
 

 

 

 

 

 

 

服部孝子さんを偲ぶ            

                      ナカノ株式会社会長 中野聰恭 

2018 年６月下旬、ファイバーリサイクルネットワーク(FRN)初代代表服部孝子さんのご子息より「敬愛 

する皆さま」と題したお葉書を頂戴しました。このたび、服部孝子は 2018 年 6 月 10 日(日)早朝、天に帰り

ました。神様に愛され、護られた 86 年余の生涯でした。―中略―、葬送諸式 

は、密葬をもって執り行いました。皆様の生前のご親交、出会いに感謝いた 

します。と、キリスト教の哀歌の一節とともに締めくくられていました。 

信仰心の深いご家族に看取られて、心安らかに幸せな最期を迎えられたもの 

と拝察できるお手紙でしたが、FRN を立ち上げ共に活動してきた私にとっ 

ては、肉親を失ったような衝撃的なお手紙でした。心よりご冥福をお祈り申 

し上げます。合掌  

服部孝子さんとの出会いは、今から 30 年くらい前に遡ります。当時の社会 

情勢は、第二次世界大戦後 40 年以上続いた冷戦構造、その象徴だったベルリン（FRN 報告会の服部孝子さん）

の壁が 1989 年 11 月に崩壊し、翌 1990 年 10 月には東西ドイツが統一され、これをもって鉄のカーテンが

消滅した激動の時代でした。日本では、荒廃した戦後から奇跡的とも云われる復興を成し遂げていましたが、

高度成長経済政策の影響で生活様式が大量生産、大量消費、大量廃棄へと一変しました。その結果、資源問

題、環境問題、ごみ問題等が新たな社会問題となっていた時代でした。元号も昭和から平成に代わる節目の

時でもありました。そんな折「横浜市消費者の会」代表の服部孝子さんからお電話いただきました。当時服

部さんは「まちづくり情報センターかながわ(アリスセンター)」「中区女性フォーラム」や社会福祉活動など、

市民活動家として幅広くご活躍されていらっしゃいました。お電話の内容は、長い間奉仕活動の一環として

不用品バザーを開催し、その売上金を社会福祉団体に寄付をする実践活動に取り組んでいる。バザーの提供

品で一番多く集まるのが古着で、一番多く売れ残るのも古着。もったいないと思いながらも、売れ残りの古

着はやむなく役員が手分けして持ち帰り、自宅の家庭ごみに混ぜて処分している。何とか生かす良い方法は

ないだろうか？というものでした。当時私は故繊維の再資源化を創業事業とする現ナカノ株式会社に所属し

ながら、業界団体の一員として 1980 年の年頭に「ひとまわり(10)・ふたまわり(20)」の語呂合わせから「10

月 20 日・リサイクルの日」を提唱し、その一環として 1990 年代に再生資源業界からのまちづくり「よこは

まルネサンス」を提案していました。その活動が紹介された新聞記事を読まれて連絡をされたとのことでし

た。この時の服部さんとの面会は、消費者(排出者)とリサイクル業者とが直接出会う切っ掛けであり、相互

の想い入れ情報の交換の場と云えるものでした。それはあたかも体内の血液が動脈から静脈に乗換わるジョ

イント部分、血液循環での毛細血管の役割そのものでした。この出会いが契機となり市民団体との数度の学

習会、研究会を経て古着・古布のリサイクルを通じて、もったいない文化の継承と環境基本法の 4 本柱「循

環・共生・参加・国際性」を目指す市民事業の概要が見え始めました。市民活動を支援するアリスセンター

内に事務局が立ち上がり、事業としての有効性を検証すべく、1991 年に中区と茅ケ崎地区をモデル地区にし

て回収実験を展開しました。その反響の大きさは主催者、参加者も驚く想定以上の結果で、両モデル地区と

も 1 日で 10,000kg 以上の古着・古布が集まり、用意した回収車両が足りなくなるほどでした。結果 FRN 設

立の機運が一気に高まり、1992 年 6 月に設立総会が開催されました。 
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その後の四半世紀に及ぶ服部さんのご活躍は皆さまご存知の通りです。今やファイバーリサイクルという言

葉は、全国どこでも「古着・古布の回収運動」を表す共通語として使われるようになりました。服部孝子さ

んが FRN の設立総会と同じ 6 月にお亡くなりになられたことは、ファイバーリサイクルに対する強い思い

を伝えるメッセージかもしれません。 

彼女の安らかな眠りをお祈りするとともに、FRN の活動がこれからもより多くの方々の共感を得て、多くの

人の愛する運動として続いていくことを願ってやみません。 

                          

