あなたの愛と思いやりの
善意の循環が人と社会を変えます。
（公財 ) いのちの森文化財団 代表理事
塩澤みどり
米ウィスコンシン医科大名誉教授（クリニック 徳院長）の高橋徳先生は、コロナによる失業
や日常生活の破壊、自殺者増加などが進む中で、人間生活に必要な必須の条件として「愛と思
いやり」を挙げています。愛と思いやりの脳内物質はオキシトシンと呼ばれています。人に善
意を尽くされている志高い方々は、愛と思いやりのオキシトシンにより、ご自分の自然治癒力
と免疫力を高めています。自分さえ良ければという生き方は孤独な死をも意味します。自分さ
え良ければという生き方から、みんなの為にという考えにシフトしていくという事をコロナは
教えてくれています。これからの生き方はみんなが助け合い、補い合い分かち合い、愛し合い
そして学び合っていく方向にシフトしていく時代です。人は一人では生きられません。この大
宇宙の中の地球で生きている生命は繋がり合って存在しています。何一つ切り離されたものは
ありません。切り離された生命はやがて枯れていきます。人は人を念（おもう）じる心があっ
てこそ生きられます。誰にも備わっている心です。
いのちの森水輪は３０名の血の繋がりを超えた大家族として共同体文化を形成しています。
いのちの森水輪のみんなは、毎日寝食を共にし、色々な毎日起こることごとの中で、その葛藤
を乗り越え、より協力しながら、助け合い、補い合い、分かち合い、思い合い、愛し合い、学
び合うという、血の繋がりを超えた大家族の共同体生活文化や共同体教育文化を創っています。
ひとしずくの愛から輪を広げていく水の波紋のように、皆様との愛と思いやりの繋がりが水波
紋の輪のように人と社会を開いていきます。それを願い水輪という「名前」が生まれました。
今まで何年も何十年も支えてくださっている皆様へ感謝申し上げます。一人から一人へとつ
ながり合ういのちの森水輪を育ててくれました。本当にありがとうございました。
これからもいのちの森の理念とビジョン「いのちの森構想」の実践を通して、いのちの輝き
を中心にした新しい時代をひらき、共に幸せになります。今後ともどうぞよろしくお願い致し
ます。

全宇宙的な意識性と
生活空間のつながり

いのちの森構想に取り組む
法人・団体
１

いのちの森構想で
展開される事業

あなたの愛と思いやりの善意の循環が、人と社会を変えています。
あなたの善意の循環が社会に信頼と幸せの循環を作り出します。
①被災地の子供たちの教育支援（震災東北支援）
―東北の子ども達のいのちの力になってください―
私達は忘れない２０１１年３月１１日東北を襲ったマグニチュード９．０の東日本
大震災。福島第一原子力発電所が崩壊し、放射線が飛び散る福島。原子力発電所
から２４．５ｋｍ（３０ｋｍ以内は人が住めないと言われている）にある原町保育
園の子ども達に現在までに１０年間、週に１回お野菜を送り続けています。子ど
も達が水輪ナチュラルファームの自然農で作った無農薬のお野菜を食べて、少し
でも健康に育ってほしいという願いからです。どうか皆さんの愛と思いやりの支
援をお願いします。定期コースに入会していただくと、子供たちにお野菜支援を
続けることができます。
A. 新しい入会 B. 定期コースの継続 C. 友人紹介
を是非お願い致します。
その他以下のご支援もあります。
D. 個人的な寄付 E. 法人による寄付 F. 団体寄付 G. 遺言による寄付 G. 遺言に
よる寄付 H. 相続財産からの寄付
送られた水輪のお野菜で色々な料理を楽しむ子供たち

②青少年育成活動事業（青少年自立支援）
―心や脳の中の病を持っても、自立に励んでいる青少年達を支援して下さい―
現在、スタッフ含め３０人のいのちの森の生き方と働き方学校の生徒たちが共同
生活をしています。色々大変なハンディを持っても、自分自身にめげず、諦めず、
今日よりも明日と、毎瞬毎時刻々と自分の病と真向かい、乗り越える為にどんな
に辛くても頑張って生きている青年達がいます。年齢は１６歳から２０代３０代
までの方々が、毎瞬毎時命がけで自分に真向かっています。歩く事も出来なかっ
た青年達が、寝たきりで動く事も出来なかった青年達が真剣に自分に真向かい、
震える手で、足をひきずりながらも、段々と人間本来のいのちの輝きを取り戻し
ていきます。何年間も長い闘病の生活の中でも、自分に負けない強い自分に成長
していきます。彼らが毎日根気良く自分を乗り越えいく力には頭が下がると同時
に、人間の霊的本質（意識、心、魂の力）としての素晴しさと美しさがあります。
外形の美などとは比べ物にならないくらい霊的本質の美しさがあります。
A. 新しい入会 B. 定期コースの継続 C. 友人紹介 D. 個人的な寄付 E. 法人に
よる寄付 F. 団体寄付 G. 遺言による寄付 H. 相続財産からの寄付 I. お米支
援 J. 物品寄付 K. 農機具・機械器具

