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2 月 7 日の道新に５Ｇに関する記事が出ていました。毎号、情報誌に寄稿して

くれている加藤やす子さんの情報で皆さんご存じのように、自分は大丈夫と

対岸の火事の意識でいても、いつ自分やお子さんお孫さんが過敏になるかも

しれません。日常的に洗剤や化粧品、インクなどの化学物質や、スマホ、レン

ジ、電車、車などから発せられる電磁波などの有害なものから身を守る意識を

持ちましょう。そして、携帯基地局の鉄塔などにも十分な注意を払いましょう。 

 

 

 



理事長挨拶                              細川義治 

皆さまお元気でお過ごしでしょうか。この原稿を書いている時点（2 月 28 日）では、札

幌市もかなり感染の広がりを抑え込むことができているようです。昨年から続く自粛ムー

ドで大きな痛手を受けている飲食店や旅館業、合わせて農業、漁業の方たちへの手厚い補償

がなされるよう祈るばかりです。 

さて、事務所移転の手続きもほぼ終えて、新しい体制で事務作業から情報誌の作成、発送

までを北広島で行うことになりましたが、今回の情報誌からパソコンで宛名の印刷を行い

ました。そのことで、今まで気づかずにいたこと、会員さんが全道に広く住まわれているこ

とを改めて知ることになりました。25 年前の普及協会の立ち上げから 10 年ほどは、亡く

なられた萩原理事が全道に隈なく出向いて、ＥＭ普及に全力を尽くしておられました。その

成果が、今の全道にお住いの会員さんたちなのだと痛感しました。 

逆に言えば、この最近の 10 年は、ほとんどが札幌在住の会員さんとの交流が主体となっ

ていたことを反省し、今年からの新体制への転換により、赤字続きであった予算編成も、事

務所の引越、撤去費用がかかる今年度を最後に、来年度からはその心配をせずに何とか黒字

体制にもっていけるので、出向くことにためらわずに、活動を広めたいと考えています。 

情報誌も、少しずつ変化させていきたいと思っていますので、お楽しみにお待ち下さい。

※下の記事は 2月 2日に同心に掲載されたものです。毎年のＥＭ団子と活性液の投入も、

一役貢献していると考えると、今年もやらなければと感じます。 

 



株式会社 EM 研究機構(沖縄県北中城村)が「地域再生推進法人」の認定を受

けました。                       2020.12.28 

 
沖縄県北中城村(比嘉孝則村長)は、この度、村が計画している「農を活かした健康・福

祉の里づくりに向けた第一段階整備事業者として、株式会社 EM 研究機構(北中城村)を選

定しました。 

 また、地域再生計画を取りまとめ、内閣府から認定を受けた事業者として EM 研究機構

に対し「地域再生推進法人」の認定を行いました。地域再生推進法人の認定は”沖縄県内

では初”となり、民間企業が認定を受けるのは全国でも 7 例目となります。 

 

