10年 間 でや つた大事な ことを整理 します。五つに分け られます。
1)自 然農法研究所 の研究 の基 本的態度 は迷 い続 けま した。応用研究 も様 々
に分け られま す が、
選 んだのは農家 の作業 を念頭 にお いた研究 です。工場 の
技術者 が生産 工程 の様 々な問題 を解決す る為行 な う研究 と似 て います。米倉
さんは十分理解 して くれたよ うで、成果 は学会の大会で 回頭発表 して も恥ず
現状 は満足です。
か しくないのを 目標 とま した。
金山委員長 のもと、畠
安全委員会 をつ くり、
2)大 仁農場 の環境汚染防止で、
契約は 3
中君 が大変努 力 して くれ ました。排出基準 が 1 0 0PPMでよいのに、
生活排水、
家畜 の汚
事業 上不 可能 です。問題 は研究所排水、
PPMにな ってお り、
一
汚水 はB池 に入 り、
水 の三 つです。第 はきつい内部基準 をつ くった ものの、
女子寮 の汚 水 もB池 の延長で合
第二の民家周辺 の汚水 が糞尿 を除き B池 に、
流 して大沢川 に出 ます。対策 はあ りません。第 三の家畜 の汚水 は,ガ チ ョウ池
で PALの

農場 の正 門付近 か ら入 ってA池 に入 り、小川か ら
排水 と合わ さ り、

対象 にな ります。抜本的な対策な しでは解
大沢 川に入 るので、これ も 3 PPMの
水野 さんに今後 を託 します。
決不可能 で、
3)EMの
MOAの

問題 が単 に世界救世教 の新 生派内部 の 問題 ではな いのに気付 いて、
行動す る気持 ちにな りました。この こと
名 誉 と関係す る と判断 し、

今後非包括法人 として活躍
は大事です。EMは 内部 の 問題 ではな いのです。
特 に農業 の関係者 に はEMに 恨み を持 って いる人が多
されるとき に、
社会 、
いので、
彼 らに いつで も説明できる論理 をもつ必要があ ると思 います。微応
成果を発表 し
研 としては学術委 員会 の決定で土壌肥料学会 に研究 を委嘱 し、
て もらった、と云 う点で、間接的 にEMを 非難す る立場 とな りま した。
三つの意図があ りま した。第 一 は農場 の環境汚染 と
4)生 命研建設関係 では、
微生
第二 は財団が 自農か ら微応研 に移 る以上、
移動 したか った こと、
関係 し、
食の
第二 は農業研究 だけでは今後無理で、
物 の学術研究 は不可避である こと、
以上です。第二 は田淵君 に迷惑 を
健康 を含む品質研究 をす る必要がある こと、

考 え られなかっ
た。男 二 はイ ング の 出 日こん こ州官つた ここか ら、
私 リタ ほ現実 とな りは じ
め、
今 中川君 に今後 を話 しています。ただ生命研の運営形態は今の方法では無
理で、MOAの

五
理科の学卒の数か ら、
総合化 という抜本的な方策が必要で、

百川 さん期待 し ます。
上の世界か ら」は数
5)二 つの ビデオを完成 したのは大変な思 い出です。 「
々の栄誉 をえ ました。 「
大地、
食べ もの、か らだ」は志 賀先生 に身土不 二 のア
イデアを頂 き、いささか 内容 が過 ぎた もの とな ったのですが、ともあれ完成で
MOAの
きて、これ も二 〜三の栄誉 を いただきました。一年前宮 島 さんか ら、
努力 しましたが、
未だまとまっ
森林 に対す る姿勢 をまとめて くれ、と依頼 され、
ていません。 「 自然崇拝 と森林利用」 とで もいった文章を今、ま と めて い
ます。今後 も努力 します ので、なん らかの形で公表 して いただければ幸 いです。

