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未来をひらく個人の直接投資
ミュージックセキュリティーズ株式会社
代表取締役社長

小松 真実

ぬうびじょんだより

安全、安心な野菜を提供
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奥出雲多根自然博物館のカニ化石
地球人だより

中尾 文彦

2011年３月11日を機に
「皆が幸せ
を感じ、
時間の経過とともに良くなる
社会」
を目指す、
ぬうびじょんくらぶ
のキャッチフレーズです。

ミュージックセキュリティーズ株式会社

真実

︱︱ 最初に︑始められたきっかけ

猪熊 弦一郎
（1902−93）は、1955年 に ニ ュー
ヨークへ渡り、
「都市」
をテーマに
多くの作品を描きました。
《City Planning Yellow No.1》
では、
画面を2つに区切る線を中
心に、
街 が 外へ向かって広がっ
ていくような描写が印象的です。

アルバイトしながら大学も卒業し
て創業しました︒
︱︱ ご苦労されたことも多いと思

いますが︑一番大変だったことは
何でしょう？
大きな宣伝費やお客さんを持っ
ていたわけではないので︑やはり
最初は︑お客さんとなる投資家の

家の方と投資先の企業とで︑匿名

も︑仕組みは全く同じです︒投資

ァンドでも東北を支援する場合で

指すのをやめました︒そして︑投

つくってやろうと思い︑音楽を目

イヤー側ではなく︑自分で会社を

っていたのですが︑そこで︑プレ

デモテープを送ったりの日々を送

会社にプレゼンテーションしたり︑

っておりました︒大手のレコード

りたくて︑音楽ばかりをずっとや

時代はずっとミュージシャンにな

ちょうど大学を出た時です︒学生

創業は2000年です︒私が︑

もあります︒大きな会社と連携を

に利用されているコンビニの企業

現地の生産者さんを応援するため

仕組みを使っていただいています︒

て投資家の方からお金を集めて︑

ィストと契約し︑ファンドを作っ

も何もなかったので︑よいアーテ

ったなと思います︒お金も知名度

いう感覚です︒そこは一歩一歩だ

方を一人ひとり増やしていったと

お客さんを一人ひとり︑投資家の

ういった流れを繰り返し︑音楽の

していき︑お金をお戻しする︒そ

運用し︑投資家の方に分配を償還

一つのファンドを作り︑きちんと

方がなかなか増えませんでした︒

を 直 接 ︑締 結 し て い
組 合 契 約︵ ※ ︶

しながら︑その会社が応援したい
領域のファンドを当社が作ってい
く︒会社選びはその会社がやって
いくという連携の仕方です︒個々
の案件ごとにファンドを作る感じ
です︒
︱︱ 問題があるとすればどんなこ

いただいています︒

みの利用料みたいな形で運営費を

うになっています︒そういう仕組

方がログインすると閲覧できるよ

などもインターネットに投資家の

まして︑IR︵投資向け広報活動︶

すべてインターネットでやってい

社からはいただいておりません︒

だくという形ですね︒被災地の会

すか？

︱︱ どんな投資先に人気がありま

思っています︒

いただけるようになったのかなと

少しずつ︑いいイメージをもって

方がご紹介してくださったことで︑

応援ファンド﹂のことを︑多くの

です︒ただ︑﹁セキュリテ被災地

イメージが多様であるということ

を聞いたときに︑受取られる方の

一般に﹁ファンド﹂という言葉

とでしょう？

︱︱ 独自に応援するサイトを作る

はい︒例えば︑あるアパレル企

も︑やっぱり共感できるかどうか

儲かりそうに見えるかどうかより

投資家の方のご意見を聞くと︑
業はファッションデザイナーを応

ですね︒応援対象かどうかです︒
ということで︑当社のファンドの

援するためのファンドを作りたい

ただくことはできますか︒

場合︑御社の仕組みを使わせてい

だき︑投資家の方の手数料をいた

う場合は︑酒蔵さんから一部いた

酒蔵さんがファンドを作ろうとい

の手数料をいただきます︒例えば

基本的には集めた額から5％位

運営費を確保されているのでしょうか︒

︱︱ 小松社長の会社はどういう形で

ただきます︒

はどういう感じでしたか︒

C i t y P l a n n i ng
Yellow No.1
1968年

資信託の会社でアルバイトを始め︑

今回はお金、金融の特集です。
国や企業が頼りにならないこれ
からの時 代、自らの責任におい
てどのように自分たちの生活や
資産を守るのか。さらに、守るだ
けでなく、未来を創造できる人材
に投資して、世の中を良くしてい
く。つまり『時 代の経過とともに
良くなる社会』を応援することも
大事なテーマです。アプレ・フク
シマ時代の新しい資産の活かし
方を皆さんと一緒に考えていきま
しょう。
編集長 多根 幹雄

