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NAU　各事業　
【すべて本部と連携して推進。本部抜きで、勝手に進めない。本部は責任を負えない】

１．はこぶね組合（医食同源NAU）　目的と理念
２．はこぶねコミュニティー（NAUコミュニティー：リアル）
３．はこぶね組合（各地方の）地方創生プロジェクト
（各地域ごとに、その地域を活性し、希望をつくっていく事業を展開する）
４．ドクターズブランド医食同源NAU（独自商品化＝地方創生）
５．COCONAU（医食同源はこぶね　ココナウ）
６．NAUポイント、ＮＡＵカード　
　　経済危機に備えた独自デジタル交換券（必要資金を集めたら開始できる）
７．業務用NAU MARKET：オーガニックのJA
８．アースセイバー（販売代理店）　地域を救う人、地球を救う仕事をする人
９．NAU CAFÉ　FC展開とNAU MARKETの販売代理店事業
１０．ドクターズブランド医食同源NAU　　DOCTOR’S FOODS医食同源NAU
１１．NAU地方創生　我が地域に未来を創ろう
１２．NAU自然農業研究チーム
１３．ワクチンに慎重な全国の良心的な医者が各地域の拠点　＝　病院もNAU CAFÉ店
１４．里山NAUビレッジ：会員制農園と研究



はこぶね組合　目的と理念
• なぜ設立したのか　⇒　基本理念：　天が造りたかった世界を、地上に創るため

①種苗法改正となって、自家採種禁止になっても、自家採取し続けていくための秘策
②前途の仕組み、日本の農業と農家、日本の種を守るため
③日本のオーガニック版JAの全国区の組織を創るため
④組合は株式会社とは違い、様々な団体や個人の寄せ集め。
　孤立しやすい各地方で、単独に細々と農業をしているオーガニック農家や、オーガニック農業、自然
栽培、コミュニティーを創っている小規模団体やグループでも、はこぶね組合の法人・個人の組合サ
ポーターになれる
⑤イワシの群れ作戦。弱者が全国区で固まり、群れになることで、大きな魚となって、相互互助し、互
いを守り合うことが出来る
⑥在来種、無農薬、無化学肥料、除草剤無しのオーガニック農業を推進し、産業化にするため。
⑦日本のオーガニック農家を助け、オーガニック農業で生計が建てられるようにしてあげたい。日本の
オーガニック農業と農家の地位を向上したい。（NAU農家と医者と同格の社会的地位にしたい）
⑧日本のオーガニック農業の質の高さを世界でも認めてもらい、日本をオーガニック農業の国にしてい
き、最低でも、国土農地の５０％をオーガニックにしていきたい。国民の無病化、自然保護、動植物を
絶滅から防ぐ環境保護に寄与したい。
⑨人た政府がお金の支配から解放されて、惨めさから解放され、本来の日本や国家を取り戻したい。
⑩お金のない世界、お金が人を奴隷にしない世界、お金がなくても、みんなで幸せに生きていける社会
を創りたい。
　



組織の土台と基軸
• 基本コンセプト
• はこぶね組合は、坂の上零の理念に基づき、各地域に、３つの主義（①市民が直接政策を創り、政

治をする　②共存共栄、相互互助　③自給自足、医食同源の柱、
• 5つの自立を叶えるために創る「共生コミュニティー、友に助けいあ、ともに生きる仲間のコミュ

ニティー」を実践していく。

５つの自立
①食と水の自立（自然や食、大地のオーガニック化）
②医療の自立　（良心的な医療へ）
③マネーと金融の自立（独自経済圏COCONAUで、NAUポイントで物々交換するシステム　⇒　これ
を正解規模化することが、新しい国造り。
　これにより、真の搾取される人民と、金の支配下にある惨めな各国政府の救済となる。ここが一番
大事。
④次世代産業のコア技術の事業化（③④で、新しい経済を創る）
⑤エネルギーの自立 （フリーエネルギーへの移行）

