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ミトコンドリア遺伝子が傷ついた﹁雄性不稔﹂を用いたF1
︒これが主流となった現在の農業に警鐘を鳴らし︑固
種 ︵※１︶
定種 ︵※２︶と無農薬無肥料による農業を提唱する野口 勲 氏︒
アップル︑手塚ファンでもある二人が︑生命の神秘︑これから
の農業を語る︒

60

分の1の大きさで︑惑星が衝突
10

（※１）
「雄性不稔」を用いたF1種…雄性不稔という花粉の出来ない突然変異の個体から作られる、自家採種が出来ない一代雑種。
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（※２）固定種…固定された形質が親から子へ受け継がれる種。
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ら出してる︒そこに植物と︑それ
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は去年の２月にオバマ大統領が署
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私たちが食べるための野菜です〟
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判の日のためと称して︑自分たち

それのところに根本的に問題があ

う﹂って対談の中で訊かれたから
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も農業を一生懸命やってて︑ただ

世界的企業や財団︑それに国家も

固定種で作った野菜はみんな不ぞ

でタネを独占しようと︑集めて保

って︑今のタネを守っていく︑命

﹁規格に縛られてんだから︑そこ
んのがTPP︵※３︶︒アメリカで

世界中のタネを集めて︑最後の審

世界的組織が進める
タネの独占

を守るということも︑経済さえ循

に売るものはF1で作るしかない

野

という固定種の野菜コーナーをつ

だけれど︑なんとか年間売上

それと今本当に心配して
と思いますよ︒でもその一角に

だ︑全てが経済に支配される社会

倍

口

あると思いますね︒た

環したら解決できる可能性が⁝︒

になっちゃってきてるからそれが

くれば︑やがてこれを5倍︑

ドル以上だけが対象ということに

ました︒

そういうのを見分けられ

難しい︒

の金額を出してもいいから欲しい

るとか︒僕なんかはね︑そういっ

という人が必ず出てくる世の中に

口

多 根 オリジナルの非売品を作

口
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イカンわけで︒

根

が安全なものとされ︑
従来の農法や

賞。
主な著書に『いのちの種を未来に』
（創森社）
、
『タネが

一応両方やっていれ

上げている個人や団体」に与えられる山崎記念農業賞を受

自然な食品は危険なものとしてさ

治虫 氏の担当編集者をしていたという異色の経歴を持つ。

ばいいんじゃないで

2008年「農業・農村や環境に有意義な活動を行い、
成果を

すか﹂と︒

を扱う種苗店を埼玉・飯能市で経営。店を継ぐ以前は手塚

多 根 野口さんのお話を聞いて

書いてあると欲しくなる︒

３代にわたり在来種・固定種、
全国各地の伝統野菜のタネ

っていうか︑幸福度というかね︒

﹃売らない﹄仕組み

野口種苗研究所代表。1944年東京・青梅市生まれ。親子
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（※4）アメリカ食品医薬品局

危ない』
（日本経済新聞出版社）
。
著書／タネが危ない

のぐち いさお

野口 勲

いると︑経済至上主義というんで

（写真上）手塚 治虫の「火の鳥」が目を引く店内
（写真下）固定種のみを販売する野口種苗研究所のディスプレイ

たものに憧れるんです︒非売品と

50

（※3）環太平洋戦略的経済連携協定
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固定種よ︑
味で生き残れ！
宮本 雅之
農家へのきっかけ
私は昨年の4月に千葉県
で新規就農した︒農家にな