代表取締役社長小松

金が役に立っているということを

ターンがあるのかなと︒自分のお

的なリターンと︑金銭じゃないリ

付させていただいています︒金銭

被災地の応援ファンドは半分寄

が︒

︱︱ 半分寄付というのがあります

本来の金融業は﹁余っているお金を︑本当にお金を必要とする若い
起業家にリスクを取ってお金を回すことで︑新しいサービスを創造し︑
雇用を生み︑世の中を活気づける﹂とても大事な機能を持っています︒
しかし︑今の金融はリスクを取らず︑自らの利益のみを追求し︑本来
の役割を果たしているとは思えません︒では︑どうすればいいのか︒
そのヒントを教えてくれるのが︑今回ご紹介する小松 真実 社長が始
められたインターネットを使って︑一人ひとりが自分の判断でリスク
を取って投資する仕組みです︒
銀行が他人のお金を集めて︑金融機関の人間が融資を判断するの
が﹁間接金融﹂だとすると︑一人ひとりが自分のお金を自分の判断で
リスクを考えて投資するのが﹁直接金融﹂といえます︒この﹁直接金
融﹂こそが︑新しい未来を切り開くアプレ・フクシマ時代にふさわし
い新しい金融の仕組みだと思えてなりません︒
︻聞き手︼編集長 多根 幹雄

CDを作って︑という状態でした︒
︱︱ 小松社長のファンドの一番の特
徴は︒

自分で選んだところに︑お金を
直接投資ができることです︒会社
ごとのファンドですので︒好きな
会社や︑将来性があるなど︑ご自
実感していただくことが大切だと
思っています︒しかし︑音楽のフ

1975年９月生まれ。早稲田大学大学院ファイナンス研究科修了。2000年12月ミュージック
セキュリティーズを創業し、
アーティストの活動を支援する仕組みとして音楽ファンド事業と音
楽事業を開始する。2006年より純米酒の酒蔵など音楽以外のファンドの組成を開始。
2011年「セキュリテ被災地応援ファンド」を立ち上げた。
これまでに延べ、
2.5万人が参加し、
9憶円が集まっている。

身で判断いただいて投資していた
だくところです︒

こまつ まさみ

■小松 真実

今号の
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Neu Vision Club No.225

（※）匿名組合契約…当事者の一方（投資家）が営業者の営業のために出資を行い、その営業より生じる利益の分配を
受けることを約束する契約形態。商法第535条規定。

︱︱ 実際に投資なさるのは︑どう

いう方々ですか︒
男女比で言うと今6対4くらい
︑

代の方

で︑男性が6︒年齢層は大分幅広
くなってきて︑大体
が中心ですね︒インターネットが
代の方も

使えるという意味もあるかもしれ
ませんが︑最近急激に

に行くなどもあります︒参加者も

森林に行ってみるとか︑酒蔵を見

かかります︒ただ︑2回目以降は

ただき︑投資家の方自体の手間が

金融商品なので本人の確認書をい

低く参加しやすいかなと︒最初は

が違うようになってしまうかと︒

後に半分になっていたら︑気持ち

でもOKと思ったのですが︑

えました︒その時の空気では寄付
年

多く︑バス2台でも満員です︒
︱︱ どのくらいの金額で投資され

る方が多いですか？

万円ですかね︒投資信

1万円の方も多いですけど︑平
均すると
託は数十万円だと思うんですけど︑

うので︑3口4口とやってくださ

インターネットで全部できてしま
れば半分は︑最初から寄付と言い

ことが大事だと考えました︒であ

やはり金融商品としてやるという

現在︑一部の外国のファンドも

︱︱ これからの夢は？

に思います︒

すが随分空気が変わってきたよう

あれから︑もうすぐ2年になりま

きった方がいいのではないかなと︒

る方が多いですね︒
︱︱ 実際のお客様のご意見などは？

非常にいいですね︒特に︑被災

当社はそれの
地のファンドに関しては︑自分た

分の1ほどのイメ

増えました︒
ージです︒投資は複数される方が
ちのお金がどう使われているのか

％

くらいいらっしゃいます︒また︑
多いですね︒やはりリピーターと
分かるのが︑嬉しいと言っていた

代以上の方も

当社の方で投資家向けツアーを旅
だきました︒
取り扱っています︒ベトナムとカ
ンボジアのマイクロファイナンス
の会社への投資です︒そこで︑日
本の投資家をもっと海外の事業に

