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しのつ湖 

7 月 7 日、毎年恒例の新篠津のしのつ湖へのＥＭ団子と

ＥＭ活性液の投入が実施されました。残念ながらコロナ

の影響を考慮して、協会からの参加は見送りましたが、

来年は大勢で押し寄せて、「浄化する」の気持ちを込め

て参加したいと思っています。 

日本酒 

 昨年、100 年続く酒屋さんからのご縁で、ＮＨＫでも最近紹介された杜氏さんとの交流

が始まり、酒蔵の見学もさせていただきました。米麹つくりから蒸し、仕込み、熟成、絞り

までの工程を見て、日本酒の奥深さを感じ、今までのがぶ飲みはやめて、良い品質のものを

と考えるようになりました。一番驚いたことが、酒蔵には杜氏さんが一人だけだというこ

と。すべての責任を一人が背負うということです。仕込み中は大好きな納豆は口にせず、家

にはひと月も帰らず、酒蔵にある小部屋で寝泊まりするとのこと。秋から春にかけての仕込

み期間はかなりの集中力が必要とされ、気力体力の消耗も激しいことが察せられました。 

 昨日は、しぼりたての原酒を持参して来て下さり、拙宅で楽しい時間を過ごしました。 

庭で出始めたフキノトウを揚げたものや大好きだというゴボウ、ひじきの煮物などをつ

まみに持参いただいたお酒を堪能しました。冷やしたとき、常温、ぬる燗、熱燗、また、脂

っこいものを食べた直後の旨みの変化も語り合い、それぞれに味わいが変わる日本酒の奥

深さに改めて感心しました。温度計や酸度計などの測定器がなかった時代の杜氏さんは、す

べての工程で、己の五感を頼りに酒造りをしていたことに思いを馳せると、日本酒をより多

くの方に飲んでもらいたいという酒屋さんの熱い気持ちを応援したくなります。 

 

＊98 号の永井由美子会員の花の写真は「らっきょう」でした。そろそろ収穫の時期です。 



理事長挨拶                              細川義治 

 

皆様いかがお過ごしでしょうか。ワクチンの接種が思うように進まない中、次々と新型へ

の変異が報道されています。3 回摂取したほうが良いなどの情報もあり、このままでいくと

季節ごとのワクチン接種が奨励されるようになってしまいそうな流れです。 

短期間でのワクチン開発からくる危険性に対する検証に対して、様々な情報がネットで

流れていますが、遺伝子レベルで次世代にまで悪影響を及ぼすという情報まであり、接種に

否定的な割合もかなり高いような雰囲気です。副反応の出方も気にかかり、ここは思案のし

どころで、まずは、自分の生活環境から考えてみましょう。 

感染する可能性は、人との接触ですから、余り出歩かない、来客も少ないこちらとして

は、移動する場合は車を使い、電車、地下鉄には乗らず、買い物時はきちんとマスクをして、

短時間で済ませる。来客時は、室内の空気の流れを良くするために、窓を開け換気扇のフル

活用。マスクは酸素の吸入量を減らし、免疫力を下げるということで、散歩の時は、あごマ

スクで通常呼気して、万が一誰かとすれ違う時には正常着用し、可能な限り他人に近寄らな

い。ご近所さんと立ち話をする時は、お互いが風上、風下に位置しないように、立ち位置を

考え距離を取る。（風上であれば感染させる可能性、風下であれば感染する可能性がある） 

そして、様々な情報の中で注目したいのは、アジアや東欧

の国々の死亡率の低さは発酵食品の摂取の多さにあるので

は？ということと、長崎大学が 2月に発表した「5-ALA」と

いう物質が新型コロナウイルスを完璧に死滅させる、とい

う研究の存在。この物質は光合成細菌が生成したもので、下

記の表にあるように様々な食品に含まれているとのことで、

きちんとした発酵食品、ＥＭで育てた健康元気野菜を食べ、

早寝早起き、適度な運動で免疫力の高度維持に努め、ＥＭ―

ＷやＥＭ―１の希釈液の噴霧で善玉菌の空間を維持し、眼

球や鼻粘膜には通販生活で購入した超音波吸入器（4,000円

くらい）でＥＭ－ＸＧoldの噴霧と、水分補給時にはＥＭ－

ＸＧoldも摂取。これで、完璧なコロナ対応になると信じて、

今まで通り、薬やワクチンに頼らない人生を送っていくつ

もりです。 

 

