
NPO百笑屋敷 百笑仲間紹介番号 入会日 氏名または団体名 ニックネーム 人数 自己紹介 入会希望の理由 NPOでやりたいこと、ご要望など001 2007/12/22 面川　美歩 1 　農と食と感動をつなぐ風土パン　を作っています。この土地の風や土で育った、小麦や野菜・果物を使用したパンを多くの方に食べていただきたい！！私たちはこんなにも素晴らしい自然の恵みに生かされているのですね♪そして、パンづくりには、目に見えない微生物の世界”発酵”を形あるものとして見せてくれる魅力があります。それはパンづくりに限らず、お酒や味噌・醤油、そして土づくりにも言えることです。（微生物の種類はさまざまです）昔ながらの伝統食や農業には、現代の機械化された食料生産（機械化を否定しているのではなく）にはない、ゆるやかな歩み、あたたかさ、じんわり体に染み渡るおいしさを感じることができます。それを百笑屋敷の仲間をはじめ、多くの方と分かち合うことができたなら幸せです♪長くなりましたがみなさんどうぞよろしくお願いします。002 2007/12/22 前田　敏之 1 りゆーす・りさいくる・量り売りの前田商店をやってます。 仕事だけでは温暖化対策が進まない。具体的な行動の場として、NPO百笑屋敷は魅力的だった。また、感性が似ている楽しい仲間に囲まれながら、のびのびと過ごしたい。 温暖化対策のプロジェクトをたくさん実験したい。003 2007/12/22 有馬　善孝・克子 8 克子：　妄想が暴走の元祖♪ 克子：　妄想を実現させる野望 やりたいことをなんでもやってなぜか調和してうまくいってしまうモデルにしていきたいです！004 2008/2/5 佐藤　亮 1 仕事は農業関連な感じです。29才メンズ体力アリ。 知らぬ間に書かされて・・・というのはうそで、将来、HAPPYな村を作りたいと思っていて、、、まあ、楽しそうだからです？ 衣、食、住を皆で手作りでやりたい。*料理教室（お味噌つくり、お菓子作り、、、などなど）、農業体験、染めもの、亮：　絵を描く会やりたいで～す！！大自然を感じるキャンプ、陶芸005 2007/12/22 芳賀　智美 1ぼーっとしているのが好き。笑顔がすき。夕焼けが好き。お茶とお菓子係「ともちんかふぇ」 3年ぐらい前に「銀河のほとり」の百笑屋敷構想を見て、「うわ～！これだ、これだ。ずっと私が思っていたのは～！！」とおどろいて来てみたら、約10年も楽しそうにやってる人達や場所があって～すっかりハマってしまったため。 いろいろ体験教室（りょうり、尺八、麻ひもバック、炭やき、キャンプ、田んぼ、畑、その他何でも）006 2008/2/6 塩田　誠吉 1不思議な物（考え）大好き人間（オヤジ）です・会社員（休日百姓） おもしろそうなイベントが有りそう007 2007/12/22 斎藤　文城 1 つくるひと 発想を活かせる場。 楽しく無駄を減らす。008 2008/2/11 相楽　邦雄 1高齢者の仲間入りと成りましたが未来思考で何事もチャレンジ精神で頑張りたく思います。 地域社会で若人と知恵と汗を出して公益活動に佇りたい。（うつくしま国際貢献リーダー養成講座修了）19年度 風力利用による発電装置の実現009 2008/2/25 飯塚　誠 1南ちゃんに教えてもらって来ました。福島県民になります。よろしくお願いします。 これからの為に1/10



NPO百笑屋敷 百笑仲間紹介番号 入会日 氏名または団体名 ニックネーム 人数 自己紹介 入会希望の理由 NPOでやりたいこと、ご要望など010 2008/2/25 菊池　勝陳 1 いろんなワクワク、ドキドキすること大好き。 目がキラキラしそう。 考えます011 2008/2/25 藤田　英範・吾子 2 ちょいちょいです。 百笑屋敷がもっともっと盛り上がるように楽しそうだから。 伝統芸能の復活、伝承　縄文時代のお話古代種研究、先住民の知恵勉強会012 2008/2/25 森　文男・健太朗 2ゑびす顔百笑　森です。　仁井田の酒“あかし田”と古代米、ニラよろしく！ 農業体験学習を開きたい。013 2008/2/26 島村　信仁 1近い将来社長にいなります。なる為にマーケティング、特にコピーライティングを毎日勉強してます。2年続けたら日本ではかなりの人、10年続けて世界的権威になる人物です。 微力ながら人の役に立つことをビジネス以外でも行いたいから 植林等地球温暖化を防ぐ行動てんつくマンの映画もビッグパレット貸切にしてウン千人という人に見てもらう。小学校で上映会をやる。014 2008/2/26 東山　雅広 1 ・食文化と農文化の保全、継承に取り組んでいる生産者や地域の活動支援と収益事業への助言 ・「百笑屋敷」活動の広報ノウハウ、企画ノウハウの提供・人的ネットワークづくり、新しい出会い ・生産者と生活者の相互交流と相互学習・収益事業につながる生産物、加工品の事業家・「ヒガ３塾」を通しての学習015 2008/3/27 西潟　康子 1 自然が大好きな食いしん坊です。 