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  ソーラーネットの 2008 年  

 

2008 年度、ソーラーネットは、3

本の柱のもとに活動しています。 

 

 

 

一つは、「爺芝プロジェクト」で
す。国内で行う、手作り太陽電

池の出前講座です。エネルギー

の地産地消を目指し、担う人々

とのネットワーク作りを目的とし

たものです。 

 2007 年 9月、広島県福山市を

皮切りとして、2008 年 12 月末日

までに、22 回、北は山形から、南

は山口まで、駆け回ってきました。

実際に半田ごてを持ち、太陽電

池を組み立てた方は、400 名に

達します。作った太陽電池(35W

クラス)は、42 枚。大半は、自分た

ちのグループでの利用となって

います。後述する「揺りかご」への

寄付は、5 枚でした。申し込まれ

る団体は、学校や、自治体、海外

で活動する NGO、地域に根を下

ろす NPO など、様々なグループ

です。 

2009 年も、この活動は続いてい

きます。 

  

 二つめは、ずっと続けているイ
ンドネシアでの活動です。南スラ

ウェシで展開している未電化地

域への、太陽光発電システムの

普及活動に関しては、過去の通

信でご覧下さい。今年は、新しい

動きを作り出すために動きました。

10 月 15 日から 20 日まで、カウン

ターパートの LPLH(institution for 

the Environment Conservation、

代表ソレマン氏)と、太陽光発電

のメンテナンスセンターの設立に

向けての打合せで、州都のマカ

ッサルを訪れました。川上氏と桜

井氏の 2名です。この渡航は、当

初、JICA の助成を受けて現地の

地元技術者の教育講習会も、合

わせての計画でした。ところが、

直前になって、タブアカン現地に、

電力公社の送電線がひかれ、太

陽光発電システムの大移動があ

ったという情報が飛び込んできま

した。そのため、JICA の助成金を

キャンセルし、状況の確認と打合

せを目的としての出発となりまし

た。報告に関しては、後ほど…. 

 

三つめは、「太陽光発電の揺り
かご」プロジェクトです。日本の市

民と海外、特に未電化地域の

人々とが直接手を結ぶ仕組みで

す。国内で組み立てられた太陽

電池をこの揺りかごに寄付しても

らい、それを海外で活動する

NGOに寄付して、活用してもらお

うという仕組みです。 

 2007 年は、ルアンダの学校を

作っている福島の NGO を通じて、

5 枚が、学校(首都キガリ、ウムチ

ョ・ムゥイーザ学園)の屋根に取り

つけられ、明かりとパソコンの電

源となりました。この学校初の卒

業式に間に合ったそうです。この

5 枚は、東京マイコープ(当時の

名称)の環境部会の皆さんの手に

よります。 

 2008 年は、ミャンマーのサイク

ロンの被災地(レットパタンス村、6

月)に一枚届けられました。前年

JICA の講習会で作成されたもの

です。在日のミャンマー人の牧師

さんが、持って行きました。この牧

師さんには、このほかにも、11 月 

8 日、パルシステム東京の皆さ

んが作った一枚が、寄付されて

います。 

 また、ニカラグアの会を通じて、

ニカラグア(メモリアル・サンディー

の地区、訓練学校、8月)に 2枚、

届けられました。これも JICA での

講習会で作られたものです。 

 2009 年はじめには、群馬のし

ぜん教育研究学園(NPO)が開い

ている学童保育所の子供達の製

作による太陽電池 1 枚が、インド、

ビハール州のニランジャナスクー

ルに手渡される予定です。夏に

は、ニランジャナスクールのメンバ

ーが、群馬を訪れて海外の様子

を話す約束になっています。二

つの教育関連の NPO 同士の交

流が、ここから始まると思います。 

 この揺りかごの活動は、皆さん

の寄付によっているため、太陽電

池を必要としている多くの NGO、

NPO に、届くだけの数が集まりに

くい欠点があります。市民の作っ
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た太陽電池を買い取る、何らかの

