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第６章 引越 
 

 ２０１０年１１月に引越をしました。ＣＳ患者にとって、引越

は大きなリスクを伴うものです。私が引越するのにも、大きな覚

悟がいりました。それでも引越を決行したのは、それまで暮らし

ていた家の環境に限界を感じたからです。 

 ２００２年に仙台での生活がＣＳ的に行き詰まり、一大決心を

して札幌に引っ越してきました。それから私たち夫婦は８年間そ

の家で暮らしました。初めの頃はいろんな困難を抱えながらも、

何とか暮らしていました。しかし、２００８年頃から周囲の環境

に大きな変化が出てきたため、住環境が急速に悪化してきてしま

いました。 

 多くの要因が絡んでいます。家の構造や建材の問題、気候の変

化、電磁波環境の悪化、水道水の問題、農薬の問題・・・これら

が合わさって、生活を困難なものにしていきました。 

 ２０１０年の秋には、住環境も私の体調も悪化して、限界に近

づいていたので、何かに追い立てられるように引越を決行しまし

た。引越によって、多くの問題は改善されました。この章では、

引越に至るまでの経過と、引越の効果について書いていきたいと

思います。 
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〔１〕古い家での生活 

○仙台での生活が限界に 

 ２００１年、仙台に住んでいたとき、私は激しい目の痛みの発

作を起こすようになりました。はじめは原因がわからず、突然強

い発作に襲われるので恐ろしかったです。外出先で目の痛みの発

作を起こすようになったあと、自宅の水道水にも強い目の痛みを

感じるようになりました。それは、目が焼けただれるような激し

い痛みでした。水道水をほとんど使えなくなってしまい、生活は

極限状態に追い込まれました。同じ頃、私は水田や除草剤を撒い

たところ、街路樹を消毒したところなどに行くと、強烈な目の痛

みを感じるようになりました。水道水に反応を起こすのは、農地

で使われた農薬が水道水にも混じり込んでいるためではないか、

と考えました。 

 

 

 目の痛みの原因については、その後数年にわたる観察から、様々

な要因が作用していることがわかりました。 

 当時はあまりに強い目の痛みのため、全く生活が成り立たなく

なっていたので、早急な対策が必要でした。原因がはっきりとわ

かっている農薬類の害を避けるため、農薬使用量の少ない土地に

引っ越すことになりました。私が、全国の地図を見ながら候補地

にあげたのが、札幌市です。当時、私が住んでいた宮城県は、米

どころであり、県内の至る所に水田があります。夏期には、県全

体が農薬の霧に覆われてしまう感じがありました。札幌市は農地

が北東部に偏っており、市の西南部は農薬の影響が少なそうです。

水道水の水源付近にも農地がほとんどありません。 
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 当時、私は過敏性が増していて、あらゆるものに反応してしま

い、旅をするのが危険なので、夫が代わりに札幌に行って、家探

しをしてくれました。古い木造家屋が見つかったので、そこに住

むことになりました。夫が下見の時、札幌市の水道水を汲んで持

ってきてくれたのですが、仙台の自宅の水より、目の痛みが少な

かったです。２００２年５月に、私たち夫婦は札幌に引っ越しま

した。 

 

○新居の対策 

 築３０年以上たつ古い木造家屋に住むことになりました。最初

に気になったのは、家の中が動物臭かったことです。カビやホコ

リの匂いも強かったです。前に住んでいた人が室内犬を飼ってい

たということでした。洗剤の匂いに反応することを恐れて、前居

者が退去したあと、リフォームやハウスクリーニングをしないで

もらっていました。私たちは、最初の３ヶ月をほとんど掃除とカ

ビ対策に費やしました。家中をただひたすら雑巾がけしていまし

た。どの部屋にもカーペットが敷かれていたので、ホコリや犬の

成分（毛や排泄物と思われるもの）を取り去るのに大変苦労しま

した。古い家なので、至る所にカビが生えていました。そこを掃

除したり、テープで目貼りしたりして、体への影響を抑えていき

ました。 

 

○厳しい冬の寒さ 

 冬になって困ったのは、暖房です。札幌は仙台と比べものにな

らないくらい寒くなりましたが、私のＣＳのため、なかなか使え

るストーブを見つけることができなかったのです。灯油の匂いや、

ストーブの塗料から揮発する成分が問題になりました。結局、十

分な暖房器具が得られず、仙台から持ってきたポータブルの灯油

ファンヒーターを少しだけ使うのが精一杯でした。この家で毎年

迎える冬は本当に寒くて、今思い返してみると実につらいもので

した。私自身はストーブの化学物質に反応するよりまだ寒さの方

がマシだったのですが、夫には本当に苦労をかけたと思います。

夫は毎年、冬が来る頃に、ため息をついて憂鬱そうにしていまし

た。 

 十分な暖房が得られず、室温は人がいる部屋で１０度くらい。

廊下や玄関、トイレ、浴室などは氷点下になっていました。それ

が４ヶ月以上続きました。昼間暮らしていても寒くてつらく、特

に寒い日は昼間でも布団に入っていたこともあります。座ってい

るとき、毛布をかぶったり特別に暖をとる必要がありました。夜、

小さなポータブルのストーブを消して寝ると、急激に室温が下が

り、朝方には０度近くになります。私は化学物質過敏症のため、

十分な布団を用意できなかったので、手足が冷え切って眠れませ

んでした。冬は一晩に、３～４回目を覚まし、ストーブを付けて

室温を上げる必要がありました。ストーブを付けっぱなしで寝よ

うとすると、灯油が燃焼する匂いで息苦しく、眠ることができま

せん（詳しくは第１部スモール・データ・バンク「寒さ対策」を

参照）。 

 はじめの冬から頻繁に水道が凍結していました。寝る前に水抜

きをするのですが、それでも凍ってしまいます。水道管の構造に

問題があるらしく、水が完全に抜けきらず凍ってしまうようです。
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また、昼間も家の中が氷点下なので、昼間に凍ってしまうことも

ありました。日中も水抜きをして暮らすなどできません。そうい

うわけで、ＣＳが原因の寒さと水道の凍結は、この家で生活して

いく上で大問題となっていました。 

 

○変化する気候 

 私たちが引越した２００２年頃から、すでに夏の湿度の高さが

気になっていました。近所の人々の話では、年々湿度が上がり蒸

し暑い夏になってきているとのことです。しかし、それでも、も

ともと住んでいた仙台の蒸し暑さから比べれば、まだ湿度が低い

方でした。 

 この家に住んでいた２００２年から２０１０年の間で、明らか

に気候が変わって来たと感じたのは、２００８年です。２００７

年の夏までは、札幌は抜けるような青空が広がり、明るい光が降

り注いでいました。色鮮やかな美しい街でしたが、２００７年の

秋頃からはっきりと空気が濁ってきました。空全体に霞がかかっ

たようになり、光の色も濁ってどんよりとしてきました。それと

同時に、湿度が上がって、２００８年の６月から夏にかけて、じ

っとりと湿気の高い天気が続きました。北海道には梅雨がないと

言いますが、この天気はまさに梅雨と言っていいもので、毎日の

ようにどんより曇って、雨が降っていました。私はカビにアレル

ギーを起こすので、家の中のカビをどう抑えるかということが、

毎年の夏の関心事です。温湿度計を毎日チェックしながら、換気

や掃除に努めていました。夏は、外で農薬類を使われたときなど、

換気ができないこともあります。そのような制約の中でも工夫し

て、努めて家の中のカビが繁殖しないように心がけていました。 

 

○家中カビだらけに 

 ところが、２００８年の夏からはっきりとしてきた気候の変化

により、だんだんと気温や湿度が上がってきて、カビを抑えるの

が難しくなって来ました。２００９年には、それまで経験したこ

とのない蒸し暑さにおそわれました。７月に２週間ほど、湿度や

気温の高い時期がありました。気温２２度、湿度８５％が続いた

ため、家の中は湿気でベタベタになり、これまで決して見られな

かったところに、大量にカビが生えてきました。浴室や脱衣所の

壁、居室の家具の陰、押し入れ、納戸などです。換気をしようと

風を通しても、外気全体が水蒸気を大量に含んでいるので、かえ

って湿気ってしまいます。２２度、８５％というのは、それまで

に経験したことがなかったので、新しい事態に驚き、衝撃を受け

ました。（２０１０年以降は、このような気候が当たり前になって、

今では驚かなくなっていますが、当時の驚きは大きかったです。） 

２週間が過ぎた頃には、料理をするとき、強いアレルギー反応が

起きるようになりました。目や鼻、皮膚にかゆみが出て呼吸困難

になります。はじめは原因が

わからなかったのですが、ふ

と見上げると、フード型の換

気扇の羽根が真っ白になって

いました。まるでビロードの

ような質感です。羽根全体に

カビが生えていたのです！  
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 この換気扇は、とても古いものなので、錆ついてしまって羽根

をはずすことができません。はずしてすみずみまで掃除したかっ

たのですが、できませんでした。羽根がはまった状態でも手が届

くところだけは掃除しましたが、まったく不完全でした。換気扇

の一部をビニールで覆って、使用するとき以外は、室内にカビの

成分が出ないようにしました。レンジフードにビニールをかぶせ、

マグネットシートを細長く切ったもので、ビニールの四辺を留め

ます。ふだんは封入しておいて、換気扇を使うときだけビニール

をはずすようにしました。 

 

 
 

 さらに各部屋に設置されている吸

気口にもカビが生えてきました。壁

に四角の穴が空いていて、プラスチ

ックのメッシュ状の網が付けてある

のですが、全体が真っ黒になってい

ました。プラスチック部分のカビは、

はずして丸洗いして取ることができ

ました。ところが、部品をはずしてみると、室内から外壁まで貫

通している吸気口の内面が黒くかびています。ここは木部なので、

掃除することができません。吸気口の外側にも金属のメッシュ状

の網がついていましたが、これも真っ黒にかびていました。この

部品もどうやって洗ったらいいのかわかりませんでした。しかた

がないので、プラスチック部品を戻し、室内側から通気口をビニ

ールで覆って封入してしまいました。壁に透明梱包テープでビニ

ールを貼り付けました。 

 他にお風呂場と脱衣所の換気扇も真っ黒にかびてきました。前

年までは全くそういうことがなかったので、明らかにこの年は湿

度が高かったのだと思います。こんなに高温多湿になってしまっ

たら、この家のカビは全く手に負えないと感じました。衝撃と絶

望感がありました。 

 

○電磁波過敏症が悪化 

 別の変化も訪れていました。２００７年頃から環境中の電磁波

量が急激に増加してきたように感じ、電磁波過敏症の症状が悪化

してきました。携帯電話を使用する人が増え、使い方も変化して

吸気口のプラスチック部分 
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きたためと思います。それまでは、どちらかというと若い人やビ

ジネス世代の人が中心だった携帯利用者が、高齢世代や子供にも

広がってきた頃です。使い方も、通話やメールだけではなく、音

楽を聴いたりゲームをしたり、動画やインターネットを見た

り・・・と幅広くなってきました。そのため、利用者や使用時間

が増えて、空間を飛び交う電磁波の量も増えてきたのではないで

しょうか。２００７年頃から、頭痛や全身の痛みがひどくなって

きて、体を動かすのが不自由になりました。筋肉の痛みは慢性的

なもので、常に運動をしたあとのような疲労感がありました。そ

して、ほんの軽い作業のために腕を動かしただけで痛みが走りま

す。ちょっとした家事でも、途中で腕が疲れてしまい、動かなく

なってしまいます。手足の筋肉の痛みや疲れは、日常動作を不自

由なものにしました。また、ただ立っているだけ、座っているだ

けのときにも、首や肩、背中や腰の痛みのため、姿勢を維持して

いるのがつらくなってしまいます。２００７年頃から始まって、

年を経るごとに症状が強まっていきました。私はＣＳ対策のため

に多くの作業をこなさなければなりませんでしたが、日常生活が

不自由になってきました。特につらくなったのは洗濯です。化学

物質過敏症のために洗濯機が使えないので、すべて手洗いしなけ

ればなりません。けっこうな運動になりますが、電磁波過敏症が

悪化してきたら、とても苦労するようになりました。他にも調理

や食器洗いなど、体を動かすことはどんどん不自由になっていき

ました。私は生活全般に不安を感じるようになってきました。 

 

 

