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発展するコミュニティ通貨Mille（ミレ）

■ミレ銀行頭取

ミレニアムシティでは、ミレニアムシティ独自のコミュニティ
通貨「ミレ」の利用を増やすべく検討を行っています。これまで、
専任の担当者がおらず、なかなかうまく運営できなかったこと
を反省し、２人の担当者が決定しました。初代ミレ銀行頭取に
なったのは、井口道代理事と大久保千秋理事です。これからは
２人が運営を行います。

■交換したいリスト（旧 give me & give you list）

「ミレ」交換の基本となるのは、提供したい物事と提供してほし
い物事の情報がうまく一致することです。そのためには、交換
したいリスト（旧 give me & give you list）が常に最新の情報
になっていることと、リストを見たい時にいつでも見られるよ
うにしておくことが大切です。そこで、現在、ホームページ上
でいつでも閲覧できるようなシステムにするため準備中です。

■紙幣を発行

これまで「ミレ」はレッツ方式という、通帳を使った交換方式
を採用してきました。これをさらに活性化させるために、紙幣
を発行しました。この紙幣はこれまでの通帳と併用できるよう
にします。紙幣は、ミレニアムシティの活動にボランティアで
ご協力いただいた方に差し上げます。

■めざすのはお金に支配されない生活

コミュニティ通貨は、既存のお金を中心とした価値観の世界を
変える力を持っています。今は少ない人数でしか交換されてい
ませんが、一定規模の単位になると、生活の多くの部分で活
かすことができるようになるでしょう。ミレニアムシティでは
1000 人規模のコミュニティ通貨を目標としています。

ミレが使えるお店
新たにＯＰ館レストラン
ミレが使えるお店に、くりもと地球村ＯＰ館レストランが仲間入りしました。

❶パン工房
　ｋａｚｙ
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。

❷ギャラリー＆自然食レストラン
　風楽 (FURA)
季節の素材を活かした自然食と手づく
りのインテリアが魅力的
千葉県成田市宗吾 3-565-1-13
京成本線宗吾参道徒歩 10分
電話：０４７６－２７－５４１６
http://homepage2.nifty.com/fura/
※料金の10％をミレで支払うことができます。

❸くりもと地球村
　OP館レストラン
OP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。



annual report of the millenniumcity vol.6 *** 14

代表理事名簿

■ミレニアムシティからのお知らせ
特定非営利活動法人ミレニアムシティの理事は、ただ今55名。様々な分野の専門家の集団です。常任理事以外の理事名簿は公表しな
いことにしています。

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
旭愛農生産組合（大松農場）
大松農園のにわとりは、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）2500、（S）2800、（M）3500
TEL:0478-75-2877
FAX:0478-75-1441
http://www1.ttcn.ne.jp/~kurin/

役 　 名 氏 　 　 名 所 属 プ ロ フ ィ ー ル

理 事 長
井口浩 ㈱井口浩フィフス・ワールド・アーキテクツ 環境建築家・森林都市計画家　環境共生住宅の設計・まちづくり

小野加瑞輝 ㈱エコライン ウェルネス建築（健康で幸福で繁栄する建築）の設計・まちづくり

副 理 事 長

守谷克俊 モリヤ建築研究所 自然法建築術＝調和する環境・都市・建築の創造

織田秀文 織田建築研究所 テルメプロジェクト（建築設計・人間ネットワーク・インターネット）

志琴水丸 志琴ネットワーク アートごころ・花ごころのまちづくり

清水睦雄 ㈱サンスイ・テック住宅 太陽と緑の中に住む家をくりもとから全国に伝えます

常 任 理 事

川崎直也 メディアプロデューサー＆ジャーナリスト

大久保千秋 写真を通して愛で世界が繋がる　楽しい食が人を救う

岩井暁子 ㈲カサブランカ 健康関連商品販売　貢献する人々のサポート

松尾直子 ＯＦＦＩＣＥナオ：ＮＯＷ－Ｏ 心理カウンセラー、インナー・チャイルド・ヒーリング、親子関係講座、学校づくり

佐藤文彦 農業生産法人㈲三穂グレイン 持続する農産から自由と創造を！くりもと地球村

土井俊玉 茶道家 和の文化を大切に！

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） 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）

②フローレスタ（岩井別荘） 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）

③くりもと地球村 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 
オーピー館：素泊まり 3800 円

④カムフラージュハウス2 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

⑤カムフラージュハウス1 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

⑥くりもとミレニアムシティ 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）

⑦富士エコパークビレッジ 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）

■つながる・ひろがる・ミレニアムシティ

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。



ミレニアムシティ

……新しい価値観を持った市民の発想でつくる、新しい都市と
　　そのシステムをさします。

ミレニアムシティをつくる会

……ミレニアムシティを発想し、都市づくりに参加し、そこに
　　居住する市民の会です。

特定非営利活動法人 ミレニアムシティ

……ミレニアムシティの構想とシステムづくりを行います。言
　　わばミレニアムシティの推進役であり、行政組織のような
　　位置付けを持ちます。
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ミレニアムシティをつくる会とＮＰＯ法人

ミレニアムシティをつくる会　入会案内

■資　格　　　　　　ミレニアムシティをつくる会に入会されている方で、ミレニアムシティの運営やシステム
　　　　　　　　　　づくりに参加したい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。
■入会金　　　　　　4,000 円
■年会費　　　　　　6,000 円（ミレニアムシティをつくる会会費に含まれます）
■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れば書類をお送りいたします。

特定非営利活動法人ミレニアムシティ　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参加できます。
　　　　　　　　　　③ミレニアムシティの行う事業に参加できます。
　　　　　　　　　　④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 1500円）の自動引落し。
　　　　　　　　　　現金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ＦＡＸ、Ｅメールでお申し込みいただけれれば書類をお送りいたします。

ミレニアムシティは、下図のように「ミレニアムシティをつくる会」と、それを運営し構想づくりを行う「特定
非営利活動法人（ＮＰＯ法人）ミレニアムシティ」からなっています。２つの組織は包含関係になっています。
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お申込みは　特定非営利活動法人　ミレニアムシティ事務局　
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