FUND があり、それを通して海外

に届けられる仕組みを、何とか作

りたいものです。寄付という善意

だけでは、どうしても限界がある

事を痛感しています。 

 

2009 年は、広島で始まっている

「千羽パネル」プロジェクトがい

よいよ形になります。京橋川に面

した白潮(はくちょう)公園に、皆さ

んの平和と核のない世界への思

いを乗せた手作りの太陽光発電

システムが灯ります。この動きは、

今後も広がると思います。 

 4月3日~5日には、青森県六

ヶ所村の「花とハーブの里」で

自然エネルギー学校が開催さ

れます。手作り太陽電池は、小型

風車とともに、放射能検知器を動

かし続けることになります。 

 

 

 

爺芝プロジェクト日誌 

 

 

 2008 年も、あちこちに出かけま

した。そして、いろいろな夢と思い

を抱いて活動している人達と出会

いました。一日、ほぼ 6 時間の講

習会になりますが、おもしろいこと

に、半田ごてを持つと、皆さん、

時間のたつのを忘れてしまうよう

です。夏休みの課題にと、親子で

参加したお母さんと、息子さん。

話は、将来のノーベル賞にまで

飛んでいました。海外支援の

NPO では、ラミネーターまで買っ

て、地元の仕事起こしに話が進

んでいます。東根工業高校では、

100 枚の太陽電池を生徒さん達

が作り上げて、それを連系するま

でに発展しました。そのお話は、

後ほど、校長先生に報告してい

ただきます。 

 いくつか、日誌風に、講習会

の模様を報告します。 

 

 

 1/14 NPO 大森まちづくりカフェ  

 参加者 20名。場所は、大田区

の廃校を公的スペースとして活用

したコラボ大森。近くの大森学園

(以前は工業高校だった)の生徒

さんと、先生も参加する。さすが

に半田づけは慣れている。しかし、

もっと驚いたのは、「一徹君」。こ

の講習会では、小学校の 5 年生

を製作可能な年齢と考えている

が、彼は、小学校の 2 年生。その

手さばきは、高校生におとらない。

しかも、初めて半田ごてを握ると

言うではないか。彼は、特殊な才

能を持っているらしい。私が感心

したのは、そのことをみんなが知

っていると言うことだ。そこが地域

主催の催しのいいところ。「一徹

は特別だよ」と、ある参加者が説

明してくれる。こうした人の繋がり

が嬉しい。 

 

 3/20 内部学習会  

 セルが薄くなったせいで、非

常に割れやすい。理由は、単に

技術的なものではない。どうすれ

ば割れなくなるのか、ソーラーネ

ットの若手陣が集まって、試行錯

誤。残念ながら結論は出ない。 

 *****この件は、後日、リボン

を新しくすることで、割れを劇的

に減らすことに成功した。 

 

 

 7/5 ニカラグアの会  

 名古屋での製作は、これで三

回目となる。4 枚製作し、全て、ニ

カラグアの貧困地区で活動する

自治会などに使ってもらうという。

現地で活動を続ける国際NGOの

方々、私にはとても親近感がある。

きっと、人の笑顔と肌の触れあい

が楽しくて、のめり込んでいるの

だろう。人数が多くなると、どうし

ても、指導の目の行き届かないこ

とがある。はじめて、ラミネートの

後での割れが一枚、発生した。申

し訳ない。一グルーブに一人の

指導員は必要なのだろう。 

 

 名古屋からの帰りは、山奥の

稲荷神社での野宿。ラミネーター

カーを開けひろげて、寝袋で眠る。

覚悟していた蚊がいない。寒くも

ない。時節が、丁度良かったらし

い。 

 

