して、

レタスなど葉野菜とクラッカーでちょっとゴ

ージャスなひと休み！！ 
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缶のフタの渦は 

加熱時の膨張を 

調整してくれます 



 

 

 

 

 

 

 

 

平成 25年 9月 27日、国連の｢気候変動に関す

る政府間パネル（以下、IPCCと呼ぶ）｣の総会

がストックホルムで開催され、第 1 作業部会

の最新報告書が承認されました。 

第 1 作業部会のトーマス・ストッカー共同議

長（スイス）の記者会見が行われました。そ

の要点は次の通りです。 

① 世界各地での異常気象について 

既にアジア、ヨーロッパ、オセアニアで増

えている熱波は進行し、世界のほぼ全域で

極端な高温が増え、極端な低温は減ると指

摘しています。 

また、中緯度の大陸域や熱帯域では、雨の

降り方がより強くなり、頻度も増す可能性

が高いことを示唆しています。 

②温室効果ガスについて 

温室効果ガスの大気中濃度は、過去 80

万年の間＊注１で前例のない水準までに増

え続けていると指摘しています。その上

で、氏は『実質的で継続的な温室効果ガ

スの削減対策を行わなければならない』

と強調しています。 

また、大気中の温室効果ガスを海が吸収

し、海の酸性化が進行しているという現

象にも触れています。海洋生物への影響

もより深刻となることも予測されます。 
＊注１：南極の氷に閉じ込められた大気の記録から 

読み取れるデータを基にしています。 

③地球環境の変化について 

今世紀において、北極海の海氷は小さく

なり、薄くなりつつあること。北半球で 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

は、積雪面積が減る可能性が高いこと。

1970 年代以降、水深 700ｍまでの海水温

度が上昇しており、1990 年代以降では

水深 3000ｍより深い層でも上昇がみら

れること。などが挙げられています。 

④世界の平均気温について 

直近の 15 年間では、世界の平均気温の

上昇が鈍化しています。この現象は温室

効果ガスを主因とする温暖化傾向（上述

②）と矛盾するものですが、IPCC は｢こ

れが自然変動の範囲内とする見方を示

しています。加えて、火山の噴火や太陽

活動の一時的な低下が影響している可

能性を示唆｣しています。 

東京大学大気海洋研究所の木本昌秀副

所長＊注２は、『個別の極端な（気象）現象

を温暖化と直接結びつけるのは難しい

が、温暖化という背景がないと説明しに

くい』と述べています。 

＊ 注２：今回の IPCC 報告書の執筆者の一人。 

東京大学大気海洋研究所教授。気象庁（気象）分析

検討会会長。 

さて、2013 年夏以降、猛暑、豪雨、巨大

台風、竜巻など多くの気象報道がありまし

た。 

気象庁発表（2013.9.2）では、2013 年夏

（6～8 月）の日本の平均気温が平年を 

1.０６度上回り、観測開始（1898 年）以来 4

番目に高かった。全国 927 観測地点のうち、

125地点で観測史上最高気温を記録したそ

うです。 

 

 

 

～IPCC（国連・気候変動に関する政府間パネル）報告書より～ 
その１ 

 

異常気象、これからどうなるの？！ 
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また、山口、島根、秋田、岩手各県での豪

雨、関東を直撃した台風 26 号やフィリピ

ン・レイテ島に大きな被害をもたらした台

風 30 号などの巨大化した台風、そして関

東で多発した竜巻など、今だ記憶に新しい

ところです。 

木本昌秀教授を会長とする気象庁の分析

検討会では、2013 年夏の猛暑や豪雨を｢異

常気象｣と結論付けており、｢今後も猛暑や

豪雨の頻度は増えると考えられる｣として

います。 

日本のみならず今夏はヨーロッパでも猛

暑と豪雨に見まわれていました。また中国

やパキスタンでも大規模な洪水がありま

した。このような異常な気象現象は既に 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

世界的な地球規模のものとなっている証

拠で、気象パターンの変化、熱波、洪水、

干ばつといった極端な気象現象が日常化

してきていることは言を待たないことで

す。これらに因る災害にも今後はより注視

しなければならないことです。 

 

2013 年 8 月 30 日午前０時から、気象庁は

｢特別警報｣の運用を開始しました。対象と

なるのは、大雨、台風（暴風、高潮、波浪）、

大雪、暴風雪、火山、地震、津波の 9 種類

に及びます。生命を脅かすような危機的な

現象から｢身を守る｣警報と位置付けられ

ます。 

気象庁の発表に拠れば、次の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「特別警報」が発表されたら、ただちに命を守る行動をとってください。 