のファンドであればCDを差しあ

分配もきちんとしています︒音楽

うまくいかなかった場合︑現物

資はまだ受け付けていませんが︑

していきたいです︒海外からの投

を超えるような投資のやり取りを

伝統技術とか伝統産業など︑国境

海外の投資家の方が︑日本の良い

投資できるようにしていき︑逆に

げるなど︑できるだけ返せるよう

と思うので︑海外からもお金を集

日本のいいものはとても多くある

上げたのは︑地震後すぐの4月

めて︑打って出るきっかけにして

当社が被災地のファンドを立ち
日からです︒ファンドを設計して
いただきたいと思います︒

って︑世界経済の流れを読み︑フ

﹁ファンド・オブ・ファンズ﹂と言

同じリスクで自分のこととして︑

り︑販売の目的でなく︑皆さまと

ファンドに入ってもらうことによ

︱︱ ありがとうございました︒

いる時に︑やっぱり1万円投資し
てもリターンが5千円位にしかな

とし

らないというパターンがあると考

クローバー・アセットマネジメント株式会社
みやうち

運用はそれぞれ日本を含む世界

ァンドの理念に合うような配分に

宮内 鋭

ではどうしたらいいのか？そのよ

の中から選りすぐりのファンドに

代表取締役社長

うな皆さんにピッタリのファンド

々一丸となったこの想いの共有こ

運用することにいたしました︒我
を組合せるこ

そが︑ 年︑ 年︑

なるように︑いくつかのファンド
とで︑収益の

間を経て︑成功への道を切り開い

年という期
拡大とリスク

てくれると思います︒
させる方法を
用いています︒
もっとも運
用ですから当
然リスクも存
在します︒そ
のためもう一

30

3222

ください︒
☎03

クローバー・

時︶

の資産も同じ

ープや関係者

て︑三城グル

へのご参加もお待ちしております︒

セミナーも開催予定です︒こちら

今後各地での講師を招いた投資

︵平日9時〜

業務管理部 小倉・渡辺・久保田

アセットマネジメント株式会社

1220

ご興味があれば︑今すぐお電話

10

信の澤上 篤人会長と三城ＨＤの多
根 弘師社長のお二人の﹁皆さんの
資産をあらゆるリスクからお守り
したい﹂という熱い思いが一致し
て︑クロバーアセットの４つ目の
ファンドとして登場しました︒当
然ですが︑どこの国の親も﹁国や
社会を背負ってもらう次世代の子
どもたちに幸せになって欲しい﹂
と願っています︒そのような普遍

の分散を実現

投資しています︒この投資手法は

ァンド﹂と名づけました︒

25

つの特徴とし

20

17

的な人類の想いを込めて︑ご自身
のためはもちろんですが︑大切な
お子さまやお孫さまの将来のため
にもぜひ買いたいと思っていただ
けるファンドを目指し﹁コドモ フ

「今まで金融には縁がなかったという方にも長期で保有して欲しい」
と
いう思いの、
コドモファンドのかわいいイラスト。

﹁コドモ ファンド﹂︒さわかみ投

国も企業も当てにできない時代︒

10

に努力しています︒

方は納得されますか︒

くいかなかった場合でも投資家の

ドがあると伺っていますが︑うま

︱︱ 今︑全部で１７9本のファン

いうか︑1回投資してみると︑や

http://www.musicsecurities.com/

り方が分かって︑次はハードルが

ミュージックセキュリティーズ

国や企業に頼らない
時代のファンド

被災地支援への投資を呼び掛ける小松社長のサイト

行会社と組んで企画することもあ

10

40

ります︒被災地に行ってみるとか︑

20

3.5

30

60
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60

クローバー・アセット・マネジメント

今なぜ金が脚光を浴びるのか
プレシノックスグループ 代表取締役社長

ピエール・オリビエ・シャーヴ

ますと︑その価値はどんどん下が

との対価無しに無限大に刷ってい

もちろん︑このように通貨を金
の保全になるというのは間違いあ

期的に見てはるかに安全で︑資産

は金に換えて持つ︑そのほうが長

れなりの危険があります︒その資

歴史的に見ると︑世界中の通貨
って行きます︒ちなみに

産を保持するには︑不動産もしく

は本当に長い間﹁金﹂と深い関係
千ドルで1㎏の金が買えました︒

抑制が利かなくなっているという

があり︑通貨の価値というのは金

のが現状です︒

によって保障される時代が長い間
今は︑６万ドルないと１㎏の金は

金と通貨の関係

続きました︒その頃は︑国もその
買えません︒金の価値はまったく
のは刷れば刷るほど価値は下がっ
ていくのです︒

資産︑その国の通貨︑例えば円と

このように︑皆さんがお持ちの

資産の価値を守るには

しまいました︒それを期に︑世界

りません︒

関係を無視して勝手にお札を刷る
く変わらないけれど︑通貨という

年前は

ことができにくかったのです︒
しかし︑1971年にリチャー
ド・ニクソン大統領がブレトン・
ウッズ協定を破棄し︑ドルと金 の
だ かん
兌換を停止して以来︑世界中の通

