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猿島野の大地 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 小野	 賢二 
	 会員の皆様、お変わりなくお過ごしのことと存じます。 
	 お陰様で会の便りも本年で２７号を発行することができました。これもひとえに皆

さんからの温かいご支援ご協力があればこそで、心から感謝を申し上げます。 
	 一年に２回実施して来た会の行事にはたくさんの方々が参加してくださり、会の活

動報告や今後の課題、そして目標などについて忌憚のない意見が交換されます。 
	 一月には臼で搗く昔ながらのお餅つきです。子供達も本当に喜んで元気に杵を持ち

上げ頑張ります。粘り強いお餅が出来上がる様子を目の当たりで体験できることはと

ても大切なことです。五月には会の総会があり行ってきた一年間の活動を報告し新年

度の計画立案を承認していただきます。そして今年度の活動について提案をいただき

実行に移すことになります。総会終了後には蕎麦作りをします。この蕎麦は会員の方

が精魂を込めて栽培されたものを粉にされたものです。参加者全員でそば粉を練り上

げ、香り豊かな地元産の美味しい蕎麦をお腹いっぱい食べながら会話が弾みます。こ

れらの行事は会が続く限り実施していくつもりでいます。 
さていつも五月になると気になるのはお米と農地です。昨年度の米価はとても不安

定になり生産原価もはるかに割っている状態です。政治は農民の気持ちを無視した政

策が行われ農の崩壊が進み、過疎化を招き都市を中心とした歪な状態を生んでしまい

ました。日本は農業を放棄しながら経済大国を築いてきましたが、今日の経済はどう

かと考えると日本は莫大な借金を抱え、景気は悪くなるばかりです。 
また経済発展の名の下に環境破壊が進み、温暖化による異常気象が世界的に起きて

各地で大きな被害が出ています。すでに人類の存亡の機を迎えているかのようです。 
この危機を取り戻すことが出来る唯一の道は、農的な生活をすることに専念するし

かないものと思います。人間は農に始まり農に終わるという事を思い起こすべきであ

ります。 

---------- お   知   ら   せ  ---------- 
①会の新ホームページが出来上がりました！  
アドレスは www.peaceecoshop.comです。是非ご覧いただき、ご意見ください。
お待ちしています。これを機会に今後の会のブログもこのホームページ上に移

動します。周囲で興味のありそうな方がおりましたら、是非アドレスを教えて、

サポートいただけますと幸いです。  
②今後のやり取りや会の便りの発送をメールでも行えるよう、メーリングリス

トを作成中です。メールをお持ちの方は onofarm42@gmail.comまでアドレス
をお送りください。お手数ですが、ご協力よろしくお願いいたします。  

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 第２７号（２０１５年５月発行） 

 

猿島野の大地を考える会便り  
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	 農業は個人で出来るものではなく農業の全般は集落ぐるみの力が必要になってき