農業にも興味があるのですが、何も分からないので、みなさんと一緒に楽しく勉強させていただきたいと思います。 伝統食の手作り体験など016 2008/3/31 添田　幹、大竹　枝利 2玉川村民です。心豊かに感動多い人生を送りたいと思っています。笑顔パワーで、頑張らずに楽しみます。よろしくお願いします。 何だか「楽しそう」なニオイがします（笑）　楽しいこと大好きなので、入会を希望します。 色々勉強させてください！　野菜の作り方を学びたいです。017 2008/4/1 イタリアンカフェ・ペスカ 3 地産地消をゆっくりと目指す、イタリアンバールです♪018 2008/4/1 十文字　里栄 1019 2008/4/1 高山　章 1020 2008/4/2 田中　徳雲 5夫婦共々、なるべく自然な生き方を目標に、悪戦求道中です。 みんなとつながりたいから （楽しみながら）世直し、軌道修正、シフトチェンジ…新しく、伝統的でもある生き方、智慧のシェア021 2008/3/15 佐藤　直樹・朋子 2022 2008/4/3 樽川　希美 1大型バスを運転したいです。みんなといろんなところに行くのが好きです。おいしいものに目がないです。023 2008/4/3 柳沼　清正 1 ありがとう保険サービスの柳沼です。024 2008/4/7 栗城　節子 1 知る人ぞ知る　ときどきかっちゃんの黒子025 2008/4/12 佐藤　明美 1 ミンでーす。ハギレでいろんなものを足ぶみミシンで作ってまーす。 できるだけ自給自足の生き方をするため　みなさんと情報交換したいです。2/10



NPO百笑屋敷 百笑仲間紹介番号 入会日 氏名または団体名 ニックネーム 人数 自己紹介 入会希望の理由 NPOでやりたいこと、ご要望など026 2008/4/12 寺山　佐智子、阿部　正子 桃やのさっちゃん桃やの正ちゃん 2桃やのさっちゃんで～す　脱サラならぬ脱ナースして１年これからもよろしくです　ただ今農業見習い中～です。 仲間入りしたい 農的交流027 2007/12/22 人見　やよい 1 ライターの人見です。 おもしろーなので。028 2007/12/22 蛇石　郁子 1好奇心旺盛です。 若い人と一緒に活動するのが楽しそうなので 公共交通を考えるワークショップ029 2008/4/8 佐藤　美智子 1 きゅうり農家の長女です。計算が得意ということから、管理栄養士に導かれてしまいました。 畑の手伝いをするようになり、環境問題や食糧不足についても学ぶ機会が増え、自分にも何か出来ればいいなあと思ったからです。030 2008/4/27 菅谷　一栄 1 スキー・テニス・パソコンは教える事はできます 日本の農業に関して興味があり、自給自足を行う為、どの様な方法が良いか、意見を交換したい パソコンを使用しての業務システム作り企画、広報等を行ないたい031 2008/4/29 味川　智也 1 ともやんです。ねこ写真からプリントハガキ、プリントＴシャツ等作ります。（エコバッグも） 有馬さんにお誘いを受け、楽しそうだと思ったので・・・。 フリーマーケット等での作品販売032 2008/5/1 ハーブな家族瀧田　勉 5ハーブな暮らしをご提案申し上げ、スローライフをおすすめさせて頂いておりますハーブ家族です。 連動出来えます事ございましたらどうぞ宜しくお願い申し上げます ハーブやスローライフ関連の案件、どのような事でも033 2008/5/9 三保谷　泰輔 1 人と人、心と心のつながりを広げて喜びを増やしたい034 2008/5/10 渡辺　ひめこ 1愛称ひめこさんです。漬物作りが好きですひめこさんのお漬物として販売もしております。 銀河のほとりの皆さんにさそわれて いろいろ教えてほしい事だらけですので一から教えてください。035 2008/5/12 岡部　真理 1 自宅でヨガ教室やってま～す！！（出張も可）楽しく、ゆる～くヨガをやって行きたいと思ってます。皆さんもヨガのある生活はいかがですか？036 2008/5/13 川島　弘嵩 1 ・オンリーワン理念の普及をライフワークにしています。・元氣研究会にて氣の周辺のこと研究・・・ かっちゃんにすすめられました。（食事訪問来店時に） 「どうしたら・・・」を具体的にする研究コミュニテー（見える化 or わかる化）037 2008/5/14 小野　裕子 1 川俣町のやまなみ農場で自然農等々について研究中です。 来年の定住に向けて、県内に楽しいつながりを増やしたいと思ったので。 パンづくりと料理、その延長としての畑に関わっていきたいと思っているので、それを活かして何かしたいです。038 2007/12/22 植木　宏、美衣、源大郎 3宏：あはは星人です。　　楽しい事、感動する事、大事な事の3本柱で動いています。美：「いつもこころに太陽を」を合言葉にいつも笑顔で楽しくハッピーに暮らしています。 宏：自分のやりたい事が、百笑屋敷にはいっぱいつまっているから。美：だんなさんとおなじ！百笑屋敷の構想にワクワクしていま～す！ 宏：感動するイベントをてがけたい。美：布ナプキンひろめ隊3/10