固定種で笑顔と未来を創るために、株式会社 四季根彩を設立した、堀越さん、太田さん、宮本さん。
（左より）

やるには固定種じゃ採算が
重要だ︒

られる独自の販路が非常に

無鉄砲が経営に行き詰まる

おそらく私と同じような
晴らしい品種がたくさん眠

は︑今や無名になったが素

固定種や在来種の中に

固定種の保全へ

合わないからやめたほうが
いいよ﹂とおっしゃる︒親
心から何度もそうおっしゃ

例をいくつも見てこられた
っていると思う︒その良

る︒︵笑︶

のだろう︒

いたい︒美味しさから少し

力の強さをぜひ知ってもら

さ︑特に風味の強さ︑生命

生産効率と
販路の難しさ

響で︑今は全て固定種で作

口 勲さんのお話を聞いた影

の 後 ︑野 口 種 苗 研 究 所 の 野

な 農 家 で 1 年 間 研 修 し ︑そ

ら固定種のタネ取りで有名

格別だった︒そんな経緯か

食べた固定種のニンジンも

かと感動した︒同じ場所で

ど風味の強い大豆があるの

んで食べたのだが︑これほ

豆を食べたことだ︒豆ごは

糸在来﹂という在来種の大

の集まりに初参加し︑﹁小

その2年ほど前に有機農家

ポイントを押さえれば固定

い販路を持っている︒この

生産しつつ︑かつ独自の良

農家さんは︑大きな規模で

うのだ︒逆に成功している

常に安く買い叩かれてしま

るから︑市場では単価を非

種で︑同じようなものを作

だ︒皆が同じようなF1品

算が悪いケースがほとんど

と︑F1を使っていても採

実際の農家さんを見ている

ば採算が合うのだろうか︒

の良い︑F1の品種を使え

だが固定種より生産効率

りから食卓まで︑地味に継

遠いが︑これからもタネ取

独自の販路にはまだまだ程

をさせていただいている︒

らも固定種の話や品種紹介

き︑その教室で︑僭越なが

をいくつか得ることがで

室の先生と知り合える機会

めたのか︑近頃はお料理教

そんな思いが少し通じ始

もつながっていくはずだ︒

まいそうな固定種の保全に

成が結果として︑消えてし

くる︒そういった流通の形

えるから作る農家も増えて

なかに浸透し︑買う人が増

ずつ人気を得て︑食文化の

付けしている︒
種でも︑上手く行くのでは

続して見届けていきたい︒

ったきっかけのひとつは︑

ところがそれを聞いた野
ないか︒固定種を流通させ

せんえつ

口 さ ん は 意 外 に も ︑﹁ 農 家

のある有機野菜は買い取っ
て も ら え な い の で ︑生 活 の
た め に 仕 方 な く ︑美 味 し さ
一緒の野菜を優先して作る

を捨て︑見た目と大きさが
危険性も叫ばれるようにな

ム問題など食の安全に関す

培 に よ る 固 定 種︵ Ｆ １ 種 で

約

％を占めさらに有機栽

はＦ１種を使用した野菜が

宅配販売をおこなうために

を四季根彩の会員の方々に

全・安心・おいしい﹂野菜

野菜をつくり︑本物の﹁安

のみを使用し有機農法にて

そこで︑私たちは固定種

しかないのです︒

る問題・不安は解消されて

ない種︶の野菜となると１

現在︑日本市場において

ってまいりました︒

眼鏡を持つ手を鍬に変え︑
立ち上がった 三人のサムライ︒
東日本大震災から１年が
過 ぎ ま し た が ︑い ま だ に 原

い ないのが現状ではないで

％あるかないかというまず

発事故の影響によりセシウ

しょうか︒
前から言われております農

また︑野菜においては以

ってしまいます︒

お 目 に か かれない代物にな

準備を進めております︒

組み換え作物による未来へ

染・栄養価の低下︑遺伝子

染・化学肥料による土壌汚

る野菜は︑
固定種・

一部の農家では自身で食べ

もないのかというと実は︑

では︑その野菜は何処に

ております︒

なさまのご参加をお待ちし

なってまいりますので︑み

今後︑会員の募集をおこ
薬による健康被害や環境汚

の健康不安など多くの問題

上記アドレスに、 ①氏名 ②生年月日 ③お送り先住所
④電話番号 ⑤今回の記事についてのご意見・ご感想を明
記のうえご応募下さい。
応募者多数の際は、
厳正な抽選の
上、
当選者にのみ e-mail にてお知らせさせていただきます。
応募期限/4月30日

有機栽培で栽培し
ているのです︒理

彩園キットモニター募集

を抱えております︒
最近では〝野口さん・多

由としては︑安全
おいしいからとい

栽培キット

四季根彩こだわりの有機堆
肥を使って、
ご自宅で固定種
を栽培してみませんか？簡単
栽培キット ステラ
（ミニトマト）
モニター１5名募集します。
応 募は、e-mailにてお願い
いたします。
e - m a i l : hiroshi.ota@paris-miki.jp