ます。農地の造成や管理、収穫の技術などは代々伝えられるものであります。そして

土という共通の立場の上に立ち生きるもの同士がそれぞれ知恵を出し合い協力して

生きてきたのが農業であります。自然とのつき合い方や食べ物について粗末にしない、

この当たり前が農と共にあったのが忘れ去られる事が多くなってしまいました。 
	 宮澤賢治は「自然の中からエネルギーを取れ」と言っています。猿島野の大地を考

える会では社会の因襲から受けた悪い習慣から脱して、自然に還る事を足元から実行

し未来の生活を見据えた社会の構築を目指したく思っています。会員の皆さんの今後

のご支援とご協力を切にお願い申し上げます。 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
 

四季の会の活動を通して 
石川	 鈴代 

	 ゆったり流れる西仁連川に EMの液を流すことが私の活動の大きな喜びの一つとな
っています。筑波山を仰ぎ裾野に広がる猿島の大地の四季折々の変化する風景を眺め

ながら自然の恵みに感謝しつつ活動をしております。 
	 今日は魚がいるかな？と橋の上から覗き込む時の気持ちは童心に返る楽しい一時

です。魚を蘇るまでにした先輩達の長い間の努力の結晶を改めて再確認しております。 
	 私は古稀を迎えるに当たり、余生は何か人々に役立つ生き方をしたいと考えており

ました。そんな時、四季の会に出会い仲間の一員として加えていただきました。毎週

火曜日に集まり環境問題を通して未来の子ども達のために何ができるかを話し合っ

てきました。そこで、今私達が力を入れていることは光合成細菌を取り入れた活動で

す。生ゴミに光合成細菌をふりかけることにより発酵して素晴らしい堆肥ができるの

です。堆肥作りを通して、「もったいない教育」をこども達に浸透させたいと願って

います。小野宅の自生農場の一部に光合成細菌で作った生ゴミの堆肥を入れて野菜作

りをして実証しているところです。吃驚する程立派に成長したチンゲン菜等を美味し

くいただいております。 
	 命と健康を守るために「もったいない教育」を学校教育の中に取り入れていくのが

大切です。そのためにどのように具体的な働きかけをしたらよいかを仲間と共に話し

合いを積み重ね頑張っているところです。 
	 今日も西仁連川は、春雨に煙って大きな波紋を作っています。四季の会の活動がこ

の波紋のように大きな輪となって全世界に広がって行くのを夢見ている私達です。 
 

 

福島原発のその後 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   	 宮城県	 後藤	 國夫 

	 福島原発事故が起きてから早くも４年と１か月が過ぎた。施設の解体処理はもち

ろんのこと、元の住民の帰還さえできない。もう時間が経ちすぎて、若者は故郷を

捨てて安全な場所に避難し、新たな生活を確保している。残っている人は老人ばか

り。後１０年もすれば廃村になることは確実だ。その時期がやってくるまで、政府
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や自治体、そして東電は懐手で、いかにも真面目に頑張っているかのようにして時

の経過をひたすら待つ。これが原発周辺の村の現実。 
	 一方、津波の被害を受けた東北の太平洋沿岸地域、これまた遅々として復興が進

まない。海岸沿いのかさあげ工事に対する賛否両論。山の手に住宅地を造成するた

めの土地確保、地域住民の意見統一、予算不足などまるで平時のグランドデザイン

の設計期間中であるように。 
	 原発問題にしても津波にしても解決には金銭的な後押しを要するものだが、費用

を工面する行政全体がまるで夢遊病者のようにうろうろするばかり。すべての病人

もそうだが、かくの自治体職員も極めて真摯に粛々と、解決に努力しているという。 
	 すでに４年が経過した現在、努力をしていますという範疇をはるかに超えている。

このままであれば、３０年、６０年いや永久に不可能。放射能の半減期を待つつも

りか？もしくは被災した住民が年老いて居なくなるのを待っているとしか思えない。 
	 私の住む地域の栗原市では放射能に汚染された稲わら、牧草の最終保管施設の建

設反対運動が起こっている。汚染物を栗原市の山中に保管したいという環境省の計

画に対して住民たちが環境破壊、水源汚染、放射性物資の拡散、風評などによって、

被害が出る事を恐れている。さらにこの計画地は２００８年６月１４日の岩手宮城

内陸地震で大きな崩落被害を被った場所であるから、安全ということは全くあり得

ない。他の候補地になった自治体の皆も福島県の原発周辺の指定場所に運んでいく

べきと訴えている。 
	 それにしても、前回の投稿記事で紹介したように、数か月で放射能濃度を漸減す

ることのできる光合成菌を主とする微生物混合菌「セパック」のお呼び出しがある

ことを期待しているが、隣市による実験許可が今月中に出される予定である。その

結果が良いと認められたならば、この地域で発生した汚染稲わらの保管場所が不要

になる。 
	 放射能処理についても、津波対策についても、なぜこうもスローペースなのか？

よしんば結果がどうなるにせよ行動することが一番、結果がダメであれば再挑戦。

何もしなければ、結果はでない。 
	 挑戦することは人生においても、仕事においても意義がある。 
 

 