NPO百笑屋敷 百笑仲間紹介番号 入会日 氏名または団体名 ニックネーム 人数 自己紹介 入会希望の理由 NPOでやりたいこと、ご要望など039 2008/5/21 須永　晃仁、那奥 2 ご存じのとおりです！（ご存知でない方は・・・ぼちぼちと・・・）穀物菜食実践の真言坊主です。鉄道マニア 食の話など講演も承ります！ 必須と感じまして・・・。 何ができるかなぁ・・・　少しづつ挑戦してみます。040 2008/5/22 鈴木　さと美 1 フリーママサークル　～母子家庭のお母さんの集まりの場（児童扶養手当削減反対活動等）新日本婦人の会　～平和・子ども・食の安全 情報交換、交流041 2008/5/23 込山　靖子 1遊牧民のように楽しみたい。 いろいろ交流したい。 人生を楽しむ。042 2008/5/23 山田　由紀子、祥司 6子育てを今は思いっきりしたい！　でもそれプラス人と人とのつながりをかんじたい。 いろいろな人脈や物や情報がまわせたらいいな043 2008/5/24 相楽　昌男 1逢瀬川を中心に活動しています。 有馬さんからの紹介 取り合えず情報交流から044 2008/5/26 佐藤　耕士 1 10年会社員をし、退職後、実家のいわき市で父の農業を手伝い始めました。現在修行中です。 「銀河のほとり」に今回で2回訪れる機会があり、これも何かのご縁かと思い、入会希望。毎度大変お世話になります。 しばしばこちらへ来ることは難しいと思うので、エコなイベントや映画上映など、また遊びに来たいと思います。045 2008/5/29 稲妻　由紀 1稲妻由紀です。イナコと申します。ただ今、鮫川村で農業見習をしています。将来は自然農＆自然食cafeを開いてくらしたいです。色んな能、才、芸、を持った皆サマと、たくさん出会って、自分の暮らしの範囲を広げていきたい。そして、楽しく生きていきたい想いです。よろしくお願いします。プラティストインストラクターもしてます。046 2008/5/30 ゆう工房林　裕子 1白河駅から徒歩3分　築120年の家を織り工房にしていますが、蔵を補修したので生していく予定。 ゆう工房を生かして皆で連携して遊びたい。百笑屋敷を参加にしていきたい。 安心安全なもので楽しく過ごすすべを提案できれば幸いです。047 2008/6/3 長谷川　綾子 1 ニックネーム：御銀考えること、やりたいことたくさんあるけど行動できずにいます。少しずつできることから。「微力だけど無力じゃない」 みんなやりたいことを形にしていきたい。もちろん自分のやりたいことも。048 2008/6/6 木村　祐子 1 「ボディ・ライトニング Body・Lightening」という施術をしています。まったく新しいタイプの施術なので、たくさんの人に知ってもらいたいと思います。とーっても、いろいろな意味で素晴らしい施術なのです♪♪ 沢山の皆さんと、よい情報をわかち合いたいので 何が出来るかな？049 2008/6/12 ふくちゃん 1忘れられた頃に顔を出す（？）ふくちゃんです。郡山6年目です。ライトニングワーカーで、ツボ師です。 様々な人たちが、様々な事をしている（しようとしている）ので楽しそうだな～・・・と。 ・ボディライトニング施術で皆さんをイヤシたい・家庭菜園一年生、いろいろ知りたいと思います。4/10



NPO百笑屋敷 百笑仲間紹介番号 入会日 氏名または団体名 ニックネーム 人数 自己紹介 入会希望の理由 NPOでやりたいこと、ご要望など050 2008/6/18 ふーみん 1銀河にたま～に来て癒されてます。自分自身もヘルシーなお菓子等を作るのが好きです。将来はとにかくゆっくり自分ペースで暮らす＆お気に入りのもの・人たちに囲まれて暮らすのが夢です☆ いろいろな方々との出会いを楽しみにしています。銀河に来る、素敵でおもしろい人たち。人生いろんな生き方があるんだなぁ～っていつも感動してます。 とにかくいろんな人たちとの出会いを楽しみたいです。そして、自分自身もどんどん楽しんでいきたい。人生、悔いなくやりたいことに挑戦して生きていきたいです！いろんな人との出会いの中でいろんなことを吸収していければいいなと思っています。051 2008/6/19 良ちゃん 1サッカーと歌とものまねが好きな29歳です。 銀河のほとりさんの魅力に引かれたから 歌をうたう。052 2008/6/21 芳賀　治恵、徹、麻奈、琉里 4 自然農、自然育児、家族出産、自然食etc（徹：和紙作家、和暦作家、音響詩作家（パフォーマー）） みなさんが大好きだから！ 田舎の復興053 2008/6/24 ララカルウィンドウ中野　洋子 1 ラララ～♪と歌うように楽しくカルチャーしたい人と人をむすぶ窓口になりたいなぁー！！