った話もありま
す︒これは︑農家
の意地悪ではなく
現在の市場では大
きさ︑重さが揃い
にくい固定種︑葉
っぱの色や虫食い

きっとできる！
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であり︑なにより

命の環を尊 重し、地 球・人
間・動物・植物・微生物・土・空気全て
の協調を守り全ての未来に笑顔をつく
ること」を理念に豊かな自然があふれる
埼玉から食の未来を提供します。
連絡先：太田 e-mail:
hiroshi.ota@paris-miki.jp

根 社長〟との対談で﹁Ｆ１

株式会社三城ホールディン

種︵ 第 一 代 交 配 雑 種 ︶﹂ の

株式会社 グスの社内募集で出来たベ
「地 球全生
四季根彩 ンチャー企業。

宮本 雅之

未 来 ある食の 創 造

1976年兵庫県生まれ。
早稲田大学
卒業後、
IT系・不動産会社にて勤
務。
脱サラ後、
千葉県佐倉市の種
採り有機農家、
林 重孝さんの農園
で一年間 研 修を受ける。 昨 年、
東京から千葉県君津市に移住し
て就農。
e-mail：mm@iijmio-mail.jp

奥出雲多根自然博物館の
アンモナイト 副館長 菅田 康彦
アンモナイトは古生代シルル紀からデボン紀
（約4億年以上前）
に現れ、
中生代白亜紀末
（約
6500万年前）
に絶滅しました。
貝のような巻いた
殻を持っていますが、
タコやイカに近い仲間
（頭足
類）
で、
生きている化石としてよく知られる南西太
平洋の深海に生息するオウムガイも近い仲間で
す。
殻の内部が巻き貝の場合は空間が奥までひ
と続きになっているのに対し、
アンモナイトやオウ
ムガイの殻の内部はたくさんの部屋に分かれてい
るのが特徴です。
北海道からは昔から中生代白亜紀
（※１）
のア
ンモナイト化石を多種多産することが知られてお
り、
幅広のぼってりした種類が多く、
その形状か
ら現地では
「かぼちゃ石」
と呼ばれたりしていま
す。
このユウパキディスカス
（※2）
はその中でも白
亜紀後期を代表する種類の１つで、
比較的大きな
ものも存在します。
非常に美しい模様が表面に
現れています。
これは
「縫合線」
という模様です。
アンモナイトの殻の内部には多数作られた気室
（きしつ）
（※3）
という空間
（部屋）
を分ける隔壁
（かくへき）
という仕切り板があります。
アンモナイ
トの殻を削り磨くと、
隔壁の美しい断面が模様と
なって浮き上がるわけです。
この縫合線はアンモ
ナイトが進化するにつれて複雑化しており、
アンモ
ナイトの種類を決める一つの決め手となります。

8000万年前に繁栄した海の生物

※１ 中生代白亜 紀（約１億4550万年前から約
6500万年前）
※２ 白亜紀後期のサントニアン期―カンパニアン
期
（8580万〜 7060万年前の地層から多く見
つかるアンモナイト）
※３ 体内にガスや液体を溜めて、
浮いたり沈んだ
りする為の空間

古事記1300年と
奥出雲多根自然博物館
昭和62年に三城グループの創業者 多根 良尾 氏
の出身地である島根県仁多郡奥出雲町に設立
され、
多根 弘師 氏が国内外から収集した2000点
を超えるさまざまな化石や鉱物を展示。
国内で
は珍しい草食恐竜エウオプロケファルスの全身
骨格標本や世界でも最大クラスと言われるアン
モライトという宝石になったアンモナイト、
国内で
は最多の魚化石を展示する古代魚の水槽など、
私立の自然史博物館としては類を見ない規模の
博物館として評価されています。
2011年に博物館、
レストラン、
宿泊施設がリニ
ューアルオープン、
さらに2012年４月には目の前
に温泉施設もオープン。
近隣には素戔男尊
（スサ
ノオノミコト）
や稲田姫が新婚時代を過ごしたと
言われる伝説の地もあります。

車道
松江自動

しんじ

9

54

山陰自動車道
♨海潮温泉

きすき

至三次市

54

至米子市

至出雲市

宍道 I.C

三刀屋
木次I.C ひのぼ
り

314
奥出雲
おろちループ

N

かめだけ

ＪＲ木次
線

奥出雲町

432
至米子市

いずもやしろ
いずもみなり

尾原ダム

183

財団法人 奥出雲 多根自然博物館

Okuizumo Tane Museum of Natural History

432
線 びんご
備
314
芸
おちあい
183
JR

至三次
庄原 I.C

中国自動車道

東城 I.C

至新見

〒699-1434 島根県仁多郡奥出雲町佐白236-1
TEL：0854-54-0003 FAX：0854-54-0005
HP：http://www.tanemuseum.jp/
e-mail：info@tanemuseum.jp
twitterアカウント：tanemuseum̲phal