ソーラン節

田植え

勉強会

清掃実習

③高齢者の生きがい創造基金
当財団では、
「生」から「死」まで共に生きあい、学びあい、働きあい、生活しあっ
ていける「つながりあういのちの営み」を重視した、
本来日本に根づいていた「コ
ミュニティ文化」の再生・創造を実践し育んでいきたいと思います。
中でも「死」とは、万人に共通に訪れる重要なものですが、「死」をよりよく
迎えるために、最期まで充実した「生」を生き切ることができるようなケアがあ
まりにも足りないように感じます。このよりよい「生」を過ごし、よりよい「死」
をむかえる為の「生涯学習・教育」施設の建設、または、現状使用している建物
を利用し、様々な生涯学習・教育を展開していく計画です。隣接する自然農園で
の農業体験や飯綱高原の大自然とのふれあいや自然観察、高齢者を対象とした各
種講座の開催などを予定しています。またすでに土地は用意されており、あとは
建設資金を募っております。
D. 個人的な寄付 E. 法人による寄付 F. 団体寄付 G. 遺言による寄付 H. 相
続財産からの寄付

建設予定地 ( 長野市上ヶ屋 ) 水輪から 30m

野菜の収穫

④一般寄付
資金が不足している項目に充当されます。
・両親が早くに亡くなられた方や働けない方の食費、通院、生活
費全般と講師・勉強会、教材費などの教育助成 ・ハイキング
・会食 ・機械や機材の修理 ・その他
D. 個人的な寄付 E. 法人による寄付 F. 団体寄付
野菜の定植実習

会食・お楽しみ会

ハイキング・山登り

お野菜ハーブ園

２

勉強会

皆様からのご支援ご協力をよろしくお願い致します。

支援の方法について（以下のいずれかにご協力よろしくお願い致します。）
①被災地の子供たちの教育支援（震災東北支援）― A,B,C,D,E,F,G,H
②青少年育成活動事業（青少年自立支援）― A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K
③高齢者の生きがい創造基金 ― A,B,C,D,E,F,G,H
④一般寄付 ― D,E,F
Ａ：お野菜定期便に入会する
お野菜定期便に入会すると３，
０００円のご寄付をすることが出来ます。
Ｂ：お野菜定期便を継続する
お野菜定期便を継続すると３，
０００円のご寄付をすることが出来ます。
Ｃ：ご友人にお野菜定期便を紹介してご入会して頂く
Ｄ：個人的な寄付・募金
Ｅ：企業法人の寄付・募金
Ｆ：団体からの寄付・募金
Ｇ：遺言による寄付
遺言によりご自身の財産を特定の人や団体に分け与えることを言います。
この受取人にいのちの森文化財団をご指定いただくことで、残された財産
をいのちの森文化財団の上記①～④の公益活動に全額を使用させていただ
きます。
いのちの森文化財団へ残された財産のご寄付をご検討の場合には、遺言
書の中に、遺贈金額と、遺贈先として当財団の正式名称である「公益財団
法人いのちの森文化財団 」という名称と①～④の事業の指定を、必ず明記
してください。
Ｈ：相続財産からの寄付
故人の遺志を活かす形で、相続された財産をいのちの森文化財団の上記の
公益活動のために役立てていただくことができます。
相続財産をご寄付いただいた場合は、故人ご逝去後 10 ヵ月以内に、当財
団発行の寄付証明書と長野県発行の公益法人証明書を税務署へご提出くだ
さいますと、相続財産のうちのご寄付分についての控除を受けることがで
きます。
Ｉ：お米支援
私達は３０人で生活しています。食べざかりの青少年達は１日に６升 1 日
に９ｋｇ１ヶ月に２７０ｋｇのお米を食べています。保管しているお米も
ありますが、お米が無くなってしまう事はとても心配です。皆様からのお
米の支援を頂くと本当に助かります。どうかよろしくお願いします。贅沢
は言えませんが、青少年達に食べて頂いているお米は無農薬のお米です。
食べ物は心と体に影響します。少しでも良いお米を御支援して頂けたら有
り難いです。
Ｊ：物品寄付（食品、食器、衣類、文房具、パソコン関係機材等）
生活用品や文房具等、生活していく上で必要な物を送ってくださると本当
に助かります。どうかよろしくお願いします。
Ｋ：農機具・機械寄付（マルチ等の資材、鎌、鋤、鍬、刈払機、耕耘機等）
私達は１０町歩の畑と田んぼで農業をやっています。農機具は高価な物も
多く、御支援して頂けると本当に助かります。どうかよろしくお願い
します。
Ｌ：チラシを置いてくださるお店
Ｍ：ボランティアでの支援