ということでララカルウィンドウを立ち上げた人です。よろしく 多くの人と語り合い、お知り合いになりたいと思って 人の持っている可能性を引き出すお手伝いをさせていただければと思います♪054 2008/7/1 じゅんぺー 1鏡石町で美容室をやっています。自然の美しい景色を見るといつも感動します。動物（犬、猫）が好きで、年に一度は海外を楽しんでいます。 地球温暖化をなんとかしたいので、そのための情報や仲間が必要だと感じました。 地球のために、人のために役立てる美容室をやりたい。そのために力を貸して下さい。055 2008/6/28 たけひ 1 LOHASのための研究をしています。 銀河のほとりで百笑屋敷を知って。 未定です。これから。056 2008/6/29 1 現在半農半蔵人です。将来百姓するため修行中 まずはいろんな情報を得たい。057 2008/7/9 祭天まりっぺ 30祭天（5月末に開催）を毎年開催してます。想いをつなぐ事に・・・楽しんで活動してます。 和を広げるため みんなで躍ろう！！058 2008/7/19 白石　修 ピンチャン 1 定期的に参加できる時には参加しますので、皆さんお手柔らかにお願いします（笑）059 2008/8/8 kama'aina 大地の子伊藤　圭子 1 美容室　『 kama'aina　大地の子　』です。自然素材を取り入れ、髪だけでなく、身体にも、心にも優しい美容室を目指してます。 コンセプトが似ていることや、共感することがあります。銀河夏祭り参加をきっかけに、皆さんと情報交換など出来たら嬉しい。060 2008/9/11 いぐちゃん 1061 2008/9/19 吉田　優生、知歩、真子、和馬 ケロケロ 4 野良仕事が好きで、自家用の野菜・米・雑穀など作っています。ふだんはだんなの営む竹炭工芸都美の仕事をしています。STOP 六ヶ所！ 子供たちの未来のために、すてきな地球をつくる仲間とつながりたいです。 http://www.chikutan-miyabi.com/062 2008/9/21 ヨット 1 興味をもちましたので063 2008/10/7 ウッチー 1064 2008/10/7 斎藤　雅彦、ゆかり 斎藤牧師 2 日和田町で教会をしています。趣味はドライブで、温泉（特に白濁）、食べ歩きなどです。 いろいろな方と知り合いになりたい為 ゴスペルを歌う集い、ミニ・コンサートなど
はじめまして。白石と申します。とある方からの情報と、私自身この銀河のほとりという場所があったことは知っており、どんなことをやっているのかという興味がありました。今、地球は大変な状態にあります。今更・・・ではなく、今からやってやれないことは無いと思っています。少しでも地球の為に、自分自身の為に良いことをやっていきたいと思います。宜しくお願いします！！！！
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NPO百笑屋敷 百笑仲間紹介番号 入会日 氏名または団体名 ニックネーム 人数 自己紹介 入会希望の理由 NPOでやりたいこと、ご要望など065 2008/12/15 大河原　有佳 かわら、ガーラ（八重山地方の魚のアジ）等何でも 1 10年ぶりに郡山に里帰りしてきました。これから百姓のはじめの一歩を踏み出します。06年夏に会社を退職。「自然と人間との共生」のための仕事をしよう！と思いたち、1年間かけて自転車で日本全国の自然を巡る一人旅を経て、百姓の道に辿りつきました。子供のころから生き物と音楽が大好きです。最近はケニアのダンスやってます。今の目標は「踊る百姓」になるこ 面白い人たちと楽しいことができそうだからです。拘束のある活動ではなく、自主的にみんながやりたいことをして、それを共有し合っている、百笑のような、自立と共生のコミュニティの一員に私もなっていけたらと思います。 地域と循環する郷土野菜畑。みなさんと共有・情報交換していきたいです。イベント企画も好きなので、アースデイ福島もやってみたいです。特別に無理せず、できることをしてたらアースデイになっちゃった、が理想です。仲間つながりがゆるゆるとできて、助け合い、笑い合えたら最高です。066 2008/12/27 藤島　康弘 親方 1 農家の店アックス須賀川店の店長の藤島康弘です。学生の頃につけられたニックネームは「親方」です。相撲から連想してつきました。今自分たちにできることから取りくんでいます。『大人が変われば子供が変わる。子供が変われば未来が変わる』 銀河のほとりの有馬さんとスタッフの皆さまのお人柄に感動しました。NPO百笑屋敷にぜひ参加したいと思います。よろしくお願いいたします。 私にできることがあれば何でも協力させて下さい。067 2009/1/22 國井　嘉乃 kano 1 いつでも胸の中で音楽が鳴っています。more smile more happy だれかの笑顔のために何かできないかいつも考えてます。