○木造と鉄筋コンクリートの違い 

 ２００９年３月に、私たち夫婦は知人の会社を引き継ぎ、経営

することになりました。前章で書いたように、会社のオフィスの

環境は化学物質過敏症やアレルギーに対して有害なものだったの

で、１年以上にわたる多くの対策が必要でした。しかし、それま

で札幌の自宅の住環境しか知らなかった私にとっては、新しい住

空間を継続的に観察し、比較できる良い機会となりました。会社

を引き継いだことは、社会的に私を新たな世界に連れ出してくれ

たものでしたが、ＣＳ的にも大きく視野を広げてくれることとな

りました。それまでの住環境を見直すきっかけとなりました。 

 会社を引き継いですぐ気づいたのは、鉄筋コンクリートと木造

の建物の違いです。自宅であんなにつらかった電磁波過敏症の症

状が、鉄筋コンクリートの会社ではずっと楽なのです。鉄筋コン

クリート造りは、携帯電話の電磁波を通しにくいということです

が、それを実感できました。前章で書いたように、会社のオフィ

スは窓ガラスに鉄線が格子状に入っています。これが窓からの電

磁波を防いでいてくれるようです。明らかに会社の方が筋肉の痛

みが減り、動きやすくなります。毎年１２月に入ると、年の瀬で

人々の活動が活発になり、携帯電話の使用量が増えるようで、私

の電磁波過敏症が悪化します。２００９年の１２月には、終業後

もすぐに家に帰らず、なるべく会社にいるようにし、仕事のない

日もなるべく会社の建物で過ごすことにしました。体がとても楽

でした。 

 その前の年までは、年末年始になると、自宅を離れて電磁波の

影響の少ないところに避難しなければなりませんでしたが、２０
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０９年～２０１０年の年末年始は、会社のオフィスで越すことが

できました。「もし鉄筋コンクリートの建物に引っ越すことができ

れば、電磁波過敏症の症状が軽くなるのではないか」と考えまし

た。 

 

○ガスストーブ 

 また、会社を引き継いでから大きな希望を持ったのは、ガスＦ

Ｆ式（強制給排気式）ストーブの存在です。会社のオフィスがあ

るマンションでは、どの部屋もプロパンガスのＦＦ式ストーブが

設置されていました。私はオフィスのガスストーブにほとんどＣ

Ｓ反応を起こしませんでした。自宅ではストーブが十分に使えな

いために、毎年寒い冬を過ごしていました。それに対して、会社

のオフィスはとても暖かく過ごすことができたのです。 

 私は２００５年頃にも、一度だけガスストーブを経験していま

す。夫の友人のマンションに行ったときのことです。そのマンシ

ョンは、給湯も暖房もオールガスの建物でした。このとき、ガス

ストーブが灯油ストーブのように有害な匂いを発せず、体に負担

が少ないことを感じていました。ＣＳ反応がほとんど起こりませ

んでした。 

 また、２００８年に知り合ったＣＳ患者の体験談も思い出しま

した。この方は、ＣＳを発症してから灯油の匂いが全くダメにな

ってしまったそうで、暖房に困っているようでした。その後、自

宅を新築するときに、暖房も給湯もすべてガスにして、灯油を全

く使わない家にしたそうです。ガスの熱源は、ＣＳ反応を起こさ

なかったと言っていました。そんなことを思い返していました。

会社のガスストーブには反応が出ないので、ガスストーブを使え

る家に引っ越せば、それまでの寒い冬を逃れて、暖かく過ごせる

のではないかと思ったのです。それは私にとって大きな希望の光

でした。 

 私はそれまでの家に限界を感じ、新しいところに引っ越したい

と考えていましたが、実際の行動に起こすには、勇気が必要でし

た。これまでの経緯や私の過敏な体質のことを思うと、本当に住

める家が見つかるかどうか自信がなかったからです。そんなとき、

私を引越へと大きく動かす重大な事件が起きたのです。 
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〔２〕生活環境の悪化 

○水道の問題 

 ２０１０年２月初めは、それまでになく寒さが続きました。２

月２日の夜から冷え込みが強くなり、２月３日には最低気温が－

１２．６度まで下がり、日中の最高気温は－９．５度までしか上

がりませんでした。５日連続で最低気温が－１０度以下の日が続

きました。３日連続で、最高気温が－５度以下でした。札幌に引

っ越してきてから、一度も経験したことのない寒さです。それま

で最低気温が－１５度くらいまで下がることはあったのですが、

それも一日だけのことで、翌日にずっと暖かくなっていました。

５日も寒い日が続くことはなかったのです。 

 ２００２年にこの家に引っ越してきてから、頻繁に水道が凍結

するので、私たち夫婦は様々な対策をしてきました。前述のよう

に水抜きをしただけではダメで、抜けきらずに水道管に残った水

が凍ってしまいます。インターネットで調べてみた結果、「水道の

栓を少しだけゆるめて、一筋だけ水を出し続ける」というのが効

果があるようでした。冷え込みそうな夜には、水道をほんの少し

だけ出して寝ます。チョロチョロと水が出ている状態で一晩過ご

すと、朝になっても水道は凍ることはありませんでした。水がも

ったいないのですが、凍結して蛇口を交換したり、大規模な工事

が入ることを考えれば、ずっとマシでした。この方法を実践する

ようになってから、水道は凍らなくなりました。その後も何度か

凍結していますが、それは寒くなったのにチョロ出しするのを忘

れてしまったときでした。冬の間は気温の移り変わりに注意して、

チョロ出しを忘れないように気を配りました。その方法で７年間

過ごしてきて、おおむね成功していたのです。 

 

○信じられない事態 

 ところが、２０１０年の２月に起きたことは、それまでと全く

勝手が違っていました。２月２日に寒さが始まって３日目、私た

ちは警戒して、日中も水道をチョロ出ししていました。これだけ

寒いと昼間も凍ってしまう可能性があったからです。２月４日の

夜に私がお風呂を沸かして入っていたときには、シャワーは出て

いました。夫が続いて入浴したとき、使用中に、シャワーの出が

少しずつ弱くなっていったと言います。入浴後も水道のチョロ出

しは続けました。ところが、２月５日の朝に起きてみると、浴室

の水道から出る水が糸のように細くなっています。今にも止まり

そうです。そして、蛇口をいっぱいにひねっても、水が出ません。

ほんの一すじ糸のように出ているだけです。凍ってしまったので

しょうか。この時点で台所の水道はまだ出ていました。しかし、

それから１日２日とたつうちに、どんどん細くなり、最後には止

まってしまいました。２月７日までには家中の水道が止まってし

まいました・・・。 

 トイレは元栓が他の水道と別になっており、こちらは２月の初

めから完全に水抜きしていました。第１部のスモール・データ・

バンク「トイレのリフォーム」でも書きましたが、この家のトイ

レは、冬場とても冷えるので、冬の初めに元栓を閉めて水を完全

に落としてしまい、台所からバケツで水を汲んできて流していま

した。春になるまで元栓を開けずにバケツで流します。昼間でも
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トイレはとても寒く、水が凍ってしまうので、このような方法を

とっていました。 

 ２月５日から、浴室や台所の水流が細くなっていったので、ト

イレを流す水にも困りました。初めは浴室でほんの一筋出ている

水を１５分くらいバケツに入れて少しずつためていったのですが、

水流がどんどん弱くなって、ためるのにも時間がかかるようにな

っていきました。バケツいっぱいためるのに、３０分・・・１時

間・・・と時間がかかるようになっていき、ついには水道の水が

止まってしまいました。「凍結したに違いない」と思いました。し

かし、夫の話では、前夜の入浴中に、すでにシャワーの水が細く

なっていったということですから、お風呂に入っている間に凍っ

ていったのでしょうか。入浴中で、水道管に温かいお湯が通って

いる間に、凍結が進んでいったのでしょうか。「そんなことがある

のだろうか？」と驚きでした。 

 それまで浴室の水道が凍結したときは、お風呂場にストーブを

持っていって、浴室の温度を上げて溶かしていました。標準的な

方法として、水栓金具にお湯をかけるというやり方がありますが、

それでは全く溶けませんでした。蛇口だけではなく、壁の中を通

っている水道管が凍っているようです。それまでは２～３時間、

長くても５～６時間ストーブを焚いていれば水が開通していたの

ですが、この日は全く反応がありません。外気温が低すぎるので、

暖かくなる日を待って、もう一度やってみることにしました。 

 

○水道なしの生活 

 当面の間、水が出なくて困るので、対策を考えてみました。 

 マルガリータ クリス（夫） 

飲み水 ミネラルウォーター 会社で汲んできた水道水 

トイレ 会社で汲んできた水道水 会社で汲んできた水道水 

料理 会社で汲んできた水道水 会社で汲んできた水道水 

歯磨き ミネラルウォーター 会社で汲んできた水道水 

入浴 ？ 銭湯 

 

 夫は飲み水からトイレを流す水まで、会社から大量に運んでき

てこなすことになりました。私は飲み水や歯磨きをミネラルウォ

ーターでやって、他は基本的に会社から汲んできた水道水です。

問題は入浴をどうするかということでした。夫には銭湯に行って

もらうことにしました。 

 私はどうしたらいいのかよく考えてみる必要がありました。銭

湯は以前、水道が凍結したときに行ったことがありました。しか

し、そのときの経験から、銭湯には多くの問題点があることに気

づきました。他の人と一緒に入浴することになるので、シャンプ

ーや石けんの匂いで具合悪くなってしまうおそれがあります。以

前、銭湯を利用したときは、それを避けるために「家族風呂」を

利用して、夫と２人だけで入浴できるようにしました。しかし、

それでも他の問題点が多く目につきました。銭湯は灯油などを燃

料にしてボイラーをたいているので、大きな煙突から煙が出てい

ます。その煙が敷地全体に漂っているようで、匂いや刺激があり

ました。せっかく入浴して体の化学物質を洗い流しても、すぐに

汚染されてしまう感じがしました。浴室は水道水の塩素や消毒剤

の匂いが強いです。私はシャワーの塩素などをとるために、浄水
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シャワーヘッドを持ち込みたいと思いましたが、銭湯の中には、

シャワーヘッドが壁に固定されていて、シャワーホースがついて

いないものが数多くありました。このようなシャワーでは、浄水

シャワーヘッドをつけることができません。塩素を除去せずその

ままの水道水で体を洗うと、肌がボロボロになってしまいます。 

 新しい銭湯は、建材や塗装などの匂いが問題になります。また、

古い銭湯は施設の老朽化が問題になります。脱衣所や浴室にカビ

が生えていて、アレルギーのある私は反応してしまうことが多か

ったです。カビ掃除の薬品臭が強いところもあります。また、古

い銭湯は水道水に錆が多く混じっているので、錆に過敏な私は強

い目の痛みの発作を起こしてしまうおそれがありました。これら

の問題点をなるべく避けるようにして、銭湯選びをしなければな

りません。 

 

○銭湯を探す 

 私はインターネットで調べてみて、オール電化の銭湯を見つけ

ました。電磁波過敏症の問題があって自信がなかったのですが、

ここなら煙突からの煙が出ることはありません。電磁波について

は、入浴中に我慢できる範囲であれば、何とかいけるのではない

かと思いました。ところが、調べを進めていくと、どうやら浴室

に隣接して、「漢方サウナ」というものがあるらしく、ここからの

漢方の匂いが心配になりました。私は漢方薬を煎じているところ、

煎じ薬から顆粒状の漢方エキス剤まで、その匂いに反応して具合

悪くなります。物によっては強い目の痛みを起こすものもありま

す。それは私にとっては一番重大な症状なので、絶対に避けなけ

ればなりません。漢方サウナに対する不安が強かったため、その

銭湯は見送ることになりました。 

 さらに調べを進めていくと、どうもネットカフェのシャワーが

いいのではないか？と思い当たりました。インターネットには、

出勤途中にジョギングをする人の話が載っていました。ジョギン

グで汗をかいたあと、ネットカフェでシャワーを浴び、そのまま

出勤するということです。ネットカフェのシャワー室であれば、

個室なので、他の客のシャンプーの匂いを気にする必要はありま

せん。多分ユニット式のシャワー室なので、浄水シャワーヘッド

をつなぐこともできるでしょう。備え付けのシャンプーや掃除の

洗剤、消毒剤など気になる要素もありましたが、とにかく一度行

ってみることにしました。自宅の水道がとけて出るようになるま

でのことなのだから、少しの間試してみるのは悪くないと考えた

のです。ここで、その後の引越を決定づける大きな発見をするこ

とになりました。「ピンチの時こそ、チャンスがやってくる」とい

う言葉のとおりでした。 

 インターネットで札幌市内のネットカフェを検索してみたとこ

ろ、シャワーがある店とない店がありました。シャワーがある店

は、人が多く集まるような立地で、駅前や繁華街にあります。札

幌では、札幌駅前や大通付近に集中していました。私はこのよう

な繁華街に近づくと、多くの人々が利用する携帯電話の電磁波に

よって、強い過敏症状が起きてしまいます（→第８巻「第２部 第

１章 電磁波過敏症（携帯電話）」参照）。もしシャワーを使いに

行くとすれば、週に２～３回は通う必要がありそうです。頻繁に

繁華街に行くというのは、私の体には大きな負担となりそうでし



 11

た。このように多くのものに過敏反応を起こすので、店を探すの

も容易ではありません。様々な条件の隙間をぬって、かろうじて

見つかるか見つからないか、といったところです。インターネッ

ト検索ではよいところが見つからず、あきらめてパソコンのスイ

ッチを切ったあと、ふと夫の部屋のテーブルを見てみると、ネッ

トカフェの広告が入ったポケットティッシュがありました。夫の

話では、１年くらい前に路上でもらったものだということです。

見てみると、家から車で１０～１５分くらいのところにあるネッ

トカフェの案内でした。広告には「シャワーあり」と書いてあり

ます。ＪＲの駅に近いですが、それほど多くの人が集まる場所で

はありません。偶然とは面白いもので、もし私がそのとき夫の机

を見なければ、このネットカフェの存在に気づくことはなかった

でしょう。夫が言うには、そのティッシュは１年くらいそこに置

きっぱなしにしていたのだそうです。必要なときには直感が働い

て、このように求めている情報に気づくことができるようです。

この店に行ってみることにしました。 

 

