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本協会創立 20 周年に際してご寄付をいただきました。
山形謙二 10000 円、仲谷一壽 10000 円、伊禮 祐子 10000 円、城所啓二 10000 円、野田典義 10000 円、
㈱かるなぁ 10000 円 垣本充 8000 円、高井明徳 8000 円、仲本桂子 5000 円、
(有)ジュリエット Salon de nanadeor 5000 円、伊藤良治 3000 円 松原広幸 3000 円、砂辺和通 3000 円、
古谷昭雄 3000 円、関目実 3000 円、松尾一廣 3000 円

国連「世界食料デー」募金のお願い
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秋も深まって参りましたが、ＪＰＶＳの会員の皆様には益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。平素は本
協会の活動にご支援・ご協力いただきありがとうございます。本号は、本協会創立 20 周年記念のイベント紹介
およびメッセージを中心にお届けします。あわせて国連「世界食料デー」募金のご案内をしております。

ベジタリアン芸術祭

NPO 法人日本ベジタリアン協会

また、城所さんから今回の催しにプレゼントして
いただいた D'ont eat me が彫られた木のブタちゃ
んは、今後、アースデーやベジタリアンフェスティ
バルに本協会がブースを出すときに展示させてい
ただくことになりました。芸術という漢字が、草（く
さ）が云う術（すべ）とあらわしているので、ベジ
タリアンの食生活が芸術的な才能を開花させるか
もしれないなど考えながら、作品や演出のすばらし
さにうっとりさせていただく一日となりました。
（報告／本協会評議員 三輪あき子）

国際連合では、世界の一人一人が協力しあい、最も重要な墓本的人権である「すべての人に食料を」を現実
のものにし、世界に広がる栄養不良、飢餓、極度の貧困を解決していくことを目的に、10 月 16 日を「世界食
料デー」に制定しています。この日は、世界の食料問題を考える日として、1979 年の第 20 回 FAO 総会の決議
に基づき、1981 年から世界共通の日として制定されました。この日をきっかけとして、自分自身の生活を見つ
め直し、少しでも世界の人々と共に生きる生き方を実践しようとする人が増やされていくことが「世界食料デ
ー」の願いです。
本協会では、会員の皆様に「世界食料デー募金」をご送付いただき、その全額を世界の飢餓救済に関わる活
動を行っている団体に寄付いたします。世界で１分間に 17 人（うち 12 人が子ども）、１日に 2 万 5 千人、１
年間では 1,000 万人が飢えのために生命を失っています（JIFH）。どうぞ、この趣旨をご理解いただき、世界
の飢餓救済ための義援金をご送付くださいますようお願いいたします。
募金は 12 月 20 日時点で集計し、全額を日本国際飢餓対策機構（JIFH）に贈ります。募金の送付は郵便振替
でお願いいたします。領収証は振込票で代えさせていただきます。なお、募金を 3000 円以上ご寄付いただいた
方の氏名をベジタリアン・ジャーナル次号に掲載いたします。

＜本協会の主な活動ご案内＞
◇フェスタ
例年 6 月頃、総会、講演会、懇親会
◇秋の講演会
日本ベジタリアン学会と共催
◇研究会
ベジタリアンに関する研究会、不定期
◇東京例会

◇ベジサポ隊ミーティング
関西で会合を開き、協会活動をサポート
◇メーリングリスト
本協会会員に情報発信（加入任意）
◇フェースブック
本協会専用の「グループ」で情報交換
◇各地のベジタリアン関連イベントへの後援
（例）東京ベジフードフェスタ

毎月、都内レストランでベジメニューを楽しみ

京都ベジタリアンフェスティバル

ながら歓談

名古屋ビーガングルメ祭り

◇ビーガンホームクッキング
隔月に東京衛生病院（杉並区）で開催
◇ミニベジ

アースデー、地球愛祭りなどにも参加しています。
＜お問合せ＞
下記事務局まで。

各地のベジタリアンレストランで歓談

JPVS-News No.28(2013)：NPO 法人日本ベジタリアン協会(JPVS)発行（平成 25 年 10 月）
〒531-0031 大阪市北区中津 2－8－B－101 電話 06-6372-3775
E-mail：inform@jpvs.org Home Page：http://www.jpvs.org/