できることは少しですが．．．併せて、チベット問題の平和的解決に向けてひそかに奮闘していたりもします。どうぞよろしくお願いします。 地域で何か役に立てたら、と思い入会希望します。 時間を合わせるのが難しいですが、ムリしない範囲でいろいろ参加させて下さい068 2009/1/28 歌織さん 1話の聴き方のコツ＜対話法＞を実践・普及して世界平和を！ 「氣付いたことを分かちあえる仲間を増やしたい」と思っています。 今は未定。おいおい・・・069 2009/1/30 まるちゃん 3 矢祭町で飲食店「さかな家」をやっている一家です。「環境のため」というつもりではないのですが、自分たちの身の回りからできる自分と周りが気持よく地球にやさしいことを、楽しく実践したいなあと思っています。まだまだ知識不足な私たちですが、どうぞよろしくお願いします。 地球にやさしい・永続可能な農的生活、という側面からはいくらか遠い生活・生業を営んでいるような気がしてます。こんな私たちでも、なにか出来ることがあるのかということを日々模索しています。こちらで様々な情報をキャッチし自分たちなりに自分たちの生活・仕事を見直し・何か実践できることを見つけていきたいと思います。 「農的生活」ではない私たちは、はたして地球にやさしい生活ができるのか、その資格があるのかということをいつもどこかで考えています。でも、もしかして何かあるのでは、その可能性があるのかもとも思っています。そのために多くの方と知り合って、何か答えを見つけたいのです。「やりたいこと」というほどのことではないのですが、いろいろな人と出会ってお話を聞きたいなと強く願っています。070 2009/2/10 佐藤　一輝 いっちゃん☆ 1 　初めまして!！いっちゃん☆こと佐藤一輝です(*^▽^*)僕は人を喜ばせることが好きで、歌を歌ったり・フルート吹いたり・お笑いの芸人さんのものまねや「細かすぎて伝わらないものまね！?」をやったり・料理やお菓子を作るのが大好きです！とにかく、人の笑顔や幸せを一緒に感じ合える人間になりたいと思っています！沢山の「ありがとう」を集めて、自分の人間性をこれからもずっと高めることが出来る人間になりたいと思っています！！　自分の感性を大切にしてこれからも人を愛し、愛される人間になりたいと思います♪どうぞ！よろしくお願いします☆☆ 　僕は将来、自分の農家レストランを開くのが夢です！どんなレストランかを一言で言うと、「お客さんとお店の人が家族になれるお店」です。そして、ふだん言いにくい感謝の言葉「ありがとう」を毎日照れくさそうに言い合える、そんな雰囲気を醸し出せるお店を開きたいと思っています☆自分が目指す理想のレストランを開くためにも！！百笑屋敷のみなさんと一緒に学んで、自分の人間性を高めていきたいと思っています！また地球レベルで環境問題・農業・食に関する物事を考えて、自分が「チャレンジャー」となり「メッセンジャー」になっていきたいと考えています！地球にやさしく生きていける仲間を、百笑屋敷のみなさんと一緒に増やしていきたいです！！みなさぁ～ん、よろしくお願いします☆☆
　一人ひとりの得意分野であることを活かせる場や催しをどんどん開きたいと考えています。「ジブン、このことなら誰にも負けないよッ!！」ってことを教え学び合ったり、披露できればと思います。とにかく！一人ひとりが人生の主人公になれる場を創っていきたいです！！また、子供たちに農業や食育を通して、「生きる力」を体験できる場にしたいと思っています！！071 2009/3/7 池貝　将大 タイショウ 1072 2009/3/7 山田　達也 タツ 1 世界を楽しみたい！ 人との繋がりが好きだから073 2009/4/28 近藤　武男 1西郷村で大工をやっています。 銀河のほとりにて 友達を増やしたい6/10



NPO百笑屋敷 百笑仲間紹介番号 入会日 氏名または団体名 ニックネーム 人数 自己紹介 入会希望の理由 NPOでやりたいこと、ご要望など074 2008/8/28 みお 1 こんなです。 百笑屋敷構想にかんぱい うーん、具体的には練りねり中。とりあえず、子育て中075 2009/6/7 のん 5毎日子供4人と格闘しています。食べ盛りの4人に食べさせるためにも農業にも関心があります。ピアノとフットサルが趣味です。 鏡石の面川美歩さんからの紹介です。076 2009/6/7 渡部　春香 おはる 1 あいづうまれ　あいづそだちの　おはるです。どうぞ宜しくお願いします。 自分のままで居られるから。生きる力となります。みんなとやりたいことがいっぱいあるんです。それを考えるとひとりでにやにやしてます。 みんな繋がって、みーんな、幸せになりましょ。今秋にはアザキ大根の種を分けていただきまく予定です。どうぞよろしくお願いします。・・・いつかあいづでも食とつなげたコミュニティをつくりたいです。