              

     ＊＊ 服部さんへ ＊＊                   

代表 赤岡清子 

服部さん、もう一度お話をしたいです！ 

服部さんがお亡くなりになりました。とお聞きしたのは亡くなられて一週間程経つてからの事でした。 

想像もしていない寝耳に水のお知らせでした。気持ちを落ち着かせ、まず志澤さん、黒柳さんに報告をし 

ました。ご子息が住まわれる伊勢原に引っ越しされてから、服部さんはお元気ですか？とご親交のあった

方々に尋ねられました。そのことをお伝えしたくて時々連絡をしましたが、一度も連絡は取れませんでし

たね。会議の議事録送付の際もメモなどを付けましたが、やはり連絡を頂くことは無く、お体の具合でも

悪いのでは？と皆で心配に変わってきました。 

 服部さんから代表をと言われて、無理！無理！と言いながらお引き受けしてもう 6 年目になりました。

最初の三年程は服部さんも時々事務所にいらして下さったので、相談してアドバイスをもらい心強く進め

ました。でもお会い出来なくなってから、FRN の運営の進め方全体を少し冷静に見た時、これから先も

FRN があり続ける為に、繋げて行ってもらう為に、何か大きく変えなければ、と作業の進め方など大きく

変えてみました。何かを変える事はとてもエネルギーのいる事です。あれから試行錯誤の日々は今も続い

ています(笑)。運営の議事録は送らせていただいていましたので、様子は何となく想像出来ていたと思い

ます。この試行錯誤の日々も、これからも「FRN が続いている！」をイメージして、皆さんにご協力いた

だきながら努力して行きます。そして FRN の「布」と「人」の輪は確実に大きくなっています。 

運営の議事録は送れなくなりましたが、これからは会議の様子はいつでも見られている気持ちでいます。 

服部さん！出来ることなら、もう一度ファイバーの事務所でお弁当や美味しいお菓子を食べながらお話を

したいですね。今まで本当にありがとうございました。そして本当にお疲れ様でした。 

 

これまでＦＲＮにご協力頂きました皆さまには、この「古着伝言板」をもってご報告させていただきます。 

＊また別紙の通り「服部孝子さんを偲ぶ集い」を開催致しますので合わせてお知らせをさせて頂きます 

 

                   

＊＊ 地区連絡会の活動 ＊＊ 

＊＊ 「田舎モダン」な町づくり ＊＊         足柄地区連絡会 代表 志澤晴彦、今井和子 

FRN足柄地区連絡会は神奈川県西部地域、旧小田原藩、二宮金次郎 

や足柄山の金太郎で有名なエリア、風光明媚な足柄平野の田園地帯 

のど真ん中の東日本で一番小さな町、開成町で活動を始めてまだ約 

二年半の支部です。活動拠点は築 150年のコミュニティスペースと 

して四年半前 NPO法人すずろ(代表 畠山光子)がオープンした茅葺 

き古民家ガーデン紋蔵です。 

 

 

 



 