 7/19 小川高校夜間部  

 夜間部の生徒達は、悪いけれ

どおもしろい。つっぱりはいる。夜

の商売に入っている娘もいる。登

校拒否者もいる。文字通り、社会

の縮図。はじめの導入にする、意

図とか、意義などの話は、まるで

聞いてはいない。そんな子供達

が、半田ごてを握ると、がらり変わ

ってしまう。先ほどまで突っ張って

いた子が、コテを放さなくなる。 

 彼らの作る太陽電池、近日中

に間伐材と組み合わさって、学校

周辺の明かりとなる。 

 

 8/9 長野県富士見町  

 富士見町の職員有志が、声を

かけてくれた。次の時代のまち作

りを模索して、様々な学びを企画

している。呼びかけビラは、どこか

古代の埋蔵金のありかを記した

地図の趣。太陽電池を抱えた可

愛い猫が手書きされていて、とて

も楽しい。参加者は、地元の企業

の従業員や、夏休みの親子づれ。

地元のテレビも取材に来て、大い

に盛り上がる。私には、薄い頭の

真上から撮られて、かっぱ姿をテ

レビ画面にさらけ出した経験があ

る。出来るだけ頭は、下げないよ

うに、下げないように… 

 地元に根を下ろす人々がいる。

このまち、きっとうまく未来をつく

っていけるだろう。 

 

 

 8/22 群馬しぜん教育研究学園 

 訪れたのは、学童保育所。小

学生では無理だよ、と言う私の決

めつけに、粘り強く説得し続けた

主催者の T 氏に、感謝。ここの学

童は、幸せだ。馬がいる。山羊が

いる。羊がいる。ウサギが 2羽。そ

して、隣の牛小屋から越境してく

る無数のハエがいる。畑があり、

秘密基地がある。きっと、衛生観

念の固まりになっている都会のお

母さん方ならば、一目見て、子供

を通わせるのを止めるだろう。 
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しかし、ここの子供達は、まった

く、わざとらしさがない。必要以上

のこびも売らなければ、型にはめ

られた従順さもない。どこか、放し

飼いの馬たちの、自然な群れをイ

メージしてしまう。寄り添いながら、

けんかしながら、ハエを無造作に

たたきながら、半田ごてを握る仲

間をそれとなく、見ている。子供

達の元気は、本当に嬉しい。ラミ

ネーターから現れた出来上がっ

た太陽電池、黒い瞳に焼き付い

ただろうか。 

  

帰りの時間になった。子供達は、

いつのまにかドラム缶風呂の用

意を始めている。 

 

 8/30 東京マイコープ  

 国際 NGO を対象に、太陽電

池の使い方に焦点をあてた講習

会である。参加者は、60 名以上

に上る。座学が中心なので、居眠

り組が出ないかと心配だったが、

みんな、真剣に聞き入ってくれる。

緊急支援を柱にしたNGOの人達

は、持ち運びの出来る電源シス

テムが、えらく気に入ったようだ。

アフリカや東南アジアの人達は、

どうやって自分たちの活動する地

元に導入できるのか、に話が行く。

水の支援をやっている人達もい

た。これから導入するポンプの話

が非常に具体的で、こちらも、 緊

張する。 

 

 

 

 11/16 地球の木  

 とうとうやってしまった。私は、

いつも、物忘れの恐怖におのの

きながら、玄関を出る。何度も忘

れ物のないことを確認する。それ

でも、ぽかをやらかす。今回は、

こともあろうか、もっとも大切なセ

ルを忘れた。不思議なことだが、

神奈川県の戸塚の会場に着いた

その瞬間に、突然、忘れたことを

確信する。それまで、それに類し

た不安とか心配とか、頭に全く浮

かばず、気持ちよく運転してきた

というのに。連れあいにここまで

運んでもらうしかない。多分、2 時 

時間 30 分はかかる…どうにか、

話で場を持たせてもらうしかな

い。結局、製作が始まったのは、

12時 30分過ぎ。そのため、2枚

の太陽電池の完成は、果たせ

なかったが、どうにか一枚、ラミ

ネートに成功した。割れも気泡も

ない表面を確認したとき、本当

に芯からほっとした。申しわけ有

りませんでした。 

 主催 NPO は、出来上がったも

の 2 枚と、ラミネーターをネパー

ルに持ち込み、仕事作りに、この

事業を進めたいという。会場が閉

まってからも、話は尽きない。 

 