077 2009/6/10 －非公開－ 1078 2009/6/12 山田　憲吾 ヤマダマン 1 とれたてふくしま、みんなでMY米（マイマイ）ナチュラルズ、ナチュレの朝市やってます 無農薬野菜、自然栽培野菜の販売してます。 ウス、キネ、ケイトラ、orケイバン探してます。079 2009/6/12 こせきん 1 最近百姓初めました介護福祉士です080 2009/6/21 高橋　豊紀 とよき 1 川俣町のやまなみ農場さんに、住まいと農地を借りて自然農をやっています。 銀河のほとりのスタッフさんに誘われて081 2009/6/21 宮坂　一清 ●いっせい、イッチ 1今、有機農業の研修をしています。これから新規就農をする予定です。 '仲間'が出来たら素晴らしいと思い入りました。 馬を使った（車等を使わない）環境保護をやりたいです。082 2009/6/29 佐藤　栄一 栄ちゃん 1 こころやで働いております。今、べてるの本や仏教の本に夢中です。 銀河の店の良さに気付いて。また、素晴らしい仲間たちと出会えた為 ライブとか083 2009/7/27 kazu 1郡山市、須賀川市でヨーガ療法（ヨーガ、セラピー）を教えています。平安と静寂の和（輪）が広がりますように。 みなさんの平安の和の中にちょこっとでもまぜてもらいたいと思う気持ちでいます。 ヨーガ、セラピー教室、断食会、サット・サンガ（ヨーガで言う談話会）084 2009/7/27 和田　典子 のり 1 おだやかに、楽しく生きていくことを目指しています。アロマやヨーガにも興味があります。 自分にできることを発見したい！たくさんの方と出会いたい！ 農業やエコについてもっと知りたいです。085 2009/8/13 鈴木　綾 りょう 1 こおりやま若者サポートステーションで活動しています！皆さん遊びに来て下さい。 メーリスが読みたい みんなの居場所つくり086 2009/9/12 ひでちゃん 1 自営でガソリンスタンドをやっています。家族は、夫、双子の男の子（16歳）、夫の両親の6人家族です。 私のまわりの素敵な方達が百笑屋敷さんに入会していることを知り、私もぜひ入会したいと思いました。 いろいろ情報を得たいです。087 2009/9/14 ちーさん 1 ビビっときました。088 2009/9/20 みっちゃん 1 7/10



NPO百笑屋敷 百笑仲間紹介番号 入会日 氏名または団体名 ニックネーム 人数 自己紹介 入会希望の理由 NPOでやりたいこと、ご要望など089 2009/9/28 れいちゃん 1 40代主婦　男の子2人の母さんです。友達の病気をきっかけに食べ物や生活の見直しをしたいと思っています。土いじり大好きです。 畑仕事をしたい とても元気な母親(70才)と一緒に畑仕事をしたい。いつか畑をもちたい。090 2009/6/26 1091 2009/10/5 見上　進、きみ江 きとす 2縄文的な簡素な暮らしを心がけ、山の中の畑でエゴマ、豆、小麦などを作っています。 価値観の近い仲間たちとの情報交換をしたり一緒に活動し、環境や経済について再考し、持続可能な社会をめざしていきたい。 縄文的時給生活のWS（野草、山菜の利用など)自然素材(ワラ、ガマ、竹)の日用品作りWSなど。092 2009/10/6 みよ 1 みよです。とにかく楽しいことがしたいと思います。 視野を広げるため。たくさんの価値観を持った方々から意見を聞きたい。 今のところは、特にないです。093 2009/10/13 野々　花子、白坂　利雄 hanaちゃん、Toshioちゃん 2 磐城塙験構内2階喫茶店「慕華樹」にいます。オルチョを使ったお食事あります。イトオテルミーやってます。自然に関するモロモロに興味あります。（小いさきもの、野草、自然食、陶芸、ヨーガ、子供、etc...喫茶店「慕華樹」－たとえば、誰かに教えたくなるような新鮮な発見があったり、たとえば気持ちがほっとするような空間であったり、そんな人の思いが集まって、また新しい関係が始まるような、さりげない日常の風景を生み出す場でありたいなあ。 自然に関する、皆さんの情報にふれたくて ・テルミーのかけあいっこ・子供との触れ合い・お料理教室094 2009/10/24 紺野　道寛 1福島市で介護の仕事をしています。時々水道をひねれば水が流れる生活に感動しています。そんな平和な日々をブログに綴っています　→http://blogs.yahoo.co.jp/datechibu　宜しくお願いします。 面川さんに誘われて。難しいことはわかりませんが、おもしろそうだなと思った為 個性的な人達の話を聞いたり、情報交換をすることから関われれば、と思います。アフガニスタンやパキスタン（滞在していました）の質問などありましたら承ります。095 2009/11/11 ねむりねこちゃん 1 みな様と交流で、自分自分の見聞を広げ、私でお役にたてれることがあれば嬉しいです。 