はこぶね組合は、主に、①②を担当、②③④はエンジェルバンクが担当。





はこぶねコミュニティーとは何ですか？
①はこぶねコミュニティーとは、坂の上零の理念と構想に基づき、各地域にある、さまざまな団体の中で「箱舟の理念、この地域に未来を
つくろう」というスローガンに集まる心ある方々を一堂に集めて、はこぶねコミュニティーを地域で作ります。組合サポーターになっても
らい、（月会費1000円）、本部と足並みをそろえて、各地域に未来を創っていく働きをします。具体的には、

②市域の政策など（すでにひな形はありますが）みんなで子供も入れて、話し合い、よりよい地域社会を市民自らが直接政治にかかわるこ
とで、やっていく母体です。

③地域の無農薬農家さんを探し、必要に応じて援農したり、本部に知らせて、ココナウとナウマーケットで販売してもらいます。

④各地域の特産品や地場産業、守るべき種、オーガニック農家、伝統や歴史などに基づいて、オーガニックで、地域瀬のあるオリジナル商
品をつくり、「ドクターズブランド医食同源NAU」のブランドで、発売していきます。

⑤ここは、事業部と、本部とが主体でする「事業」なので、一定の実力と成果を認められて、リーダーになっている人しか産ができません
が、地域に海外からの収入を持ち込めるように、エンジェルバンクを介してインドやインドネシアなどで展示会（JAPAN EXPO）に出展し
たり、自治体と組んで、海外展開をしていきます。

⑥アースセイバーさん（販売代理店）として、地域の「地上天国化」に貢献する仕事を具体的にして、収入もえる。
　詳しくは、アースセイバーとNAU CAFÉ、業務用オーガニックNAU （NAU MARKET）のページをご覧ください.

一言で言うと、「地上天国の礎、次の世の新しい世界を、一緒に各地域で作っていく活動」をする
共生コミュニティーです。我が地域に未来をつくる！が合言葉です。
はこぶねコミュニティーは、事業部と、社会ボランティア部、研究チームの３つに分かれ、事業部
が主導し、経営しますが、どれも、「絶望する世界に希望をつくる人たち」です。



各地域でつくる
「はこぶねコミュニティー」のイメージ

①政治を政治家任せにしない。市民で政策を考え、議会に提出。
スローガンは、②地域の農地のオーガニック化と、③NAU CAFE開拓と、④給食のオーガニッ
ク化、④「私たちの地域に、未来を創る！私たちそれぞれが希望の光となる！」です！

コミュニティー
リーダーは、アー
スセイバーさんで
立派な方、成果を
出している方から
選んだほうがいい。

ケースバイケース

本部の面接あり



はこぶね組合の地方創生プロジェクトとは具
体的に何をしますか？
何もしなければ、消えてしまう自治体ばかりだから・・・これをする！
①各地域で、特産品や、地場産業、伝統や歴史、観光、農業、種、祭りなど、極めて大事な守
るべきものを、まとめてまもるため、それを収益化できる商品やサービスにつなげていく。

②その具体的な方法が、「ドクターズブランド医食同源NAU」であり、また、各地域の特産品
を販売したり、オリジナル商品を創り、地域に収益をもらたす。

③各地域に海外からの収入が入る道を今から開拓する。
　企業や、商工会議所、観光協会など、坂の上零に紹介し、インドなどでの海外で、（成長す
る市場）、展示会やビジネスマッチングをして、海外にて事業展開、販売網をつくることで、
その地域にお金と観光客が入ってくる仕組みを創る

【本部が行政が絡む場合の、地方創生の適任者とリーダーを人選する】
本部を介さず、勝手に動かないこと。責任が取れなくなる。
残念だが、世間には、一部、一般論だが、無責任で、おかしな人も多いし、いろんな人がはこぶねには入ってくる。しかし、
おかしな人を行政とのプロジェクトに入れるわけにはいかない。ましてや担当窓口は、その技能や能力が問われる。行政や自
治体、政府と組合の事業なので、無責任な人やその適正がない人が担当したり、かかわると頓挫するので、坂の上が面接し、
認め、制定した人を窓口とする。その地域で実績を出しているアースセイバーを中心窓口にすることになると思う。



