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役　　名 氏　　　名 所　　　属

 川崎　直也 メディアプロデューサー

 大久保千秋 ミレバンク頭取

 岩井　暁子 ㈲カサブランカ

 佐藤　文彦 農業生産法人㈲三穂グレイン

 土井　俊玉 茶道家

 井口　道代 ミレバンク頭取、介護福祉士

 堀内　亜希 ラーニング･ドクター英語教室

役　　名 氏　　　名 所　　　属

 井口　　浩 環境建築家、森林都市計画家

 小野加瑞輝 建築家、㈱エコライン

 織田　秀文 織田建築研究所

 小林　良夫 アーストリビューン社・地球新聞

 堀内　良樹 ㈲環境サービス・健康サロンセルフアップ

 神谷　昌男 会社役員、自営業

 守谷　克俊 モリヤ建築研究所

有機でつながる都市と農村 ミレニアムシティがお世話になっているお二人は、都市と農村をつなぐ先駆者で
もあります。安全なたまごと有機野菜を宅配便で直送しています。ご利用ください。

大松秀雄氏　（縄文プロジェクト代表、大松農園代表）
大松農場のにわとりは、ヒナから一切の薬
品を使わず、飼料も遺伝子組み替えをして
いないもので育てられた、国産種の元気な
にわとりです。「開放鶏舎」と「平飼い」で
太陽の光や風を十分に当てて飼育されてい
ます。このにわとりから生まれたたまごは、
市販のたまごでは味わえない昔なつかしい
味です。
TEL:0479-63-7611
FAX:0479-62-0143
http://www.ryu-bun.org/ayumi.htm
http://www.kyokushoujyuku.jp/pr.htm

佐藤文彦氏　くりもと地球村
かたらいファームの生きた土で育った、完
全無農薬、無化学肥料の野菜。野草酵素や
微生物の豊富な生物力の味と元気。くりも
との恵まれた風土ではバラエティ豊かな旬
の味があります。ひとつひとつ味わうも、
組み合わせて楽しむもよし。料理のアイディ
アもかきたてられることでしょう。何より食
べて元気になるたくましい野菜たちです。
野菜の宅配（送料込み）
（SS）1980円、（S）2800円、（M）3500円
TEL:0478-75-2877　FAX:0478-75-1441
http://www1.ttcn.ne.jp/̃kurin/m

東京都大田区山王 3-26-23
TEL:03-3771-2404

女性のみ宿泊可・岩井が在宅時のみ・要予約
一泊 1800円（朝食付き）（200円の割引）

長野県北佐久郡軽井沢町追分鴫原 1042-24
TEL:0267-45-4973

宿泊、結婚式、イベント、研修、バカンス等
一泊 4500円（食事は別途）（500円の割引）

千葉県香取市高萩 1646-24
TEL:0478-75-2877

宿泊、農業体験、ワークショップ等
オーガニックピース館：素泊まり 3800円

長野県北佐久郡軽井沢町長倉 2157-104
TEL:0267-44-1811

見学のみ
利用料金 100円

山梨県東山梨郡牧丘町西保中字中澤 2220
TEL:0553-35-3478

見学のみ
利用料金 100円

千葉県香取市高萩 1646-2
TEL:0478-75-1675

宿泊、農業体験、ワークショップ等（宿泊はオーナー同伴）
一泊 3500円（食事は別途）（500円の割引）

山梨県西八代郡上九一色村富士ケ峰 633-1
TEL:0555-89-2203

農業・環境学習
入場料：700円（100円の割引）

静岡県伊東市宇佐美 2345-5
TEL:0557-47-3830 or 090-5809-6233

宿泊・研修など
一泊2250円＋250ミレ（食事は別途。持ち込み炊事可）

福岡県太宰府市三条 2丁目 29－12
TEL:092-985-4176 携帯：080-1042-2725
メール　パソコンmail:eightesadatumi@mac.com　携帯mail :e.m.sadatomi-1129@docomo.ne.jp

ミレニアムシティをつくる会の方とその同伴の方
宿泊料（1泊2食朝夕付き）つくる会の方：3,500円+500ミレ　同伴の方：4,000円

沖縄県石垣市平久保
予約メールアドレス：zaki.firm2@gmail.com

千葉県旭市上永井 867-1
TEL:0479-57-1217

福島県いわき市大久町字大久洞
TEL：03-3609-5434　携帯： 090-3218-9853

施設名 住所／電話番号 利用内容／つくる会向け特別料金

①カサブランカ（岩井邸）

②フローレスタ（岩井別荘）

③くりもと地球村

④カムフラージュハウス 2

⑤カムフラージュハウス 1

⑥くりもとミレニアムシティ

⑦富士エコパークビレッジ

⑧癒しの家

⑨梅鶯亭（ばいおうてい）

⑩ＺＡＫＩファーム

⑪畳文（じょうもん）ハウス

⑫あさひミレニアムシティ

体験料金：自然食３食付（飲み物など持ち込み自由！）
宿泊込みの１日5,500円×６日間。料金の10％をミレで支払うことができます。

宿泊料：つくる会の方　１人１泊 1000円＋1000ミレ　食事：自炊
※亭主が滞在する時に限られます。日程については直接ご連絡ください。

ミレニアムシティをつくる会の方
平日 ：大人１人１泊　6,000 円、その他：大人１人１泊　8,000 円

ミレニアムシティをつくる会　入会案内
■資　格 ミレニアムシティに賛同される方が対象となります。
 国籍、年齢、性別は問いません。
 ただし、ミレニアムシティ理事会の規定によって
 参加をお断りする場合があります。
■特　典 ①ミレニアムシティに関する情報が得られます。
 ②ミレニアムシティの各種活動に優先的に参加することが
 できます。
 ③コミュニティ通貨「ミレ」を利用することができます。
 ④ミレニアムシティの行う事業に参加することができます。
 ⑤ミレニアムシティに居住者として参加できます。