 11/22 墨田区環境保全課   

 雨水利用世界一を誇る墨田区

のエコライフ講座の一環。会場は、

廃校を利用した環境ふれあい館。

入り口には大きな龍神様が飾ら

れている。出来上がった太陽電

池は、この施設での展示の電源

として利用される。太陽電池は、

若い人や女の人が上手い。お年

寄りの男性は、概して、苦手であ

る。細かな作業となるので、まず

目が見えない。手が動かなくなっ

ている。気が短くなってくる。その

点、女性は、手芸などで鍛えてい

るのだろう、比較的うまくこなす。

私も、気が短くなるのに十分の年

齢。気をつけよう。 

 終了後、若い人が、一枚の太

陽電池の購入を申し出てくれた。

まわりの人に、宣伝したいとのこと。

20 代、30 代の人々の関心が、高

まりつつあるのを感じるこの頃で

ある。また、講習会で使う材料の

代金は、主催者が購入しなけれ

ば、こちら負担となり、その分、持

ち出しが多くなる。出来る限り長く

この事業を続けたいので、こうし

た申し出は、大変に有り難い。 

 

 
 

 

11/26 高知県須崎工業高校 

 高知県までは、さすがに遠い。

途中、いろいろな用事を片付け

ながら、2泊 3日でたどりつく。ラミ

ネーター車は、LPG を積んだ車

なので、燃料の供給場が限られ

る。高速も、200km 位行っては、

下道に下りることとなる。まあ、遠

出はいつも、遠足気分がどこかに

ある。瀬戸大橋を車で越えたとき

は、ちょっと興奮する。 
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 生徒さん達は、造船科の 2 年

生、20名ほど。小さめな運動場ほ

どもある作業場が教室である。こ

こで普段は、本物の船を造ってい

る。物作りに慣れた子供達だ。ち

ょっとこつをつかめば、難なくこな

していく。この子達が新しいこの

国を作っていく。坂本龍馬の生ま

れた地、ちょうど大きく方向を変え

ねばならない今、手作り太陽電池

が、なにかの種になってくれると

いい。 

 
 

 2008 年 1/26 山形県東根工業高校  

 

 ラミネーターカーには、冬用の

タイヤがついていない。やむなく、

バンに機械を積み込んで、東北

道を北上する。やはりというか、山

形では、大雪。無事についただ

けで、一仕事終えた気分。電車

で駆けつけたメンバーの水垣君、

早朝の駅で凍えて待っていてく

れた。ご苦労様でした。手配して

くれた、ソーラーワールドの武内

さん、有り難う。 

 参加生徒は、四つの科から、

17 名。どこでもそうだが、子供達

は、話を聞くのは苦手。その代わ

り、実習になると、とたんにはしゃ

ぎ出す。こちらも楽しい。この時は

まだ、新しいリボンに巡り会って

いなかったので、かなりのセルが

割れた。それでも、子供達にとっ

ては、はしゃぎのネタ。はじめ見

学に徹していた先生がたも、その

うち半田ごてをとりはじめて….  

  

 

 

 

地球環境を救うのは私達の技術力 

山形県立東根工業高等学校 

 校長  布 川  元 

 

 

 

「学校で習ったことは役に立た

ない」と言う人がいる。本当だろう

か？ 東根工業高等学校では、

学校で学んだことが、自分にも社

会にも役立つことを証明しようとし

ている。「社会に役立つものづくり

プロジェクト」である。 

 