国際有機農業映画祭オンライン上映会  2 月 19 日～23 日 

『水の支配者たち』『世界を変える』『大豆ビジネスの裏』『給食からの革命 』   

『遺伝子ドライブ 』『ミツバチに何起こったのか？』『幸福家族ーHappy Family 』 

解説を加えると 10 時間にもなろうかという、長さでした。 

世界の環境に対する問題、良質な取り組みなどが取り上げられていて、思考と行動との矛

盾も考えさせられました。大まかに内容を紹介します。 
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『水の支配者たち』 

人間が生きていくために無くてはならない水、この水を金融商品としてとらえ水の権利

を取得し、市場に上げることで売買を成立させている大資本の実態が描かれていました。こ

のシステムが先行しているカリフォルニアやオーストラリアなどでは、干ばつが続いた時

の水価格の高騰は、多くの小規模農家を廃業へと追い込んでいました。国策で輸出作物が奨

励されることで、それまで多品種作物で自給できていた農家の人たちがアーモンドやパー

ムヤシなどの単一作物栽培に切り替えたために、大量の水が必要となり、水価格の高騰を招

き、最後には土地を離れなければならないことになっていました。また、地下水にも限度が

あるため、荒廃地として捨てられていく農地の発生などを防ぐために、環境活動家までも

が、水の一括管理のために市場化を推進する側に回ってしまったということもあったよう

です。倫理観のしっかりとした経営者が管理するのであれば、問題は起きないのですが、現

実ではビジネスとしての金儲けの道具でしかなりえないようです。解説の中では、人の権利

として水を得られるのではなく、水は上から下へと流れる権利がある、と紹介されていまし

た。大きく考えれば、山から土砂と一緒にミネラルや微生物などを循環させることが地球と

しての権利だということでしょう。ダムで水をせき止めることも、本来してはいけないこと 

なのでしょうが、またぞろ、各地でダム建設の風が吹き始めています。東北の被災地の自然

を無視した防潮堤作りもその一環としか見えません。日本の国力が衰退している今、復興                

事業や放射能除染は莫大な借金を作り出していることを自覚し、また、コロナ対策で湯水の

ように使われている無駄な対策を考えた時、政治の劣化、官僚の無能さを強く感じます。 

 

『大豆ビジネスの裏』 

米国における中国人による養豚事業は工業的な集中管理の元、拡大を続け、それまでの個

人経営の養豚業者たちは廃業し、養豚工場の近隣の住民は悪臭問題に悩まされ、飼料として

大量に必要な大豆は、労働力の安いブラジルで単一作物として大量の農薬が使用され、今や

世界の農薬の 2 割はブラジルで使用されているとのこと。グローバル化がもたらす大きな

弊害を止める仕組みはまだできていない。 

 

『給食からの革命 』 

1998 年のＢＳＥ事件（狂牛病）をきっかけに、食の見直しを図ることを目指した、フラ

ンスの小都市での給食の素晴らしい実践を紹介していました。町営農場を立ち上げ 3 人の

農業従事者を雇用することで、1200 人分の子供たちの野菜食材を、4 年で 85％までの野菜

を賄うことができるようになり、子供たちも農場で野菜の成長に関わることが出来る、当

然、無農薬栽培ですから味も良く、食べ残しが減り、コストも削減できたのこと。野菜中心

の給食は味気ないと考えがちですが、ミシュランの星を獲得しているシェフが豆をうまく

活用したメニューを考えて、給食作りに従事する人たちへの指導まで行っている。そして、

その運動が輪を広げ、フランス国内でも、2018 年には 3％でしかない有機食材を 2023 年

までに 20％まで増やすという法律を成立させているとのこと。 
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『ミツバチに何が起こったのか？』 