○ネットカフェのシャワー 

 案内されたシャワー室は小ざっぱりしたユニットタイプのもの

で、洗剤やシャンプーの匂いもあまり感じませんでした。脱衣所

の合板の家具などが気になりましたが、短時間であれば影響を回

避できそうです。浴室や脱衣所のカビも警戒していましたが、問

題なく、きれいに清掃されていました。浄水シャワーヘッドも問

題なくつなぐことができて、塩素を除去しつつ、シャワーを浴び

ることができました。問題となったのはタバコの煙で、すでに玄

関を入ったときから匂いました。一応形だけは分煙になっている

のですが、喫煙スペースを仕切るものは何もなく、ここから立ち

昇った煙が店内全体に充満しています。シャワー室は電灯をつけ

ると、自動的に脱衣所の換気扇が回る仕組みになっていて、喫煙

スペースからの煙が脱衣所内にどんどん引き寄せられて入ってき

ました。換気扇を止めようとすると、脱衣所もシャワー室も真っ

暗になってしまいます。スイッチを付けたままにするほかありま

せんでした。シャワー室の換気扇は別のスイッチになっていたの

で、こちらはオフにしてシャワーを浴びました。これで、煙がシ

ャワー室まで入ってくるのをいくらか防げます。シャワーを終え

て脱衣所に戻ってくると、また強烈なタバコの煙です。最後は逃

げるように店を出て、家に帰ってきました。 

 タバコの煙には参ってしまったけれど、他にもっと重大な発見

がありました。これが最終的に、２０１０年１１月の引越を決定

づけることになりました。このネットカフェでシャワーを浴びた

ら、肌がしっとり、髪がサラサラになったのです。それまで自宅

でシャワーを浴びていたときは、肌がガサガサになり、粉をまぶ

したようになっていました。アトピー性皮膚炎があるので、かゆ

みのある湿疹も出ます。髪はごわごわとしてまとまりがなく、頭

皮が乾燥してかゆみが出ていました。それがたった１回の外シャ

ワーで一変してしまったのです。最初は「いつもとちょっと違う

感じ」だったのが、回を重ねるごとに肌はますますみずみずしく

なっていきました。頭皮のかゆみも乾燥も出ません。皮膚症状は

体質的なものだと思っていたので、これには驚きました。 

 私はタバコの煙にめげそうになりながらも、ネットカフェのシ



 12

ャワー室に通い続けていました。肌の症状が楽になったばかりか、

体のだるさも楽になり、気分も明るくなってきたのです。あれだ

けタバコの煙を浴びていてもなお、それを上回るような効果があ

りました。 

 初めは凍結した水道がとけるまでの辛抱だと我慢していたのが、

そのうち私はここのシャワーが好きになって、行くのが楽しみに

なってきました。夫からも私の変化を補完するような知らせがも

たらされました。夫はネットカフェの近くにある銭湯に行ってい

ました。２人で車に乗っていき、私はネットカフェへ、夫は銭湯

へと別れます。銭湯に通っていた夫も「髪がサラサラになった」

というのです。家でシャワーを浴びていたときは、夫の髪は洗っ

た直後でもベトついていて、まるでワックスをかけたようになっ

ていました。ところが、銭湯から帰ってきた夫の髪は、サラサラ

と軽快に風になびいていました。 

 

○コインランドリーでの意外な発見 

 夫からは、さらに大きな変化の報告がありました。家の洗濯機

が使えないので、夫はコインランドリーに行きました。家から遠

く離れた会社の近くにあるコインランドリーです。家に帰るなり、

夫は興奮して話し出しました。「今日、コインランドリーで洗濯し

てみたら、洗濯物が・・・俺はものすごい衝撃を受けたんだ！」

私は最悪の事態を想定しました。コインランドリーの有害な化学

物質にあって、衣類が汚染されてしまったのではないかと思った

のです。夫は続けて言いました。「驚いたことに、何と、何と・・・

洗濯物の汚れが落ちて、ものすごくキレイになっているんだ！！ 

こんなこと初めてだよ！」 

私「ええー！？ どういうこと？」 

夫「うちで洗濯していたときは、洗い終わったときに、衣類に繊

維とかホコリみたいなのが大量についていて、洗う前より汚くな

っていたんだ。洗い上がった衣類がワックスでもかけたみたいに

ベトついていたし。それと、水道のサビで染まるのか、どす黒い

色になっていた。コインランドリーではそれが全然ないんだ！」 

私「えええー、ということは、私とクリス（夫）の髪の毛に起こ

ったこと（ゴワゴワ→サラサラ）が衣類にも起こったというわ

け？」 

夫「そういうこと！ 俺は今ものすごく感動している！ 洗濯っ

てこういうものだったんだね。今までやっていたのは、ぜんぜん

洗濯じゃない。衣類を余計に汚しているだけだったんだ！」 

 ２００２年に札幌に引っ越してきてからずっと、私は手洗い、

夫は洗濯機を使って洗濯していました。引っ越してきたばかりの

頃、夫はさかんに訴えていました。「この洗濯機、おかしいんじゃ

ない？ 洗ったあとの方が衣類が汚れる。」「洗剤（１００％純せ

っけん）が悪いのかも？」「水道がおかしいのかも？」私は洗濯機

を使っていなかったので実感としてはわからなかったのですが、

確かに夫の衣類は汚れていました。そして、どんどんどす黒く染

まっていきました。ワックスをかけたみたいにベトついていたし、

油が酸化したような匂いがしていました。「純せっけんですすぎが

悪いとこうなってしまうのかな？」などと漠然と考えてはいたの

ですが・・・。 

 私はずっと手洗いをしていましたが、この家の水道はとにかく
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泡が立たないので苦労しました。せっけんを大量に入れても、す

ぐに泡が消えてしまいます。すすぎをすると大量のせっけんカス

が水面に浮きました。まるで消しゴムのカスみたいな色と材質の

せっけんカスが、投入した洗剤の量よりも多く、大量に出ました。

すすぎをするときは、せっけんの成分や汚れを落とすだけでなく、

この大量のせっけんカスを落とさなければならず、重労働でした。

私はしつこいくらい念入りにすすぎをしたので、せっけんの油が

酸化したような匂いは出ませんでしたが、洗い上がった衣類はベ

トついていました。そして、いつも汚れがすっきり落ちきらない

ような感じがありました。洗濯の労力は、引っ越しする前、仙台

でやっていたときの５倍以上かかりましたが、洗い上がりの良さ

は５分の１以下といった感じでした。年を経るごとに、洗濯する

のが憂鬱になってきました。 

 水道がストップしたあと、私は下着や靴下などの小物をネット

カフェに持っていって、シャワー時に洗っていました。これも、

髪や肌と同じように、しっとりサラサラに洗い上がるのです。私

だけでなく、夫の身にも同じことが起こっているということは、

自宅の水道の水質に問題があるに違いありません。夫の証言によ

り、「せっけん」と「洗濯機」の嫌疑は晴れました。 

 

○水道水の性質 

 私は水道水について調べてみました。せっけんが泡立たないと

言えば、水の硬度が高いということが考えられます。しかし、日

本は中国やヨーロッパと違い、軟水のはず。自宅のように、あん

なに大量にせっけんカスが出るような水質ということがあるのだ

ろうか？と考えました。また、自宅とネットカフェの距離は、５

ｋｍしか離れていません。それなのに、こんなに水質が違うなん

てことがあるだろうか？ この問題が自宅の水道に特有のものな

のか、あるいは地域一帯に共通するものなのか、それをはっきり

させたいと思いました。 

 答えは、思いがけずやってきました。２月下旬に、私はネット

カフェのタバコの煙に耐えかねて、他の入浴施設を探すことにな

りました。しかし、２月初めに探したときのように、私の体質で

もＯＫなところはなかなか見つかりません。このとき、うろ覚え

でしたが「そういえば、自宅近くの介護施設で一般の客にも大浴

場を開放していたのでは・・・？」と思い出しました。高齢者対

象の介護つきマンションの浴室です。インターネットでは全くヒ

ットしませんでしたが、電話で問い合わせてみると、確かに開放

しているとのこと。新しいところに行くのは勇気がいりましたが、

行ってみることにしました。高齢者対象の施設だけあって、館内

は消毒剤や消臭剤の匂いがしました。これは予想していたことで

したが、私は何とか耐えられそうでした。浴室は、浴槽のお湯か

ら塩素の匂いがしていて、少しつらかったです。私はシャワーだ

けを利用しました。施設は建ててから５年くらい経過していたの

でしょうか。建材の匂いはそれほど強くなく、清潔感のある浴室

でした。「近くに良いお風呂があってよかったな」と思いながら初

入浴。タバコの影響は全くありません。ところが、シャワーを浴

び始めてみると、せっけんがうまく泡立ちません。シャワー後に

は、髪がゴワゴワに、肌がガサガサになってしまったのです！ そ

れは自宅でシャワーを浴びたときと全く同じ現象でした。こちら
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のお風呂は新しいので水道管のサビは問題になりません。自宅と

介護施設と、そこいら一帯の水質の問題であることが、はっきり

しました。ちなみに一緒に入浴しに来た夫の髪の毛も、ゴワゴワ

のベトベトになりました。 

 

○浄水場による水質の違い 

 どうやら自宅付近の水質がまずいらしい。しかし、５ｋｍ離れ

たネットカフェの水質は良い。その間に水質の境界があるようで

した。インターネットで調べてみると、せっけんの泡立ちを悪く

したり、せっけんカスを発生させたりするのは、水道水に含まれ

るカルシウムやマグネシウムで、これらを多く含む水を「硬度が

高い水」「硬水」と言います。 

 

 軟水 中硬水 硬水 

硬度 0 - 60 60 - 120 120 以上 

 

日本では極端に硬度が高い硬水は少ないようですが、比較的硬度

の高い中硬水と呼ばれる地域はあります。沖縄や関東地方は日本

でも硬度の高い地域のようです。 

 私が注目したのは、札幌市の水道水の硬度分布です。札幌市水

道局のサイトによると、札幌市には４カ所の浄水場から水道水を

供給しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇各浄水場の５年間の硬度（平成１６～２０年）単位ｍｇ／Ｌ 

 最大 平均 最小 

藻岩 ５２ ３４ ２６ 

白川 ５５ ３４ ２５ 

西野 ６８ ５１ ３２ 

宮町 ５１ ３９ ２９ 

定山渓 ５３ ３８ ２２ 

 

私が当時住んでいたのは「西野浄水場」の地域です。この地域だ

け、他地域より１０以上も硬度が高いのです！ 髪がゴワゴワに

なった介護施設もこの地域にあります。髪がサラサラになったネ

ットカフェは、「藻岩浄水場」の地域にあります。夫がコインラン
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ドリーを使ったのが、「白川浄水場」の地域。西野浄水場の地域だ

けが突出して硬度が高いのです。これが私たち夫婦が体験したこ

との謎を解明する答えではないかと思いました。 

 私はＣＳ対策のため、純せっけん分１００％のシャンプーやせ

っけんを使っていました。そのため水道水中のカルシウムやマグ

ネシウムと反応してせっけんが泡立たず、せっけんカスが大量に

出たものと思われます。一般の家庭では合成洗剤を使っているの

で、このような問題は起きていないようです。純せっけんでも「炭

酸塩」など、せっけんの洗浄力を助けるための助剤が入っている

ものもあります。そのようなせっけんなら、硬度によって顕著な

影響を受けず、もっと洗浄力が出るようです。このように考え、

助剤が入っているせっけんを試してみましたが、強い刺激を感じ、

目の痛みが出てしまったので、使えませんでした。 

 他のＣＳ患者で、硬度の高い地域に住んでいる方は、助剤の入

ったせっけんを試してみるのはいいことだと思います。特にシャ

ンプー後に髪がゴワゴワになったり、静電気で広がったり、頭皮

がカサカサになる方は、いろんなせっけんを試してみるといいの

ではないかと思います。洗濯も、洗浄力が出ない場合は助剤の入

ったものを試してみて、使えるようであれば状況が改善されるか

もしれません。体を洗うせっけんもそうです。水質が違うだけで、

カサカサがしっとりに変わるのですから、せっけんの違いによっ

ても改善が得られる可能性は大いにあります。 

 