中の国が自分の持っている通貨発
いう紙幣で持っていることは︑そ

貨と金との関係がまったく切れて

行権を大いに使いだし︑そのまま

認定を受けた業者は「GDリスト」に
登録され、
その地金は「GDバー」
と
して世界中どこでも通用します。

うのは︑他の金融商品と同じだけ
結論として︑私は資産の全部を

シンガポールでの三城年頭会議にて

グッド・デリバリーの刻印

不動産の場合︑例えば土地並び

金にしなさいというような助言は

リスクがあります︒

よって取得価格の目減りを防ぐこ
しません︒ただ︑皆さんがお持ち

に住居の賃貸から得られる収入に
とができます︒一方︑金は利息が

です︒金はいつでも必要な時に︑

付きませんが︑金は１００％価格

その国の紙幣と交換ができます︒

の資産の一部を金で持つことの意

持っている資産の一部を金に換
通貨に準ずるものとして︑安心し

が下がらない可能性が大きいとい

えて持つことは︑資産保持の方法

味合いの大きさをお伝えしたいの

として一番正当な方法だと︑私は

て持てることができるのも︑金の

えます︒

確信しています︒ただし︑注意し

大切な側面だと思っています︒
２０１３年１月 日

ていただきたいのは︑金を金融商
品として見て︑それによって資産
を増やそうとする投機的な考え方
はしないでください︒短期ならび

グッド・デリバリーとは、
LBMA（London Bullion
Market association：ロンドン貴金属市場協会）
が定めるGDルールを満たした世界でも限られた企
業にのみ与えられる資格です。

40
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金

についての
豆知識

Good Delivery

■現在まで人類が掘り出し
た「金」は12万トンから15
万トン。
■これはオリンピックプール
3杯分に相当。
■仮に12万トンとして、
日本
で全て分配すると一人当
たり約1㎏。
■地球の全人口70億人で
割ると14ｇ。
■時価にすると8.2兆ドル。
730兆円分。日本の総金
融資産の半分に相当する。
■地中の金を全て掘り出し、
現在の金と合わせても約
20万トン。
（2013年1月末時点）
PX社に与えられた認定書

23

高級時計のパーツなどの生産における世
界的企業であるPXグループを率いる。グルー
プの年間の金製品の取扱量は約40㌧で、こ
れは貴金属、宝飾の半加工製品の生産では
スイス一位、世界でもトップテンに入る。
昨年1月にLBMA（ロンドン 貴 金 属 市 場
協会）の認証を受け、銀行保障の金地銀イン
ゴットを製造できるグッドデリバリーの証書
を取得する。
三城の中空18金フレーム「AUシリーズ」
の
パーツを21年にもわたって供給してくれている
三城の永年のパートナーでもある。
「理想の資産運用は？」の問いに、
「金、不
動産、株式をそれぞれ３分の１づつ、でも自分
の場合、今は株の比率が多すぎるかもしれな
い」との答えだった。

に中期的に投機対象として金を扱

■シャーヴさんの紹介

奥出雲多根自然博物館の
カニ化石

6

副館長 菅田 康彦
まるで生きているかのごとく威嚇するようなポ
ーズで化石となった珍しい太古のカニです。
正確には、
本体の破壊がほとんどない状 態
で化石化したため、
このように復元できたもので
す。
これは死後すぐに砂や泥に埋もれたか、
ある
いは生き埋めになって化石になったということを
示しています。
また細かな粒子に埋もれていた
ために、
化石表面の細かな粒状のくぼみをはじ
めとした殻の表面の模様なども残されています。
骨しか残らない恐竜や、
軟体部が失われて殻
しか残らないアンモナイトなどに比べると、
はる
かに生きていたころの様子を見ることができま
す。
保存の良さでは、
世界的に有名なモロッコ産
の三葉虫化石
（古生代デボン紀のものに限る）
にも匹敵します。
甲羅が逆三角形の扇に似た形であることか
ら、
オウギガニの一種であることがわかります。
オウギガニ科のカニは全般的に温暖な海域に多
く生息していますので、
このハルパクトカルシナス
もまた温暖な海域で生息していたと思われます。
イタリアのヴェローナ近郊より産出するもので、
す
ぐ近くのモンテボルガからは、
このカニと同時代
の魚化石が多く産出することが知られています。

カニ
（甲羅の大きさ）
タテ５cm×ヨコ７cm

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

かめだけ

314

奥出雲町
奥出雲
おろちループ

ＪＲ木次
線

吉田掛合I.C

432
至米子市

いずもやしろ
いずもみなり

尾原ダム

183

432

N

線 びんご
314
備
芸
183 おちあい
JR
至三次
庄原 I.C

中国自動車道

東城 I.C

至新見

財団法人

奥出雲多根自然博物館
Okuizumo Tane Museum of Natural History
〒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