メキシコの先住民族マヤの人たちの苦悩が描かれていました。伝統的な養蜂生産で生業

をたてていましたが、近隣の土地を購入したメソジストという宗教団体のグループの農薬

で蜂たちが死滅していき、最高裁で農薬の使用禁止を勝ち取りながらも、メソジストの農民

たちはそれに従わない。戦い続けるマヤの人たちは、沖縄の辺野古移設反対闘争を続ける沖

縄県民を思い起こさせました。何度も選挙で意思表示し続けることで、いつかその思いが実

現することになることを強く願います。 

 

その他の情報として、以下の情報もありました。 

＊建築基準法では、床下１ｍ以内は防腐措置を取ることが義務付けられているようですが、

ネオニコチノイド系の殺虫剤などが使用されるため健康被害を受けることもままあり、こ

の対策として、近年、ホウ酸処理で代替することが可能になっているとのこと。 

＊ブロイラーは 50 日で出荷されるまでに、様々な疾患で死んでいく様子が描かれたものも

ありました。養鶏業界の贈収賄が問われている昨今、食肉や鶏卵のための飼育であっても、

生育環境に対する配慮が必要であり、人間の口に入れば同じものではなく、生命としての敬

いが必要だということでしょう。そして、ほかの生命をいただくことで人間は生きていられ

ることもしっかりと学ぶべきです。そして、食べるものの健康度に大きく左右するものと感

じます。 

ネットでは、雌雄判別されて捨てられる雄ヒナの捨てられ方に悲鳴も上がっています。雄

は日本では大きな袋に放り投げられて圧死するのだそうです。欧州ではひと昔前は、圧搾機

で潰されていたようですが、最近は、二酸化炭素ガスによる処分法も取られていることを考

えると、日本の行政の価値観に疑問を持つべきでしょう。 

                              

ＥＭ農産物 くるるの杜 

北広島市にある「くるるの杜」では道内産の農産物が数多く販売

されています。当会の協賛企業の㈱K＆K さんの三笠市のＥＭ生ご

み発酵堆肥を使っている新篠津の大塚オーガニックファームさん

のサツマイモの干芋がずらりと並び、卵のコーナーでは阿部養鶏

場の「下川六○の卵」、大熊養鶏場の「かっぱの健卵」、伊達市の太

陽の園の「たまごの心」が販売されています。中でも大熊養鶏場の

「かっぱの健卵」のパッケージに

は「ＥＭ」が明記されています。 

また、無農薬農産品を扱う「まほろば」さんには伊達の

「たつかーむ」さんの卵が販売されています。どこかで見

かけたときには、ＥＭ生産者を応援するつもりで購入する

ことをお勧めします。 
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FFC（フーズフォーチルドレン）沖縄フォーラム 2021 の総括 

～安心、安全な学校給食の提供を目指して～ 

2021 年 6 月 26、27 日に＜FFC（フーズフォーチルドレン）沖縄フォーラム 2021＞

が催されました。 

このフォーラムを通して、子ども達の身心の健康にこれまで予想しなかった様々な問題

が発生していること、そしてその対策の基本は、オーガニックの食と自然の本質に接し

て理解し、日々の生活に取り入れることが重要だと勉強させてもらいました。 

 

発達障害などのトラブルを抱えた子どもは年々増加傾向にあります。 

このまま増え続けるとさらに医療費が増大し、今後、社会の大問題となるのではないで

しょうか。 
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https://www.foods4children.org/
https://www.foods4children.org/
https://www.ecopure.info/index.html
https://www.ecopure.info/rensai/index.html
https://www.ecopure.info/rensai/teruohiga/index_higa.html