ドクターズブランド医食同源NAU
（独自商品化＝地方創生）とは何ですか？
• 基本コンセプト
• はこぶね組合は、各地域に、３つの主義（①市民が直接政策を創り、政治をする　②共存共栄、相互互助　③自給自足、医食同源の柱、
• 5つの自立を叶えるために創る「共生コミュニティー、友に助けいあ、ともに生きる仲間のコミュニティー」

５つの自立
①食と水の自立（自然や食、大地のオーガニック化）
②医療の自立　（良心的な医療へ）
③マネーと金融の自立（独自経済圏COCONAUで、NAUポイントで物々交換するシステム　⇒　これを正解規模化することが、新しい国造り。
　これにより、真の搾取される人民と、金の支配下にある惨めな各国政府の救済となる。ここが一番大事。
④次世代産業のコア技術の事業化（③④で、新しい経済を創る）
⑤エネルギーの自立 （フリーエネルギーへの移行）

はこぶね組合は、主に、①②を担当、②③④はエンジェルバンクが担当。
よって、①②の両方を同時に達成するために、農業と医療の改革は同じなので、「医食同源NAU　はこぶね組合」なのです。
従って、はこぶねには、ブロックごとに管轄する良心的な医者がおり、医療部もあります。
自然栽培オーガニックの推進と、医療部は連動していく必要があり、薬やワクチンではなく、医食同源の食により病気を正常化してゆくことが基本
コンセプトです。

ですから、ＮＡＵ　ＣＡＦＥでも、病院や医者、クリニックも飲食店同様に、ＮＡＵＣＡＦＥとなって、地域の「オーガニック化、無病化、自然を
元に戻す活動」に参加してもらって、市域の拠点となってもらいます。
ＮＡうビレッジも、農業法人と医療法人をつくって、医療と農業、オーガニックを同時に達成してゆく計画です。ですから、医者とオーガニックは
一つなので、はこぶねのドクターたちの所見付きで、商品を発売します。
それが、ドクターズブランド医食同源NAU　の基本コンセプトと、坂の上の哲学です。



COCONAUとは何ですか？
何がほかの大型ショッピングサイトと違うのですか？

• COCONAUは、前途のような理念で設立され、組合サポーターの月会費1000円だけをメインに運営されている「医食
同源NAU　はこぶね組合」が運営する、はこぶね組合につき1000円の会費を払う組合サポーターさん同士の独自経済
圏です。

• 近未来には、NAUポイントで物々交換することで、食糧難、経済危機が来ても、ワクチン強制を拒否しても、互いに
守り合い、食料や日用品を入手できるようにして、生活していけるように来るべき危機的な時代を乗り越えるための対
策として、組合サポーター同士で守り合って、生き抜くことも目的の一つです。

• ＣＯＣＯＮＡＵは、また、組合ですので、生産者も、消費者も、どんな職業の人も、月会費を払えば組合サポーターに
なれますが、組合サポーター同士、自由に、押し入れの中の使わないものや、売りたいもの、造ったもの、欲しいもの
を、売ったり買ったり、物々交換したりして、経済的にも、手助けを具体的にする意味でも、助け合います。

• 農家さん、漁師、生産者、加工業者、皆が消費者と同じく、互いに組合サポーターとなって、個人個人で、組合内で、
ＮＡＵで物々交換や、情報交換、各地域で援農や、助け合いの活動、地域を良くする活動を行っておりますが、それを
ＣＯＣＯＮＡＵの掲示板などに掲載することで、他の地域のコミュニティーの人たちにも、互いになにをしており、ど
ういう活動をしているのか、分かるようにしているＷＥＢメディアです。

• ＣＯＣＯＮＡＵは、日本初の日本版ＳＮＳです。既存のＳＮＳＮは、みんな情報を政府や企業に売られています（だか
ら無料な）ので、ユーザーにはプライベートはないですが、しかし、ココナウでは個人情報は売りません。