佐白温泉

長者の湯（奥出雲多根自然博物館向い隣）

定休日／火曜日 営業時間／ 6：00〜21：00
HP：http://www.chojyanoyu.jp

ハルパクトカルシナス
Harpactocarcinus punctulatus
イタリア産
新生代古第三紀始新世（5500万年〜 3370万年前）

の投資を行いました︒その当時︑

期にＣＰＦ制度を使って︑最初

支払うことができました︒同時

いたことにより︑住宅購入費を

給料の一部を強制的に貯蓄して

座からお金を引き出すことができ
％ですので︑お金を

ます︒また︑積み立てられるのが
個人所得の
多く稼いでいる人は多く残ってい
る︑そうでない人はあまり残らな
いということになります︒
その中で医療用のCPFの特徴
ですが︑日本のように1割負担︑
3割負担という形ではなく︑シン
ガポールでは全額自己負担で︑基
本的に自由診療です︒日本では健
康保険代を払っているのだから︑

金︶という制度がなかったら︑シ

ビデント・ファンド＝中央積立基

私はCPF︵セントラル・プロ

費を支払うことになり︑皆が厳し

自分名義のCPFの口座から医療

す︒しかし︑シンガポールでは︑

費がどんどん膨れ上がっていま

と損だ︑という傾向にあり︑医療

なるべく多くの医療費を使わない

ンガポールはここまで特異な成長
く医療費を吟味するので︑医療費

側が

%を︑国の

％︑雇用者

ンガポールに限らず︑この予防医

使わないのは予防になります︒シ

使わないように考えるので︑一番

国民が︑なるべく医療にお金を

は格段に抑えられます︒

管理下にある個人の口座に積み立

べての国民が給料の

てることを義務付けられている制
学が今後の世界の医療の大きな柱

％︑合わせて

度です︒この預金に国は金利を支

シンガポ

ＣＰＦに対する評価は︑人生

使える特別口座︵スペシャルア

払うことができます︒退 職 後 に

の向上とそれを維持するための

シンガポールでは︑生活水準

毎年

の生活費のために︑余剰金を

積立がある場合には︑退職後
％の金利で投資するこ

の各段階により変わっていくも
歳の時にパリミキで働

歳の時初めてＨＤＢアパー

差し出すよう強制するのか理解

が︑なぜ私たちの給料の一部を

た︒この時期シンガポール政府

身の回りのお金が一番重要でし

達との夕食やタクシー代など︑

ランドのバッグを買うことや友

き始めました︒その当時は︑ブ

解するために︑ウェブサイトに

代でさえ︑ＣＰＦ制度を深く理

に複雑なことです︒私たちの世

年輩の世代の人々が理解するの

限などが頻繁に変更されるため︑

ただ唯一の不満は︑仕組みや制

預金より高い金利がつきます︒

たとえ投資をしなくても︑銀行

階で役に立つ︑優れた政策です︒

生において訪れるそれぞれの段

総体的にＣＰＦ制度とは︑人

わらず︑人々が恩恵を受けられ

政策です︒収入の低い高いに関

不測の事態にも対処できるよい

うにも考えられますが︑将来︑

使える現金を少なくしているよ

配になります︒ＣＰＦは自由に

度がなければ︑さらに大きな心

の基礎資金を提供するＣＰＦ制

療︑教育︑退職で︑実際これら

配ごとでもあります︒住宅︑医

であると確信しています︒

る︑とても重要で必要な制度

て将来の生活の安全を保証す

ＣＰＦの制度は︑現在そし

できませんでした︒
ト︵公共住宅︶を購入しました︒
の使い方を見つけたときでした︒

例えば︑あなたが住宅を購入

ると︑私は信じております︒

2.5

アクセスし︑調べています︒

私は

のと感じています︒

ともできます︒

Ｆの口座に決められた以上の

要がありません ︒また︑ＣＰ

支払いをそれほど心配する必

の緊急の治療費に関しても︑

ができます︒病気や事故など

要がなくＣＰＦで支払うこと

をもらうための交渉をする必

銀行にローンを申請し︑承諾

専門学校︑大学の教育費も︑

してみてください︒子どもの

立てる必要がないことを想像

れば︑分割支払いの現金を用

する時に︑ＣＰＦ予算内であ