ユウパキディスカス ハラダイ
（Eupachydiscus haradai）北海道産
横（長径）36㎝、縦（短径）30㎝、厚さ20㎝

世界の
﹁食の安全﹂
ダイジェスト

パリのマルシェから
パ リ

高橋 華恵
フランスでＢ
ＩＯ︵ビオ︶と

けてくれる︑といった光景を目に

ても︑大きな塊からさっと切り分

柔らかい部位を一切れだけ注文し

ます︒お肉屋さんではお年寄りが

焼き加減を伝えて買うことができ

とができ︑パン屋さんでは好みの

主人が選び︑必要な量だけ買うこ

ば食べごろの熟成したチーズをご

由はフランス人がそれだけ食を大

えることなく賑わいが衰えない理

のです︒フランスのマルシェが絶

るのがマルシェ︵市場︶や個人店な

ーパーであり︑食のプロに出会え

います︒その姿が見えないのがス

がプロとして確立され尊重されて

ず免状が必要です︒ひとつの職業

ズ屋さんでも野菜の生産者でも必

さっと水にさらすだけの私を見て︑

砂や土を落とすために儀式的に

れ︑消費者は不安の渦にいます︒

も食品問題が大きく取り上げら

の使い回しなど中国のメディアで

切に思っているからなのでしょう︒

します︒
フランスはお肉屋さんでもチー

理想と現実の
はざまで
上 海

自然農法による
より世界から注

急速な発展に
んどの人が行っている常識的な予

に漬けて毒抜きをするのは︑ほと

野菜は調理する前に一定時間︑水

仰天したのは中国人の夫だった︒

食物が出回るよ
目を浴びている
防だった︒中国人も健康や食の安

白水 さち子

うになり数年が経ちます︒今やス
中国だが︑実際

呼ばれる有機︑

ーパーでもビオ製品コーナーは大
全に関心が深い︒ただ信頼できる
環境がないからこそ︑自分でどう

の生活に満足し
にかしてよりよい方法を模索して

ている人は少ない︒その原因は

きく確保され︑広く出回ることに
①物価や家賃の高騰

より価格も下がり︑日常生活に取
り入れやすくなりました︒

うな気がする︒

いくしかないと思っている︒もし︑

混入事件︑汚染饅頭事件︑廃棄油

②社会保障体制の不備

一方︑ビオのロゴはついていな

家ということです︒国民の７割が

しかし︑ビオ製品でも保存剤が

いけれど街のチーズ屋さんに行け

イスラム教徒でイスラムの教えで

何かあればその責任を自分自身に

か︑というスタンスでしたが︑中

禁止されている豚肉は食せません

③食品安全性の不安

国製食品にあまりにも問題が多

し︑アルコールも飲めません︒豚

使われていたり梱包にビニールが

く︑避けているのが実情です︒今

の関係素材は製造過程でも一切使
す︒食の安全以前に︑宗教から入

求めるしかないという態度︑生き

はオーガニック表示のあるものを

用が禁止されています︒これを
るなんて日本では考えられないか

方は一見弱いようであり︑強いよ

日系スーパー︑百貨店で購入する

﹁ハラル﹂といって豚関係の売

もしれませんが︑ハラル法はマレ

特に︑この2〜3年は粉ミルク

ようにしています︒価格は高いで

場︑陳列︑支払いも全く別の場所

汚染事件︑精肉の早期成長促進剤

すが食の安全には代えられませ

になっています︒商品自体にハラ

使われている場合があります︒

数年前なら日
ん︒どのスーパーでも無農薬製品

イスラムと食

本製だったら大

池松 幹夫

マレーシア

丈夫︑中国製は

となっています︒

ーシアでは食と切り離せないもの

そしてもう一つ欠かせないの

を得るのには厳格な審査がありま

ル認証のマークがあり︑この認証

が︑マレーシアはイスラム教の国

シアトル

浄徳 善行
アメリカでオ

み換え作物の中で︑大豆は

％︑

アメリカで生産される遺伝子組

問です︒

のか︑人体に悪影響はないのか疑

ーガニックが本当に安全なものな

して使用可能になっています︒オ

アメリカでは有機栽培用の農薬と

一方︑日本の外食産業の進出が
拡大しています︒モスバーガー︑
和民︑ペッパーランチ︑サイゼリヤ
など日系外食企業は地元の方々か
ら支持を得ています︒それらの企
業の価格設定はやや高いにもかか
わらず︑たいへん賑わっています︒