ルワンダのコメ増産を目指して	 

栗田	 絶学	 

	 私が2006年より拘わっている東アフリカの内陸小国、ルワンダは全人口の３割強が

栄養不足に陥っている。実に3人に１人が十分に健康と体重を維持できない境遇に置

かれている。一方、国の基幹作物の一つ、コメの消費量は、年々増加し国内消費量の

５割を輸入に頼っている。	 

	 こうした背景下、2008年5月のアフリカ開発会議TICAD	 IV／横浜で「アフリカにお

けるコメ生産拡大に向けた自助努力を支援するためのイニシアティブ」としてアフリ

カ稲作振興のための共同体（CARD）が発足した。これは、CARDに加盟する国が自助努

力により稲作生産を拡大する枠組みの下、ドナーが支援し2014年時でルワンダを始め
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25カ国が加盟している。このルワンダで2010年11月から開始されたJICAによる「東部

県農業生産向上プロジェクト」は、コメと園芸作物の生産性向上を目的に2013年10月

までの3年間、実施された。その後継プロジェクトとして2014年11月より先の成果を

全国に展開する「小規模農家市場志向型農業プロジェクト」が向う5年間の枠組みで

進行中である。	 

	 ルワンダの稲作は、丘陵地、谷内、湖などの入り組んだ海抜1300m~1400mの内陸低

湿地で湧水・溜池・天水を利用した水稲二期作が行われ、手農具主体の労働集約型稲

作である。稲作振興の環境問題は、自然資源管理として土壌侵食防止である。	 異常

気象による渇水と洪水は、減収をもたらし、雨季の丘陵地から侵食された表土の低湿

地への流入堆砂は、時に水田そのものを破壊する。増収ならびに籾品質向上の点から

慣行栽培技術は基本的な要素技術、収穫後処理技術で改善すべき点が多くあり、農民

を取り巻く生産環境で持続性ある改良要素技術を吟味して支援対象農協毎に設置し

た展示・研修圃場で組合員に講義と実習の研修を実施している。	 

	 生産性向上を図るうえで腐心することは、水稲二期作で前作と後作の合間が中生・

晩生稲のため、１カ月余しかない短期間で如何、稲藁を有効活用して地力向上を図る

かである。稲藁は、イネ生育に必要なケイ酸を多く含み、イネの組織を強くし、根張

りもよくなり、病虫害耐性の強化及び増収に大きな効果があることが知られている。

しかしながら、分解に時間がかかり、施用を誤ると窒素飢餓、有害ガスの発生等で稲

生育に負の影響を及ぼす。そんな中で支援農協の一つで稲藁の深耕鋤き込みを励行し

て著しい増収効果を上げていることを知り、当該農民に話を聞く機会を得た。彼等は、

我々の研修で指導した稲藁活用法を基に水稲二期作の合間に40cm深に鍬一丁で稲藁

を鋤き込み、3~4作期を経たが懸念する生理障害は皆無で、いもち病耐性も増し、単

収も従前より3~4割増収しているとのことである。	 

	 プロジェクト実施地域は局地的に夜温が20℃を切る17℃程度まで下がる日々が

度々発生する。このため、冷害が発生し白浮症状や空籾の多発に加え、雨季の冷温・

多湿環境下、いもち病発症リスクも大きい。耐病性品種が普及していない当地では、

耕種法による耐性強化で稲藁施用が最も理に適ったアプローチであると考えられる。	 

本農業普及プロジェクトは、実証された有効技術を組み入れて農民、政府職員への

能力強化が軸足となっている。湿田に起因する生理障害改善、有機物の分解などで

様々な効果が報告されている光合成細菌のルワンダでの増殖・普及体制構築には政府

研究機関と連携する枠組みの下、進める必要があり、業務契約をベースに進める我々、

企業側として悩ましい所である。	 

 

 

「四季の会」の一員として 
鶴見	 信子 

	 「四季の会」に入会して、十年近くになりました。会の活動は、毎週火曜日の午前

中で、ゴミ拾いや空き缶集め、それらの分別作業、川への EM投入、もったいない・
ピース・エコ・ショップの清掃や整理、環境問題に関する学習などです。現在、力を

入れているのは、「もったいない教育」の為の光合成細菌を活用して処理した生ゴミ
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による栽培実験で、試食するととてもおいしいチンゲン菜ができています。そういう