※本財団への寄附・募金は、税制上の優遇措置
が適用され、所得税・法人税の控除が受けられ
ます
●いのちの森文化財団は特定公益増進法人です。
本財団は、長野県知事より「公益財団法人」と
しての認定（認定日は平成 23 年 6 月 22 日、法
人登記日は同年 7 月 1 日）を受けておりますの
で、平成 23 年 7 月 1 日以降の本財団への寄附金
には、特定公益増進法人としての税法上の優遇
措置が適用され、所得税 ( 個人 )、法人税 ( 法人 )
の控除が受けられます。
（注）特定公益増進法人とは、公益法人のうち、
教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉へ
の貢献、その他公益の増進に著しく寄与すると
認定されたもので、同法人に対する個人又は法
人の寄附は以下に示すとおり税法上の優遇措置
が与えられています。
● 個人寄附の場合（所得控除）
その年の、対象団体に対して行った寄附合計額
のうち 2 千円を超える金額につき適用されます。
寄附金額 − 2 千円 ＝ 所得控除額 （←総所得
金額等の 40％相当額が限度）
● 法人寄附の場合
通常の一般寄附金の損金算入限度額と同額以上
が別枠として、損金算入が認められます。
例： 「資本金が 1 億円、年中の所得金額が 1,000
万円」の場合
（Ａ）一般損金算入限度額 ＝｛（100,000,000 円
× 2.5 ／ 1,000） ＋（10,000,000 円 × 2.5 ／
100）｝× 0.5 ＝ 250,000 円
（Ｂ）別枠の損金算入限度額 ＝（100,000,000 円
× 2.5 ／ 1,000 ＋ 10,000,000 円× 5.0 ／ 100）
× 0.5 ＝ 375,000 円
したがって、
（Ａ）
（Ｂ）の合計金額（（Ａ）＋（Ｂ）
＝ 625,000 円）の損金算入が認められます。
【お問合せ・お申込み】
380-0888 長野市上ヶ屋 2471-2198
( 公財 ) いのちの森文化財団

※ A ～ M のご寄付を頂きました方に、財団より感謝状をお送りさせて頂きます。
TEL：026-239-0010

皆様からのご支援お待ちしております！！
寄付申込書

申込日：

年

月

FAX：026-239-0011

日
フリガナ

寄付内容（A・B・C・D・E・F・G・H・I・J・K・L・M）

※ご友人をご招待ください

住所〒
e-mail：
○をつけて下さい

振 込 先：
振込人名義：

氏名：

TEL：

FAX：

携帯

みずほ銀行 長野支店（普）１９９１７９４ （名義）公益財団法人いのちの森文化財団
⑨振込予定日：
３

月

日

全国の皆様からのご寄付・募金
ありがとうございました。
沢山の皆様からのご寄付や募金などありがとうございました。皆様の
愛と想いによって心が温まり、しみじみと温かさが伝わって参りまし
た。お一人お一人の愛と思いやりは人と社会を変えます。あなたの愛
と思いやりは社会に信頼と幸せの循環を作ります。あなたの善意がハ
ンディを持った人々の心に灯火をともします。

皆様ありがとうございます！！♡♡♡
公益財団法人いのちの森文化財団（令和３年２月～６月の納入者）

※順不同

震災支援指定寄付金
堀内章秀様

澤田尚志様

山下洋子様

長村達也様

諏訪理恵子様

木山啓子様
渡邉寿恵様
金村多佳子様
内藤酵治様
森田茂子様
篠ミチ様
鈴木信雄様
関田ますみ様
羽賀紀子様
古谷紀子様
倉持彰様
柘植晴永様
佐古礼子様
高橋良光様

西岡智様
鈴木博之様
石浦陽子様
子安みどり様
角田悦予様
利川美智子様
百瀬美代子様
小野村明子様
小塚満野様
稲森節子様
西村優子様
小野村明子様
高村珠莉様
カーンかおる様

織田哲也様
篠崎朗様
宮崎姿菜子様
尾崎由紀子様
明村禮子様
澤村八千代様
山下洋子様
太田すみ様
矢野みさ子様
春日久子様
冨安真吾様
冨安裕代様
梅守康之様
グランジャ様

田島直子様
山口澄様
能見登志恵様

黒木信子様
山本一女様
小林千恵子様

川崎容子様
荒井佳子様

四方知子様
百瀬和文様

北島功様
山下洋子様

稲垣美紗子様
稲森節子様

青少年育成基金
木下修様
木下容子様
細金勝治様
内田力様
水野直美様
足立彰子様
江刺幸子様
三井和典様
能見登志惠様
稲森節子様
國本ゆかり様
俵里英子様
丹治敬子様
大谷百合絵様

杉山三知代様
伊藤誠様
伊藤礼子様
丸山まゆみ様
佐藤純子様
江田明子様
三浦結香様
BANDARA 美保様
平田亜姫様
清水保美子様
池田裕子様
金子和子様
井上弘寿様
川上いくみ様

高齢者生きがい創造基金
多々内美知子様
筒井健雄様
坪井明子様

一般寄付
中條初美様
河合江理子様

堀内章秀様

テンプル
ビューティフル様

山本勇人様
金子紀子様
鹿島静様
竹内伊吉様
佐藤純子様
山田長光様
百瀬和文様
小林夕香様