• ＮＡＵポイントとセットで、ＣＯＣＯＮＡＵは、アマゾンのように各国に普及していきます。
　アマゾンやメルカリ、楽天などは、ただの普通のネットビジネスの会社ですが、ＣＯＣＯＮＡＵは、坂の上零の理念と
人類救済、人類と各国の政府を惨めな状態からの解放と、新しい世界をつくる土台となるために創っており、また、ワク
チンを拒否してもサバイバルできるようサポートする意味でも、造っているので、多くの人を具体的に助ける解決法がフ
ルコースになっています。



COCONAUは、こういう人に適している
①ワクチン強制摂取に疑問がある人、ワクチンや薬剤を体に入れることに強い抵抗がある人。
　人体に、マイクロチップを埋められてくることに拒否反応と抵抗感がある人。

②今の時代がおかしい、この先に未来はないのではないかと感じている人

③政治で変えられるほど世界の闇と腐敗が甘くないことを知っており、ゆえに、真の解決法が欲しい
人。

④医食同源の医療や、自然栽培の食に興味があり、それを食べることが大事だと思う人。

⑤病気や精神薄弱、精神病、難病奇病の多くは、食料にあることを知っており、ゆえに、地域の田畑
から農薬や化学物質を抜いて、地域の「ハコブネ化」無農薬化を果たしていきたい人。

⑥病気になりたくない人で、食の安全を気にする人。今の食や農薬、化学調味料、ゲノム編集、遺伝
子組み換え種子や食糧を食べたくない人。

⑦子供たちに未来と希望を残してあげたい人。他の生命を絶滅させたくない人。これ以上、海や山、
大地、川を農薬で汚染したくない人。



医食同源NAU はこぶね組合に相応しくない人
　（以下の性質の人は、大宇宙意思の源にも同じ態度を取っているものだ）
①自分さえよければよい人。自分の儲けのために、はこぶねを利用し、捨てる人。恩を仇で返す人。
　
②要求だけして行動しようとしない人。自分にできることさえ、しようとしない人。しかし、権利だけ主張する人。

③これだけ多くを与えてもらっていても、理解できず、まともに感謝できない人。もらうばかりで、与えることをしない人。

④自分の利益や利害のために、はこぶねや方舟の善良な仲間、組織、坂の上を利用する人や団体。人の善意を踏みにじる人。

⑤人格、人間が未熟で、内部に入り、デタラメや嘘、他人の誹謗中傷や内部から箱舟組織を壊していったり、外部から他の人を使って、坂の上やほかの方のデタラメを吹
聴して、業務妨害することに精を出している人。そして、そういう低次元に同調する、同じく低次元の魂の人。【邪悪なことばかりし、内部工作や破壊工作活動をさんざ
んしたので、坂の上から出入り禁止にされたら、それを逆恨みして、デタラメを吹聴してまわり、業務妨害の数々をいろんな人を使ってやるようになった。しかし、その
悪意に気づかず、嘘を信じて、やめてしまった人も多い。そういう人は、はこぶねに相応しくないので、やめてもらってよかった】

⑥それぞれの分と能力、実力、熱意に応じて、それぞれの場所と立場がある。しかし、共存共栄や相互互助、直接民主主義の利害が浅く、自分の利害や承認要求を満たす
ために、それを悪用する人。

⑦大して与えておらず、大した結果も出していないのに、「これだけしてやった」と思う心の状態の人。

⑧なぜ「はこぶね」が必要か、本当の意味でしっかりと分かっていないことはよいが、行動や成果を出さずして、権利主張やご利益を求めることが第一の人は、ハコブネ
に相応しくない。

⑨悪かったら、反省して、改め、誤れる人。謙虚になれる人。心の中に邪悪な想いがある人で、地上天国を創ろうと思っていない人。

⑩適性や資質、能力の違いがあるので、みんな平等というわけにはいかず、守るべきルールはある。しかし、私にも何かできることはありませんか？という謙虚な気持ち
がある人であってもらいたい。たとえ小さなことでも、できることをやってほしい。