城所さん作のゴリラがお出迎え

7 月 7 日（日）七夕の日、日本ベジタリアン協会
は、設立２０周年を祝して、大阪の地下鉄御堂筋線
本町駅近くの老舗ベジタリアンレストラン「グリ－
ンア－ス」にて、『ベジタリアン芸術祭』と題した
イベントを開催しました。ベジタリアンの芸術家を
お招きして、絵画やチェンソ－ア－トという彫刻の
作品、インド舞踏を楽しみました。芸術を通じて協
会会員の交流を目的とする催しでしたが、インター
ネットの情報で来られた方もいて 1 部・2 部合わせ
て 30 名を超える出席者があり、充実した時間を過
ごすことができました。
今回うれしかったのは、協会会員以外のひとも参
加していただき交流できたことでした。オーストラ
リアや台湾から日本に観光にいらっしゃったベジ
タリアンともお話できました。天気が良かったので、
会場入り口にチェーンソーアートの世界チャンピ
オン城所ケイジさん作のゴリラを展示しました。ゴ
リラは、ベジタリアンということから、城所さんが
今回の催しにご協力して持参してくださったもの
です。
芸術祭らしく、新制作協会の画家、鶴山好一さん
の作品を会場の壁面に飾らせていただきました。そ
して、Toshiko さんのインド舞踊の見事なパフォー
マンス。環境を大切に守り続けたいという祈りを込
めた踊りも踊ってくださいました。

画家の鶴山さんとその作品

鶴山さん、インド舞踊の Toshiko さんを囲んで、ハイポ
ーズ！
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香港映画俳優ジェフリー・リムさん

祝 創立 20 周年!

ベジタリアン番組 キックオフ パーティー
なく、ベジ・ノンベジ含めましていろんなバックグ

本協会を 1993 年に設立して 20 年。本当に多くの皆様方のご支援の賜物です。心より感謝申し上げます。

ラウンドのある人たちと親睦を深めることができ

■この度は 20 周年を迎えられ誠におめでとうございます。垣本代表をはじめ皆様方のご努力の賜物と敬服しております。

てとても有意義な時間でした。
それにしても 2 時間半程度であっという間でした

これからの益々の発展を祈念しております。
不二製油（株）大豆加工食品事業部ソヤファームクラブ部長 牧仙二

が東京から駆けつけてくださった桜木さんの踊り

■貴協会が、今年で 20 年を迎えられましたことを心よりお祝いを申し上げます。この間の貴協会とスタッフの皆様のたゆ

あり、音楽家の岡野さんのチューバ演奏もあって盛

まない御努力に感謝を申し上げますとともに多大の成果をあげられましたことに心から敬意を表します。ベジタリアンの

りだくさんの内容でした。その後も、二次会にもジ

中核団体として、ますます、ご発展されますことを祈念いたします。
三育フーズ株式会社 代表取締役社長 工藤昭二郎

ェフリーさんもお付き合いいただき親睦を深める
る桜木さんとも情報交換ができて東京のベジス
ケジュールも教えていただきました。何より、今ま
でこうした会にはじめて参加して楽しかったとい
今回の企画は、ジェフリー・リムさんの友人で、
本協会評議員の野田典義さんのご尽力で実現しま
した。野田さんからパーティーの様子を報告してい
ただきます。なお、このイベントは本協会創立 20

電話 0438-62-2921 http://san-ikufood.com/
■おめでとう！創立 20 周年。創立 20 周年をお迎えになられたとのこと、心よりお祝い申し上げます。ご創立以来、様々な
普及活動を続けられて今日のベジタリアンの発展につながっていることは敬服に値し業界の模範です。今後ともさらにな
るご発展を心より祈念しております。

う方が少なからずいまして仲間がたくさんいるこ

㈱かるなぁ 専務取締役 余語啓一

とに安堵と喜びを感じていただけたようでスタッ

〒468-0041

フとしても嬉しい限りです。
（報告／本協会評議員 野田典義）

千葉県袖ケ浦市長浦拓 1-1-65

〒299-0265

ことができたと思います。東京例会に参加されてい

名古屋市天白区保呂町 2016

電話 052-804-0036

http://www.karuna.co.jp

info@karuna.co.jp

■ 貴協会の創立２０周年、おめでとうございます。弊社は平成１８年より協会推奨マークを海外向け商品に貼付し、日本製
品の安心・安全をアピールする強力な印として利用・協力させて頂いております。これからも宜しくお願い致します。