ールでの三城ＨＤ年頭会議にて

日

になっていくと考えています︒

国の景気動向により変化します︒
国民は老後の所得補償︑持家の
取得︑医療費︑教育費および介護
費という目的の時にのみ︑この口

安定した
生活を保障
パリミキ・シンガポール
ダニエル・ナイ

2013年1月

払います︒この負担率や金利は︑

CPF制度とは原則として︑す

は遂げていないと思うほど︑素晴

中尾 文彦

36

らしい仕組みだと思っています︒

︵株︶
三城 代表取締役

シンガポールの
成長を支えたＣＰＦ

住 宅 購 入や
出産に
パリミキ・シンガポール
イリーン・リー
投資の最小積立金額の規制はあ
りませんでした︒
歳で結婚後︑退職後の老後

36 20

生活費の上昇指数は︑国民や政

Denuel Nai

24

16

府にとって大きな関心であり心

や出産前に掛かった医療費を支

ージというものがあり︑出産時

た︒メディセーブには出産パケ

ーブ︶にも興味を持ち始めまし

計画や医療費の積立︵メディセ

30

カウント︶などもあります︒

Elaine Lee
これが有用なＣＰＦ制度の預金

18

10
2013.4.1 Neu Vision Club 春号
2013.4.1 Neu Vision Club 春号

11

21

安全︑安心な野菜を提供
が︑４月から事業を開始いたします︒
昨年6月に埼玉県嵐山町で︑約
7500㎡の土地を借り開墾をは
じめました︒最初は草だらけ︑石
だらけだった土地が︑地域のみな
さまから土壌改良に関するご指導
やミキグループの社員の協力によ
って︑少しずつ畑らしくなってき
ました︒道具も段々と揃い︑小豆︑
現在の日本は︑
﹁使用済み核
の縮図が︑ここにあるかのようで

と すらわからないという現代社会
てのタネ採りにも成功しました︒

ブロッコリーなどを育て︑はじめ

大豆︑そば︑白菜︑ほうれん草︑
燃料の問題﹂﹁大気や水の汚

ざに︑﹁七代先のことを考えよ

す︒アメリカ先住民のことわ

すという問題をかかえていま

三城ホールディングスの社内ベン

創るために﹂という理念のもとに

こだわり︑
﹁固定種で笑顔と未来を

す︒
﹁固定種・無農薬・有機栽培﹂に

がれてきた固定種のタネがありま

一方︑幾世代にも渡って守り継

では購入することができない貴重

野菜は︑おそらく一般のスーパー

﹁固定種・無農薬・有機栽培﹂の

ーナー募集を開始いたします︒

っていただくために管理農園のオ

ただき︑味や姿かたちの魅力を知

さらに︑自ら野菜を栽培してい

︶
﹂
︵ For the next 7 generations
という言葉があるそうです︒
なものです︒１８００㎡の畑では︑

の 年 を 迎 え る︒

団体からの提供による

です︒オークション数は関係者︑

撮影／高橋

章

でした︒

ょんくらぶの新しい姿を見る思い

トは実に不思議な世界︒ぬうびじ

しく社会貢献活動ができるイベン

ように競争原理を取り入れた︑楽

っとこらえるのが辛かった︒この

ターの一員でもある立場から︑ぐ

手したいところでしたが︑サポー

ら次へとせり出され︑私も連続挙

ため息の出るお値打ち品が次か

に高めた︒

ょんくらぶ島根のブランドをさら

４ ２ ︐７ ５ ０ 円 は 全 額 ラ イ ト ハ ウ
ス島根への募金となり︑ぬうびじ

ン売上は３７︐６００円とその他の
ご 寄 附 ５ ︐１ ５ ０ 円 で し た ︒ 合 計

剣勝負︒おかげさまでオークショ

び交う︒つられて競り合う声も真

チャーから誕生した︵株︶四季根彩

年先ですが︑今の私たちは何
代先のことまで考えられてい
タネの世界では﹁一代交配﹂

るでしょうか︒
という技術があり︑その技術
の産物がF1種とよばれるも
のです︒まさにその一代限り
において︑望みの形質を生み
出すというものですが︑１５
０年先はおろか︑２年先のこ

る﹁詩吟﹂が初春
の慶びを告げ
た︒また︑子ども
論語塾講師・小
谷 忠延さまによ
る﹁今なぜ論語
なのか﹂の熱弁
が場内に感動を
もたらし新春講
演会にふさわしい内容となった︒