活動中に、会員さんから出る話題は、広く深く、私の視野が広がる感じです。 
	 また、十年の中で、「米のとぎ汁活用」は生活の中で習慣づいてきています。以前

は、「EM 活性液」から、「EM 発酵液」を作るのがめんどうでなりませんでしたが、

今はせっせと作るようになっています。 
	 「EM 発酵液」を野菜や草花にかけたり、水洗トイレに流したりもしています。年

に五回程トイレ点検に来てくれる人は、「虫もあまりわかずきれいです。」と言ってく

れます。その時は、「EM発酵液」の効果を実感でき、嬉しくなります。 
	 これからも「四季の会」の一員として、会員のみなさんに助けていただきながら、

私なりに励みたく思っています。 

      

      四季の会メンバーが光合成細菌活用の生ゴミで実験、学習中。 
 
 

豊かで便利で快適な生活環境と環境問題 
	 	 伊藤 雅夫	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

昨年 7 月 31 日の厚生省の発表によると、2013 年度に日本人男性の平均寿命が史上
初めて８０歳を超えたとのこと。女性はすでに昭和 60年には 80歳を超えており、日
本は世界一の長寿国と云っても良いらしい。小生は本年 72 歳なるが、同時に発表さ
れた 2013 年度の簡易生命表によると 70 歳の平均余命は 15 年を超えており、平均的
に云ってもまだ 15年ぐらいは生きなければならないようだ。 
平均寿命はその地域の人々がどれだけ長生き出来得るかを示しているのだから、そ

の地域の健康度を端的に示しているといっても良い。公衆衛生の分野では身体的・精

神的・社会的に完全に良好な状態を保っている場合を以って健康と云う。したがって

世界に冠たる長寿国の日本は、また世界に冠たる理想的な社会を構築していることに

なろうが、細やかな年金で生きながらえている小生としてはにわかには信じ難い。し
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かし、戦後の日本が平和憲法を堅持しながら高度経済成長を果たして、豊かで快適な

生活環境を構築してきた恩恵を受けて、そこそこ幸せで健康な余生が送れているのも

事実である。 
	 人間の欲望には限りがないと云う。より豊かでより快適で便利な生活を求めて益々

経済活動は活発化するであろうが、自然環境システム(生態系）を軽視したり、無視し
たりした人間活動は生物が繁栄できる方向で進化してきた地球環境システムを破壊

しエントロピーを増大させる。その結果として、我々人間はこれまで様々の環境問題

を引き起こしてきた。化石燃料の過大燃焼や都市化と人口集中に伴う有害物質による

大気圏・水圏・土壌の汚染などの地域的環境破壊。オゾン層破壊、地球温暖化、砂漠

化、野生生物種の絶滅、海洋汚染、酸性雨などの地球規模の環境破壊。どれを取って

もこれを放ておけば我々はとんでもないしっぺ返しを受けることになるだろう。 
	 わが国や自治体は上水道・下水道の整備、各種の排水基準・排ガス規制、廃棄物の

処理及び清掃に関する法律、各種リサイクル法、等々の法律と関連法規を整備して､

我々の快適な生活を担保しながら環境汚染の防止を図るに至っているが、経済成長の

過程にある中国の環境汚染のニュースを聞くにつけて、公害先進国と言われたかつて

の日本の状況を思い出す。このように書くと、日本は環境保全が上手く行っているよ

うに聞こえるが決してそうではない。原子力発電所の放射性物質の廃棄処理の大問題

が据え置かれているからである。 
	 かつて、自動車や家電などの大型消費財を廃棄後の処理を考慮せずに大量生産した

付けに対処し、生産時に廃棄する際の方法を考慮したり、そのコストを上乗せしたり

する方法をようやく実施するに至ったにもかかわらず、電力会社や政府はその経験に

学ぶことなく、放射性廃棄物の処理方法を据え置いたまま運転を再開しようとしてい

る。安全性の確保は当たり前の事、ぜひ廃棄物の処理法を決めてから運転を再開して

もらいたいものだ。それまで、我々は電力不足の不便さや電気代の値上げにも我慢し

ようじゃないですか。 
 

 