気象庁はこれまで、大雨、地震、津波、

高潮などにより重大な災害の起こるお

それがある時に、警報を発表して警戒

を呼びかけていました。これに加え、

今後は、この警報の発表基準をはるか

に超える豪雨や大津波等が予想され、

重大な災害の危険性が著しく高まって

いる場合、新たに「特別警報」を発表

し、最大限の警戒を呼び掛けます。 

特別警報が出た場合、お住まいの地域

は数十年に一度しかないような非常に

危険な状況にあります。周囲の状況や

市町村から発表される避難指示・避難

勧告などの情報に留意し、ただちに命

を守るための行動をとってください。 

 特別警報は、警報の発表基準をはる

かに超える現象に対して発表し、その

発表基準は、地域の災害対策を担う都

道府県知事及び市町村長の意見を聴い

て決めています。（出典：一部「気象庁 HP」より） 

  

 

 

特別警報の種類 発表の基準 

 大   雨  ｢50年に１度｣の雨量となる恐れがある 

 台   風・暴   風  

 台   風・高   潮  風速50ｍ以上の強い台風や温帯低気圧 

 台   風・波   浪  

 大   雪  ｢50年に１度｣の積雪量となる恐れがある 

 暴風雪  風速50ｍ以上の強い台風並みの温帯低 

 気圧で、雪を伴う暴風 

 火   山  人が住む地域に重大な被害の恐れ、 

 現在の噴火警戒｢レベル４以上｣ 

 地   震  現在の緊急地震速報で｢６弱以上｣ 

 津   波  内陸部まで津波が押し寄せる恐れ。 

 現在の｢大津波警報｣に該当 

 

 次回は、報告書より、他の地球環境の変化について見てみたいと思います。 
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家計にやさしいお買いものとは、いったいどんなお買いものを想像しますか？ 

1. 必要なものを無駄なく買う 

2. 新鮮なものをできるだけ安く買う 

3. バーゲンや決算セールを利用して通常価格よりも安く買う 

そして、買ったものや買ったことを後悔しないこと、ではないでしょうか。 

家計にやさしいお買いものをするために、最初にとりかかると効果的なのは、新聞折

り込みチラシのチェックです。 

１．曜日別のチラシ枚数は？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

曜日別に折り込まれるチラシ枚数の棒グラフには、実にわかりやすい特徴があります。 

その特徴は、火曜日と土曜日を頂点にした M字形のグラフを示すことです。その特徴は、

さらに曜日別チラシにも顕著な次のような傾向があります。 

 

月曜 火曜 水曜 木曜 

学習塾 

葬儀・介護 

健康食品、通販 

スーパーの平日広告

（火～金の特売） 

百貨店の企画もの 

スーパー、量販店の広

告（水～金の特売） 

ドラックストア 

スーパー、量販店の広

告（木曜特売） 

ホームセンター 

 

金曜 土曜 日曜 その他 

週末特売広告 

マンション・不動産 

衣料、装身具 

週末特売広告 

マンション・不動産 

家具、家電、自動車 

求人広告 

旅行、美容 

イベント 

月末：新聞の PR 物 

月初：行政関連の広告 

 

平成 25 年 9月 18日～平

成 25年 10 月 8日に筆者

宅に配達された全国紙

（一紙）折込チラシの各

曜日別平均枚数調べ 
 

新聞の折込チラシは情報の宝庫 その１ 
～チラシのチェックから始まる、家計にやさしいお買いもの～ 

 

 

まずは曜日の

特徴をつかむ

こと！ 
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２．曜日別のチラシの内容を見ると？ 

日曜日と月曜日のチラシは、求人広告、学習塾、通販、旅行、美容、健康など興味や

関心がある人にピンポイントで訴え、行動を促す内容の広告が多いのが特徴です。 

火曜日はスーパーの平日特売のチラシが多く入ります。これは、火曜日から金曜日ま

での平日の特売日をお知らせすることができ、月曜日の新聞休刊日やハッピーマンデー

（祭日）に重ならないように配慮もされています。 

 水曜日と木曜日はドラックストアやホームセンターなど特売期間が週末までの生活密

着・激安型チラシが入ってきます。 

金曜日は衣料品の週末特売広告や不動産関連とくに新築マンションのチラシが目立ち

ます。チラシ枚数がいちばん多い土曜日を避けて、できるだけ興味ある人の目を引くよ

うにする、週末特売を金曜日から始める、土曜日の午前中には行動をおこしてもらえる

ようにしたい、ということが計算されているようです。 

土曜日のチラシ枚数がいちばん多いのは、スーパー各社の週末特売のチラシが入るの

と不動産、家具、家電、自動車などの耐久消費財の広告、大手小売店のイベントを伴っ

た特売広告が一斉に入るからです。 

 