○快適な洗濯 

 私は小物をネットカフェで洗濯し、衣服は会社の洗面所で洗濯

していました。会社も、夫が行ったコインランドリーと同じ「白

川浄水場」の給水地域です。「藻岩浄水場」地域だったネットカフ

ェほどではありませんでしたが、自宅に比べると、格段によく泡

立ち、よく汚れが落ちました。白い靴下などは驚くほど汚れ落ち

がよくて、それまで何年間も自宅で洗濯していたのは何だったの

だろうと虚しくなります。私は自宅でせっせと手洗いをしていま

したが、結局せっけんの洗浄力を生かすことができず、汚れを落

とすどころか、汚れをせっけんカスの膜でコーティングしていた

のです。当然、衣類に付着した化学物質も封じ込めていたことに

なります。長年そのような洗濯をしていたため、どの服も汚れが

重なって薄汚れて見えました。 

 ネットカフェや会社で洗濯するようになって、格段に汚れ落ち

がよいのに驚きました。それまで薄汚れていた衣類が、まるで新

品のようにキレイになったのです！ 感動的な瞬間でした。長年

蓄積していた化学的な匂いも取れていきました。そして、特に驚

いたのは、衣類の通気性です。新しい水道で洗った衣類は風通し

がよいのです。夏はしっかり体から出た湿気を発散させるので、

とても涼しく過ごすことができます。自宅で洗濯した衣類は、せ

っけんカスが全体をコーティングしてしまい、まるでワックスを

かけたように脂ぎっていました。この膜が通気性を損ない、汗の

発散を妨げていたようです。「それまで洗濯が汚れや化学物質を衣

類に塗り込めていた！」という事実は、私にとって激しい衝撃で

した。 

 また、私はせっけんカスそのものにもＣＳ反応を起こしていま

した。自宅で洗濯しているとき、せっけんカスは次々と出てきて
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いましたが、その消しゴムのカスのようなのが、すすいだあとも

衣類に残ると、目の痛みが出ました。念入りに、念入りに、すす

ぐ必要がありました。 

 しかし、念入りにすすいで、固まりのせっけんカスが残らない

ようにしても、衣類全体にうっすらとせっけんカスの膜ができて

いたようです。そのため、衣類の通気性が妨げられ、服全体から

目の痛い物質が少しずつ発散していました。水質の良いところで

洗濯するようになって、通気性も良くなり、このような目の痛み

も消えていったのです。 

 

○外風呂は続く 

 介護施設のお風呂には約１ヶ月通いました。髪や肌はゴワゴワ

になってしまいますが、自宅から歩いて５分という立地は便利で

した。入浴中に他のお客さんがいると、その人たちが使うシャン

プーや石けんの匂いで具合悪くなってしまいました。この施設は、

一般公開していることをあまり宣伝していないためか、外来入浴

のお客さんは少なかったですが、それでも常に１～２人の客はい

ました。ほとんどが毎日のように入りに来る常連客でした。私は

いろいろ試していくうちに、閉館１時間前の午後８時頃行くと、

他の入浴客が来ないことに気づきました。その時間であれば一人

でシャワーを浴びることができ、他のお客さんの出す香料類に煩

わされることがありません。毎日その時間に入浴していましたが、

この施設は事情により、３月下旬に行けなくなってしまったので、

私はまた新たな入浴場所を探さなければなりませんでした。 

 結局、私はもとのネットカフェに戻りました。他に私が行ける

ような場所が見つからなかったからです。ここのシャワーはあま

りにもタバコの煙がつらいので、利用客が最も少なくなる時間帯

の午前５時頃に行くことにしました。仕事を終えて帰ってきたあ

と、ベッドではなく床で仮眠をとります。仕事のあとは体に様々

な化学物質が付着しているので、布団にそれが移ってしまう恐れ

があったためです。そして、４時半頃ネットカフェでシャワーを

浴びるために家を出ました。帰ってきたあとは、ベッドで寝るこ

とができました。 

 こんなことを続けていたら、だんだん体力が低下してきて、常

に疲れてだるい状態になってきました。ネットカフェのタバコの

煙がそれに追い打ちをかけました。その一方で、介護施設でゴワ

ゴワになっていた髪と肌は、ネットカフェに通い始めた途端、ま

たしっとり・サラサラに戻りました。これだけはっきりと違いが

出るのか、と驚きました。通うのは本当につらかったのですが、

それでも介護施設に通っているときより、肌や髪ばかりか、体調

も気分も明るくなっていったのです。本当に不思議なことです。 

 

○水道工事、待ったなし！ 

 さて、もともとの原因となった自宅の水道ですが、気温が低い

状態が続いたため、なかなかとける様子がありませんでした。２

月末にようやくゴボゴボととけるような音がしたのですが、水が

出る気配はなく、３月末になっても開通する様子はありませんで

した。これは、ただ凍っているだけでなく、何か重大なことが起

きているに違いありません。もし故障しているとしたら、水道工

事が必要になります。ＣＳ的な負担を考えると、工事はできるだ
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け避けたいと思いました。 

 ４月中旬になると、脱衣所の壁から水がしみ出てきて、床にた

まるようになりました。「いつか凍っているのがとけて、またもと

のように水道を使える日が来るに違いない」と祈るような気持ち

で待っていたのですが、望みは断たれました。「水道管が破裂して

漏水している。」それが確実な事実となりました。 

 

 工事は４月３０日～５月２日に行われることになりました。水

道屋さんの話では、私のＣＳ体質には厳しい工事になるかもしれ

ないとのことでした。いつも同じ水道屋さんにお願いしています

が、化学物質過敏症のことをかなり配慮してくれる業者さんです。

（この水道屋さんの仕事ぶりについては、第７巻 スモール・デ

ータ・バンク「トイレのリフォーム」に書きました。）水道屋さん

の説明によると、工事の内容は次のようになるとのことでした。 

 

（１）壁紙をはがす。 

（２）石膏ボードを壊す。 

（３）破裂した水道管を切断する。 

（４）新しい水道管を溶接する。 

（５）石膏ボードを貼る。 

（６）壁紙を貼る。 

（７）通水。 

 

水道屋さんは、（４）の溶接の時に強い匂いがするので、ＣＳ患者

には危険だと言っていました。「（６）の壁紙を貼るときに、接着

剤を使わなければならないが、匂いが強いので難しいでしょう」

とも言っていました。それで、壁紙は貼らずに石膏ボードをむき

出しのままで工事を終えることになりました。「その分の代金はプ

ールしておき、この家を退去するときに、大家さんに渡して壁紙

を貼ってもらうようにしましょう。」 水道屋さんは、こう提案し

てくれたのです！ 

 

○工事前の準備 

 一般のＣＳ患者への注意に加えて、私には金属粉と鉄サビに激

しい反応を起こすという問題がありました。それは壁紙の接着剤

の影響を大きく上回るような、危険な要素でした。（３）の水道管

を切断するときに、大量の金属粉が飛び散るでしょう。これが全

工程でもっとも危険な場面かもしれません。（７）の通水の時には、

しばらく使っていなかった水道管（工事で交換した管以外の部

分：古くて老朽化した水道管の部分）からは、大量の鉄サビが出

るでしょう。この２つの工程が、私に激しい恐怖心を与えました。 

 玄関やリビングなど、工事現場に近いところのものは金属粉で

汚染されて使えなくなってしまうかもしれない。そう考えた私は、

工事の始まる４月３０日の朝までに、ひたすら玄関とリビングを

片付けました。置いてあるものを次々と２階の部屋にあげていき

ます。移動できないものはすべてビニールで包みました。一階に

ある自分の部屋も影響を受ける可能性が高かったので、部屋のも

のを２階の小部屋に移して、工事後はしばらくそこで暮らすこと

にしました。 

 工事は打ち合わせどおり行われ、３日かけて無事済みました。
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予想通り、水道管を切断したときに出た金属粉が１階中に散らば

ったようで、強烈な目の痛みを起こしました。工事直後に、水道

屋さんが試しに通水したときも、赤水が出てきて、１階中が猛烈

な目の痛みになりました。私はしばらく１階に近づけませんでし

た。夫が１階に掃除機をかけて金属の粉を吸い取ってくれました。

水道も夫が気をつけて、水を出してくれました。ホースを使って、

蛇口から直接排水口に向けて水を出します。しばらく勢いよく出

し続けて、赤水が出尽くすまで続けます。こうすると、赤水が出

たときのサビの成分が辺りに飛び散ることがありません。それぞ

れの蛇口について、１０分以上出してくれて、赤水やサビの成分

は止まりました。このとき夫が着ていた服や髪の毛にサビの成分

がついてしまい、近づくと強烈な目の痛みが起こりました。夫に

は、すぐに銭湯に出かけてもらい、髪と体を洗い、服を着替えて

もらいました。夫の体から立ち昇っていた刺激物質の発散はやみ

ました。 

 

○水道は開通したけれど・・・ 

 工事後、夫はそれまでの銭湯通いをやめ、自宅のシャワーを浴

びることができるようになりました。夫の髪はまた、ベトベトし

た質感に戻ってしまいました。夫が言うには、工事後、以前にも

増して水道水にサビが混じるようになったとのことです。築３０

年以上たち、３ヶ月通水していなかった水道管は、さらに老朽化

して、サビが進んだようです。４月３０日の工事の時、夫は破裂

した水道管が撤去されるのを見たのですが、管の中が鉄サビで覆

われて、水の通り道が狭くなっていたということです。管全体が

腐食して、外側までボロボロになっていたと言っていました。工

事では破裂した部分だけを取り替えましたが、その他の大部分の

水道管はさらに腐食が進んで、大量の赤サビが出るようになった

ようです。夫が言うには、以前は毎日シャワーを使っていれば赤

水は出なかったが、工事後は毎日使うたびに赤水が出るようにな

ったそうです。ときどきサビの黒い固まりも出てくるということ

です。そして、工事後に夫が家でシャワーを浴びると、全身から

目の痛い物質が発散するようになってしまいました。初めに水道

をしばらく出して、赤水が出ないようにしたあとでも、水道水中

には、以前よりずっと大量のサビ成分が含まれているようです。

工事後に、私もシャワーを再開したかったのですが、こんなに大

量のサビが含まれる水でシャワーをするのは、危険すぎると感じ

ました。私は鉄サビや化学物質を除去するために、浄水シャワー

ヘッドを使ってシャワーを浴びることにしていましたが、カート

リッジを通したとしても、これだけの赤サビを防ぎきれないので

はないかと思ったのです。 

 夫は水道が開通したあとも、けっして家では洗濯をしませんで

した。不便ながらずっとコインランドリーを利用していました。

夫いわく、「自宅の水道水で洗濯するくらいなら、しない方がマシ

だ。洗う前より汚れてしまうのだから。洗濯する効果は、ゼロど

ころかマイナスだ！」ということです。コインランドリーでの洗

濯は快調で、洗い上がりがソフトで美しいということでした。 

 

○新たなネットカフェ 

 私は相変わらずネットカフェでシャワーしていました。受動喫
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煙も度重なると、ＣＳ症状が慢性的になってしまいます。５月に