この対策として、まず発達障害の対策、要するに『治す』という現実と、病気になら

ないためのすべを誰もが知るべき、ということになります。 

結論的には、自然の理に従う生き方が基本となります。 

船橋さん、吉田さん、玉城さんのお話しで、その件は良く分かったと思います。人間社

会は損得を基準にして、対決と競争を前提に勝ったものが正義という考えが人間の理と

して根強くあり、このひずみが病気や社会悪の構造的仕組みとなっています。 

このフォーラムを通して答えは既に出ていますが、社会の仕組みとして機能させるこ

とは容易なことではありません。 

そのためには、高い志と、その志が枯れないようにするための様々な知恵と技術と勇

気が必要です。今回お話しくださった方々の生き方は人生を豊かにする基であります。 

幸いなことに、2014 年から国連でも SDGs の動きが始まり、SDGs は今や国や国連

の義務となり始めています。 

基本的には、「健康になるための食」と病気にならない生き方からスタートせねばな

りません。 

すなわち、食を通じて子ども達の健康を作る積極的な取り組みと、食の生産現場を通し

て、環境や自然を積極的に守り、人々が安全、安心に暮らせる仕組みを一般化せねばな

りません。 

本フォーラムの趣旨である安心・安全な学校給食を提供する運動は、農薬や化学肥料

の様々な害が明らかになった 1960 年の『沈黙の春（レイチェル・カーソン著）』から

始まっています。 

この事実が社会的仕組みになるためには、SDGs 運動を徹底させることです。究極的に

は、安全、快適、低コスト、高品質、善循環的持続可能を実現する必要があります。そ

のためには、生命の最小機能単位の DNA や微生物に対する知識と応用を身につけ、生

きる意義を深掘りし、自然の理にかなった生き方を教養にすべきです。 

先ずは、発達障害の具体的解決策を自力で実現するため活動し、コロナ禍の厳しい状

況にもかかわらず、本フォーラムを成功させた前島さんの活動の科学的根拠から説明し

ます。 
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https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/statistics/index.html
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FFC や前島さんの活動は、現在の医学、法律の仕組みから外れているという誤解が

なきにしもあらずですが、既に情報量も技術も十分にあるというレベルに達しているた

め、モデルさえ出来ればこれを社会化することはそれほど困難ではありません。 

前島さんのチャレンジは長い体験に裏付けされた必然性を持っています。 

そのような人が様々な人の知恵や協力を得られるようになれば、ユニバーサルビレッジ

は必然的に実現するという仕組みになります。 
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同時に、株式会社 EM 研究機構、U ネット（NPO 法人 地球環境共生ネットワーク）、

（公財）自然農法国際研究開発センター、その他の人々の協力モデルにすれば、前島さ

んのいう国は豊かになるということを現実のものにすることが出来ます。 

行政も徐々にこのような活動に対し理解し始めていますので、SDGs を含め、FFC 活

動は社会全体の責務とすべきです。 

 

 

（理事長挨拶の続き） 

3 月 29 日、北広島市長訪問 

昨年のコンテナ火災の謝罪のために市役所へ出向き、市長さんと懇談しました。10 分ほ

どの予定のはずが、40 分以上にもなりましたが、ＥＭのことも話をすることが出来、良い

時間を過ごせました。散歩道としての跨道橋の快適さや 50 年前から残してきた土地がボー

ルパークに繋がったこと、緑の多さと広い道幅からくる静かな街並み、青年海外協力隊の経

験も話題に上り、西洋人と東洋人の本質的な違いなどについても話させてもらいました。 

                今年で発足 25 年になる北海道ＥＭ普及協会ですが、

2 年後にはＮＰＯ法人として 20 周年を迎えることから、無農薬農業の実践者であり食育活

動を展開している吉田俊道さんが出演している映画「いただきますパート２」の上映や講演

会に協賛頂きたい旨も話せました。 

帰り際に小学 1 年生の時に描いた大谷翔平選手の絵の複製を見せてもらいました。 

10 年以上前に東北の小学校との交流の中で、生徒の絵の交換があり、それを展示してい

たところ、ある市民が名前を見て「これはひょっとして・・・」と気づき、問い合わせをし

たところ大谷選手のものだと確認され、本人の許可を得て飾ってあるとのことでした。1 年

生とは思われぬほどしっかりとした描写で驚きました。ボールパークが 2023 年開業という

こともあり、大谷君が早く日本に戻ってきてくれないかと熱望していました。市長室を出る

まで自ら案内してくださり、エレベーターに乗り込むまで見送って下さる丁寧さに、政治家

らしからぬほのぼのとした優しさを感じました。 

火災という災厄、27 年間お世話になったビルの事務所の解体、思わぬ展開となった昨年

から今年にかけて、良い方向に弾みが付いてきたように感じていますが、「好事魔多し」の

言葉を忘れずに地に足を付けて進んでいきたいと思います。 

 