１つは、全校生徒による 3.４ｋｗ

の太陽電池パネルの製作である。

今 年 度 、 本 校創立 ６ ０ 周 年

を迎えた。その記念事業の一つ

して全校生４６４名で太陽電池パ

ネルの手作りに取り組み、学校で

使う電力の一部に充てようというも

のである。目的は、地球温暖化な

どの環境問題の解決に、日常の

学習をどのように応用できるか、

その効果を実感させることである。

６月から全校生一人ひとりが太陽

電池セルにリボンをつけ、セルの

連結作業を実践した。電子システ

ム科３年の課題研究班がセル連

結作業の指導に当たり、太陽電

池パネル設置の完成工程にも加

わることになった。製作の面白さ、

確実さを生む冶具の考案、アイ

ディアの検討など、創意工夫と自

己啓発力が芽生えた。11 月末に

駐輪場が完成し、１月にはその上

に 100 枚の太陽電池パネルが設

置される。生徒たちは今か今かと

完成する日を待っている。点灯時

の歓声が楽しみである。 

 

 
 

２つめは、東工生徒会「光」プロ

ジェクト『モンゴルの移動式住居

「ゲル」の太陽光電化システム』の

製作である。今年４月、本校生徒

会の役員が、山形大学工学部に

入学したモンゴル人留学生ボル

コさんと交流する機会を得た。彼

女の夢は科学者になること、そし

て、環境問題を解決して祖国モ

ンゴルの発展に貢献することだと

いう。その話を聞いた生徒達は、

正直、びっくり。国や社会に「何と

かして欲しい」と要求する事はあ

っても、社会に貢献するために勉

強しようなどと思ったことがなかっ

たからだ。そこで、私達の学んで

いる技術を使って彼女の夢に協

力できないものかと考え、留学生

と共に「ゲル」の太陽光電化シス

テムに取り組んだ。 

今回完成させたソーラー発電シ

ステムは、８月にモンゴルに持っ

て行き使ってもらいたいと考えて

いる。学校で学んだことが、世界

の平和や発展に貢献できることを

証明したい。この東工生徒会

「光」プロジェクトによって、私達

は彼女に「光を作る技術」をプレ

ゼントできるかもしれないが、彼

女はプロジェクトに参加した私達

に誇りと向上心という「心の光」を

与えてくれた気がする。そして、

失敗を繰り返しながら完成する

「太陽光電化システム」は、山形と

モンゴルの絆という「光の架け橋」

になってくれると信じています。 

 

社会に役立つ自分に気付く東

根工業高校「ものづくりプロジェク

ト」。真心を込めてことにあたり、
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ベストを尽くしてやり遂げる。日々

成長している生徒諸君の姿が嬉

しい。 

 

 
駐輪場の屋根に 100 枚のパネ

ルを並べた合成写真 

 

 

センター設立の第一歩 

10 月のラマダン(インドネシアの

正月)あけを待って行われたイン

ドネシア訪問の様子を川上氏に

報告してもらいます。 

 

 川上 和男 

 

 