衣類の回収、FRN本部よりの委託品販売、リメイク品、ワークショップなどを活動の柱にしています。 

ひなまつりとあじさいまつりの期間には毎日オープンし、地元のみならず川崎や横浜、湘南方面からのお客様

に FRNの衣類を通した循環型社会の構築を具体的実践を伴いご案内しています。周辺は紋蔵含め開成町の重要

文化財、瀬戸屋敷含め茅葺き四軒、昨年再興されオープンした酒蔵などがあり、神奈川県の県西部の未病プロ

ジェクトのエリアともなっています。 

普段の活動は紋蔵ニノイチとして 2月から 11月の期間は毎月 2.12.22にオープンしてリサイクルきもの市リ

メイク市、衣類の回収、着付けやリメイクのワークショップをしています。本年度は雨漏りし、傷んだ茅葺き

の屋根の吹き替え補修に貴重な FRN基金よりご寄附をいただき屋根の 1/4を葺き替えることができ、大変感謝

しております。ありがとうございます。なかでも有志ボランティア 30名あまりで文化庁ふるさと文化財の森、

朝霧高原の茅場に行き、茅葺き屋根吹き替えに必要な茅(ススキ)を全て自分達で刈り取り調達することができ

たことは今後の日本の伝統的家屋の茅葺き屋根の保全に対し特筆すべき実践的活動になったと地元からも評                                                                 

                  価をいただけ、おかげさまで開成町の広報誌の表紙に大きく掲載して

いただけました。また活動拠点は小さな古民家でありますが、母体が

高齢者と障害児童を預かる B型作業所を有する福祉団体でありますの

で FRN本部の活動も一層見習いまして、今後も発展的に活動して行き

ます。また文化面でもオリンピックで世界中の国の着物をつくるＫＩ

ＭＯＮＯプロジェトの副代表が立ち寄ったり、衣類からつくった燃料

でデロリアンを走らせ、循環型社会を目指す日本環境設計の社長さん

が観光がてら来たりと、町のテーマ「田舎モダン」に沿った幅広い情

報収集と発信を日々しながら今後も FRNの理念と活動を益々活発に広

めて行きたいと考えています。FRN本部並びに各支部の知恵と活動と

交流しながらさらに FRNの理念と活動と交流が進むよう活動してい

けるよう進みたいと思います。今後とも皆様よろしくお願い致します。   

おしゃれをした紋蔵       

 

＊＊ 布でつながる・ひろがる街づくり ＊＊        旭区地区連絡会 代表 志澤希久子                            

             

猛暑が続く 7月 21日（土）に旭区精神障害者家族会（あけぼの会）は 

「第 2回布と出会うお楽しみ販売会」を開催しました。2016年どより、 

ＦＲＮの登録支援団体として、きもの・帯・はぎれ・小物などの支援品 

を生かし、又、ＦＲＮ活動を地域に広げていく場として、旭区地区連絡会 

が協力。会場はＮＰＯ法人木々の会・二俣川ハウスの 2階は障害者の住居、 

地域に開かれた 1階のスペースで開催。清水ヶ丘自治会が快く回覧を回し 

てくださいましたことは本当に感謝でした。今回は、あけぼの会の役員や 

会員が高齢化のため、地域のボランティアさん・二俣川地域ケアプラザの職員・木々の会の役員とパートナー

さん・二俣川ハウスのメンバーさんと友人の方々にも支えて頂きました。玄関を入ると和布のパッチワークの

大きなタペストリーと手作りの布の「風鈴」と「あさりの金魚」そして可愛い子供の「お祝い着」を展示。素

敵なバック・チュニック・パンツによみがえった「リメイクコーナー」も人気でした。 

当日は様々な方と出会いがありました。 

今まで見学や交流を深めていた作業所「ゆめが丘ＤＣ」の方々が大勢で来場、楽しく交流できましたことは、

大きな喜びでした。あけぼの会として、作業所の作品の材料として様々な生地を送ることになりました。 

旭地区連絡会として、「ゆめが丘ＤＣ」の見学と交流を検討しています。何よりもかかわった方々が、心通 

わせ、明るく楽しい笑い声が響いていたことが、最大のやりがいと喜びでした。  

 

 

 

 



 

＊＊  前期活動報告  ＊＊ 

・「春のリサイクルきものフェア」 4 月 17 日（火）かながわ県民センター 入場者 ５２０名 

 ・＜男女共同参画 協働事業＞   開催会場はいずれもフォーラム南太田 

 ・「夏のリサイクルきものフェア」7 月 3 日（火）、4 日（水） 入場者：（2 日間）：420 名   

・「浴衣の着付け」講習会 6 月 4 日（月）、7 月 14 日（土）  

・「あさりで金魚つくり」講習会 7 月 24 日（火） 

   夏休みになった子どもを対象に無料で行いました 

    

「 1 Day for Others 」 

6 月 16（土）10 時 30 分～15 時 30 分 6 名    

 明治学院大学ボランティアセンターより依頼の学生を一日ボランティア受け入れは四年目になりました。 

始めに「回収の基本」ＤＶＤ（ＮＨＫにっぽんの現場、どこへ行くあなたの古着）とＦＲＮ基金の支援先 

「ＫＩＭＯＮＯプロジェクト」の紹介ＤＶＤ（ＢＳ「夢の鍵」放送分）を見てから作業に入りました。たとう

紙の紐を外し（再利用）難問の着物の値札付け、糸通しから縫い付けるまで、小学生の家庭科授業以来針を

持っていない！と大笑いしながら、着物の匂いで“おばあちゃんを思 

い出す”の一声、午後は倉庫のごみを仕分け、日常生活の中でも必要 

な資源ごみの分別を体験してもらいました。残りの時間で希望があっ 

た浴衣を着付けてパチリ！浴衣を脱いで畳んでお疲れ様。学生さんか 

らその場で感想を聞き、皆さんから楽しかった～！の声を頂きました。 

 

