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令和３年第 1 回講演会
５月１４日に比嘉照夫理事長、田中佳先生(医師)による U-net 会員限定講演会がオンラインで
開催されました。医師の田中先生には「感染症と免疫」についてご講演頂き、比嘉理事長には世
界各国が取り組んでいる「SDGs（持続可能な開発目標）と EM 活動」についてご講演頂きました。

田中佳医師「感染症と免疫」
新型コロナの影響で私たちの生活は大きな変化を強いら
れる状態となっています。ウイルスが体の中に入るとどうなり
ますか？新型コロナウイルスは私たちの細胞にある ACE-2
受容体という鍵穴に合う鍵を持っています。鍵を使って細胞
内に侵入してきたウイルスは細胞の中で自社工場を建設し
てしまいます。自社工場を建設すると、細胞の中でコピーを
作るシステムを利用して自分のコピーを大量に作り、細胞の
外に放出して増えていってしまいます。また、この新型コロナウイルスはキラーＴ細胞に発見されにくいとい
う特性を持っているため、潜伏期間が長く、感染から発症までの期間が長い人もいる事は皆さんもご存じか
と思います。では、どんな感染対策ができますか？手を洗う、マスクをする、密を避ける、いろいろな方法が
ありますが、心構えとしてはウイルスを正しく恐れる必要があります。感染拡大を完璧に防ぐ方法がないと
したら自分の免疫力のバランスを正常に保つ必要があります。どんなものを食べていますか？、どんな睡
眠をとっていますか？、どんな運動をしていますか？、ストレスを抱えていませんか？これらの生活の基礎
ができていれば、むやみに恐れる事はありません。

比嘉照夫理事長「SDGs と EM 活動」
改めて述べるまでもなく EM 活動の基本は「安全で快適」、
「低コストで高品質」、「善循環で持続可能」を自己責任と社
会貢献認識を持って成功するまで続けることに要約されま
す。EM 活動はこれまで東京湾の浄化、福島の居住地域の
放射能問題の解決はもとより、生ごみのリサイクルやごみの
高付加価値化など社会の公器的機能を果たすようになって
きました。
今や世界は、地球温暖化対策と SDGs を中心に回り始めていますが、17 のゴール、169 のターゲットか
ら構成された「誰一人おきざりにしない」ゴールの実現に向けて EM を活用するとすぐに目標が達成する事
が可能となっています。つまり 2011 年、東日本大震災に対する EM 活用の手引書として出版した「シントロ
ピー【蘇生】の法則」の中でも述べていますが、SDGs の究極である「幸福度の高い国づくりにむけて」と「農
業、環境、水産業と健康」について現実的な対応ができるのは EM という事です。
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★第 1 回比嘉理事長講演会ダイジェスト版の動画視聴のご案内(会員限定)
５月１４日の比嘉理事長、田中先生のご講演の様子をまとめたダイジェスト版の動画を、配信
期間中であれば、お好きな時間に視聴できる様に準備します。
＜配信期間＞

６月２６日(土)の朝９時〜翌日６月２７日(日)の夜９時まで

インターネットに繋がるパソコンやスマホをお持ちであれば、事務局からメールで送る URL から
Google Drive に接続し視聴できますので、視聴をご希望される会員の方は６月２５日の午後３時ま
でに事務局にメール(info@unet.or.jp)でご連絡ください。

🌷🌷会員の皆さんからの EM 花壇情報🌷🌷
前号で EM 花壇情報を募集したところ、早速、会員の皆さんから写真とお便りが届きましたので、
抜粋、要約してご紹介させて頂きます。
比嘉先生の「地球を救う大変革」を読んで感動し、自分で 30 坪の土地
を買って夢中で EM を使って野菜作りを始めました。
マイガーデンは通学路の脇にあり大勢の人が見て通ります。「トウモロ
コシに虫がつかないね」とかお褒めの言葉をいただきうれしい限りです
が、何より安全な野菜を家族に食べさせ、周りにも配ることが出来、85
歳を過ぎた現在も元気に鍬を振り上げております。そして、季節の花を
寄せ植えにして無償で公民館の玄関やお寺の入り口に飾って頂いていま
す。
寄せ植えの花も、畑の野菜達も米のとぎ汁 EM 活性液で元気いっぱい、
台所の残渣でつくった堆肥で色香りもあざやか生き生きしています。
岐阜県 内山説子

花の寄せ植え

３つの花が咲いた
今年のアマリリス

昨年のアマリリス

シャクヤク

ツリガネソウ

自宅の東西南北にプランターを置いて EM で花や野菜を育てています。４年前くらい前から家
と土地を整流結界しています。写真のアマリリスは 10 年前以上に父親が買ってきたもので、株
分けして３年前から EM ボカシに加えて海水 EM 活性液を使って栽培しています。昨年は 1 本
に２つの花が咲き、今年は 1 本に３つの花が咲きました。日が当たらない場所にあるシャクヤ
クも綺麗に咲くようになりました。