なぜかバリ行きとジャカルタ行き

で航空運賃で５万円ほどの差が

できていたので、今回はバリに一

泊しました。 

１６日、ガルーダの朝の便でバリ

島からマカッサルに入りました。 

 通訳をお願いしたマカッサル

で調査中の竹安さんにお願いし

て予約していただきました。 

ガルーダの支店に行けば、E チ

ケットが買えてマカッサルでお金

を支払い、予約番号をもらうとバリ

島でチケットを受け取ることができ

ます。便利になりました。 

 飛行機は横と後ろから搭乗で

きるタイプでバリの空港では歩い

て飛行機まで行き、後ろから乗り

ました。飛行場内を歩くことができ

て飛行機が間近に見られるのもイ

ンドネシアのいいところです。マ

カッサルでもいつも歩いていたの

で、さあ降りようと後ろをみている

と、ドアが開く気配がありません。

なんと新空港となり、ボーディング

ゲートができていてびっくりしまし

た。ちょうど前月開港したそうで、

町から空港への高速道路も同時

に開通していました。 

 新しい空港は帰る時にゆっくり

見学しました。できたばかりだとい

うのに、あちこちにほころびが見

えます。 

トイレのタイルは私が日曜大工

でやったように雑な作り。椅子は

すでに破れていたり、天井付近

の塗装がはげていたり。 

大体だな~と笑ってしまいまし

た。 

 空港に竹安さんも来ていたの

で、４人で市内へ向かいました。 

これから長いプロジェクトを始め

るかもしれないので、携帯電話を

見に行ったら、安い電話機が４０

００円位だったのでいきなり購入。

これで国内の連絡に苦労が無く

なりました。 

 携帯のお店はマカッサルで今

一番はやっているモールにあり、

そこにはハイパーマート、カルフ

ール、マンダリデパートと専門店

が入っています。マカッサルには

たくさんモールがあるのですが、

買う人はそんなにいるのでしょう

か。 

ふだんなら山へ行くために食糧

や水を買い込むのですが、今回

は市内で打合せだけなので、買

い物がなく楽でした。 

 次に新しくできたという太陽電

池を扱っているお店に行きました。

新しいお店ではなく以前行ったこ

とのあるお店が場所を移転しただ

けでした。しかし、このお店は東

部インドネシアでただ一件だそう

で、イリアンジャラに設置するパネ

ルを買いに来た NGO もいたそう

です。マカッサルはスラヴェシ島

の中心地と思っていましたが、東

部インドネシアの中心地らしく、こ

こにメンテナンスセンターを設置

することは大変有意義になると感

じました。 

 数日打合せをしましたが、どう

もソレマンさんと意思疎通がうまく

いかず苦労しました。どうもこちら

はセンターの主な機能をメンテナ

ンスにおいているのに対し、ソレ

マンさんはパネルを作ることを最

重点にしているようです。いっしょ

にセンターの構想を練るというより

こちらが言ったことをやるというス

タンスでこれからどうしたものかと

思っています。 

 タブアカンのようすについては

面白いことが分かりました。 

送電線を引いたのは電力公社

の提案ではなく、村人が公社と交

渉し共同作業で引いたとのことで

す。村人が送電線を望んだのは、

太陽電池で電気の良さを知り、一

日中安定して電気を使うことを希

望したからです。 

 下のモスリムの村に設置され

ていたパネルは二つをのぞいて

上のモスリムの村に譲渡されまし

た。太陽電池が電源としてちゃん

と使われているというのはうれしい

ことです。どのような条件で移転さ

れたか、現状はどうなっているか

は今後の調査事項です。 

 最後の日はマカッサルにある

国立ハサヌディン大学ポリテクの

先生アンドリューさんを交えてのミ

ーティングになりました。 

彼は自分で各地に SHS を設置

した経験があり、設置場所でメン

テナンスができないため、うまく利

用されていないという我々と同じ

問題を持っていました。ソレマン

さんの NGO と大学とソーラーネッ

トの三者でセンター設立プロジェ

クトを進めていくという道が開けま

した。帰国後、アンドリューさんか

ら南スラヴェシ州の設置状況と西

スラヴェシ州の設置計画のデー

タが送られてきました。 

 

以下は、マカッサルで計画して

いる環境センターのイメージです。

1~2年の内に、何とか、実現させ

ていきたいと思っています。 

  (ソーラーネット編集部) 

 

    ************* 

 

ソーラーネットは過去数年にわ

たってスラベシ島タブアカン地区

への家庭用太陽電池システム（ソ

ーラーホームシステム：SHS）の設

置、保守を行ってきました。 

この活動は当初ソーラーネット

→ヤヤサン・グニ→ヤヤサン・マ

テペという二つの NGO を介して
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行ってきましたが、現地調査を行

ったところ必ずしも順調にいって

いないことが判明したため、直接

現地にソーラーネットがかかわっ

て新たに活動を開始しました。 

 

タブアカン地区への支援活動を

通じてもっとも感じたことは、SHS

を持続的に地元に根付かせるた

めには、組織的に管理する事の

重要性と、地元の技術者(LT)をき

ちんと育成しておくことでした。 

設置者のそばには、SHS を定期

的にみてくれる LT がいて、トラブ

ルがあったとき、簡単なものは現

地で修理します。もし LT の手に

負えないときには、それに答えた

り、必要な機材を供給するセンタ

ーがあればシステムは安定して

稼働します。 

 