「ひかり工房」さんが道新で紹

介されていました。このコロナ禍

でも新店舗を展開して頑張って

います。 

 

 

                 

―13― 

https://www.emro.co.jp/
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EM と私〈 EM&ME 〉（その 46） ※近況報告 

                旭川 EcoM クラブ西神楽 顧問 高 野 雅 樹 

 

 今年の６月・７月は、どうしちゃったのでしょう？！「線状降水帯」という専門用語が、流

行語のように繰り返され、各地で、とんでもない被害をもたらしています。そして、連日の高

温！！ 

旭川では、７月８日から２５度以上の夏日が連続し、７月 13日以降は、ずっと３０度以上の真

夏日が続き、更に２５日まで続く予報です！そして、」その 間、

雨が降る気配が全くありません。こんな事は初めてです。旭川 郊外

と街の中では、７月初めに２度、どしゃ降りになりましたが、 私が

住んでいる地区（畑もある）では、その時にパラパラと、ちょ っと

地面が濡れる程度降っただけです。草地の草は、あちこちで枯 れ始

め、畑の土は、３０㎝掘っても砂漠のようにパサパサです。ち ょっ

と油断したら、ハクサイも写真のような有様。タマネギもこれ から

大きくなろうという時に枯れ始め、ジャガイモの一部も、復活 不可

能と思われるほどに枯れちゃいました。こんなことは初めてで す。

ＥＭの畑は、水はけも水持ちも良いはずなのに・・・。ちょっ と過

信してしまったようです。どこまで元気を取り戻せるかわかりませんが、これから１週間も、

雨の予報がないので、せっせと水を運んで（これが、けっこう大変なんです。一度に１２０ﾘｯﾄ

ﾙしか車に積めないので、何度も往復しなければなりません）頑張ってみます。 

 さて、今年のうちの果樹たちですが、昨年はカビで ほ

ぼ全滅したサクランボは、普通に（例年のように枝じ ゅ

う実だらけではなく）よい収穫でした。６月１２日か ら

少しずつ取り始めて、７月１５日 ま

で毎日収穫しました。最後の数日

で、まだ枝に残っている実がカビはじめましたが、札幌と東京に

住んでいる娘や息子たち家族、ご近所、知り合い、友人達にも、

サトウニシキとスイモンの両方をしっかり味わってもらうことが

できました。みんなが「おいしい！！」と、大喜びしてくれる

程、わたしのＥＭサク ラ

ンボは、ほんとうに

“おいしいサクラン

ボ”なんです！ 我が 家

も 1ヶ月間、毎日の食 後

のデザートは、かわい い

サクランボでした。保存用に、ジャムや、ストロー で

種をポン！と取り出し、砂糖を少しまぶして冷凍するホイールチェリーもしっかり作りまし

た。２本の木合わせて４０㎏ぐらいは収穫できたと思います。        ―14― 



  

リンゴは、今年は細川理事長に紹介していただいた二重の袋を、そして、サイズも陸奥や世界

一用の大きいものをネットで取り寄せ、あまり欲張らずに 2本とも１７０個ほど袋をかけまし

た。経過観察用に、袋をかけずに放置したままの実に、２～３日前からプチプチと幼虫の侵入

痕が出てきました。やっぱり虫は来るんですね・・・。でも、その実を全部摘み取って燃やせ

るゴミに出してしまえば、大量の幼虫を処分できることにもなります。１０月まで、何とか無

事に育ってほしいものです。袋は、９月末か１０月初めに、先に表側の青い方を切れ目に沿っ

て破き、内側の底の開いた黒い袋の状態 で

４

～

５

日

置

い

て、実を日光に慣らし、その上で袋を取 り

除き、色付きを待ちます。楽しみです！ ブ

ドウは変わらず順調です。ベリー類も(ストローベリー、ラズベリー、ブルーベリー、ハスカップ)満足できる出

来映えでした。 

  