NAUポイント、NAUカードとは何か。
なぜ必要なのか　＝　これこそハコブネ
経済危機に備えた独自デジタル交換券（必要資金を集めたら開始できる）

１．NAUポイント
　独自経済圏などで（それ以外でも）使える、NAUで物々交換する独自デジタル交換券（価値が変動しない。無くならない。
買えられるものがある）

２．NAUカード
　円やドルなど、他の既存通貨とも連動し、交換できる

マネーではない。デジタル交換券。

なぜ必要なのか。

①経済危機、食糧難が来ても、最大限、守るために。
②金融崩壊と経済危機で、お金の価値が下がり、インフラとなり、財産、資産の目減りが来ても、NAUで資産を守るため。
③NAUは、COCONAU他と連動しているので、無駄にはならない。交換できるものが毎日必要なものが中心だから。
④ワクチン拒否やマイクロチップ拒否しても、最大限、その人を守ることができるようにするため。（拒否したら、売った
り買ったりできなくなる可能性があり、それに対応して、COCONAUで、必要な物資や食糧がGETできるようにするため）



業務用NAU MARKETとは何か
オーガニックのJA
①具体的に、オーガニック農業と農地面積、オーガニック農家を地域ごとに増やしていくための「仕組みと仕掛け」

②日本のオーガニックを個人の趣味から産業化するために、オーガニック農家にも補助金を出せるようにするために、ＮAU MARKETは、
「日本のオーガニックのJA」としての働きと仕組みを全国網で作っていく。

③オーガニック農家がオーガニックの農作物を売りに行く、買ってくれる「はこぶね組合」の拠点を各ブロックに（卸売市場内）などつく
る。

④各地域を遺伝子組み換えから守るために、オーガニック農家とオーガニックのうちの面積を各地域で増やすためにも、NAU MARKETか
ら仕入れてくれる、仕入業者の会員と、NAU CAFÉ　FC加盟店の営業開拓をしていく。

⑤地域で、仕入れ業者が多くなれば、まともなオーガニックは極端に少ないため、安定供給できないので、地域のプロ農家たちを説得し、
農地を徐々に、ハコブネ化（無農薬、無化学肥料）していく活動をしていく。大地から蓄積した農薬や化学物質の層を除去して、自然本来
の土と土壌環境に戻していく「菌」と「カリキュラム」を用意している。
　これらを適応して、農薬の代わりに使い、代理や森を元の自然に返していく。

⑥自分の住む地域を具体的に良くするためには、特に、④⑤を同時進行でしていく必要があり、これを職業として販売代理店業務をする人
や会社が、アースセイバーさんである。アースセイバーが成果を上げて、収益を上げれば上げるほど、日本の大地は、遺伝子組み換えから
守られて、動植物の絶命を防げて、その地域の子供たちに未来を残せて、地域の自然と大地を保護し、元通りにして、人々の無業化に貢献
できたということである。

本来は、アースセイバーの仕事が、はこぶねコミュニティーの研究員さんの仕事だったが、援農だけはするが、営業開拓は、怖いのか、誰もやろうとせず、立ち上がって、やる人が
いないため、特別に、収入を得られる職業とした。しかし、これをしないと、地域はよくならない。同じと農家で、ずっと援農だけしていては、絶望の中に光を創れないし、子供た
ちに未来を残せない。つまり、新しい世界を創れない。はこぶねができないのである。
ハコブネを作っていくのは、アースセイバーの仕事となった。よって、アースセイバーとして成果を上げた人が、地域コミュニティーのリーダーにかっていくことは必然であり、成
果を上げていない人はリーダーにはなれないことは当然だ。



NAU CAFÉ　FC展開
NAU MARKETの販売代理店事業とはなにか？
ただの販売代理店ではない。この仕事をしていく人、企業は、
文字通り「地球を救う働きをする人（会社）」だ。