へんさん

昨年は古事記編纂 １３００年︒

昨年から始まった﹁チャリティ

式ゆかしい出雲大社のもと︑北島

賢一 店長も初めてとは思えぬ威勢

しょうせんぐう

ー・オークション﹂がやはり目玉

國造宮司直々の祝詞奏上で正式参

よい﹁せり人﹂ぶりに館内を湧か

点︒荻根

拝を終え︑新設の亀山会館で新年

せた︒やや安すぎる値段からスタ

章

ートすると一斉に上乗せ値段が飛

のりとそうじょう

伸彦︑︵株︶三城 尾崎 誠の挨拶に続

を祝った︒宇田川 和義 会長︑多根

今年は

名の参加者が古

多根 伸彦

年ぶりの出雲大社正遷宮

㈱ぬうびじょん 代表取締役

撮影／高橋

安全な肥料、
そして努力と愛情で豊かに生まれ変わった畑

七代先というとおよそ１５０

多くのツケを将来の世代に残

す︒

不揃いですが、
食べるとやみつきになる固定種の野菜

染 ﹂﹁ 増 え る 休 耕 地 ﹂ な ど ︑

﹁固定種︑無農薬︑有機栽培﹂の
管理農園オーナー募集 ︵株︶四季根彩

年間約 種類の旬の野菜を１２０
名の農園オーナーさまと四季根彩
が一緒に育てていきたいと思いま
す︒日頃のお手入れは︑四季根彩
がいたしますので︑青空の下で土
や野菜に触れたくなったときには︑
手ぶらで農園を訪れて農作業を満
喫していただくことができます︒
遠方の方やお忙しい方には︑年
回の宅配で﹁固定種・無農薬・有
機栽培﹂野菜をお届けいたします︒

チャリティー
オークション
42

き︑恒例の詩吟教室の皆さまによ

20

みなさまのお申し込みを︑ぜひ
お待ちしております︒

︻募集要項︼
四季根彩サポーターズ料金
年 ￥ 1 2 0︑0 0 0
1名 ㎡
︵年間契約となります︶
今回の120名様分に限り︑固定種
事 業 応 援 ス ポ ン サ ー︵株︶三 城ＨＤ
の協力によ り ︑ 初 年 度 特 別 価 格
1年￥60︑000にて募集です︒

契約に含まれるもの
除草︑水撒きなど毎日の栽培作業︑
専属スタッフ料金
回分

丸亀市 猪熊弦一郎 現代美術館
〒763-0022 香川県丸亀市浜町80-1
http://www.mimoca.org

島根地区 新年の集い
2013年1月20日㈰
60

12

農作業体験料金
︵レンタル料金代含む︶

収穫作物料金︵配送可︶ 約
土壌改良堆肥料金
栽培作物固定種料金
固定種事業応援金
回収穫︒

1名様の収穫予定量
年間約 種類／

6
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お 一 人 さ ま1 回 か ら 種 類 の 野 菜 に
なります︒季節により変化があります︒

■猪熊 弦一郎（1902〜1993）
香川県高松市に生まれる。東京美術学校
西洋画科で藤島武二氏に師事し、
1938年
に夫人とともに渡仏。1955年ニューヨークに
アトリエを構え、20年過ごした後ハワイへ。
身近な代表作は小説新潮の表紙絵、
三越
の包装紙など。
丸亀市猪熊弦一郎現代美術館には猪熊
氏本人より寄贈を受けた約2万点に及ぶ作
品が収蔵されている。