遺伝子組み換え

オーガニックと

の売り場は拡大の一途です︒

心配だが安いの
で食べてみる

ハラル法で規制
シンガポール

大浦 真由美
シンガポール

％で︑大部分を

います︒しかし︑中国産牛乳の汚

輸入に依存して

給のほとんどは

一割未満で︑供

ことと︑その他の食品でも加工や

肉を食べることが禁じられている

ています︒イスラム信仰の方は豚

食すことができる食品が求められ

性に加え信仰の理由から安心して

テノンを使用した場合でも有機栽

農薬プラポノイドの一種であるロ

しかし︑日本で規制されている

ぞれに守らなけ

物︑畜産物それ

の認証は農産

が進み︑食文化が豊かになると同

ルギーを引き起こし︑人間の免疫

会は﹁遺伝子組み換え作物はアレ

占めています︒アメリカ環境医学

トウモロコシは

染問題をきっかけに中国産のお菓

調理に関して一定の作法が遵守さ

培とされています︒動物実験では

時に人体に与える影響など︑今後

ーガニック食品

子やアイスキャンディーにもメラ

れたハラル食品を食します︒その

パーキンソン病を引き起こすこと

多民族国家シンガポールは安全

ニンが混在されていたことが検査

ため︑スーパーやレストラン︑食

も関心を持っていきたい︒

遺伝子組み換え技術などの科学

ます︒

らす可能性がある﹂と警告してい

機能に影響を与え健康被害をもた

で判明され︑それ以降は中国産牛

品の梱包箱にも必ずハラルのマー

が分かり問題になっていますが︑

ればならない規則があります︒

乳と乳製品の輸入︑販売が全面禁

クが表示されています︒

ぬうびじょんくらぶ

※各国の全文はぬうびじょんサイトでもご覧になれます。 http://i-nvc.jp

Shanghai

止になりました︒

の食糧自給率は

92

Malaysia
Singapore
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Paris
Seattle

iPadのススメ

姫路地区

webで何を見たら良いかわからない場合は、ぬうび
じょんくらぶのホームページをご覧ください。１月より、
リニューアルされ、すっきりと見やすくなっております。
コンテンツもたくさんあり、
「地球人便り」
「地区だより」
では会報に掲載できなかった色々な記事を見ること
ができます。また、川柳を投句したり、プレゼントを応
募したり、会報ぬうびじょんを i P a d 上で見ることが
できたり、多くの楽しみ方がいっぱいです。