三重県 小川敦司
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U-net 令和３年 第２回 比嘉照夫理事⾧ 講演会のお知らせ
開催日時 令和３年７月２日（金）14:00〜16:20pm 【Zoom 開催】
今回は、初めての試みとして、比嘉先生に農場（青空宮殿）
の現場に来て頂いて、ライブ中継しながら、現在の農場の様
子をご説明して頂きます。
参加者は、沖縄に行った気分になりながら、比嘉先生によ
る EM バナナ栽培のお話や農場での最新 EM 技術の活用に
ついてのお話を聴くことができます。(雨天の場合は内容が変
更となります。)
沖縄との中継の前には、U-net 事務局長代行をして頂いて
いる新谷さんに、最近の世界の EM 関連研究論文の中から興
味深い研究成果をわかりやすく解説して頂きます。
講演会の概要、プログラム、参加方法については以下をご
参照ください。

青空宮殿

【概要】
開催日：２０２１年７月２日（金）14:00〜16:00pm
参加方法：Zoom（オンライン）
対象：U-net 会員の方
参加費：無料 (グループ会員、法人会員の方は 3 名まで参加費無料です。)
【開催プログラム】
1350-1400pm ご案内
1400-1450pm 「世界の EM 関連論文の紹介」 新谷正樹氏
1500-1550pm 「現在の青空宮殿」(ライブ中継) 比嘉照夫 理事長
1550-1600pm 質疑応答
本講演会への参加を希望される方は令和３年６月３０日（水）までに、メールまたは FAX にて
U-net 事務局までご連絡下さい。
E メール：info@unet.or.jp FAX: 03-6450-1195
※スマートフォンやパソコンからの ZOOM での参加方法がわらずお困りの方へ
事務局ボランティアスタッフ(齋藤、國廣)がサポートしますので、事務局にご連絡ください。

【事務所移転のお知らせ】
当会の事務所は下記の住所に移転しました。
新住所 〒１０５－００１３ 東京都港区浜松町２－７－１８ 第１小森ビル６階
電話番号 ０３－６４５０－１１９４ 新しい電話番号です。
FAX 番号 ０３－６４５０－１１９５ 新しい FAX 番号です。
上記の新事務所での業務開始は令和３年６月７日(月)となります。
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事務局からのお知らせ
ご存知ですか？ 寄付金控除
U-net は「認定 NPO 法人」のため、U-net に対するご寄付は「寄付金控除」の対象となります。
■個人からのご寄付の場合
◎個人所得税の寄附金控除について
個人が各年支出した認定 NPO 法人に対する寄付金で、その寄付額が 2,000 円を越える場合には、確定
申告をすることで、寄付金控除（所得控除）または寄付金特別控除（税額控除）のいずれかが選択出来ます。
控除対象となる寄付金額は、その年の総所得金額等の 40％が上限となります。
※個人確定申告で寄附金控除を受ける方へ
U-net へのご寄付は、東京都知事が認定する認定 NPO 法人への寄付となります。
■法人からのご寄付の場合
法人税の算定において、認定 NPO 法人等に対する寄付金は、特定公益増進法人に対する寄付金と同様
に取り扱われ、一般の寄付金とは別枠で寄付金の額の合計額と特別損金算入限度額とのいずれか少ない
金額の範囲内で損金に算入されます。
※詳細については、所轄税務署にお問い合わせください。

🌷🌷 あなたの EM 花壇情報や EM 野菜情報をお知らせください 🍅🥬
EM を活用して育てたお花や野菜の情報を集めています。ご自宅の庭の花壇やプランターで育てた美しい花
や珍しい花、家庭菜園や畑で採れたご自慢の野菜、限界突破？の野菜の写真がありましたら簡単な説明文
を付けて事務局にお送りください。

U-net のグループ会員の方、法人会員の方 活動情報を発信しませんか？
グループ会員の方、法人会員の方で U-net 会員の皆さんにお伝えしたいお知らせや活動情報等があれば、
原稿(最大５００字)を事務局にメールでお送りください。
※原稿の内容が当会の目的や理念に沿わない内容の場合は掲載できない場合もあります。ご了承ください。
■原稿例として 6 月にグループ会員として入会された「つながる健康サークル」をご紹介します。

■田中佳先生の講演や健康に関する ZOOM 講習が盛りだくさん。
EM 初心者でも楽しく受講できますので、お友達を誘ってご参加ください！
U-net の ZOOM サポートを行っている EM 研究機構の國廣と申します。「つながる健康サークル」では、地球を救
う大変革を加速するべく、EM による国づくりをになう人々の発掘と育成を目標に活動しています。EM を知らない
方でも最初の一歩が踏み出せるよう、健康という入り口を作り、そこから幅広いジャンルに触れてもらう仕組みに
しています。一人でも多くの EM ファンが生まれるよう、塩麹づくり、園芸療法や藤原ひろのぶさんのおはなし会
など、様々な内容を取り入れています。EM はちょっと伝えづらい・・・そんなときは、医療や健康、食事のことや発
酵食品、家庭菜園であれば、誘いやすいかと思います。
2021 年 12 月までのキャンペーン！U-net 会員の方は、入会金、年会費無しで、つながる健康サークルの会員
になっていただけます（入会金と 2021 年分の年会費が無料です（以降、継続の年会費は 3,000 円が生じます）。
講演・講習会の内容や、ご入会案内はこちらから→https://miitus.jp/t/tsunagarukenko/
QR コード読み取りはこちら→

つながる健康サークル事務局
メールアドレス：
sustainable.peace.world@gmail.com
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