 小学校の教材園のＥＭ栽培は、どの学年の作物も良く育ち順調です。コロナの関係で、今年

もＥＭ学習、ボカシづくり、給食残渣のＥＭ発酵肥料づくり、教材園の秋処理の全てが、子ど

も達と共にすることができません。先日、教頭と、教頭が連れてきた助っ人の方が加わり、昨

年、教頭が自費で用意してくれたコンクリートミキサーをフル回転させて、２４０㎏の米糠を

仕込みました。袋詰め、空気抜き、保温収納、後始末は、暗くなってから私一人でやりまし

た。（一日で、２㎏体重が落ちました。） 

 何はともあれ、“コロナ”が早く収まってくれるといいですね。私は、“感染しない、させな

い”ように、今後も気をつけていこうと思っています。（オリンピックが心配です。） 
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 増え続ける５Ｇ基地局と反対運動 

                        環境ジャーナリスト 

                    いのち環境ネットワーク代表 

                         加藤やすこ 

 

 ＮＴＴドコモは 2020年 3月から第５世代移動通信システム（５Ｇ）の運用を開始し、全

国で基地局の整備を進めてきました。2021年 6月 28日には、５Ｇ基地局が 1万局を超えた

と発表しています。2022年 3月末までに５Ｇ基地局を 2万局まで増やし、人口カバー率 55％

を達成する見込みです。 

携帯電話事業者は、５Ｇサービスエリアを自社ホームページで公開しています。ＮＴＴド

コモは札幌市中心部をはじめ、主要な地下鉄駅周辺で５Ｇを運用し、周波数 28GHz のミリ

波も 10か所で運用しています（図）。 

 

図 黄色は４Ｇ、ピンクは５Ｇ、緑色の「ｍ」はミリ波基地局。 

出典：ＮＴＴドコモ５Ｇサービスエリアマップ 

 

現在、携帯電話各社は、エリアの拡大を競って、基地局を増設しています。新規参入した

ばかりの楽天モバイルは４Ｇ基地局の設置を急いでおり、全国各地から多くの相談が寄せ

られています。住宅地の駐車場やマンション屋上などに設置を計画することが多いようで

すが、一度、基地局が設置されると、いつ４Ｇから５Ｇに変更されるかわかりません。 

 楽天以外の相談が少ないのは、すでにある４Ｇ基地局に５Ｇアンテナを設置しているか

らでしょう。基地局を新設する必要がないので、住民が気づかないうちに変更されていると

考えられます。 
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マンションでの反対運動 

 大阪府の分譲マンションでは、昨年 12月に楽天モバイルの説明会が開かれ、屋上に基地

局を設置する計画が知らされました。2月の臨時総会で設置するかどうかを決めることにな

りましたが、基地局から発生する電磁波のリスクを懸念した区分所有者は、基地局を設置す

るリスクや過去に起きた健康被害、建物へのダメージについてまとめた資料を作って全戸

に配布しました。 

マンションの場合、区分所有者の 4 分の 3 以上が賛成しないと可決できません。そこで 4

分の 1が反対することを目指して働きかけたそうです。配布した資料には、「臨時総会での

議決を延期してほしい」「アンテナ設置に反対します」という文章をつけ、ここにチェック

をつけて戻してほしいとお願いした、といいます。その結果、4分の 1を超える反対を集め、

計画を阻止することができました。 

 