iPad
勉強会

ぬうびじょんくらぶホームページ

http://www.i-nvc.jp/

込むではありませんか︒改良され

日時
場所

2011年８月24日
（水）
15：00〜16：30
姫路 Cafe de Miki
with Hello Kitty 3階

は

たが︑黒川 会長をはじめ︑極めて

姫路地区でＩＮＶＣ会員を対象

にｉＰａｄの勉強会がスタートし

たｉＰａｄ２では写真︑そして音

11

名と限定されたメンバーでし
和やかに行われた勉強会

を指で触ると池に落ち︑鯉が飲み

声と一緒に動画が自由に撮影・再

説明者は三城 姫路情報システ

好奇心の強い方々の集まりでした︒

生できることで︑友達との会話に

ました︒それは︑まだ一度もｉＰ

ム 前田 友也 氏で︑ 準備された

万種類もあるという︑こ

はずみがつくことでしょう︒アプ

リ数は

今回の勉強会が︑８名の参加会

の世界は驚きの連続でした︒

員の内６名までが女性だったのも

ａｄに触れたことのないお客さま

を対象とした︑ｉＰａｄの面白さ

特に︑音声で住所を言うと︑自

ｉＰａｄ ６台を使い︑わかりやす

全店︵954店︶にｉＰａｄが配

分の家が衛星写真の画面に出てく

喜ばしいことでした︒もっと知り

たい気持ちをもって散会となりま

60

をお披露目した勉強会でした︒

備された例も︑非常に稀なことと

るということに驚きました︒また

く︑ていねいな説明でした︒

して報道されています︒三城オリ

Ｐｏｃｋｅｔ Ｐｏｎｄ︵ポケット

昨年︑メガネの三城・パリミキ

ジナルのＡＵフレームを︑ワシン

ポンド︶というアプリ︵ソフト︶

2012.4.1 Neu Vision Club 春号
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した︒

http://itunes.apple.com/jp/app/zong-heo-yaojian-suo-qlife/id383300064?mt=8

多根 伸彦

医師から処方される「処方薬」と薬局で買える
「市販薬」両方の効果や副作用、保管方法など
が写真付きで検索できます。約17000種を掲載
しており、お薬情報は毎日、追加更新が行われるので、書籍のよ
うに古くなったりすることもありません。また、自身や家族が服
用するお薬を簡単にメモしておく「お薬手帳」などいろいろな機
能が入っています。

代表取締役社長

総合お薬検索

トン州︑シアトルの店舗で購入・

http://itunes.apple.com/jp/app/accuradio/id
351425453?mt=8&ign-mpt=uo%3D4

を開くと︑池に鯉が泳いでいて︑

膨大なジャンルの曲を配信している海外のイン
ターネットラジオ。ロックやポップ、ジャズ、
レゲエ、クラシック音楽、また民族音楽などさ
まざまな曲を聴くことができます。再生する曲のアーティスト
を限定できたり、曲をスキップしたり楽しみ方はいろいろ。幅
広いジャンルの音楽が楽しめます。

指でタッチすると︑水の音と共に

Accu Radio

愛用したアップル社 創業者︑故

http://itunes.apple.com/jp/app/pocket-pond/
id363154844?mt=8

スティーブ・ジョブズ氏もさぞか

12ページで紹介した鯉のアプリ。画面の中で鯉
が飼えます。エサをあげたり、魚を増やしたり
トンボを飛ばしたり、蓮を増やしたりできます。
水面を触ると水が跳ねる音。これだけで癒される、そんなアプ
リです。