なって気温が高くなると、シャワー室のあちこちに少しずつカビ

が生えてきてしまいました。私はそのカビを丁寧に掃除していき

ました。もし施設側の人が強いカビ取り剤を使うようなことがあ

れば、私はシャワー室を使えなくなってしまいます。せっせと掃

除をしていました。このシャワー室を使わせてくれるネットカフ

ェへ感謝の気持ちも込めながら・・・。「次回来るときは、掃除道

具を持ってきて、本格的に掃除するぞー！」と意気込んでいたと

き、ネットカフェの玄関に「今月いっぱいで閉店します」の貼り

紙が・・・。頭に岩が落ちてくるほどの衝撃がありました。自宅

でシャワーを浴びられない以上、再び入浴できる場所を探さなけ

ればなりません。 

 今度は、自宅から遠いネットカフェを試してみることにしまし

た。ちょうど会社と自宅の間にあるので、仕事帰りに寄ってシャ

ワーすることにしました。５月下旬に下見に行ってみたら、この

ネットカフェのシャワー室は玄関の横にあり、受付カウンターの

近くでした。一般のお客さんたちが漫画を読んだり、インターネ

ットをするブースは、ずっと奥の方にあり、シャワー室までタバ

コの煙が流れてくることはなさそうです。前のネットカフェで、

タバコの煙にさんざん悩んだので、この構造にはホッとしました。 

 いよいよ前のネットカフェが閉店になってので、新しいところ

を試してみました。タバコの煙は問題ありませんでしたが、シャ

ワー室は清掃がほとんどなされていないようで、全く清潔感のな

いところでした。ここでシャワーを浴びるのは勇気がいりまし

た・・・。私は２回目の時に、ありとあらゆる掃除道具を持って

きて、徹底的にこのシャワー室を掃除しました。しかし２～３日

後、次にシャワーを浴びるときには、また汚い状態に戻っていま

した。根気よくやる必要がありました。何度も掃除しているうち

に、だんだんシャワー室はきれいになっていきました。 

 このネットカフェの水道は「白川浄水場」の地域です。前のネ

ットカフェほど髪がサラサラにはなりませんでしたが、自宅や介

護施設のべっとり感に比べれば、ずっとマシです。自宅では、シ

ャワーやシャンプーの時にも大量のせっけんカスが出ていました

が、ここではそういうことはありません。 

 新しいネットカフェに通うようになって、タバコの煙による症

状はだいたい治まっていきました。前のネットカフェでは毎日必

死でしたが、よほど大量にタバコの煙を浴びていたようです。度

重なると、自分の症状が見えにくくなりますが、原因物質から解

放されると、どれだけ影響を受けていたのかがよくわかります。

また、新しいネットカフェになって、仕事帰りにシャワーを浴び

れるようになり、夜もしっかり眠れるようになったので、体は楽

になりました。 

 私がこれだけの不便やＣＳ的リスクをもってしても、自宅のシ

ャワーを使用しなかったのは、それだけ有害性が高かったからで

す。もし有害性が低かったのなら、自宅のシャワーを使うのが一

番便利なことであり、ＣＳ的なリスクも体への負担も小さくなる

のです。しかし、私は自宅の水道をもう二度と使いたくないと思

いました。水道が開通してからも、生活用水で私が使うものは、

会社から汲んできたものを使っていました。この段階で夫婦で話

し合って、引越は不可避だということになりました。 
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○カビの問題 

 私は４月３０日の水道工事に際して、自分の部屋を１階から２

階に移していました。これは一時的な措置のはずでした。しかし、

工事後１ヶ月たっても、１階の部屋に戻ることはできませんでし

た。工事後の金属粉や鉄サビの害は次第に薄れていきました。そ

れに代わって問題となったのが、カビです。 

 ２０１０年は記録的な猛暑の年でした。６月末に気温が３０度

を超えたあと、９月上旬まで暑い日が続きました。２００９年に、

それまでになく自宅がカビだらけになったお話を書きましたが、

２０１０年はそのときの比ではありませんでした。自宅の１階部

分は、全体が猛烈なカビ臭でいられなくなりました。戸棚や押し

入れなど収納部分は、カビの匂いが強くて、扉を開けることがで

きません。物の出し入れに不自由しました。 

 私は２階の３畳ほどの小さな部屋で暮らしていましたが、この

部屋にもカビがじわじわと迫ってきていました。５月中旬からこ

の部屋に入ると、息苦しさや皮膚のかゆみを感じるようになって

きました。５月下旬になると、息苦しさが増し、肩で息をするよ

うになってきてしまいました。夜も眠れません。この部屋のビニ

ール壁紙には、黒い斑点が点々と浮き出てきました。カビが生え

始まったようです。この部屋は、前居者が画材や油絵を保管する

ために使っていたということで、画室のような化学的な匂いがし

ていました。 

 それで、４月３０日に１階の自分の部屋から、この個室に移動

したときには、床にビニールを敷きました。床はカーペット敷き

でしたが、石油のような匂いが染みついていたからです。カーペ

ットの下にある合板の匂いもあがっていました。ビニールはそれ

らの匂いを防いでくれました。 

 

○ビニール部屋 

 ５月下旬にこの部屋のカビ臭に耐えられなくなったので、床だ

けでなく、部屋全体をビニールで覆ってしまうことにしました。

壁全体からカビ臭がしていましたが、それは壁紙の表面に生えて

いるカビだけではなく、壁紙と下地の間や部屋の構造部分（外壁

と内壁の間や天井裏など）から出ているようでした。 

 私は部屋のサイズを測ると、ビニールの貼り方の計画を立てま

した。９０リットルの大判のビニール袋で、たまたま匂いが少な

く、ＣＳ症状が出ないものが見つかったので、それを使うことに

しました。９０×１００ｃｍのビニールを切り開くと、１８０×

１００ｃｍのビニールシートができます。これを順繰りに壁に貼

っていきました。ホチキスを開いて、タッカー代わりにして、壁

紙に留めていきます。脚立に乗って、天井にも貼りました。ビニ

ールとビニールの間にはマスキングテープを貼って留めました。

窓とドアノブの部分は、サイズに合わせてビニールを切り取り、

マスキングテープで端を留めました。天井に照明のコンセントが

あって、そこを避けてビニールを貼るのが難しかったです。何と

か工夫して仕上げました。５日かけて、部屋全体に貼り終わりま

した。作業中は壁や天井から出るカビ臭をもろに吸ってしまうの

で、息が苦しくてしかたありませんでした。酸欠のせいか手足が

だるくてなかなか動きません。それでも少しずつビニールを貼り

進めていくと、カビ臭が封入されて、部屋の空気が良くなってい
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くのがわかります。それを心の支えにして、最後まで作業を進め

ました。全体がビニールで覆われると、部屋のカビ臭はほとんど

なくなりました。すばらしい効果です！ がんばってよかったと

思いました。 

 

○家中に広がるカビ汚染 

 この部屋は３畳ほどしかなく、ベッドを入れるといっぱいにな

ってしまいます。ベッドはあきらめて、ビニール敷きの床に直接

布団を敷いて寝ました。すると、数日で敷布団がカビ臭くなって

しまいました。寝ている間にかいた汗が、通気性のないビニール

の床との間にこもって、カビを発生させたようです。この年の夏

は本当に湿度が高かったので、何にでもあっという間にカビが生

えました。ベッドも敷布団もあきらめた私は、ビニールの床に直

接寝ることにしました。ビニール面はペタペタして気持ち悪く、

なかなか眠ることができません。床に直接寝たので、固くて寝苦

しく、浅い眠りのまま２～３時間おきに目を覚ましてしまいます。

そんな状態でしたが、日々仕事をし、ネットカフェに通いながら、

何とか過ごしていました。 

 真夏になると、家中のカビの勢いはすさまじく、他の部屋のカ

ビ臭が私のビニール部屋にまで押し寄せてきました。また、壁の

ビニールを留めたマスキングテープが、高温のため劣化して、化

学的な匂いを放ち始めました。気温が高いので、ビニール自体の

匂いも鼻についてきました。もはや家の中には、安全な場所はあ

りません。私はどうしていいのかわかりませんでした。 

 私と夫は気温の高い時期に物件の下見をして、秋には引っ越し

する計画を立てていました。毎年６～７月は、よい陽気に恵まれ

る時期です。気温がある程度高い時期なら、賃貸物件の下見をし

たときに化学物質の揮発状況がわかって、その物件の有害性を把

握することができます。８月になると暑くなるので、化学物質の

揮発量が多すぎて下見をするのは危険だと思いました。そんな計

画を立てていました。 

 しかし、２０１０年は、６月末からいきなり猛暑が始まって、

体調を崩してしまったので、とても賃貸物件を探すような余裕は

ありませんでした。暑さで体力を奪われた上、床で寝る生活は、

私の体に大きなダメージを与えました。食欲もなく、夜も眠れな

い状態になりました。８月に膀胱炎になり、さらに体調は悪化し

ました。カビと、不眠と、食欲不振と、発熱と。あらゆることが

重なって、私はダウンしてしまったのです。１０月になっても、

体調は回復することはありませんでした。秋までに引越するとい

う計画は実現できなくなってしまいました。 

 

○冬道の運転の問題 

 夫には、私の体調の他にも、引越したいという強い動機があり

ました。それは差し迫ったものでした。夫は毎日、片道４０分の

道のりを車で通勤していましたが、冬道の運転はとても危険でし

た。私たちの車は仙台で使っていたもので、北海道の冬道を運転

するのには適さないものだからです。札幌の車はほとんどが四駆

なのに対して、うちの車は最も冬道に弱い後輪駆動でした。少し

でも滑りやすいところや上り坂では、スリップして動かなくなっ

てしまっていました。新しい車を買おうにも、私のＣＳ体質が問
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題となって、難しかったのです。夫は通勤中に事故を起こすこと

を避けたいと願っていました。実際に、ある日、会社から帰る途

中で、あわや大惨事になりそうなこともありました。吹雪の中、

車で走っていると、対向車が突然スリップして、こちらにつっこ

んできたのです。夫はハンドルを切って、その車をよけました。

よけた先に車がいなかったので、すんでの所で助かりました。も

しそこに別の車がいたら、大事故を起こしていたに違いありませ

ん。このような危険を避けるために、会社の近くに引っ越すこと

を望んでいました。冬の訪れに間に合わせるためには、私たちに

はあまり時間がありませんでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔３〕引越に向けて 

○新居探しの条件 

 ９月末から、会社のまわりのアパートやマンションの外観を見

てまわりました。探していた物件の条件は・・・ 

■化学物質過敏症に関して 

○近くに公園がないこと（殺虫剤、除草剤） 

○近くに農地がないこと（農薬） 

○美容室、クリーニング店の近くを避ける。 

○築１０年以上。建材の匂いが飛んでいること。 

○畳のない住居。床材は古くなったクッションフロアがベスト。

フローリングは合板臭がするので避けたい。カーペットはアレ

ルギーの問題があるので避ける。 

○ストーブはガスＦＦ式（強制給排気式）。 

○古すぎる家は、カビや水道のサビがひどいので、築２０年以内。 

■電磁波過敏症に関して 

○繁華街から遠い。（人が集まる場所から遠い） 

○駅から遠く、比較的不便な場所（人が集まる場所から遠い） 

○携帯電話の中継アンテナから距離があること。 

○発電所や変電所、高圧送電線から離れていること 

○神社から離れている（年末年始に初詣で人が集まり、携帯電話

の使用者が増えるので） 

○鉄筋コンクリートの建物 

○窓ガラスに格子状に鉄線が入っている物件 
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 賃貸住宅の情報誌などを見ながら検討してみましたが、あまり

条件に合うものが見つかりません。私たちは２ＬＤＫ以上のファ

ミリー向けを中心に探していましたが、ある程度築年数のたった

ものだと、一部屋は畳の部屋があります。また、札幌はガス料金

が高いため、ガスストーブの物件があまりありません。情報誌を

よく見てみると、どうやら１９８０年代後半と９０年代に、オー

ルガスのマンションを建てるのがはやったようです。しかし、ガ

ス料金が高くなったので、その後、ガスストーブを灯油ストーブ

に付けなおした物件が多いということらしいです。  

 

○新たなアイデア 

 私たちの会社の事務所が入っているマンションは、この時期、

空き部屋がたくさんありました。単身者向けのワンルームマンシ

ョンです。私はぜんぜん知らない建物に引っ越すよりは、勝手が

わかっているこのマンションに引っ越すのがいいのではないかと

思いました。賃貸物件は下見をすることができますが、いくらじ

っくり見ても、せいぜい２０～３０分しか見られません。それに

対して、この会社の建物は、２００９年の３月からすでに１年半

ずっと観察し続けています。先に挙げた周辺の環境も、四季を通

して、観察できています。化学物質過敏症や電磁波過敏症の環境

も、先に挙げた条件をほぼ満たしています。築２５年の鉄筋コン

クリートの建物で、床材はクッションフロア、ガスＦＦストーブ。

窓には鉄線が入っています。近くに公園や農地がなく、神社や繁

華街もありません。携帯電話の中継アンテナは、一番近いもので

１００ｍ先です。（これでも近いですが、都市部でこれより離れた

場所というのはほとんどないと思います。） このような条件から、

ここに引っ越すのがいいのではないかと思いました。 

 ワンルームを夫婦でそれぞれ一部屋ずつ借りて、別々に住めば、

夫の部屋は私の部屋と空気がつながっていないので、今までの家

よりずっと持ち物の制約が緩くなるでしょう。それまでは一軒家

に一緒に住んでいたので、化学物質が発散しそうなものは、家の

中に持ち込まないように厳しい制約がありました。 

 夫はこの案に大反対でした。「夫婦なのに別の部屋に住むなんて

耐えられない！」「家族の一体感が損なわれる！」「さびしすぎる

ー！」というのがその理由でした。しかし、冬がすぐ近くまで迫

っていました。１０月末には初雪が降ります。私たちには、もう

時間がありませんでした。 

 最終的に、夫は会社のマンションに引っ越すことに同意してく

れました。私は説明しました。「ワンルームに別居といっても、そ

れはちゃんとした住居が見つかるまでの仮住まいと考えればいい

んじゃないかな？ とりあえず引っ越してみて、もっといいとこ

ろが見つかるまでは仮住まい。」夫はこの考えが気に入ったようで、

賛成してくれました。 

 