燻製や廃材を

活用した工作

をする為の小

屋。会の代表が

廃材で毎日コ

ツコツと作り

上げました。燻

製釜はもった

いないピース

エコショップ

を創った大工

さんとの合作

です。 
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「永久の未完成、これ完成である」	 賢治より	 

小野	 羊子	 	 	 

	 昨年の会の便りの中の「時は命なり」という題名の私の文を読み返してみて、昨年

は会の節目の年で、あと一歩のところと、期待感と緊張感に満ちていたのが感じとれ

ました。	 

	 一つは、もったいない・ピース・エコ・ショップが、誕生して20年目にして勿体無

い廃材、廃物も大いに活用して形になり、同時にそれを最初のモデルとして、同じ名

称と同じ仕組みを持ったショップが全国各地にできれば、約70年間平和憲法を堅持し

てきた国民性が具現的に開花し、もったいない風が全国に吹き渡るという構想を持っ

てしまったこと。	 

	 もう一つは、坂東市に長きにわたって要望し続けてきた、元気、安心、希望を与え

る住民参加という理念を掲げた「バイオマス活用推進計画」申請に対して、ついに坂

東市がやる旨の返事をよこした事で、具体的構想を持ってしまった事。	 

	 私たちの会は、放射能汚染や地球温暖化という地球的規模の環境悪化に対する根本

的、普遍的、総括的解決法として、EMや光合成細菌の効果を検証、確認し、その普及

を最大の使命と努めてきたので、もし上記の二つの構想が実現すれば、光合成細菌が

放射能を低減させることができ、かつ嫌気性なので地球温暖化防止にも貢献できるこ

とを、全国的に知ってもらう機会も同時に生まれると考えたわけです。	 

ところが今年、努力してはみたものの何も進展せず、次第に焦燥感や失望感に変わ

っていき、意欲が湧かなくなり、精神的悪循環に陥り、突然の腕の痛みも加わり、苦

しい日々が続きました。個人的にもこの年度に、夫の母と会の良き理解者、協力者で

もあった私の母が、100歳近い年齢で天寿を全う致しました。私がこの試練を乗り越

えられたのは、心配してくれた会の仲間の存在と家族の存在でした。三人の娘達がま

さに字の如く、親身になって（親の身になって）各々得意の分野で私の有形、無形の

積年の気がかりを軽減してくれました。又、亡き二人の母の生まれ変わりのように生

まれた三女の乳飲み子が、私の曇りかけていた魂を呼び醒ましてくれ、春のような平

安な気持ちで、完成の方角に向かって歩き続けることこそが、永久に未完成な人間の

生きていく姿勢なのだと教えてくれ、人間の三大栄養素である、元気、安心、希望を

取り戻しました。	 

	 試行錯誤の一年ではありましたが、後につながるかもしれない二つのことを、会員

の皆さんにお伝えしておきます。一つは、会の定款の中に、「もったいない・ピース・

エコ・ショップを全国に広げる事業」という項目を加えたことです。もう一つは、一

昨年に続いて、昨年も「エコーいばらぎ」から活動助成金を頂けたことです。その応

募の際、「ESD」を知り、それに沿って「もったいない教育」を提言し、採用されまし

た。現在、部会「四季の会」でその実現に向けて、学習、準備中です。下に、ESDの

説明ともったいない教育の概要を載せます。忌憚のないお知恵やご意見、ご参加、ご

助言をお待ちしています。	 
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ESDってなに？	 

	 

ESD	 (Education	 for	 Sustainable	 Development)	 とは十年前、ユネスコの世界会議

で日本政府によって提案され満場一致で可決された未来型教育方針で、今後もずっと

ユネスコ、文部科学省、環境省で、推進、促進する事を奨励しています。	 

	 

（日本ユネスコ国内委員会から抜粋）	 

今、世界は環境、貧困、人権、平和、開発といった様々な問題があります。ESDとは、

これらの現代社会の課題を自らの問題として捉え、身近な所から取り組む（	 think	 

globally,	 act	 locally	 )	 ことにより、それらの課題の解決につながる新たな価値

観や行動を生み出す事、そしてそれによって持続可能な社会を創造していく事を目指

す学習や活動です。つまり、ESDは持続可能な社会づくりの担い手を育む教育です。	 	 

	 	 
ESDの実施には、特に次の二つの観点が必要です。 
○  人格の発達や、自律心、判断力、責任感などの人間性を育むこと 
○  他人との関係性、社会との関係性、自然環境との関係性を認識し、「関わり」、
「つながり」を尊重できる個人を育むこと 
	  