その中で元マテペ代表であった

ソレマン氏が活動に加わってくだ

さいました。 

ソレマン氏は新たな NGO を設

立し、自然エネルギーを使って農

村開発を行いたいという計画があ

ったため、ソーラーネットが協力し

南スラヴェシ州の州都であるマカ

ッサルに環境センター設立を計

画しました。 

 

環境センターは次のようなイメー

ジです。 

活動の拠点となる事務所を借り

受け、ソーラーパネル製作用機

器、各種工具・資材が用意されて

います。 

 

センターの運営は次のような部

門が行います。 

 

運営部門：センター自体の運

営と村落や政府機関などとの折

衝などを行います。 

 

技術部門：パネル製作、村落

での設置・保守業務、故障した機

器の修理、村落からの相談を受

けるなどの業務を行います。 

 

開発部門：住民の組織化、保

守のための資金徴収の仕組み作

りなどのサポートを行います。 

 

運営資金は下記のようなものを

考えています。 

・SHS の販売（比較的裕福な地

域に利益を含めて販売する） 

・村落から月々の支払いの一部 

・政府のプロジェクトへの参加 

・日本からの揺りかごプロジェク

トの受け皿としてパネルの寄付を

受ける 

 

当初は太陽電池で始めますが、

将来はバイオガス、風力、水力な

どにも取り組みます。 

 

このセンターができることにより、

システムの価格が下がり村落へ

の導入がしやすくなります。また、

センターでの雇用と村落での LT

の仕事が創出できます。 

 

 

 

 

 

  ======= ========== ========== ======= ========= ========== ==========  

 

 

 

 

  六ヶ所村自然エネルギー学校の案内 
 

 

  

 

 

 2009 年 4 月 3 日(金)から 4 月 5 日(日)まで、六ヶ所村・花とハーブの里で、

自然エネルギー学校が開催されます。テーマは、「私たちは、自然エネルギーを

もとにした持続可能な暮らしをきずくことはできるだろうか」  です。 

内容は、手作り太陽電池、小型風車、水力、メタン発酵、温水器の学習です。 

定員は、30名(一部人数制限有り)、 

申込みの締め切りは、2009 年 3月 10 日です。 

詳しい要項は、花とハーブの里のHPをご覧下さい。 

http://hanatoherb.jp/tulipFiles/access.htm 
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 太陽光発電をご希望の NGO の方、｢揺りかご｣に登録ください。  
 
 
 
｢揺りかご｣は、市民の皆さんから寄付していただいた太陽電池や周辺機

器などを、海外で活躍する NGOの方々に手渡すためのステージです。こ
こからの資機材を希望する団体は登録していただく必要があります。主な

活動内容と連絡先、HP があればそのアドレスを、ソーラーネットあてにご
連絡ください。登録いただいた内容の一部はこのコーナーで紹介させて

いただきます。寄付なさる市民(団体)から指名がある場合を除いて、掲載されている資機材は、寄付
者の承諾の後、お譲りいたします。そのときは何の目的で、だれが、どこに、使用するのかを、お知ら

せいただきます。設置後の報告もしていただきます。 
 今のところ、太陽電池が主ですが、太陽電池を利用するためには、別途、コントローラーなどの周

辺機器が必要となりますが、このコーナーにあるものしかご支援できませんので、あらかじめご了承く

ださい。連絡いただければ、相談にのります。 
 
 
 
      下の地図は、｢揺りかご｣から巣立った太陽電池などの働き場所です。  
 

 
 

 

 

 カ ン パ 募 集 ! !  

郵便振替口座 : 00110-8-579131 

名称: ソーラーネット まで暖かいご支援をお願い致します。 
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千羽パネル いよいよスタート!! 
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