○部屋を選ぶ 

 不動産屋に連絡して、会社のマンションの空き部屋を見せても

らうことにしました。３階建ての建物で、２階に３部屋、３階に

２部屋ありました。説明のために部屋番号を２Ａ，２Ｂ，２Ｃ，

３Ａ，３Ｂとします。はじめに見せてもらった２Ａと２Ｂは、と

ても強い化学臭がして、少しの間もいられませんでした。２Ａは
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畳に使われる防虫成分か床下の防腐剤、シロアリ駆除剤のような

強い匂いがしていました。正体はよくわかりませんでしたが、と

ても無理です（レベル５）。２Ｂはトイレ用洗剤の香料のような匂

いが強くついていました。すぐにムカムカと吐き気がしてきまし

た。これも一瞬たりとも耐えられないような匂いでした（レベル

５）。２Ｃは、やや匂いがするものの、ほとんど気になるものはな

く、良好な状態でした。長時間いれば問題が出てきそうでしたが、

短時間では大丈夫そうでした（レベル３）。３Ａは、壁紙が新しい

ようで、頭痛がしました。しかし、２Ａ，２Ｂほどの有害性はな

く、何とかいられそうです（レベル３～４）。３Ｂは１０年くらい

住んでいた人が退去したばかりということで、部屋全体にタバコ

のヤニがついて黒ずんでいました（レベル４～５）。 

 

２Ａ  殺虫剤系の匂い レベル５ 

２Ｂ トイレ洗剤の香料のような匂い レベル５ ２階 

２Ｃ 少し匂いがする程度 レベル３ 

３Ａ 壁紙の匂い？ 少し頭痛 レベル３～４ 
３階 

３Ｂ タバコのヤニの匂い レベル４～５ 

 

 ２Ｃと３Ａが良さそうだと思いました。階が分かれてしまいま

すが、この２部屋を借りて、空気のマシな方に私が住み、もう１

つに夫が住みます。ただ１つ気になったのは、２Ｃも３Ａも、ベ

ランダの窓を開けたら、目にチクッと刺さるような痛みがあった

ことです。窓の外には、１００ｍほど先に携帯電話の中継アンテ

ナがあったので、そのせいではないかと思いました。窓を閉めれ

ば、鉄線の入ったガラス窓にシールドされて、目の痛みが軽くな

るように思われました。このベランダの目の痛みが、後に大問題

になるのですが、このときはそれを想像することはできませんで

した。こういうところが引越の怖いところです。 

 

 １週間後にもう一度、部屋を見せてもらいました。２Ｃ，３Ａ

を２人の部屋として借り、タバコのヤニだらけだった３Ｂを倉庫

として借りることにしました。管理会社の話では、３Ｂはリフォ

ームせずにそのまま借りるなら、賃料を格安にしてくれると言っ

たからです。本当に信じられないくらい安い値段でした。（トラン

クルームを借りるより安い。） タバコのヤニについては、５月に

自宅でビニール部屋を作ったときの要領で、部屋全体にビニール

を貼ることにしました。物置として使うのだから、台所もトイレ

も浴室も使用しなくてよいのです。それらもすっぱりビニールで

覆ってしまうことにしました。１１月２日に新しい部屋を契約し、

１２月１日から入居することになりました。管理会社の方の厚意

で、１１月中旬には部屋の鍵を渡してもらえることになりました。

契約は１２月１日からだけれど、１１月中旬から末まで、自由に

入って準備をしてもよいとのことです。助かります！ それまで

住んでいた家は、１１月末に退去することに決まり、引越に向け

て本格的に動き出すことになったのです。 

 

○引越に向けて 

 私の心の中では、不安と期待が交錯していました。身震いする
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ほどの緊張感がありました。夫は私よりずっと緊張していたよう

です。「本当に俺たち、引っ越しするのかなあ？ マルガリータは

大丈夫かな・・・本当に新しいところで暮らしていけるのかな？？ 

もう一度考え直してもいいんじゃないか」 何度も言っていまし

た。夫は、とにかく私の体のことが心配のようでした。私がそれ

まで何度も化学物質や電磁波で具合悪くなる様を間近で見て来て

いるだから、無理もありません。「クリスさん、このままこの家に

いても、どうやったって未来はないよ。もう引っ越しするしかな

いよ。現状を見てよ。もう水道も使えないし、台所もお風呂も使

えない。家の中にいられる場所もない。きっと引っ越したらずっ

とよくなるよ！」 私も本心では自信がなかったのです。でも自

分自身を励ますように、こう言いました。夫は私の話に大きく肯

いてくれました。 

 私はこの頃までには、電磁波過敏症がひどく悪化していて、木

造の自宅にいると体を動かすのがつらかったです。ちょっとした

軽いものを移動させるのだって、強い腕の痛みを感じていたので、

引越のような大仕事をする自信は全くありませんでした。 

 それでも必要に迫られれば、人間は何とかやるものです！ １

１月の中旬から少しずつ少しずつ準備をしていき、引越までの２

週間はひたすら激烈に働きました。それまで住んでいた家の中の

いらないものを捨てまくり、必要なものは段ボールに詰めまくり

ます。１１月１５日には引越屋さんの見積もりが終わり、引越日

は１１月２６日と決まりました。 

 

 

○ＣＳ的引越準備 

 もともとの計画では秋の初めに引っ越す予定でしたが、すでに

時は１１月、晩秋です。引越作業はとても寒かったけれど、ダニ

やカビが休眠している時期なので、体への負担は少なくて済んだ

のです。私はホコリを巻き上げるのがいやだったので、作業をす

る部屋でストーブを焚きませんでした。ストーブのファンが回る

と、引越準備中に出たホコリが巻き上げられて、部屋中に拡散し

ます。それを吸い込むと、アレルギー症状が起きてしまいます。

ストーブを焚かないので、部屋の中は１０度以下となり、かなり

の寒さでしたが、アレルギー反応は出ずに済んでよかったです。

化学物質の揮発も抑えられました。 

 引越屋さんは荷物を詰めるようにと、段ボールをもってきてく

れましたが、これがまずかったです。段ボールには、畳の防虫成

分のような強い匂いが染みついていました。段ボールの束を置い

た玄関が、強烈な薬品臭になってしまいました。試しに段ボール

を玄関の外に出してみると、数時間で匂いは収まります。段ボー

ルを玄関の中に戻すと、またあの匂いです。原因は段ボールに間

違いありません。段ボールは引越屋さんに引き取ってもらって、

自分で大丈夫な段ボールを調達することにしました。 

 大きい段ボールはホームセンターで慎重に選びました。まず１

つ買ってきて、家で匂いを確かめます。ホームセンターの店内で

は、他の商品の匂いに混じって、判断できないからです。ホーム

センターにいること自体も体に負担があるので、急いで段ボール

を買ってきて、家で試してみました。その段ボールは大丈夫だっ

たので、必要な個数を買いに行きました。 
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 書類や本などを入れる小さめの段ボールはスーパーのレジを通

った辺りにある、商品持ち帰り用の段ボールをもらってきました。

主に飲料水が入っていた段ボールが多かったです。１つ１つ匂い

を嗅いで検討していきました。スーパーには、閉店する間際の人

が少ない時間に行きました。この時間だと、他の人の化学物質を

避けられるし、携帯の電磁波の影響も少なくて済みます。匂いを

嗅いでみた中では、ペットボトルのウーロン茶が入っていた段ボ

ールが一番マシだったので、同じものをたくさん持って帰りまし

た。同じメーカーでも、なぜか緑茶のものは目が痛くなってダメ

でした。私は本も書類も全部ウーロン茶の段ボールに入れたので、

それを重ねて１カ所に置くと、同じ箱がズラーッと並んで、壮観

でした。 

 

○意外な注意点 

 引越屋さんの段ボールがあれだけ有害な匂いだということは、

引越トラックの中も有害な匂いが充満しているのではないかと心

配になりました。引越屋さんが置いていったパンフレットを見る

と、サービス一覧というページに、「お荷物燻蒸サービス」という

のがあります。これはトラックに積み込んだ引越荷物を車両ごと

燻蒸して消毒するもので、虫が出にくく清潔になるとのふれこみ

でした。そんなことをした直後に、私の引越荷物が積み込まれた

ら、どうなるでしょうか？ それを考えると身震いしました。安

全のために、大切なものや身近に使うものは、自分の車で引越先

まで運ぶことにしました。夫は毎日、私は週２～３回会社に行っ

ているので、そのときに運べばいいわけです。少しずつ物の移動

を始めました。引越屋さんにお願いする物は段ボールの蓋をしっ

かり閉めることで、外からの匂いを防げるのではないかと考えま

した。特に大切な物はビニールに入れてから、段ボールに詰めま

した。しかし、引越の日取りが迫ってくると、もう細かいことは

気にしていられなくなり、何も考えずにただひたすら段ボールに

詰めまくるという作業になってしまいました。配慮が足りなかっ

たと思います。結果を先に書くと、幸い引越屋さんのトラックの

中は化学物質の匂いはしていなくて、荷物が汚染されることはあ

りませんでした。助かりました！ 

 ８年間住み続けた広い家には、片付けても片付けても、うんざ

りするほど物がありました。引越先が狭いので、多くの物を処分

する必要がありましたが、この作業は気持ちを整理するのにも役

立ちました。８年もたつと、自分の価値観もかなり変化するもの

だと思います。それに、生活のために本当に必要な物も、数少な

いのだと気づかされます。一生のうちに何度も引越をする人がい

て、「引越は人生の整理だ」ということを言っていますが、それが

よくわかったような気がします。 

 

○新居の対策 

 引越の荷作りと平行して、新居のＣＳ対策も行わなくてはなり

ませんでした。２Ｃと３Ａの部屋は、まだどちらを夫の部屋にす

るか決めていませんでしたが、この２部屋の押し入れと、台所収

納の中にビニールを貼ることにしました。これらの収納は合板で

作られていて、匂いが強かったからです。押し入れの方は前に住

んでいた人が使っていたと思われる防虫剤と芳香剤のような匂い
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がついていました。 ３Ｂの物置部屋は全面をビニールで覆って、

タバコのヤニ臭を抑えます。 

 私はまず３Ｂから作業していきました。ホームセンターで養生

用ビニールシートとマスキングテープを買ってきました。ホチキ

スの針もたくさん用意します。壁には薄手の養生用ビニールシー

トを、床には厚手の９０リットルゴミ袋を貼ることにしました。

このゴミ袋はある程度厚みがあってしっかりしているので、床の

上を歩いても、破れたりよれたりしません。 

 部屋はヤニだらけなので、強い匂いが充満していました。窓を

開けていても匂いで頭が痛くなってしまいました。何とか耐えな

がら作業をしていきました。まず床に９０リットルビニールを切

り開いた物をホチキスで貼っていきます。１８０×１００ｃｍの

シートが６枚貼れました。ビニールとビニールの間は、梱包用透

明テープで留めました。少し匂いがありますが、私は耐えること

ができます。日を改めて、今度は壁にビニールを貼りました。養

生用ビニールシートを買うのは、約８年ぶりのことでしたが、以

前とは全く違っていました。進歩していました！ 以前は、１８

０ｃｍ幅のビニールが巻かれていただけで、とてもかさばる物で

したが、今度のは折りたたまれてコンパクトになっています。こ

れを開きながら貼っていきま

す。この製品は、マスキング

テープもビニールと一体化さ

れています。このテープはゴ

ムのような匂いがして少し反

応が出てしまいましたが、使

い勝手がよいので、このまま貼っていきました。養生用ビニール

シートが帯電していて、静電気のために壁にピッタリくっついて

くれるので、作業がしやすかったです。サイズも天井から床まで

の長いサイズを使ったので、継ぎ目がなく、ぐるっと広い面を貼

ることができました。さらに日を改めて、天井にも貼りました。

かなりの重労働でしたが、夫に手伝ってもらって、何とか４日く

らいで６畳一間を全部貼り終えました。 

 作業を進めるうちに、タバコのヤニ臭は少なくなっていき、最

後には安全な部屋になりました。 

 

○引越直前の危機 

 引越の日が迫ってきたので、私は２Ｃと３Ａのどちらの部屋に

住むのか決める必要がありました。引越の荷物の段ボールに行き

先を書かなければならないからです。室内の匂いは３Ａより２Ｃ

の方が少なかったです。３Ａは壁紙が新しいので、頭痛がしまし

た。管理会社の方の話では、２Ｃの壁紙は新しく貼ってから２～

３年くらい、３Ａの壁紙は１年くらい経過したもののようでした。

それで、ほとんど部屋割りを決めていたのですが・・・このとき、

私は引越自体を根底から揺るがすような大発作を起こしてしまっ

たのです。 

 目の痛みの発作については、これまでも何度か書いてきました

が、いつもとても筆が重くなる作業です。発作時の症状があまり

の激烈で、強い恐怖心を感じるために、それを思い出すのもとて

もつらいのです。でも、書いてしまわなければならないでしょう。 

 １１月中旬に、管理会社から新居の鍵をもらった私は、改めて
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部屋を見に行きました。２Ｃは契約前に下見したとおり建材の匂