私達の会は自分たちのこれまでの活動が、世界や国の方針と合致していると判断し、

活動の一つ、「もったいない教育」を理解して頂きたくこの資料を作成しました。	 	  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

NPO法人	 猿島野の大地を考える会 
 
 

 
 

３/11 以降、も
ったいないピ

ースエコショ

ップ事業は、坂

東市と交流関

係にある福島

県南相馬市を

支援。一昨年は

坂東市から、昨

年は県と市両

方の社会福祉

協議会から表

彰されました。 
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もったいない教育 
 

幸か不幸か、物質的に豊かな時代に生まれ育ち、自然や生活とも遊離しがちな現代

の子供さん達が、これから厳しい未来が予想される中、それに立ち向かえる生命力や

生活力を育てて行く教育が現在求められていると思います。 
NPO 法人「猿島野の大地を考える会」の部会である「四季の会」は、ゴミ全般に

関心を持ち、国が推奨する「３R」即ち「リサイクル、リユース、リデユース」を「も
ったいない教育」と銘打って取り組むことで、日本人の精神的宝である「もったいな

い」を次世代に受け渡していこうと願って、活動しています。今回、具体的なカリキ

ュラムを作りましたので、貴校で検討して頂けたら幸いです。 
 

カリキュラム 
１、	 宮澤賢治の世界 

	 「世界全体が幸せにならない限りは、個人の幸福はあり得ない」「イワンの

馬鹿」を理想郷として、世界のどこでも可能としています。 
	 争いがなく、生物が皆つながって循環している世界。 

２、	 この世の中に、生物は、動物、植物、微生物の三つ。この三つの様に生命体を

持っているのを「有機」」と言い、反対に、生命を持っていない世界を「無機」

といいます。 
	 現在は、無機である化学物質の氾濫により、特に微生物が少なくなっていて、

汚染の進行を止める事が出来ません。そして、微生物は見えないために重要視

されていません。しかし、是だけ無機にされ、汚染されてしまった地球は、大

昔の様にいい微生物に助けてもらわなければ、絶対元通りにはなりません。 
たとえば、私達人間が出す生ごみは、ほとんどが焼却されていて、とてももっ

たいないです。生ごみは、動物や植物の残りかすで、有機です。ここに有用な

微生物が加われば、有機が全部つながって循環して、良い土に変身出来ます。

そうすれば、焼却費用もいらないし、二酸化炭素も減って、地球温暖化を防い

でくれます。 
	 私達は、それにぴったりの良い微生物を見つけました。名前を「光合成細菌」

といい、私達人間にとってありがたい特性を持っています。 
３、	 顕微鏡でご対面して、光合成細菌の特徴を紹介。 

	 パンフや会作成の「光合成細菌物語」や、歌で理解を深め、関心や興味を引

き出すようにします。 
４、	 実習の時間 

実際に新しい生ごみを各自持ってきて、バケツに入れ、光合成細菌の入った

ペットボトルのキャップに５個くらい穴をあけ、それを５～６回生ごみにふり

かけ、バケツの蓋をします。バケツがいっぱいになったら、畑にあらかじめ溝

を掘っておき、端から埋めていき、溝が全部埋まって、一畝出来たらそこに種

をまきます。 
 



 10 

 
５、	 もう一つの実習 

	 米のとぎ汁は、排水に入ると腐って、ヘドロに変わり、排水を汚します。そ

こで、反対に濃いとぎ汁を EM(有用微生物群)の餌にして、発酵液をつくり、
色々な所で活用します。その米のとぎ汁発酵液がトイレや台所やお風呂などで

使われた後、排水に流れるとそこでも餌があるので又働いてくれ、一挙両得で

す。 
 
この二つを、自分達の生活の場で本当に実践する人が増えれば、地球は少しずつ恢復

していきます。皆で、お世話になっている地球に御恩返しをしましょう。 
 
 
 

もったいないは、二つのエコ 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 詩と曲	 小野	 羊子 

１、	 もったいないは	 二つのエコ	 二つのエコ 
	 	 	 	 	 	 エコロジー	 アンド	 エコノミー 
	 	 	 	 	 	 ラランラ	 ランラン 
	 	 	 	 	 	 もったいないで	 みんながつながろう 
	 	 	 	 	 	 もったいないで	 地球をクリーンに 
	 	 	 	 	 	 もったいないで	 みんながつながろう 
 