新型コロナウイルス関連情報 

「納豆と赤ワインに含まれているアミノ酸が、コロナウイルスの増殖を 100％抑える。」 

微生物の力は素晴らしいですね。ワクチンの「副反応」を心配しなくてもよい特効薬として

期待します。                      NBC 長崎放送 

『長崎大学はサプリメントとして市販されている「ある物質」が新型コロナウイルスの増

殖を１００％阻害するとの研究結果を発表しました。 ８日夜、国際誌に掲載された論文で

す。タイトルは「『５ーアミノレブリン酸』が新型コロナウイルス感染を阻害する。」５ーア

ミノレブリン酸とは通称「５（ファイブ）－ＡＬＡ（アラ）」と呼ばれている天然のアミノ

酸です。長崎大学の北潔教授の研究チームは、試験管内で一定量以上の「５－ＡＬＡ」を投

与するとウイルスの増殖が完全に抑制されることを確認したと発表しました。 （長崎大学・

北潔教授） 「おそらく効くだろうとは思ってましたけど、ある一定濃度以上では本当に１

００％増殖を阻害する。これだけきれいなデータが出るのは驚き」 「５－ＡＬＡ」は赤ワ

インや納豆などの発酵食品に多く含まれ、体の中でも日々作られています。代謝を上げるこ

とからサプリメントとしても市販されており、既に安全性が確認されています。研究では

「５－ＡＬＡ」が新型コロナウイルスの増殖を抑制する「治療効果」のほか、感染を阻害す

る「予防」にも有効である可能性が示されたとしています。 （長崎大学・北潔教授） 「こ

れをもう見つけたからには、（広めることが）我々の義務だろう」 今月４日からは長崎市で

人への臨床試験も始まっていて、早ければ来月末にも新型コロナ患者の治療に活用される

可能性が出てきています。』     －２－ 



令和 3 年度 定期総会 議事録 特定非営利活動法人 北海道 EM 普及協会 

開催日時：令和 3 年 2 月 28 日 11 時 30 分～12 時 00 分 

開催場所：上野幌会館 札幌市厚別区厚別南 5 丁目 22－19 

  1．司会者挨拶：司会（本間弘二）の挨拶があり、令和 3 年度社員総会が開催された。 

2．出席者数報告、総会設立宣言 

  本間弘二氏より、当協会正会員 72 名、本日の出席者 10 名、委任状ハガキによる委任

会員 49 名の合計 59 名は出席率 82％で、当協会定款第 21 条により半数を超えていること

により、令和 3 年度定期総会は成立する旨を宣言した。 

  3．理事長挨拶  新型コロナウイルスの影響で、定期総会も理事、監事、職員のみの

開催となり、情報交換会も換気などの対策が取れないために、やむなく中止としているが、

暖かくなれば、開催も可能と考えている。  

  4．議長選出：本間弘二氏が選出された。 

  5．書記委嘱：萩原よね子、竹下容子の両氏が委嘱された。 

  6．議事録署名人：細川義治、本間弘二の両氏が選出された。 

【議事次第】 

1．第 1 号議案  令和 2.年度事業報告及び決算について・・・・・・・・・別紙 

   ・令和 2 年度事業報告及び決算について、細川理事長より別紙に基づき報告された。 

     昨年の総会時には予想されていなかったコロナ禍と、正に青天の霹靂と言える

ビルの取り壊しという問題で大転換を余儀なくされたが、予算的に当会の存続が危ぶまれ

ていたことを考えると、良いカンフル剤と受け止めて、これらを、新たなスタートを切る良

いきっかけとしたい。 

2．監査報告 

  ・小栗尚之監事と本間弘二監事の 2 名により 2 月 22 日監査を行った。 

    監事を代表して小栗尚之監事より、監査につき各帳簿、銀行通帳、伝票類を精査の

結果、適正に処理されていることを確認した旨を報告された。 

※議長より、1 号議案について諮ったところ、拍手をもって承認された。 

3．第 2 号議案 令和 3 年度事業計画及び予算について・・・・・・・・別紙 

   細川理事長より各項目について説明された。 

    新年度の予算は、事務所の撤去費用などがかかり赤字となるが、来年度からは黒字

が見込まれるので、新たな活動に向けて進み始めたい。 

事務所が移転したことで、交流の場が少なくなるので、可能な限り情報交換会を開催して、

会員同士の交流を図りたい。  

※議長より、第 2 号議案について諮ったところ、拍手をもって承認された。 

 閉会   以上を持って議案を全て終了したので、当会は特定非営利活動促進法第 2 条

第 2 項第 2 号及び同法第 12 条第 1 項第 3 号に該当することを確認し、12.時 00 分、議長

は閉会を宣言し、総会は滞りなく終了したことを告げた。 
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                －５－ 

第2号議案 令和3年度事業計画及び予算書
             　　 ＮＰＯ法人　北海道ＥＭ普及協会

事　業

1、定例情報交換会の内容の充実・毎月第２土曜日　13：00〜15：00(１,2月を除く)

　　　家庭菜園と健康関連情報の発信

　　　　　　　            　　　　　　　       全国のＥＭ情報と健康、環境に関する情報を発信

4、ＥＭ農産物等の普及　

5、環境浄化　池の浄化　しのつ湖（ＥＭ団子、活性液の投入）

6、ＥＭ自家製堆肥を使った家庭菜園講座の講師　　

札幌市15回、江別市1回予定

　　　収　入　の　部 　　　支　出　の　部

　科　　　　目 　　 　予　　　　　算 　科　　　　目 　　 　予　　　　　算

　給料手当

　正　会　員 　通　信　費

　教育研修費

　準　会　員 　荷造運賃費

　旅費交通費

　賛助会員 　広告宣伝費

　会　議　費

　事務用品費

　寄　付　金 　諸　会　費

　支払手数料

　材料費

　雑　　　　費

　雑　収　入 　租税公課

　　認証料 712,840 　地代家賃

　減価償却費　

事業委託費 240,000 　謝礼金

　法人税等

　法定福利費 3,000

　リ　ー　ス　料 30,000

　外注費

　消耗品費 44,000

　水道光熱費

　引当金 　繰越金

　合　　　　　計 　合　　　　　計

2、第11回　野菜・花のコンテスト

3、ＥＭ情報誌の発行  年3回

　　予　算　書
令和3年2月28日
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第157回 素人にもできる自給自足への楽しい農業  
 