住宅地でも阻止に成功 

 関西の住宅地に住む山口さんは、回覧板で基地局が設置されることを知りました。「この

まま押印して、回覧板を回すことはできない」と考え、ホームページで情報を調べました。

町内会長に相談し、電磁波のリスクについて自分でまとめた資料を回覧板に添えて、住民が

閲覧できるようにしました。 

 町内会長は「地権者と事業者の契約で、自治会がどうこういう問題ではない」という意見

でしたが、最後に「反対が多いようであれば…」とつぶやいたそうです。その呟きが印象に

残ったので、山口さんは友人と相談し、署名を集めることにしました。 

 いのち環境ネットワークのホームページでは、基地局反対運動について、早めに反対の意

思を事業者に伝えるようアドバイスしています。署名を集めている間に、設置されないよう

にするためです。 

 山口さんは、早速、楽天モバイルの下請業者に電話し、設置してほしくないので署名運動

をすることを伝えました。すると、反対があれば建ちません、お客様あってのことなので、

署名活動は止めてほしい、と言われたそうです。そこで、「建たないことを文書で町内会長

に送って欲しい」と告げて電話を切りました。 

 その五日後、楽天モバイルの担当者から山口さんに電話があり、のんきな様子で「あなた

のご意見を伺います」と言われました。健康被害のリスクや日本の規制がゆるいことなどを

理論整然と伝えたそうです。 

 「中止するということだったので五日間のロスがあるが、すぐに署名集めを再開する。私

一人ではなく、町内会有志である」と言うと、「対応を相談して連絡する」と返されました。 

 どのくらい待たされるのだろうと思っていたら、ほどなく、電話が入り「設置を中止しま

す」というので、改めて文書で送付するように依頼しました。翌日には文書で設置計画を中

止する旨、通知がきたので、会長に届けたそうです。このように基地局が建つ前に、中止さ

せた例はたくさんあります。 

                                   ―17― 



 

    情報交換会の予定（第 2 土曜日）13 時～15 時 担当 細川   

会場 上野幌会館  札幌市厚別区厚別南 5 丁目 22－19 

8 月 21 日  ミニトマトの糖度測定 来年に向けての秋処理          

9 月 11 日 腸の働きと仕組み、SIBO（小腸内最近増殖症）とは 

      リーキーガット（漏れる腸）とは、改善食事療法 

             講師 FFC 北海道代表 宮澤美己子さん  

 10 月  9 日 「連作でよく育つ野菜作り」を考える 

 11 月 13 日 自家製野菜写真のお披露目会 

      写真コンテストではありませんが、今年の菜園の 

出来具合をみんなで、スクリーンで鑑賞しましょう。 

 ・メール添付で送れる方は下記のアドレスへ送って下さい。 

      Mail: e.m.eco.yoshi@kfd.biglobe.ne.jp 

  ・写真の方は、10 月の情報交換会までに渡してくれるか、北広島へ 

郵送してもらえれば、スキャンしてパソコンに取り込みます。 

           緊急問い合わせ先 細川携帯 090-1644-3032 

 12 月 11 日 今年を振り返る 種子法について考える 

7 月 10 日、久し振りの開催でしたが、21 名の参加がありました。 

ＥＭ研究所の「おしえて今村さん」のコーナーを画面に映し出して、ボカシが根張りを

良くする有機酸を含んでいること、茶色が濃いものほど有機酸成分が多く生成されている

こと、ＥＭ７に含まれている微量ミネラル成分が作物の体つくりに有効であること、ＥＭ

―１、ＥＭＷの消臭効果、殺菌効果が高いこと、光合成細菌の土壌中の有機酸分解とメタ

ンガス抑制などについて学びました。 

また、会員さんからはとぎ汁と活性液をじゃばじゃば撒いていると葉物の虫害が無く、

大きくなっても筋っぽくなくて柔らかく美味しい、カモミールとタマネギを隣り合わせで

植えたら、タマネギの生育が非常に良い、などの声がありました。 

●ＥＭＷでつくる自分だけのオリジナル消臭液のレシピは次の通りです。 

＜準備するもの＞ 

•EMW 20ml(キャップ 4 杯） •ホワイトリカー 20ml(キャップ 4 杯） 

•水 160ml •アロマオイル 数滴（ラベンダーやグレープフルーツなど、お好みで） 

•スプレーボトル 200ml 容器 •計量カップ 

＜作り方＞ 

★ 混ぜる順番を変えると、アロマオイルが分離してしまうので、ご注意ください  

★スプレーボトルにホワイトリカー（20ml）を入れてから、アロマオイルを２～３滴垂

らし、よく混ぜる。 

ホワイトリカーにアロマオイルを混ぜたスプレーボトルに、EMW（20ml）を混ぜる。 

最後に、水（160ml）を追加して、良く振り混ぜて完成。 

※香りが強い時は、EMW を半分にしてオイルを少なめにして下さい。 
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