２、	 もったいないは	 日本の宝	 日本の宝 
	 	 	 	 	 	 世界に伝えよう	 世界に広めよう 
	 	 	 	 	 	 ラランラ	 ランラン 
	 	 	 	 	 	 もったいないで	 みんなが幸せに 
	 	 	 	 	 	 もったいないで	 地球を楽園に 
	 	 	 	 	 	 もったいないで	 みんなが幸せに 
 
 
 
 
 

 

お問い合わせ先 

NPO法人	 猿島野の大地を考える会事務局	 	 	       Tel & Fax 0280-88-7670 

〒  306-0505 茨城県坂東市菅谷 2218	 自生農場      	  年会費	 1,000円 (以上 ) 

振込加入者名	 猿島野の大地を考える会	 	    郵便払込み口座  00300-0-35167 

ホームページ：www.peaceecoshop.com   メールアドレス：onofarm42@gmail.com 

ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ：www.facebook.com/peaceecoshop  	  
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平成 2６年度の活動及び会計報告（平成 2６年 4月～平成 2７年 3月） 
 
収入 
	 前年度の繰越金	 	 	 	 	 	 	 	 2,145,919       	 	 	 	 	 	  
  今年度の会費	 	 	 	 	    	 	 	  261,000	 	 	 	 	  
  寄付金	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  88,249	 	 	 	 	  
  事業収入	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	    	 	 	 	 	 	  
  ピース・エコ・ショップ事業	 	 1,379,017	 	 	 	 	  
    循環型社会構築事業	 	 	 	 	   293,730        	  
    環境意識啓発事業	 	 	 	 	 	    69,466	 	 	 	 	  
	 年二回交流行事参加費	 	 	 	     	 7,900	 	 	 	 	  
  民間助成金	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 180,000	 	 	 	    
	 	 	 計	 	 	                   4,425,281	 	         
 
支出                                      	 	 	 	 	 	 	   
ペシャワール会寄付              600,000	 	 	 	 	  

	 福島県南相馬市寄付              540,000	 	 	 	 	  
	 通信費	 	 	 	 	 	 	              12,423	 	 	 	 	  
	 交際費                            3,024	 	 	 	 	  
	 修繕、建築費	 	 	 	 	 	 	 	      72,219          	 	 	  
  ホームページ管理費                7,200          	 	 	  
  事務用品費	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   9,157	 	 	 	 	  
  会費	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	      15,800	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	      
  法人税、市民税                   82,000      	 	 	 	  
	 交流行事経費                     14,000	 	 	 	 	 	 	 	 	  
  雑費           	 	 	 	 	 	       32,831	 	 	 	 	  
	       計         	 	 	 	      1,388,654	 	 	 	 	  
	 	 	 	 	 	 	           	 	 	 	  
  次年度繰越金    4,425,281円－1,388,654円＝3,036,627円 

 
 
 
総会欠席の時は、同封の委任状にご署名、ご捺印の上、ご返送ください。 
ファックスでも結構です。よろしくお願いいたします。 
 
 
 
 

会も誕生して２３年。NPO を取得し
てから１５年という貴重な歳月が流

れ、これも会員皆様のご支援の賜物で

す。お陰様でようやく会としての最終

目標が見えてきました。もったいな

い・ピース・エコ・ショップと同じ名

称と仕組みのショップが実現する日

に少しでも近づける為にお願いがあ

ります。一昨年頂いた助成金で「もっ

たいないは二つのエコ」という歌を、

伴奏付きのコーラスで歌って頂いて

数曲と合わせて CD にしたいのです
が。その数曲とはこの度、娘が作って

くれた会のホームページの最初のペ

ージで聞くことができます。その CD
を新生のもったいないピースエコシ

ョップに贈って、草の根のネットワー

クを張って、たんぽぽのように明るく

強く共に生きていきたいと願ってい

ます。「もったいない教育」	 にもこ

の CDは活用できると思います。又、
昨年は、故郷の幼馴染みさんから多額

の寄付を頂きました。大切につかわせ

て頂きます。 


