
皆さんあけましておめでとうございます。
2019 年後半より様々な事がありました。令和時代の始まり、16 歳のグレタさんの地球環境問題の直球発
言、フランシスコ、ローマ教皇の原子力廃止発言、緒方貞子元国連難民高等弁務官（UNHCR）/ JICA のトッ
プの死去（現場主義―世界に目を）、Dr. 中村教授のアフガニスタンでの悲劇（一隅を照らす）、COP25 で
2 度の化石嘗（温暖化対策に消極的ー石炭）、国連目標の SDGｓ、Society5 の実現等々です。明るい話
題よりも世界的な厳しい現実を見つめた結果、我々 NPO の経営方針にあります SOLAR SCHOOL プロ
グラムを早急に立ち上げ発展途上国に展開する準備を始めました。以下にその構想を示します。

独立電源方式のソーラー発電で電気を作り、第一フェーズの IT 教育システムが完了次第、ソーラーの能
力アップすることでこの学校で野菜の栽培やきれいな水の確保や健康管理の支援も出来ます。人間に基本
的に必要なものはこの小さな学校で入手可能です。20 年以上にわたりソーラー業界に携わってきたプロ
のメンバーがこの計画をサポートします。

Hi Everyone, Happy New Year.
There are so many good or bad things took place in the 2nd half of 2019. Reiwa Era started. Pope Francesco 
declared abolishment of nuclear. Professor Ms Ogata, Chairman of UNHCR and JICA who passed away 
demonstrated Boots on the Ground practice, Dr. Professor Nakamura's tragedy in Afghanistan, whose motto is 
that Water is core of life and his philosophy of lightening around himself. 2 times Fossil Award at COP25, 
Negative to Climate Warming  against coal, Society 5
achievement goals through SDGs. Hearing and looking at these happenings, we have decided that we should 
quickly move for SOLAR SCHOOL program for developing nations, which is listed in our management policy.

Solar School generates electricity by off grid solar system. After 1st phase of IT education system for children, 
this Solar School can produce fresh vegetables and clean water, and can support healthcare by expanding solar 
capacity as 2nd phase.  Basic human needs can be available in a very small solar school facility. Our members 
having over 20 years of solar industry experience will support this program as professional.

「子どものいのちを守る会」とは

本会は、青木紀代美（1972 年よつ葉牛乳の共同購入運
動の創設者 ) を中心に、志を一つにした設立メンバーが
2002 年に発足しました。
自然に添った無農薬食品の提供で子供の命、健康を守る
をベースに活動を始めました。現在これのさらなる発展の
為、医療、環境、教育分野も加え活動を行っています。

心に一点の曇りもなく、世界の恒久平和と人類社会の進歩
発展の実現を未来の子どもに託し、その命を食・医療・
環境と教育を通じて守る。
又国連の SDGs 目標とする持続可能な新しい社会的価値
と経済的価値を創出する事を NPO 法人の方針として、新
しい時代を生き抜く。

◎ 利他の心を中心とした教育を提供すること
◎ 物心両面の成長と幸せの機会を与える。
◎ 子どもを守るとは親を守ること
◎ 親を守るとは親が正しい知識見識を身につけること

「人は何のために生きるかを追求し、
今あるエネルギーをさらに発展させ時代を超える」

［ Solar School Concept ］ソーラースクール概念

への挑戦SOLAR SCHOOL
Challenge to Solar School Donation Program
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20 数年前に立ち上げてくれた諸先輩の後を引き継ぎ、「神から授かった地球より重い子

どものいのち」をテーマに新しいメンバーで取り組んでおります。

世界はものすごい勢いで進化発展しているにも係わらず、現実は世界 60 億人のうち 20

億人が貧民層で子どものいのちを守れていない状況です。「子どものいのちを守る」を原

点に食品・医療・教育・環境・エネルギー・水の分野で、新しい SDGs ゴールを目指し

ております。食品分野では「食に添う人に添う」の著者であり副理事長の青木が 45 年前

から日本国中を巡って無農薬食品の開発を進めております。「食といのちを守る会」の協

賛を得て講演やイベント等で積極的に啓蒙活動も進めております。

皆様にも利他の心でサポートして頂ければ幸いです。

当団体は、寄付金による運営母体であり、営利活動は致しておりません。

つきましては、誠に恐縮ではございますが、子どものいのちを守る会 の趣旨にご賛同の

うえ、ご協賛を賜りたく、ここにお願い申し上げる次第でございます。

Phase 1  Education Phase 2  Water & Foods Phase 3  Medical Clinic
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基本構成

ソーラースクール・システム概要

・施設に固定式
・機器間配線工事要
・屋根設置要

・防犯容易
・屋根方向要注意

特徴

1 system（５００ｗ）

1 color TV 3 LED lights 1 radio cell phone

理事長からのメッセージ 主な参加メンバー

子どものいのちを守る会への協賛金のお願い

銀 行 名

口座番号

口座名義

ジャパンネット銀行　ビジネス営業部（店番号：005）

（普）1290689

トクヒ）コドモノイノチヲマモルカイ

個　人：一千円、五千円、一万円　／　法　人：1口・五万円　1口～

http://kodomo-mamorukai.moo.jp/

kdm.mamorukai@gmail.com〒162-0805　東京都新宿区矢来町123　矢来ビル 3F　Tel. 03-5227-1877 お問い合わせ

寄付金額

銀行振込での寄付

ウェブサイトから寄付も可能です
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フランスのトレイルランナー、プロトライアスロン選手、登山家、弁護士。
ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス大学（LSE）博士。
16 歳から登山を始め、マナスル（8156ｍ）登頂に成功。フィリピンのトレイ
ルラン” Cordillera Mountain Ultra”（標高 3500m 以上 、距離 59km）
を含んだ 3 大会で優勝。2018 年にはエベレストの無酸素登頂に成功。彼女
のトレイルラン、登山体験はインターネットを通じて世界中に発信されている。

Carole Fuchs（キャロル フークス）

牛山　泉（うしやま いずみ）
1942年生、長野市出身。1971年上智大学大学院理工学研究科博士課程修了、
工学博士。エネルギー変換工学を専門とし、主に風力発電など再生可能エネ
ルギーの研究に従事。1971 年より足利工業大学に勤務、1985 年教授、
2008年度より2期8年間学長。2016年度より学校法人足利工業大学理事長。
現在、新エネルギー産業技術総合開発機構（NEDO）洋上風力発電委員長、
新エネルギー財団（NEF）風力委員長、などを務める。
日本機械学会フェロー、日本風力エネルギー学会創設者であり元会長、日本太
陽エネルギー学会元会長。再生可能エネルギー・風力発電関連論文 150 編
以上、著書は単著共著合わせて 20 冊以上。受賞は 9 件、文部科学大臣賞、
国際再生可能エネルギー会議パイオニア賞ならびに功労賞、世界風力エネル
ギー会議栄誉賞、など。

1939年生、福岡県出身。1963年九州大学医学部卒業、精神科医、精神分析家、
医学博士。福岡大学、東京慈恵会医科大学、東京女子大学で教授を歴任し著
書も多数。パーソナリティ障害の分野において、日本を代表する精神分析医と
して治療の現場に立っている。
日本サイコセラピー学会理事長，日本精神分析学会会長，日本森田療法学会
理事長，日本児童青年精神医学会理事長などを歴任。2006 年には森田正馬
賞を受賞。

牛島 定信（うしじま さだのぶ）


