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世界平和地球村の建設と自然環境の保護
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日の出直後のパクー養殖池

あけましておめでとうございます。

昨年度のご支援、心より感謝申し上げます。

本年 も変わらずご支援のほど、よろしくお願い

申し上げます。

世界 に今大きな変革の風が吹いています。それ

は新し い時代への天の叫びでもあろうと感じてお

り ま す。 二〇 一 七年 ！ い よい よ具 体 的な 福 地村

建設に 向けての内外の準備を本格化させていかな

ければならない時が来ました。

人 間と 自然 が 創造 主の 愛 と希 望に 包 まれ て 、調

和して 暮らす新しい希望の村、家族で住めるレダ

を目指 して、インフラの整備や生活問題の道筋を

つける大変重要で覚悟の年になると考えています。

自立 化への道筋と次世代への相続を一歩一歩具

体化し ていくことによって、持続的成長と発展を

確保していきたいと思います。

また、北アメリカと連携しながら良きパートナー

を募り 、わたくしたちの進めてきたプロジェクト

の普遍 的価値を理解して頂くと共に、培ってきた

「為に 生きる」精神伝統を中心とした新しい希望

の村づくり、周辺住民と一体となった理想村コミュ

ニテイーをつくり、パンタナールから世界に向かっ

て温かい希望の風を送り届けていきましょう。

二〇一七年元旦

一般社団法人
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理事長

2016年、千客万来のレダ基地
パクー稚魚放流式会場に掲げられたバナー。5月6日

国会議員たちにタロイモの説明をするアファラ副大統領。6月30日

放流についてのブリーフィング。6月30日

修練会スタッフは自前で。3月14日

放流するパクーにタグを打つマグノ教授。5月6日

どうしても放流式に来たかった副大統領一行がレダに。6月30日

初めての21日修練会参加者が到着。3月14日

米国の社会活動家Evan氏。6月13日

家族で休暇を過ごす議員。7月21日 先住民の学校を訪問する米国牧師夫妻。7月28日
パラグアイ海軍艦が寄港。3月9日

海軍の乗組員がレダで食事。3月9日 新しいトラックがレダに到着。3月14日

バイア・ネグラのカトリック教会を訪問。

第2回 International Youth Volunteer (11か国 21名) 7月11-15日

レダ
基地

第16回 国際協力青年奉仕隊 (日本より15名) 8月31-9月2日

水質等の基礎研究 超低コスト養殖法実験

ディアナで奉仕 8月29日 給水塔の修理が完了 3月

NOW

建築から家具・調度品まで ボートで到着した奈田、中村両氏を迎える中田所長たち 12月3日

新たな年へ
新たな挑戦

レダ産の食材で新製品開発

パクーの増殖と養殖推進

!! !!
紅屋、大和田、中村、吉村、各氏作業中

生息地環境そのままに自然動物園を準備

大元氏がカピバラの世話を担当

カピバラ家族ただ今増殖中

到着した藤原夫妻と吉村氏と大元氏

エビの養殖研究に向けて地下水を採取

先住民の子供たちと。

第三期定時総会にて、中田代表理事と参加者たち。
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第三期定時総会を開催、全議案を承認

15

2017年（平成29年）カレンダーが好評！

16

カピバラの赤ちゃんに授乳。

仔鹿もミルクで育てました。

十 二月四 日、 午前 十時 より 、神 奈川 県川 崎市 の大
山街 道ふる さと 館イ ベン トホ ール にお いて 、一 般社
団法 人南北 米福 地開 発協 会の 第三 期定 時総 会が 開催
され ました 。ま ずは じめ に、 この 総会 は、 出席 した
会員 数と委 任状 数を 合わ せた 数が 会員 総数 の過 半数
を超 え、総 会と して 成立 した こと が戸 石理 事に よっ
て確認されました。
次いで総会 議長の
中田欣宏代 表理事
により、第三期
（平成二十 七年十
月一日から 二十八
年九月三十 日）の
事業報告お よび決
算報告があ り、出
席者の多数 をもっ
て承認されました。
また第四期 （平成
二十八年十 月一日
から二十九 年九月
今年もあなたのお部屋や職場を、生命力に満ちた
三十日）の 事業計
画 お よ び 収 支 予 算 パンタナールの生きもので飾ってはいかがでしょう
計 画 が 説 明 さ れ 、 か。２０１７年版は、大自然の中で生命を謳歌する
こ れ も 同 様 に 承 認 美しい野鳥たちを集めました。いずれもレダ基地で
され ました 。最 後に 高橋 昭三 監事 が、 これ らす べて よく見られる鳥たちです。贈り物としても喜ばれる
の報 告の内 容は 事実 に則 し、 かつ 適切 であ ると 認め でしょう。お申し込みは、事務局へ。（一部二百円）
られると述べ、総会が終了しました。
た。 今 年 の 第 回 青 年奉 仕 隊 に は安 田 さ ん とと も に
土佐嘉孝さんがレダから帰国
現地 か ら 参 加 し、 南 米 生 活 の経 験 と 語 学 力 を活 か し
六 か月余 りに わた って レダ 基地 で奉 仕作 業を して て、後輩たちをリードする役をよく果たしました。
きた土佐さん ( が)、予定した奉仕期間を全うして、
十二 月七 日 、元 気よ く帰 国 しま
した 。土 佐さ んは 、昨 年の 第
回国際協力青年奉仕隊に参加し、
バイ ア・ ネ グラ およ びレ ダ 基地
で多 くの 汗 を流 しま した 。 そし
て人 々や 動 物と 触れ 合う こ とを
通して感ずるところがあり、もっ
と長 期で の 奉仕 を志 して 、 去る
六月 一日 、 レダ 基地 に赴 き まし
22