1

12

5

固定種の野菜で元気いっぱいのサムライ。左より堀越さん、太田さん、宮本さん。

Neu Vision Club 表紙絵 作者紹介

30

15

30

http://shikikonsai.net/
四季根 彩

川柳

勝也

小野 真備雄 選

岡山地区 理事

課題﹃育つ﹄

三光

︻天 ︼
叱りつけ
あと一杯に
抱いてやる

久世

入選

幸子

子は育ち今は孤独をもてあまし

岡山市 皿井

禾刀

順調に育った母の自慢の子

奈良市 北野

ひとりでに育ったような捨てゼリフ

岡山市 新田すすむ

発芽してみな育つとは限らない

茨城県 久保田達男

久保田良弘

嘉子

恋実り今日は別れのお立ち酒

伊勢崎市

おだてたりほめたり子等は日々育ち

備前市 谷口

鹿野久美子

気負わずにすくすく育つ孫愛し

美濃加茂市

グリム読み夢を育てた少女です

文彦

秀夫

照男

厳寒に育った野菜手が出ない

狛江市 山田

神原

星野幸次郎

真っ直ぐなパパの背中を見て育ち

伊勢崎市

嫁さんと育児面倒ふりわける

伊勢崎市

郁子

たくましく育つわが子についホロリ

三次市 友安

節子

手間暇を掛けて育たぬ花もある

姫路市 桑名

和

我が娘母の背を見て料理せず

狛江市 鈴木

節美

子育ての夢諦めて孫をみる

姫路市 黒川

※添削の上︑入選をした句も数句含まれ
ています︒

■投稿要領について

﹃マスク﹄

次回課題

ハガキか︑下記ぬうびじょんホーム

︻応募方法︼

ページより︑１人三句まで︒︵ペンネーム可︶

日︵ 当 日 消 印 有 効 ︶

138

入選者には賞状が贈られます︒

︻締め切り︼ 月

8048

宛

【読者プレゼント】

倉敷市 萩原

ＩＴをおもちゃのように子ら育つ

岡山市 森本まさみ

教え子に今じゃ駒落ちでも勝てず

孝

︻ 送 付 先 ︼〒 6 7 2

姫路市飾磨区三宅 1

NVC本部事務局
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帯広市 圓尾

勝亮
-

年 賀状甥っ子 育つ頼もしさ

土田
-

5

神戸市

﹇評﹈叱ったあとの優しいほほずり︒手段
ではないベテラン父ちゃんの自然な
子育ての仕草である︒幸せな子供さ
んの笑顔が見える︒

︻地 ︼貧しさが
育ててくれた
思いやり

伊勢崎市

-

『金のインゴット2ｇ』を1名様にプレゼント！
いよいよ三城オリジナルの金のインゴットが発売されます。
世界最高水準のスイスのペックス・プレシノックス社製です。
この発売を記念して純金２gのインゴットを一名様にプレゼント致します。

-

発 売 元：株式会社三城
お問い合わせ先：お客様センター 0120-199-101
企画開発：株式会社ルネット イーフェイス

育つ子をほめてやりたい通信簿

みなさまもぜひ「健康」をテーマに2013年取り組んでみられてはいかがでしょうか？
イーフェイス代表 伊 豫 亜 嬉 子

幹夫

野草酵素 黄金紫

島根県 川西

敦

厳選された86種類の野草、果物、海藻などを発酵、
熟成させ、
さらにさびない貴金属として知られている
プラチナの白金ナノコロイドをプラス。
酵素とは「消化」や「新陳代謝」などさまざまな生
命活動に関わる必要な栄養素です。体内環境を整
える上でも積極的に摂取したい栄養素です。

﹁Neu V ision Club﹂は年4回︵1月・4月・7月・ 月︶に発行しております︒
定期購読のご案内 確実に毎号手に入れたいという読者の皆さまには︑定期購読をお勧めいたします︒
320円分の切手と郵便番号・住所・氏名・電話番号をご記入の上︑
左記までお送りください︒
お申込みは4回分のみになります
購読開始は現在発刊中の号の次の号からになります
お一人で複数冊はお申し込みいただけません
発送先は国内のみに限らせていただいております
発刊日にメール便で発送します
申し込み先 〒672 8048 兵庫県姫路市飾磨区三宅1 138 ＮＶＣ事務局 ﹁定期購読﹂係

「酵素」の力と「プラチナ」の力で
元気とキレイをサポート

いじめにも負けずすくすく育つ孫

神戸市 大森

内側から健やかに潤う

野草酵素“黄金紫”

寿子

節子

you may be so 青汁+コラーゲン

you may be so 青汁＋コラーゲン

伊藤

萩原

健康の維持・増進には個人の意識も高く、
ジョギングやウォーキング、
最近では市民マラソンも若年
層から高齢者層まで幅広い世代で人気となっています。
食生活ではTV、
雑誌などで ダイエット ヘルシー などと、
一つの食材が取り上げられると、
その
食品がスーパーの店頭から姿を消してしまう
「フードファディズム」
の社会現象が起こっています。
いかに多くの人が「健康」
に強い関心を持っているかが分かります。
そこで今回、
独自に開発しました
三城オリジナル健康食品のご紹介いたします。

青汁＝まずい、
飲みにくいはもう昔の話。現代人に不
足しがちな野菜と、
年齢とともに減少していくコラーゲ
ンやヒアルロン酸。そんな ２つの足りない を美味しく
サポートする青汁+コラーゲンが誕生しました。
ほのかな抹茶の香りでとても飲みやすくなっています。

岡山市

倉敷市

健康は誰にとってもかけがえのないもの

︻人 ︼イクメンが
パパそっくりの
子に育て

新商品のご紹介

応募方法

下記ぬうびじょんくらぶＨＰよりご応募できます。
（ぬうびじょんサイト → みんなの広場 → プレゼントコーナー）
〒・住所・氏名・電話番号・本紙へのご意見ご感想を入力しご応募ください。
ハガキ・ＦＡＸでご応募の場合、上記の要項を必ずご記入ください。
しか ま く
〈ハガキ〉〒672-8048 姫路市飾磨区三宅１-１３８（株）ぬうびじょん プレゼント係
〈ＦＡＸ〉079−224−5888
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※写真は５gです。
プレゼント分は２ｇになります。

締め切り2013年5月15日（水）発表は商品の発送をもって代えさせていただきます。（当日消印有効）
※ご意見・ご感想は「読者の声」コーナーにて掲載する場合があります。

下記ホームページにて公開いたしております。

ぬうびじょんくらぶ

http://i-nvc.jp

※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。

2013.4.1 Neu Vision Club 春号

14

225号 二〇一三年 春号

発行／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︶