English 
EM 研究機構英語サイト 

 

 

素人にもできる自給自足への楽しい農業 

先行きが見えない新型コロナウイルス対策は、EM生活を徹底し、免疫力を高め、環境中の EMの密度

を高めることに尽きますが、これからの社会情勢に対処するためには、自給自足で病気にならない生き方

と、SDGs の精神を徹底させることに尽きます。 

改めて述べるまでもなく、SDGs を徹底し、理想的

なものにするためには、EM は不可欠なものであり、

EM を使い続けることが健康や環境問題の本質的

な解決に直結するものです。すなわち、EM を使い

続けること自体が SDGs の推進と社会貢献である

という原点を再確認すべきです。 

昨年12月後半に、素人にも出来る自給自足に関

するうれしい便りと素晴らしい黒豆をいただきました。

以前に本誌で紹介した（第 147 回 2020 年 2 月掲載参照）安納芋の中道さんのグループからで

す。農業を全く知らない素人でも楽しく出来る貴重な情報源ですので、公開します。 

令和 2年 12月 18日 

 

 

                             －６－ 

 

https://emrojapan.com/living/
https://www.ecopure.info/rensai/teruohiga/yumeniikiru147.html
https://www.ecopure.info/index.html
https://www.ecopure.info/rensai/index.html
https://www.ecopure.info/rensai/teruohiga/index_higa.html


比嘉照夫先生 

拝啓 師走の候 

EM さんには、いつもお世話になっており、ありがとうございま

す。 

私達、EM コスモスで 2 年前の秋から竹炭を作るべく、竹藪

の開墾を始めました。 

翌年春になって、この竹藪に南瓜や西瓜、夏野菜を植え始

めました。 

EM 研究機構さんからいろいろアドバイスをしていただきなが

ら、塩と炭と活性液で…時には EMⅡ型ボカシを入れたりし

ました。 

結界も作りました。 

収獲は上々でした。 

植えようとする所から、竹の根を掘り起こしながらの植付けで

す。 

最初 8 人での開墾でしたが、都合で今は 4 人で週 1 回の

作業をしています。 

秋になり、玉ネギ、にんにくを植え、2 度目の春には多種の

夏野菜です。 

特に、トマトは優秀で霜が下りるまで沢山実をつけていまし

た。 

又、はやと瓜は台風が来なかったため多くの実をつけ、畑に

行く度の収獲でびっくりする位、多収獲しました。 

丹波の黒豆は、竹で虫除けドームを作り、その中で育てまし

た。 

皆で知恵を出し合いながらの作業は楽しく、また出来た作物

の土産も嬉しい事です。 

比嘉教授にEMさんで、たいへんお世話になっていますので、

感謝の気持ちとして、ここに黒豆を送らせていただきます。 

御笑味していただけたら嬉しく思います。 

EM さんの増々の発展を、心よりお祈り申し上げます。 

かしこ 

千葉県茂原市 

鎗田ナヲ子、大野保代、栗原薫、中道好子 

                             －７－ 

 

 

 



 

▲2018 年秋 開墾始まる   

 
 

▲2019 年春 初めての野菜植え付け。 

  休憩場もあります 

 

▲2020年の畑の様子 

                                

－８－  
 



                              

 

▲はやと瓜 2 株   

 

 

▲2020 年 11 月のトマト 

    

▲収穫した豆                    －９－       

 



 

▲2020 年 12 月 12 日 年最後の収穫   

 

▲黒豆の栽培 虫よけのトンネル   

 
 

 

 

 

(2021年 1月 22日) 
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山口ファーム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               －11－ 



 

 

 

 

              ―12－  



 

 

 

 

ISHIDUKA WORLD 
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 ＧＩＧＡスクールと子どもの健康 

                        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 

 

 文部科学省は、全ての小中学生にタブレット型パソコンを支給し、高速大容量の通信ネッ

トワークを学校に整備する「ＧＩＧＡスクール構想」を進めています。小学校、中学校、高

校でのデジタル教科書の導入率は、昨年度末でわずか 8.2％でしたが、今年度末までに一人

一台パソコンを支給し、4月からは一部の学校でデジタル教科書を配布して実証実験も行う

予定です。 

 