いが少なく、３Ａは頭痛がします。もう一度、２Ｃに戻って外を

確認しようと、ベランダの窓を開けた瞬間・・・目に突き刺さる

ような激しい痛みを感じ、その他に倒れ込んでしまいました。そ

のあとのことは、あまりの痛みによく思い出せません。まるで電

撃を受けたかのような強い衝撃です。目は焼けただれるような痛

みであり、頭の中ではまぶしい光が火花を散らすように瞬いてい

ます。頭の中に巨大な振り子が揺れるような激しいめまいがあり、

正気を保っていられません。私は恐怖のあまり後ずさって、会社

の事務所に戻りましたが、発作は止みません。それから１時間ほ

ど激しい症状が続き、少しずつ衝撃が収まっていきました。これ

は新居に対する重大な反応でしたが、私はそのことを夫に話すこ

とができませんでした。この心理をうまく説明することができる

かどうか自信がありません。私が激しい発作を起こしたときには、

恐怖のあまり心が麻痺してしまい、ショックのためにそのことを

考えること自体恐ろしくなってしまいます。また、衝撃が強すぎ

るため、私はその発作を客観的に「認識」することはできないの

です。何が起こったのか、自分でもよくわかりません。恐怖は脳

にこびりついて、何時間たっても、何日たっても、リアルによみ

がえってくるようであり、恐怖心を増幅させます。そんな状態だ

ったので、私がこの発作について夫に話したのは、２日たったあ

とでした。それもたどたどしい、要領を得ない説明で、夫がきち

んと理解できたのかどうか・・・。私は常に化学物質や電磁波対

策について夫に相談するときには、ある程度具体的な対策を考え

出してから話をするようにしています。しかし、発作の時は別で

す。このときは、もう引越まで日数がなかったので、話さざるを

得なかったけれど、重大な発作については、何ヶ月も何年も話さ

ずにいることもあります。口に出すのすら恐ろしいほどのものな

のです。 

 夫は話を聞いて呆然としたようでした。もう引越は１０日後に

迫っています。今さらどうすればよいのでしょう。部屋を変えよ

うにも、他に住める部屋はないのです。もう引っ越すしかありま

せんでした。「私が３Ａ、夫が２Ｃに引っ越すこと」「その後のこ

とは改めて考える」「２Ｃのベランダの窓は開けないこと」そのよ

うなことを確認し合いました。その後、どうも３Ａのベランダも

目の痛みが強そうなので、こちらも開けないことになりました。

危険すぎるので確かめられませんが、１１月初めに下見したとき、

確かに３Ａのベランダも目が痛かったからです。 

 目の痛みの原因を探ってみました。建物の周囲をぐるりと巡っ

てみると、２Ｃのベランダの外には、ちょうど１階に入っている

店舗の大きな看板がありました。その看板の裏側を見ると、一面

に赤くサビていました。どうやらこのサビがベランダの窓から室

内に入ったようです。私は、鉄サビに強い目の痛みの反応を起こ

します。あの激しい発作が起きたのも、それで合点がいきました。

３Ａの部屋は、２Ｃのちょうど真上の部屋で、１階分高い場所に

あるとはいえ、サビた外看板に近いところにあります。３Ａのベ

ランダも開けるべきではないと思いました。引越後に確認する機

会がありましたが、３Ａのベランダでも同様の発作が起きました。

２Ｃ程の強さではありませんでしたが・・・。 
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○引越準備を続ける 

 それまでは、引越にキラキラとした希望を抱いていたのに、一

転して暗い気持ちになってしまいました。それでも引越の準備は

やめるわけにはいきません。私は３Ａの部屋の台所収納と押し入

れの内部にビニールを貼りました。サイズを測って、それに合わ

せて養生用ビニールをホチキスで留めていきます。押し入れと台

所とで、約５時間かけて、ビニールを貼り終わりました。１時間

ほどかけて、棚板の上に段ボールを載せていきます。押し入れに

ビニールを貼るときは、天袋や棚板があるので、貼り方に工夫が

必要でした。この調子で台所の棚も貼りました。 

 次に２Ｃの押し入れと台所収納にビニールを貼りに行きました

が、目が過敏になっていた私はベランダの窓を開けなかったにも

かかわらず、激しい目の痛みの発作を起こしてしまったのです。

夫がベランダに通じる通風口に透明梱包テープを貼って、空気の

通り道をふさいでくれました。風が強い日だったので、ここから

サビが進入してきたようです。夫はさらに、床に掃除機をかけて

くれました。少し収まったので、目の痛みをこらえながら、ビニ

ールを貼りました。５時間作業して、全部貼り終えました。終わ

ったときは目の痛みのため、どうにかなりそうでした。つらくて

仕方なかったです。と同時に、「夫がこんな有害な部屋に引っ越し

て、私たちはちゃんと暮らしていけるのだろうか？」と、とても

不安でした。引越は、１週間後に迫っていました。 

 

 

 

 
 

 
 

 

押入 

中のサイズを測り、ビニールをそれよ

り少し大きめに切って、貼っていく。ホ

チキスをタッカー代わりにして、どん

どんビニールを留めていく。押入の

「天井→奥の面→天袋→棚板→奥

の面→底」を長いビニールでひと続

きに貼る。その後、側面を別のビニ

ールで貼る。最後に、ビニールとビニ

ールの合わせ目をマスキングテープ

で貼り合わせて、できあがり。 

台所の吊り戸棚 

はじめに、棚板を金づちで叩い

てはずしておく。内部のサイズを

測って、ビニールの必要量を割

り出す。全体を１枚のビニール

で貼る。最初に奥の面にタッカ

ー代わりのホチキスで、ビニー

ルを貼っていく。次に、上面と底

面を貼る。側面の部分は、ビニ

ールが余るので、うまく折りたた

んで収める。全体が貼れたら、

マスキングテープで合わせ目を

貼る。棚板をビニールで包ん

で、元の位置に戻す。 
 

流しの下 

全体の貼り方は、吊り戸棚のと

きと同じだが、排水パイプが通

っているので、その部分をうまく

よけてビニールを貼り付ける。 
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○引越まで最終段階 

 自宅では、引越への最終作業が急ピッチで進められていました。

引越まであとわずかな時間しかないのに、やらなければならない

作業が山ほどありました。ひたすら捨てるものと段ボールに詰め

るものに分けているのですが、いつまでたっても終わりません。

それに加えて、私は他にもやらなければならないことがありまし

た。２００２年にこの家に引っ越して以来、様々なＣＳ対策を施

してきましたが、それを撤去して元通りの状態にしなければなり

ません。数多くの対策を行ってきましたが、大別すると、主に次

の２つに分けられます。 

（１）ビニールを貼って化学物質を封じ込めた（留めるのにマス

キングテープを使用） 

（２）マスキングテープで収納や部屋の扉を目貼りして化学物質

を封じ込めた 

（１）も（２）もマスキングテープで貼り付けているので、これ

をはがしていかなければなりません。数年たったマスキングテー

プはすっかり劣化して、糊が変色していました。テープ自体もカ

サカサに乾燥して、はがそうとすると裂けてきます。はがしたあ

とも劣化した糊が素材に残ってしまいます。へらやガムテープを

使って、少しずつはがしていかなければなりませんでした。根気

と時間のいる作業です。私は引越準備と平行してこの作業を行っ

ていきましたが、全く時間が足りません。マスキングテープをは

がすときに木部の塗装がはげてしまったところには、絵の具を塗

って元通りの外観に戻すことにしました。圧倒的に時間が足りな

いので、最終的には１１月２６日に引っ越したあと、退去日まで

の４日間（１１月２７～３０日）に、新居からこの家に通って作

業することになりました。 

 

○ついに引越！ 

 引越当日は、引越屋さんのトラックが午後３時に来るというの

で、その時間まで夫と２人で黙々と作業を続けました。もう直前

に迫っているのに、まだ荷物が全部まとまっていません。何も考

えずにどんどん詰めて行きました。 

 引越屋さんのトラックがやってきて、積み込み開始。そして夕

方には出発。私は布団と身近な品とパソコンを自家用車で運ぶこ

とにしました。早めに新居について、引越屋さんのトラックを待

ちました。 

 トラックが到着してから、ひたすら家具や段ボールを運び込ん

でもらって、設置する作業を続けました。終わったときはヘトヘ

トでした。 

 私はこの日、３Ａではなく、会社の事務所で寝ました。ちょう

ど１ヶ月前に、事務所での仮眠と休息用に、折りたたみ式のキャ

ンプベッドを購入していました。配達されたばかりの時は、化学

物質の匂いがしていたキャンプベッドも、１ヶ月干し続けたので、

匂いが抜けていました。私はこのベッドで寝ることにしました。 

 新居の３Ａの部屋は、運び込まれた段ボールや引越で生じたホ

コリがいっぱいです。事務所の部屋は、第５章で書いたとおり、

数々のＣＳ対策をしてきて、初めレベル５＋＋＋あった部屋をレ

ベル２～３まで浄化した部屋です。あんなに汚染度が高かった部

屋で自分が寝られる日が来るとは、当時は夢にも思いませんでし
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た。この日は興奮してなかなか寝つかれませんでしたが、疲れて

いたのか、いつの間にか眠っていました。折りたたみ式のキャン

プベッドは不安定で寝にくかったし、姿勢がつらくて、起きたと

き腰が痛くなってしまいました。 

 

○元の家のＣＳ対策を解除 

 翌日、私はもとの家に戻って作業をしなければなりませんでし

た。新居の方はもう期限などというものはないのだから、ゆっく

りと時間をかけて片づけていけばよいのです。古い家の方は１１

月３０日までに明け渡さなければなりません。 

 次ページの図の作業を１つ１つやっていきました。マスキング

テープは、ねっちりと貼りついているので、はがすのに１０分で

１０ｃｍといった感じで、ものすごく時間がかかりました。木部

に貼ったマスキングテープは、シールや塗装をはがす金属製のへ

らを使いました。粘着成分と一緒に木部の塗料もはがれてしまう

ので、テープをはがし終わったあと、水彩絵具などで塗りました。

台所の調理台など、金属製のところもへらではがしていきました

が、金属同士のぶつかり合いになるので、金属の粉が出て、強い

目の痛みが出るのではないかと怖かったです。 

 マスキングテープをはがす度に、封入されていた有害成分が長

い時間を経て表に出てきました。それはカビであったり、化学物

質であったりしましたが、はがしていくごとに、どんどん強まっ

ていきました。１１月末で室温が低いのが幸いして、あまり強い

反応は出ませんでした。私は時間をかけて、根気よくはがしなが

ら、それを貼ったときのこと思い出していました。 

 

 



 32

 ２００２年にこの家に引っ越してきたばかりのとき、何とかし

て楽に暮らせるようにと祈るような気持ちで貼ったのでした。こ

うして８年後にはがしてみると、はっきりと有害な成分が出てき

て、長い間、このテープによって、私の健康が守られていたこと

が確認できました。「この対策は間違っていなかったんだな」と思

ったのです。私はこれを貼ったときにも、その後何年も暮らして

いる間にも、何度となくこのテープを見ながら、「いつかこれをは

がす日が来るんだろうか？ この家をあとにするようになる日

が？ そのとき、私はどんな暮らしをしているんだろう？ こん

なにしっかり貼ってしまって、ちゃんとこれをはがすことができ

るのかな？」と思いました。封入したものはあまりにも有害性が

高かったので、テープをはがしてそれを露出させている自分なん

て想像できなかったのです。そして、この家を離れて新しい生活

をすることも・・・。私が住める家が他に見つかるかもしれない

なんて、とても想像できませんでした。しかし、そのときは来た

のです。テープをはがしながら、私は感慨深かったです。次にこ

の家で暮らす人のために、しっかりと元通りに直して、きれいな

状態で住んでもらいたいと思いました。４日間、６時間ずつ、寒

い中で根気のいる作業でしたが、私はそれまで生活を支えてくれ

たこの家への感謝の気持ちを込めて、進めていきました。 

 