鯉が逃げたり︑飛んでいるトンボ

Pocket Pond

し驚いたことでしょう︒参加総数

「iPadで使用するアプリでオススメのものがあれば教えて欲しい」
という
ご意見をいただきまして、
何点かご紹介させていただきます。

iPadを手にする姫路地区 黒川 会長（左）

参加された皆さま

2012.4.1 Neu Vision Club 春号
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川柳

功

小野 真備雄 選

岡山地区 理事

課題﹃絆﹄

三光

近藤

︻天 ︼
一言が
絆を紡ぐ
ありがとう
高松市

利市

﹇評﹈あ り が と う の 一 言 が 紡 ぐ 絆 と は ︑ 温
かく人の心を和ませてくれている︒
ありがとうの言葉を世界中に広めた
いものである︒

︻地 ︼不器用に
生きても妻と
いう支え
北野

伸一

入選

昭

被災地と汗で結んだボランティア
剣持

鹿野久美子

ここ一番 集 う 地元の仲 間 達
美濃加茂市

何事か有れば集まる家族の輪

伊勢崎市

ケータイと手紙で絆温める
岡山市 奈良木茂正

郁子

境港市 田口

幸子

三郎

清子

細き糸親子の絆きれませぬ

久喜市 山中

絆って見えないけれど強い糸

奈良市 中村

孫達と絆深まるお年玉

雅美

倉敷市 富安

方巳

温 かい 絆 支 え る 国 な ま り
岡山市 大沢

三次市 友安

笑顔から愛が伝わるよい絆
時々は絆 手繰って確かめる
全

復興へ手を組む絆凛として

岡山市 野島

一本のタスキに絆アスリート
福山市 柳井喜美子

神原

重政

後︑一か月

り︑一週間

肌状態を知

秀夫

康之

日︵ 当 日 消 印 有 効 ︶

8048
138

宛

ｉＰａｄ に保存することで︑今のお

お肌にスコープをあて︑撮影し︑

INVC本部事務局

姫路市飾磨区三宅 1

︻ 送 付 先 ︼〒 6 7 2

︻締め切り︼ 月

入選者には賞状が贈られます︒

場合があります︒
︵ペンネーム可︶

掲載時に小野先生の手直しが入る

ページより︑１人三句まで︒

ハガキか︑下記ぬうびじょんホーム

︻応募方法︼

次回課題

﹃地球﹄

■投稿要領について

松山市 大西

方言にぬくもり感じ絆あり

狛江市 山田

絵手紙は絆が伝わる日本の美

照男

伊勢崎市

千鶴

顔揃い幼な話で盛り上がる
奈良市 林

寿子

綾とりの糸から通う血の絆
岡山市 伊藤

年

東槇ますみ

故 郷 に ま だ 息 づい て る 絆
瀬戸内市

赤い糸引きよせ合って
東京都 畠山

星野幸次郎

被 災 地へ 愛 と 心 を 結 ぶ 糸
伊勢崎市

岡山市 新田すすむ

何 も か も 話 して 絆 温 める

道生

絆さえあればみんなが勇気湧く
倉敷市 岡野

大震災絆がっちり生き延びる
雲南市 岩佐美恵子

ｉＰａｄ
︵アイパッド︶
で
お肌をチェック！
今までは︑お肌の状態を知ろ
後のお肌の
変化を確認

うと思ったら︑デパートや化粧
品カウンターなどで診てもらう

することが
できます︒

ご好評いただいております美容液
﹃麗人花﹄の美肌効果もすぐにお客
さまご自身の目で確かめていただく
ことができます︒

応募方法

締め切り2012年5月15日（当日消印有効）発表は商品の発送をもって、代えさせていただきます。

楽しみにしております︒

年後の

ャレンジのお手伝いができることを

る機会がありましたら︑美肌へのチ

店頭で全国のお客さまにお会いす

フが協力して取り組んでおります︒

三城社員さん︑イーフェイススタッ

今︑このお肌診断導入に向けて ︑

でいきたいと考えております︒

報交換の場としてみなさまと楽しん

また︑店頭にて私たちも新しい情

美肌へつながります︒

肌に届けることが５年後︑

で︑肌に必要な栄養分をきちんとお

今のお肌の状態を正しく知ること

お一人おひとりの
肌にあわせて

巻頭掲載の野口種苗店自慢の固定種のタネです。講演会で一番多い質問は、
「そういう野菜はどこで買え
るんですか？」だそうです。対する野口さんの返答は、
「自分で育ててください。ウチからタネ買って、蒔いて。
二回目からはタネ買う必要はないんで。それからタネとりゃいいんですから。」
とのこと。大切に育てて、美味
しく食べて、
しっかりタネも増やして。できたタネはお友達にも差し上げてくださいね。

イーフェイス代表
伊豫 亜嬉子

※ホームページへ会報に関するご意見や、ご感想をお寄せ下さい。

http://i-nvc.jp
ぬうびじょんくらぶ

『固定種・野口のタネ』を101名様にプレゼント！
【 読 者 プ レ ゼ ント 】

50

のが普通でしたが︑緊張したり︑
カウンターのイスに座ることを
ちゅうちょ
躊躇したり︑自分自身で気を使
った経験はありませんか？
それがこの度︑三城の店頭に
あるｉＰａｄ を使い︑ハンディ
タイプのワイヤレスマイクロス
コープで簡単にその場でお肌の
状態をチェックすることができ
るようになりました︒

-

15
-

5

奈良市

︻人 ︼ぬうびじょん
明日を築く
いい絆
大森

iPadでお肌診断してみましょう！

ハガキまたはFAXに、〒・住所・氏名・電話番号・商品名を明記して、
下記までご応募ください。
下記ぬうびじょんHPの会員のページからもご応募ができます。
しか ま く
〈ハガキ〉 〒672-8048 兵庫県姫路市飾磨区三宅1-138
INVC本部事務局 プレゼント係
〈 F A X 〉（079）224−5888

10

岡山市

美肌になりたい・・・

下記ホームページにて公開いたしております。

14
2012.4.1 Neu Vision Club 春号

221号
二〇一二年 春号
発行／国際ぬうびじょんくらぶ
兵庫県姫路市飾磨区三宅1 138

-

〒672 8048

-

×

TEL︵079︶224・5700︵代表︶

世界をメガネで面白くしたい
無個性な規格大量生産のファストファッションが凌駕する世界
そこに オートクチュール界の妖精と日本の匠が斬り込りこみました
Paris Miki Creators Collection 第一弾『フランク・ソルビエ
世界へ、そしてあなたへの挑発です

シリーズ』