３．曜日別チラシ枚数には販売店の価格戦略も見えてくる！ 

曜日別チラシ枚数グラフの 2 つの頂点である火曜日と土曜日では、チラシに載ってい

る値段の平均価格が違います。 

 火曜日は食品・日用品など日常必需品のチラシが多いので値段は 98 円、198 円、980

円、1980円、3980円…など、高くても 1万円以下。買いものに行った人が 1人で判断し

て買える価格です。 

一方、土曜日に入るチラシは、不動産、家具、家電、自動車など価格が高いもの、ま

たは購入頻度が年に 0.5 回以下～2 回程度のもののチラシが多いのが特徴です。数万円

から数千万円まで。購入するのに「じっくり考える」「家族で話し合う」ことが必要な価

格です。家族で話し合う機会や時間がある週末に向けて、タイミングよく新聞折り込み

されます。 

このように、曜日によっては新聞よりもずっしり重い新聞折り込みチラシには、家計

にやさしいお買いものをするための貴重な情報が含まれています。週末にまとめ買いを

するスーパー、勤め帰りにちょこっと寄るスーパー、お気に入りの衣料品を買うお店な

ど、何曜日に折り込みチラシが入るのか、普段の価格帯をチェックしておくだけで「賢

いお買いもの術」に一歩前進します。ぜひお試しください。 

 

＊ この記事はＦＰ（ファイナンシャルプランナー）の協力により制作されています。 
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編集発行：八王子市消費生活センター・同消費生活啓発推進委員会 

〒192-0082 八王子市東町５－６ クリエイトホール 地下１階 

☎042－631－5456     ＦＡＸ：042－643-0025 

 

編集後記：たかが缶詰、されど缶詰。古くて新しい缶詰。サイエンスの詰まった缶詰。 

 とにかく缶詰を見直す講演会となりました。どこのスーパーにも存在感なく並んでい

て、なんとなく手を出す気にならない缶詰が光って見えるようになりました。 

単に保存食・防災用品と扱うのでなく、コンロやレンジの加熱が不必要で衛生的でプ

ロの味付けの食材を利用しない手はない。スピーディーにもう一品というとき威力を発

揮します。新しい年は消費者にとって何かと生活の厳しさを感じる年になりそうです。 

財布にも優しい缶詰をあなたももう一度見直してしてみてはいかが？ 
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 平成２５年度 

東京都と東京都生協連と連携した 

消費者行政活性化事業 

 

『消費者市民社会を考える集い』 

in八王子市 

日時：１月２８日（火） 

１４：００～１６：３０  

会場：八王子クリエイトホール ５Ｆ  
 

主催：「消費者市民社会を考える集い」 

八王子市実行委員会 

 

 

 

東京都消費者月間協賛事業 

 

平成 24 年１２月、「消費者教育推進法」が施

行されました。そこでのキーワードは“消費者

市民社会”。平成２５年度は地域で、大学で、自

立した消費者をめざして消費者市民社会をテー

マに学習会を開催します。また、高齢者を狙っ

て、ますます巧妙化する詐欺の手口を知り、地

域の人は地域で守るまちづくりをすすめるため

に、できることを考えあいましょう。 

 

～ イ ベ ン ト の ご 案 内 ～ 

左のポスターのように今年も盛りだくさんの 

イベントが集まりました。 

「学ぶ、考える、見る、 

体験する、楽しむ」 
そんな消費生活フェスティバルを 

準備しました。 

 

ぜひ八王子の消費生活に関する知恵があつまった 

消費生活フェスティバルにお出でください。 

 

開催日時 ２月 1 日（土） 

      １０：３０～１７：００ 

会  場 ｸﾘｴｲﾄﾎｰﾙ５階 ホール・展示室 

お問い合わせ 八王子市消費生活センター 

       (電話 ０４２－６３１－５４５６)    