周年記念イベントの一つとして開催されました。

株 式 会 社 アジテック・ファインフーズ東 京 営 業 部
〒101-0063

【日時】

東京都千代田区神田淡路町 1-9-11

電話 03-6206-9258

7 月 20 日（土）午後 17 時～（受付 16：45～）

http//www.ajff.jp

■1957 年（昭和３２年）第 15 回世界ベジタリアン大会（インドにて）理学・哲学博士の多田政一は、名誉副総裁に任命さ

【場所】

れ、（日本の菜食）[発酵食] を世界に向け、35 年間発信されてこられました。その後の NPO ベジタリアン協会の 20 年

グリーンアース

間の御啓蒙活動には敬意を表します。日本国民の健康をつかさどるベジタリアンは、世界を救うでしょう。おめでとうご

大阪市中央区北久宝寺町 4-2-2 久宝ビル 1F

ざいます。
第一酵母株式会社代表取締役社長 特定非営利活動法人ユー・アイ・クラブ理事長 多田龍生
■創立 20 周年おめでとうございます。グリーン歯科医院では虫歯や咬合の研究と臨床を行い、特に噛み合わせから引き起

参加人数は 34 名となり、グリーンアースさんも

こされる不調を改善し、体に良い咬合の提供をめざしております。お気軽にご相談ください。

めったにない人数と、驚くほどの盛況になりました。

グリーン歯科医院 伊禮祐子

遅れてやってくるはずのジェフリーさんも予想よ
り早く到着しベジタリアンになったきっかけや、今

〒113-0024 東京都文京区西片 1-11-13 西片グリーンハウス 107

ジェフリーさん、本協会垣本代表を囲んで

回日本で撮影している番組のことなどお話もいた

電話 03-5800-3585

だきました。

しております。更なるご発展を心からお祈り申し上げます。

協会からは参加者のドリンク代やジェフリーさ

東京ベジフードフェスタ 2013 実行委員長 長田裕貴

んへのプレゼント（20 周年記念 T シャツ＋鶴山先

NPO 法人ベジカルチャーネットワーク（東京ベジフードフェスタ主催）

生の作品）も寄贈いただき、感謝しております。ベ

電話042-553-1886
■20 周年おめでとうございます！

ジサポ隊の関目さん、神尾さん、齋藤さん、三輪さ

office@veg-culture.net

NPO 法人 ベジタリアンフェスティバル実行委員会（ベジタリアンフェスティバル京都主催）

いろしていただきありがとうございます。また垣本

〒604-8483 京都市中京区西ノ京南上合町 82-34 まんまんちゃん・あん Natural Grocery Kyoto 内

代表や余語さん（かるなぁ専務、本協会理事）も、

http://www.vegetarianfestival.jp

お忙しい中お時間を作ってお越しいただきました

vegetarianfestival@gmail.com

■20 周年おめでとうございます。ベジタリアン=カッコいい→モテる的なところまでベジタリアンライフの牽引をこれから

こと、感謝いたします。関西だけでなく、名古屋・
感謝しております。ジェフリーさんとの交流だけで

http://tokyo-vegefest.com/

動物の福祉、食糧問題、地球環境、内部被曝などの問題からアプローチしても菜食は

重要なキーワードです。ベジタリアン協会のますますのご活躍を心より支持いたします。

ん、そして事務局長の松尾さん事前の準備などいろ

東京からの参加者もいてジェフリーさんともども

URL : http://www.kamiawase-green-shika.com/

■毎年当フェスをご後援頂き、その都度貴協会の影響力、ご実績、垣本代表と役員の皆様のご尽力の大きさに感嘆・感謝致

桜木さんのダンスパフォーマンス

も期待しております（笑）。
名古屋ビーガングルメ祭り運営事務局(名古屋ビーガングルメ祭り主催)
http://nagoya-vegefes.com/

info.veganfes@gmail.com