子どもの目や姿勢への悪影響 

文部科学省はガイドブ

ックを発行し、子どもの

視力低下やドライアイ、

姿勢の悪化などに留意

するよう求めています。 

 教室は窓が大きく日

光がたくさん入るよう

に作られていますが、晴

れた日の教室は、電子黒

板やタブレットを使う

には明るすぎることが

多いのです。電子黒板の

映り込みを防止するた

めに照明を消すと、子ど

もたちの瞳孔が開いて

目が疲れやすくなりま

すから、遮光カーテンや

反射防止対策がされた

照明を利用すること、な

どを指示しています（図

１）。 

 

 

 

 

                －16－ 

 

文科省が示した教室での留意事項 

出典：文部科学省『児童生徒の健康に留意して ICT を活用する

ためのガイドブック』 



また、教科書やノートの他にタブレット

も机に置かなくてはいけないので、今まで

よりも広い机が必要になります。タブレッ

トパソコンを机に置くと、どうしても前屈

みになりますから、姿勢が悪くならないよ

うに、角度をつけて設置できるパソコン・

スタンドも必要です（図 2）。 

 

子どもの健康を守る対策は、学校に一任 

 

しかし、札幌市を含むほとんどの自治体

が、これらの対策に全く手をつけていませ

ん。タブレット型パソコンの購入や、通信インフラの整備には国の補助金がつきますが、こ

れらの教室内の照明や机、パソコン・スタンドには予算がつかず、学校に一任されていま

す。しかし、これらの備品を購入するには予算が必要で、学校の工夫だけで、どうにかでき

るものではないでしょう。文科省がガイドブックを出したところで、子どもの健康を守る対

策は、結局、実施されないのではないでしょうか。 

 一方、東京都新宿区では、よだかれん区議が子どもたちへの健康影響について質問したこ

とがきっかけで、タブレット型パソコンのスクリーンに、ブルーライトカットシートを貼る

ことが決まり、予算もつきました。 

 ブルーライトは、目の疲労につながるほか、睡眠や免疫に関わるホルモン「メラトニン」

の分泌を抑制します。どうしても学習用パソコンを使って授業をするというなら、子どもた

ちをブルーライトから守るために、全てのパソコンにブルーライト・カットシートを貼るべ

きです。 

 また、文科省は 3 種類のタブレット型パソコンを推奨していますが、インターネットに

接続する際は、無線でしか接続できない仕様になっています。無線回線で接続すれば、電磁

波への被曝量が増加しますから、電磁波過敏症の子どもたちは学校で授業を受けられなく

なる可能性があります。 

 電磁波に敏感な子どもの保護者が、「自宅学習の際に、ＵＳＢ接続の有線ＬＡＮアダプタ

ーを使いたい」と自治体の窓口に相談すると、「ＵＳＢは使えない設定になっているが、（そ

の子が使えるよう）個別に設定を変更する」と言われたそうです。 

すべての子どもの健康を守るために、心身への負担の少ない、安全な学校環境にするべき

ですし、それには予算が必要です。 
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図 2 パソコンスタンドと姿勢 

出典：文部科学省『児童生徒の健康に留意して

ICTを活用するためのガイドブック』 



 

情報交換会の予定（第 2 土曜日）13 時～15 時 担当 細川 

 4 月 10 日  プランター栽培         会場 上野幌会館 

5 月 8 日 ＥＭ活性液作りと活用の仕方  

 6 月 12 日 定植からの堆肥管理 

 7 月 10 日 2 作目のための土作り  

厚別東の事務所は閉鎖しましたので、4 月 10 日以降の情報交換会は、 

下記会館にて行います。 

緊急問い合わせ先 細川携帯 090-1644-3032 

上野幌会館 札幌市厚別区厚別南 5 丁目 22－19 

 
  札幌から国道 274 号線を三川へ向かい、左手のマックスバリューの隣 

（２００ｍ前方右手に雪印種苗、５００ｍ前方右にＪＲ上野幌駅） 

 

これは何の花でしょうか？ 

 

にんにくと同じような育て方をします。 

・8 月中旬までに堆肥を入れて畝作り 

・9 月に入ってから定植 

・葉の分岐部分までこまめに土寄せ 

・1 年掘りと 2 年掘りができます 

 

撮影 永井由美子会員 
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