ぐっすり眠れると元気いっぱいになれるよ～とみんなに広めたい 一人一人がこの”今”に幸せでいることを感じられる環境づくりをしていきたい096 2009/11/15 りい子 1 野菜大好きっ娘です！ この会を知り、胸が熱くなったから！ 農業をしたい！！バーベＱ－！！！097 2009/11/23 酒井　ほずみ なぴあはうす 1相馬市でマクロビオティックやルーシーダットン、自然食品のお店をやってます。ココロとカラダと地球にやさしい生き方を目指しています。最新情報ブログ→http://napia.seesaa.net/ 一人一人の力は小さくても、集まると巨大な力になるんですよネ。みなさんがキラキラと夢を語る姿に憧れました。これからも新鮮な刺激をくださいっ！！ 地球規模の”保護”よりももっと能動的な”改善””浄化”につながるアクション。守りじゃなく進んでいく行動がもう必要です。098 2009/11/23 村上　日苗 かっちゃん 1 マクロビオティックのレストランと宿、そして自然農業をしています。石がまのパンやさまざまな自然体験をすることができます。大自然の中でゆったりとした時をすごしにきて下さい。 多くの方との出会いの中でつながってゆきたいと思ったため 情報こうかん、さまざまな方をおまねきしての勉強会や交流会099 2009/11/21 一條　直子 nao 1 ネイティブ・アメリカンの物の見方や考え方に興味を持ち、はや20年。まだまだ勉強中です。 地元の色々な楽しい事をしている人々と繋がっていきたいです。 今は、まだ思いつきません。100 2009/12/14 まさき 1 楽しもう 楽しそう 楽しい事101 2009/12/7 小豆畑　守、倫子 アズちゃん、のりちゃん 2 8/10



NPO百笑屋敷 百笑仲間紹介番号 入会日 氏名または団体名 ニックネーム 人数 自己紹介 入会希望の理由 NPOでやりたいこと、ご要望など102 2009/12/28 タマちゃん 1103 2010/1/20 ちあき 1 自然がすきです ドキがムネムネしたからです 山のぼり！！　ものづくり！！104 2010/1/24 東海林　広尚 ひがしくん 1 自分で畑やったりしてました。8年ぐらい前から少しずつやり始めて、将来は自分の畑が欲しいです。 農業に興味があるため 畑105 2010/1/28 ノーマン 1 http://pachamamajapan.ocnk.net/主人がはまって石川で農業をやり、あちこちに顔を出してノウハウゲット中です。 フェアトレードや世界にも感心をもつということと、子供を財産ととらえて育てていくこと。106 2010/2/3 よこちん 1 人との出会い、楽しい事を求めています。 楽しそうだから いろいろな体験107 2010/2/27 小針　仁恵 ひっち 1 百笑屋敷のみなさん初めまして今回一緒に入会させて頂いた紫苑さんと2009年より無農薬での農業を始めた　ひっち　と申します試行錯誤しながら進んできましたが、2010年から、より自然で安全な方法での野菜作りを目指したいと無農薬に加え、無肥料、自家採取での栽培に転換しましたまだまだ勉強中ですので、色々教えてくださいみなさん宜しくお願いします 銀河さんのイベントに参加させていただいた際に農に対する考え方、方向性が同じ方々と知り合え是非仲間に入り、情報交換をしていきたいなと考え入会しました 例えばトマト昔のトマトは甘いだけじゃなく酸味もコクもあって少し青臭かったけど、真夏の太陽の下で丸かじりして美味しかったよな～そんな思い出ありませんか？今のトマトは、ほとんどが品種改良された甘いが身上のトマトですその土地に昔から受け継がれている伝承野菜を復活させて子供達に本来の野菜の味、旬、それを種から育てる楽しみを伝えていきたい108 2010/3/15 betty 1 元々ジャンルを問わず音楽が大好きです。その中でもロックが好きで、矢沢永吉さんを師と仰ぎ、中島みゆきさんを姉と慕い、今は、須賀川市出身の菅波栄純くんがギターをしているバンド、THE BACK HORNを応援しています。音楽を通して出来た絆を大切に、福島県を元気にしたいと考えています！「THE BACK HORN 福島　LOVEの会」の仲間たちとともに日々、妄想に励みながら、楽しいことをたくさんしたいなと日々ワクワクしながら生きています。 THE BACK HORNファンクラブは、銀河遊牧民といいます。その銀河遊牧民の仲間が銀河のほとりに、2010年５月に集い、イベントを考えています。元々、銀河のほとりさんのパワーにはただならぬものを感じていましたが、このたびのイベントでお力を貸していただけることになり、出会いはやはり必然なのだと実感させられています。ひとりひとりの力は小さくても、それが集結すれば何かが起こる。郡山市出身のクリエイティブディレクター箭内道彦さんが２００９年秋に開成山野外音楽堂で行ったフェス「風とロックフェス福島」で、ひとりひとりが何かの天才なんだと掲げていました。銀河のほとりに集まる方は皆さん、本当に天才だと思います。福島県出身のバンド、THEBACK HORNも応援してください。どうぞよろしくお願いします。