○各部の撤去 

 和室のふすまは、マスキングテープをはがすと、木部の塗料が

はげてしまいました。ふすまの桟の色も落ちています。ここを水

彩絵具できれいに塗っていきます。丁寧に重ね塗りするうちに、

なおしたのがわからないくらい自然な仕上がりになりました。 

 脱衣所のドアは、マスキングテープをはがすと、白い塗料がは

げてしまいました。ここは被覆力の強いアクリル絵具を使いまし

た。「アクリル絵具の成分に反応するのではないか？」と警戒しま

したが、大丈夫でした。私は１０年以上前に買ったアクリル絵具

を使いました。このドアはアイボリー調の白地で、つや消しの仕

上がりになっていました。長年使い込んだドアなので、マスキン

グテープをはがした縁の部分だけ新しい絵の具を塗ると、とても

目立ちます。くすんだ色を重ね塗りしたりして、周囲となじませ

て仕上げました。私はＣＳのためにずっと画作をやめていたので、

絵の具を使うのは久しぶりです。何となくワクワクしました。 

 一番苦労したのは、２階の部屋の押し入れです。クローゼット

形式になっており、観音開きの扉があります。下には引き出しが

２段ついていました。ここのマスキングテープをはがすと、中か

ら何とも言えない汚染された空気が出てきてしまいました。２０

０２年に私たちが入居する前に住んでいた人たちは、犬を飼って

いたということですが、このクローゼットからは犬の排泄物の匂

いが強くしていました。室温が５度以下の寒い部屋で作業してい

ましたが、それでもかなり匂いました。目貼りをしていた周辺に、

マスキングテープの糊が残り、黄色く変色しています。ここにア

クリル絵の具を塗ってみたのですが、色が自然に決まらず、いか

にもそこだけ塗った感じになってしまいました。１１月２７日に

やっても、２８日にやっても、うまく行きません。１１月末で日

が短いので、曇りの日には午後３時を過ぎると暗くなって色調が

よくわからなくなってしまいます。札幌西部の山間の地域なので、
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日の沈むのが早く、この時期には２時半には暗くなり始めます。 

 退去日まで残すところあと２日となった１１月２９日、私は一

大決心して、クローゼットのドアの全面を塗ることにしました。

手持ちの絵の具だけではたりないので、新たに購入することにし、

ホームセンターへ行きました。水性ペンキの製品を探してみまし

たが、どれもこれも防サビ剤や防かび剤が入っていて、思わしく

ありません。１００円ショップでアクリル絵具のコーナーを見て

みたら、チューブのものが１００円で売っていました。成分は、

アクリル樹脂と水のみ。これを１０本ほど買えば、ドアを塗るこ

とができそうです。絵の具と使い捨てのローラーやパレットも買

いました。塗装の前に、ビニールとマスキングテープで養生して

（絵の具がかかるとまずいところにビニールを貼って）、絵の具を

ローラーで塗っていきました。寒さに震えながらの作業でしたが、

思いのほかキレイに仕上がり、体への反応も少なくて済みました。

ホッとしました。作業中つらかったのは、寒さより押し入れから

にじみ出てくる動物の匂いでした。都合３日間嗅いだので、鼻に

ついてしまい、ちょっと嗅いだだけでも吐き気がしました。 

 

○明け渡し 

 １１月３０日は、いよいよ明け渡しの日です。昼頃までに鍵を

返すことになっていたので、ひたすら作業しました。この日は夫

も行って、一緒に作業しました。８年前に、和室の畳の上にビニ

ールと石膏ボードを乗せて、有害物質の発散を防いでいたので、

これを撤去する必要がありました。私は畳に強い反応を起こすの

で、自力ではがすことができなかったので、作業は最終日に持ち

越されました。石膏ボードは１１月２７日に、業者さんに引き取

ってもらっていました。夫が畳の上のビニールをはがしてくれま

した。私は遠巻きに眺めていましたが、ビニールをはがしたら、

強烈な薬剤臭が立ち昇りました。やはり畳の防虫成分は、大変危

険です。この部屋にビニールを貼っていたのは正解だったと思い

ました。もしそれがなかったら、私はこの家で暮らすことはでき

なかったでしょう。時間が押し迫っている中で、夫はビニールを

貼っていたマスキングテープをはがしてくれました。時間がたっ

たマスキングテープは、なかなかはがれてくれません。全部はが

し切れなかったようですが、時間切れで引き渡しの時間になりま

した。 

 家中に残っていた荷物を車に積み込み、大家さんに立ち会って

もらって家中を確認し、鍵を返して、ついにこの家を去るときが

来ました。夫が最後に玄関の表札をはずしてくれました。それを

見たらホロリと来ました。この表札は、この家に来たばかりの頃、

私が石膏ボードの切れ端に筆で名前を書いたものでした。「８年間、

本当にありがとうございました」と頭を下げました。こうして、

本当に本当に、この家とお別れすることになったのです。 

 私は、引越とその後４日間の作業の疲れで、ぐったりしてしま

いました。引越の片づけはそっちのけで、ゆっくり休みました。

３Ａの部屋は手つかずだったけれど、会社の事務所であれば空気

が大丈夫です。毎日仕事をして、終わるとゆっくり休むようにし

ていました。 

 ２Ｃで暮らしている夫の部屋は、相当「目の痛み」物質の濃度

が高いようで、夫の体からも目の痛い成分が発散していました。
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夫が２Ｃのベランダに通じる換気扇や通気口を全部ふさいだら、

次第に夫の体の「目の痛い」物質は減っていきました。夫と接し

ても反応しないようになりましたが、私自身は、その後ずっとこ

の部屋に入ることができずにいました。２Ｃと３Ａは、夏になっ

てもベランダ側の窓を開けないようにしました。部屋にもうひと

つ窓があるので、そこで換気をします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔４〕引越の効果 

○めざましい改善 

 この引越によって、引越前の多くの問題点を解決・改善するこ

とができました。表にまとめてみます。 
  引越前 結

果 

引越後 

サビ 赤水が出て強烈な目の痛み。洗

濯物がサビで染まる。 

解

決 

サビ水はなし。目の

痛みなし。洗濯は快

調。 

凍結 一冬に数回凍結。水抜きしても凍

るので、凍結防止の策なし。 

解

決 

一度も凍結なし。 

水

道 

せ っ け

んカス 

洗濯のたびに大量のせっけんカ

ス。汚れが落ちない。せっけんカ

スで目の痛み。仕上がりが脂ぎっ

ていて、衣類に通気性がない。 

解

決 

洗濯時にせっけんカ

スは全く出ない。 

カビ ２００８年から、高温多湿の気候に

なり、家中、猛烈なカビ。カビだら

けで収納（押し入れなど）が使え

ず。家の構造部分もカビていて、

対策のしようがない。家中、カーペ

ット敷きで、ダニやカビがいっぱい

増える。掃除機をかけても取り切

れない。 

改

善 

新居は多湿ではな

く、少しのカビ対策で

ＯＫ。クッションフロア

なので、掃除しやす

い。 

 

建材 床下の防腐剤が家の中まで漂っ

てくる。神経に症状が出るが防げ

ない。 

解

決 

室内のＣＳ対策が奏

功。 

木

造 

 

電 磁 波

過敏症 

木造なので、外界の電磁波を素通

し。携帯電話の中継アンテナから

１００ｍの距離にあり、電磁波の影

響を強く受ける。２００８年頃からＥ

Ｓ症状が悪化し、全身の痛みや怠

さで生活が不自由に。軽い動作も

つらい。 

改

善 

鉄筋コンクリートの建

物。窓に鉄線が入っ

ていてシールド効果

がある。かなりの電

磁波軽減効果があ

り、体が軽く動かしや

すくなった。 
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灯油 灯油の匂いに反応して、十分な暖

房をできず、極寒の生活。灯油の

購入のたびに苦労 

解

決 

ガスＦＦ暖房にＣＳ反

応なし。 

暖

房 

 

寒さ ストーブの塗料の匂いや灯油に反

応して、十分な暖を取れず。寒さ

のため水道が凍結、破裂。 

解

決 

鉄筋の建物＋ガスＦ

Ｆ暖房で暖かい。 

通

勤 

 冬道の運転が危険。車のエアコン

が壊れたので、暖房無しで運転。

冬期はフロントガラスが凍り付い

て危険。 

解

決 

職住接近で、徒歩で

通勤できる。冬道の

運転の危険なし。 

 

○夫の暮らしぶりも改善 

 夫とそれぞれワンルームを借りて部屋を分けたメリットもあり

ました。電磁波過敏症に関しては、夫はそれまで私の体質のため

に家で使えなかった電気製品を使えるようになりました。このマ

ンションは鉄筋コンクリート造りで、窓に鉄線が入っており、ド

アも金属製なので、シールド効果があります。外からの電磁波を

低減させる効果があるようです。ワンルームの１つ１つが独立し

たシールド空間となっているので、同じ建物内であっても、夫は

自室でノートパソコンなどを使えるようになったのです。木造の

家では、私の体に強い症状が出るため、使うことができませんで

した。私が留守のときに家で使うか、外出先で使うしかありませ

んでした。携帯電話も自分のものを手近において、使えるように

なりました。化学物質過敏症に関しては、夫は引越前よりかなり

自由に料理をつくれるようになりました。前の家で台所を共有し

ていたときは、私がいちいち食材に反応を起こすので、おっかな

びっくり料理をしていたのです。自分でつくりたいものがあって

も、１つ１つの食材について、私の反応を確かめなければならな

かったので、億劫になっていたようです。引越後は自室で好きな

ものをつくって食べられるようになりました。私は炒め物をして

いるときの油煙や、オーブントースターの焦げ付いた匂いにもＣ

Ｓ反応が出ます。これらのものを自由にできるようになったので、

夫の料理の幅は広がりました。 

 

○様々な変化 

 他にも引越によって変わった点、気づいた点を書いてみます。

新居の住環境について：集合住宅なので、他の居住者からの影響

を受けることがあります。特に目立つのはタバコの煙で、夏場に

窓を開けているときなどは、もろに浴びることになってしまいま

す。他の部屋でタバコを吸っている人がいると、その煙が窓から

入ってきてしまいます。そのつど窓を閉めて対応しています。札

幌は涼しいので、夏場もあまり蚊が発生しません。そのため、蚊

取線香の煙や電気蚊取のガスに悩まされることはなく済んでいま

す。 

 

 マンションの東側の道路に街路樹があるのですが、春から夏に

かけて、殺虫剤散布が行われます。何度か行われますが、その都

度２週間ほど窓を開けての換気ができなくなります。 

 以前住んでいた家は札幌市の西側の山あいにありました。標高

が高いので、冬は寒く、平地より３度くらい気温が低かったです。

冬の冷え込みは大変強い地域でした。引越後は平野に住んでいる

ので、極端に寒くなることはなくなりました。かつての木造の家

では、外気温がダイレクトに室内に伝わってきましたが、引越後
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の鉄筋のマンションは、もっとずっと断熱性があります。冬は暖

かく、夏は涼しく感じます。もと住んでいたところは標高が高か

ったにもかかわらず、夏場は大変蒸し暑かったです。山や川があ

る自然豊かなところだったので、平地よりむしろ湿度が高かった

ような感じがします。気温も室温も平地と同じか、それより高く

なりました。木造の家なので、湿気をもろに吸って、家中がジメ

ジメしていました。引越後のマンションは、比較的乾燥している

ように感じます。 

 

 電磁波過敏症はとても楽になって、体を動かしやすくなりまし

た。私は引越後しばらく自分の部屋で寝ることができず、会社の

事務所で寝ていたのですが、毎日起きると、キャンプベッドをた

たんで、オフィス中を掃除しました。引っ越す前の家では、体が

だるくて痛みが強いため、掃除機を持ち運ぶのがつらくてしかた

ありませんでした。鉄筋コンクリート造りのこのマンションでは、

毎日しゃきしゃきと動いて、掃除機をかけることができます。初

めの頃は、掃除機をかけるたびに、ジワーッと湧き起こってくる

喜びをかみしめていました。前の家のカーペットの床に対して、

こちらはクッションフロアです。掃除機がけすると、汚れがきれ

いに取れてさっぱりします。部屋の空気も、以前のようなホコリ

やカビっぽさがなくて快適です。新居の自宅も、楽に掃除機がけ

ができるようになりました。こまめに掃除ができるので、アレル

ギー症状も軽くて済んでいます。 

 

 

○冬の水道問題も解決 

 引越してすぐの冬、２０１１年の１月に、札幌は再び寒波に見

舞われました。気象統計上、それまでにない長期間の冷え込みで

す。鉄筋コンクリートにガスＦＦ暖房の新居では、水道の凍結の

恐れも、寒さの心配もありませんでした。夫と２人で「もし引越

していなかったら、大変だったね」と話しました。もし、もとの

家に住んでいてこれだけの寒さが続いたら、必ず水道は凍結して

いたでしょう。私たちにそれを防ぐすべはありませんでした。あ

とで元の家の大家さんに聞いた話では、案の定、冬の間完全に水

抜きをしていたにもかかわらず、空き家だった元我が家は、水道

管が破裂したのだそうです。春になって、壁から水がしみ出てき

たのでわかったと言っていました。直すのが大変だったそうです。 

  

 引越から１年以上たった今でも、ときどき夫と「引越してよか

ったね」と話すことがあります。たくさんの困難を乗り越えてよ

うやく実現した引越。まだまだ新居の暮らしでは課題もあります

が、満足して暮らしています。 

 