■入会金 無料
■年会費 6,000円（個人、世帯）
■会費の納入方法
原則として、ＪＣＢが代行して年４回（１回当たり 1,500 円）の自動引
き落とし。
現金、または振込みをご希望の場合は一括納入となります。
■入会方法 
所定の申込書に必要事項をお書きになり、事務局または理事にお渡しく
ださい。電話またはＦＡＸ、Ｅメールでお申し込みいただければ書類をお
送りします。

コミュニティ通貨「ミレ」が使えるお店
次の店舗の他、渋谷を中心に130店舗以上のお店などで使える
アースデイマネー「ｒ」と交換して、それらの店で使うことがで
きます。アースデイマネー「ｒ」の使えるお店は、次のサイトを
ご覧ください。http://www.earthdaymoney.org/

6 麦わら農場
成田にある循環農法と協生農法を実践している農場です。
天然にこだわって本物の美味しさをお届けしています。
麦わら牧場の定期宅配
麦わらセットベーシック（旬の野菜を10種類たっぷり
と詰め込んだ、ボリュームのあるセット）　￥3000
麦わらセットプレミアム（協生農法限定の旬の作物
を詰め合わせたワイルドな風味のセット）　￥3000
電話／ FAX：0479-74-8180　http://mugiwara.mooncafe.org/
E メール：info@mugiwara.mooncafe.org
※料金の 10％をミレで支払うことができます。

5
旬の野菜を中心にした手作りのお料理、そして
心地よい音楽。体にも心にもうれしいダイニン
グバーが2008年10月13日大塚にオープン!!
女性経営者による女性に優しいお店です。ぜひ
一度足をお運び下さい。
東京都豊島区南大塚 3-51-8
Tel&Fax：03-3987-6242　http://ameblo/allinfun/
※500ミレで2杯目のドリンクを提供します。

旬のライブ＆ダイニング『All in Fun』

4 健康サロン「セルフアップ」
本来人の健康は、自らの自然治癒力により得られ、維持さ
れるものです。その「健康の自立」を根本からサポートし
ます。1）カウンセリング：　生活習慣を改善できるポイ
ントを指導　2）施術：邪気を抜く（ごしんじょう療法）、チャ
クラを活性、再生マッサージ他　3）本物商品の販売：　
1）と 2）の効果を上げるための健康食品：塩など
東京上石神井店（基本平日）：東京都練馬区　上石神井駅から徒歩 3分
あさひミレ店（基本週末）：　「あさひミレニアムシティ」内
予約・問い合わせ：090-4679-8684 begin_of_the_skype_highlighting
090-4679-8684　end_of_the_skype_highlighting（堀内）
http://selfup.jp（PCサイト）　http://www.mb.selfup.jp（携帯サイト）
http://www.selfup-shop.net（ネットショップ）
※ミレ特典　東京上石神井店：施術 20％まで、販売商品 5％まで（来店の場合）。あさひ
ミレ店：施療 15％まで、販売商品 5％まで（来店の場合）、ミレで支払うことができます。

3
オーガニックピース館レストランは、くりもと地球
村の新鮮な有機野菜をふんだんに使った料理が自慢
の店。毎月のワークショップ前に昼食をいただいて
いる場所でもあるので、使う機会が多いと思います。
千葉県香取市高萩1646-2
電話：0478-75-1675
※お食事をされた方に限り、200 ミレでコーヒー
又はジュースを1杯、召し上がることができます。

くりもと地球村 オーガニックピース館レストラン

2
築 400 年の古民家を手作りで修復してオープ
ンしました。営業日は毎週、金・土・日・祝日です。
それ以外の日は 5名様以上でご予約ください。
成田市大室 750
JRまたは京成線の成田駅より車で 15分。
東関東自動車道「成田インター」より 15分。
成田市役所よりコミュニテイバス「大室循環」大室
青年館下車徒歩 5分。
TEL/FAX　0476－36－1960
※料金の 10％をミレで支払うことができます。

古民家空間　風楽（FURA）

1
国産小麦と天然酵母で焼いたパンは香り豊か
な自然の味がします。
東京都世田谷区奥沢 7-15-11
東急大井町線九品仏駅徒歩 5分
電話：03-3703-4936
※料金の10％をミレで支払うことができます。

パン工房ｋａｚｙ

ミレニアムシティが運用しているコミュニティ通貨「ミレ」は、ミレニアムシティの活動にボランティア
として参加したり、会員どうしで貢献をした人が手に入れることのできる愛のあるコミュニティ通貨です。
手に入れた「ミレ」は、会員どうしはもちろん、ワークショップや参加店で割引等の特典も受けられます。

ミレニアムシティコミュニティ通貨ミレ
お金に使われない生活をめざして

C urrency

認定コネクトハウジング
ミレニアムシティの理念に合い、ネットワーク都市のさきがけとなる施設です。
ミレニアムシティをつくる会員には割引があります。新たに福岡県の梅鶯亭が加わりました。

C onnect housing