音楽から受け取るメッセージを通し、ひとりひとりが元気になり、笑顔になって、その周りのみんなに幸せを伝えていって、いつか福島県が丸ごと元気になっていけばいいなと思っています。109 2010/3/16 佐藤　睦子 ムツコ 1 リョーチンと共に皆と共に楽しく笑って生きるため イベントのお手伝い　おいしいもの作り110 2010/3/16 GON 1 はじめまして、GONと申します。発展途上国に興味があり、バングラデシュやインドに行ったり、今度は南米のガイアナにいきます。国連でいわれているMDG（ミレニアム開発目標）を達成するために少しでも何かできればいいなあと思っています。どうぞよろしくお願いします。 今企業や都市圏では海外にいきたい人がとても少ないです。しかし世界を見渡せば、先に発展した日本が国外でこれからやれることはたくさんあります。福島県ですくすく育ったたくましい子どもたちが、郷土の誇りでもある野口英世博士のように、世界が共存していくための大きな役割を果たす、そういった人材が生まれればいいと思っています。 国際交流のイベントをしたいです。４月から３ヶ月間、南米の最貧国ガイアナにいきます。現地のこども達と英語で話してみませんか？とくに中学生や高校生同士の交流を、WEB上でSKYPEを使いできたらいいなと思っています。発展途上国に生きるこども達にひとつふたつ質問してみましょう。通じた！という喜びは英語上達の一番の近道です。少しぐらいわからなくても、なわとび競争をしたりリフティングゲームをしたり、地球の反対側のこども達と交流をしてグローバル人になりましょう。無料です。9/10



NPO百笑屋敷 百笑仲間紹介番号 入会日 氏名または団体名 ニックネーム 人数 自己紹介 入会希望の理由 NPOでやりたいこと、ご要望など111 2010/2/25 はしもと治療室 橋本　俊彦 1 はしもと治療室主宰、鍼灸、快医学健康相談 情報交換 「手当ての茶の間」を地域に広めたい。112 2010/5/18 麻井　朋子 MOEMOE 1 食好き 人好き 自然好き 好奇心旺盛娘？　現在は（？）東京暮らし。食を通じて人の生き方、心の豊かさを学んで楽しんでます！！ 百笑屋敷の構創全て。全国で同じような気持ちを持った人たちが増えるといいですね。ここ郡山にいる時間は少ないですが、私もお世話になります。 １人１人が持って生まれたものを出し合える場。経済社会ではない（精神的）社会を築ける、あたりまえの世の中が自然に生まれればいいなあ。113 2010/5/18 芳賀　美裕希 みっくん 1 銀河に魅力を感じて！！土が大好き！！野菜大好き！！銀河が大好きだからです。 畑、山登り、川下り、ぬいものワークショップ、しばかり、染めもの、陶器、パンつくり、おかしつくり、いっぷく会114 2010/6/2 じゅんぱち、かけこ、わこ 3福島市を中心にかなりゆるーいアフリカン太鼓クラブを結成し、活動しています。小学校、養護学校などでワークショップをしています。登山も好きです。 銀河ファンでいつも美味しく幸せな気持ちにさせてもらっているので115 2010/6/14 佐藤　妃都美 1ボディライトニングの佐藤です。施術は要予約でご相談に応じます 楽しいこと、エコな事に沢山参加したいです ライトニングワーカーさんが増えてくれるといいな116 2010/10/5 匿名 5 理容室を経営していましたが　家族や仲間の協力と理解をいただき　　半年間農業の研修に7月から行ってます。土にふれるようなってから　”顔つきが変わた”　などと回りの人に言われます。一人一人変わる事で平和に不安なく暮らしていける世の中をめざしたい。 ”このままの生き方でいいのか？”と数年前から考えてました。自分の子の世代に残し伝えなければいけない事は永続可能な循環社会ではないか、　競争ではなく”共生”できる生き方をめざしたいと考え　銀河のほとりさんの活動を知り共感しましたので。 お米を作り、畑で野菜を作りたい。有機栽培で安心安全でおいしい物を育てることのお手伝い　もしくは自分でやってみたい。百笑屋敷の仲間の方で農地もしくは休耕地を借していただける方を紹介して頂ければと思います。117 2011/2/2 まめ 1銀河のほとりでわいわいお料理したり、お菓子作ったり、手作りしたり　大爆笑してる。 二年間も銀河のほとりでお世話になっているのに入会していなかったから。夕暮れぽとりカフェを始めたから。 気持ちがフワフワ、きらきら大爆走な世の中になるような。118 2011/2/26 ヒロ 1 手芸部きっかけです。実際やってみて楽しかったから。119 2011/2/26 すべて非公開 1120 200
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