ＦＲＮ基金支援先報告  ＜ＫＩＭＯＮＯプロジェクト＞    

 6 月 2 日（土）きものプロジェクトに支援したギリシャ国の着物が出来上がりそのお披露目パーティーに 

行ってきました。横浜プカリ桟橋から出航した船の中でお披露目会です。 

又、きものプロジェクトの最新情報が“スポーツ報知”8 月 21 日（火） 

版に掲載されました。現在出来上がった 100 ヵ国の着物の一部がカラーで

紹介さ          れ、 紹介され、代表の高倉慶応
よしまさ

氏の思いが書かれています。 

ビックニュース！！        

                           ビックニュース ！ 

この大和ビルに入居して 18 年になりました、今年の酷暑💦を見か 

ねたビルオーナー様がＦＲＮの事務所にエアコンの設置をしてくれ 

ました～涼しい～！！ 本当にありがとうございました。  

              

  

 

ＦＲＮはいつでも活動支援者（ボランティア）を募集、受付をしています。どんなお手伝いをする 

か分からないから不安！そんな方のために作業の体験ができる「体験ボランティア」も受け付けて 

います。お気軽に事務所へお問い合わせください。※月～金（土日祭日休み） 10：30～16：00 

 

 

 

 

 

活動支援者（ボランティア）を募集しています ！！ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

服部孝子さんは、ＦＲＮを立ち上げる前から幅広い活動をされていらっしゃいました。 

この「偲ぶ集い」は、生前、ご親交のあった方々にお写真や映像を見ていただきながら、思い出の 

お話で偲んでいただきたい思いと、また、皆さまにお別れをお伝え出来なかった服部さんのお気 

持ちを思い、呼びかけ人としてご賛同頂いた皆様とこの会を開催する事にいたしました。  

 

            ファイバーリサイクルネットワーク 代表 赤岡清子 

 

「服部孝子さんを偲ぶ集い」 

日時：10 月 27 日（土）14 時～16 時   受付：13 時 15 分～              

会場：横浜開港記念会館 1 階 1 号室    住所：中区本町１丁目 6 番   

会費：2､000 円     

＊当日はささやかではございますが、お菓子と飲物を用意させて頂いております。 

服部さんのお写真をお花で飾りたいと思っておりますので、ご献花いただける 

方は一口五千円より受け付させて頂きます。 

 

※ご出席頂ける方は、裏面のご出席票にお名前をご記入いただき、9 月 28 日（金） 

迄に FAX でお知らせください。またその他ご不明な点がございましたら下記 

ＦＲＮ事務所へお問い合わせ下さい。 

 

＜アクセス＞ ・みなとみらい線 日本大通り駅   1 番出口徒歩 1 分  

・市営地下鉄ブルーライン 関内駅  1 番出口 徒歩 10 分  

・JR 京浜東北線 関内駅      南口徒歩 10 分                      

呼びかけ人 

ナカノ株式会社 会長 中野聰恭 

ファイバーリサイクルネットワーク 代表 赤岡清子 

主婦連合会 会長 有田芳子 

(特非）まちづくり情報センターかながわ（アリスセンター） 理事長 内海宏 

神奈川県消費者団体連絡会 事務局長 丸山善弘 

鎌倉消費者連絡会 代表 海老澤克枝 

(一社）地域資源発掘 ASAA 理事 土屋真美子 

〃    〃 監事 川嶋庸子 

(特非）横浜シティガイド協会 理事 嶋田昌子 

ダイナックス環境都市研究所 所長 山本耕平 

横浜市資源リサイクル事業協同組合 理事長 宗村隆寛 

（福法）聖坂学園   理事長 柴田昌一 

 

 ＜ＦＲＮ事務所＞ 月～金 10：30～16：00 

              TEL / 045―710―6507  FAX / 045-―710-―6508 

                               

                         

 



 

 

 

 

 

 

「服部孝子さんを偲ぶ集い」 

 

 

・出席します         ・欠席します 

     

・どちらかに〇を付けて下さい 

 

お名前                 

 

ご住所：〒  －    

                              

               

     

                                                  

 

電話番号                 

 

  一言メッセージなどございましたら・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

準備の都合がございますので９月 28 日（金）迄にお知らせください。 

 

FRN 事務所 〒243－0017 横浜市南区宿町 2－40 大和ビル 101 

        電話番号  045－710－6507 

                FAX 番号  045－710－6508 

 

 

 

 

 