祈っていても、ただ心配していても、ただ本を読んだり、知識を仕入れても、それで世界が救われるわけではない。

アースセイバーの仕事をしていくことが、地域と日本、地球を具体的に救っていくことになる。本来は、これが、はこぶねコミュニティー
の研究員の仕事だった。しかし、できる人はいなかった。やろうと立ち上がる人がいなかった。援農だけしてきた。それも必要だ。

しかし、援農だけしていても、世界は救われない。地域も遺伝子組み換えの進出から救えない。子供たちの未来は奪われて行く。ミツバチ
も死ぬ。

本当にしないといけないことを、みんな、避けてきた。営業が怖いから。やりたくないからだ。

楽しいことしか、人はしたがらない。それは人のサガだ。仕方がない。適性や能力もある。（熱意の問題だが）

だから、これを、今回、ひとつの職業とした。ちゃんと収入を得ていただく。これで暮らしていけるだけの収入を得てもらう。

アースセイバーの仕事が地域で普及さればするほど、その地域は、具体的に地上天国化して、救われて行く。

アースセイバーとして成果と実績を出した人が、各地域のはこぶねコミュニティーのリーダーになることは当然だ。



アースセイバーの仕事と収入モデル（仮）
アースセーバーは食育インストラクター（本部からの認定書を渡す）
①各地域の山、森、川、自然、水、大地のオーガニック化
　（自然本来の姿に戻すこと）
②地域の農家さんに、ハコブネの理念を説き、オーガニック農業を段階的に良いので、開始してもらう。（農薬ではなく、
用意した土壌を自然に戻す菌と、無農薬栽培を成功させるカリキュラムを販売展開する）　これで、地域の無農薬農産物
の生産量を上げる。ANU MARLKETで一元管理するので、菌を販売したマージンが、アースセイバーさんに入る仕組みと
なる。

③同時に、地産地消でオーガニック食材をNAU MARKETを介して、仕入れてくれる会員を開拓する。飲食店、ホテル、
病院、保育園、給食、社員食堂、などだ。（なんらかのマージンをアースセイバーに入るようにする）

④さらに、NAU　MENU（完全にオーガニック１００％の料理）を出す、NAU CAFÉ（FC加盟店募集事業）もして、特
急、急行が止まる駅の近くのレストランをNAU CAFÉにしたり、NAU CAFÉをスタバのように増やす。NAU CAFÉには、
将来、「バーチャル決済」ができるようにして、そこからも収益がアースセイバーに入るようにする。また、NAU CAFÉ
の、NAU MENUの売上から、本部とアースセイバーに入るようにする）
　店先で、NAU MARKETから仕入れた食材や、ドクターズブランド医食同源NAUの商品も販売できる。はこぶね組合の
組合サポーターの取次や、地域の医者との交流や、ハコブネの人たちの地域の拠点となる。

⑤卸売市場や、開拓したNAU CAFÉに、NAU MARKETを通じて、開拓したオーガニック農家さんの食材を仕入れてもら
う。
　
⑥ドクターズフーズ医食同源NAU　の加工品としてNAU MENU（地域の特性、新しい味＝地方創生）から独自生産し、
全国に流通させてもよい。
　（こちらの新商品を、独自ブランドのドクターズブランド医食同源NAUで発売していくことで、アースセイバーと本部
は売上を事業で上げて、そこからアースセイバーに売れた分だけの権利収入が入るようにする。



NAU MARKETから仕入れる会員のメリット
①地域の救済に寄与できる。
地域から遺伝子組み換え農業や甚大な自然破壊、他の生命を絶滅に追いやること、結果的
に、人間も病気になるサイクルなどを理解してもらい、2品でもいいから、完全にオーガ
ニックのある限りメニューを創ってもらう。
　しかし、地域には、品質の良いもの、遺伝子組み換えではなく、安全でまともな食材で
作った料理を食べたい層は必ずいる。

②新しい顧客層、良いものを若干高く払っても注文できる、価値のわかる客も取り込むこ
とが出来る。

③将来的だが、NAUポイント支払い（バーチャルレストラン決済システム）などを導入で
きて、支払いの簡素化、キャッシュレス化、事前化でレジが込まなくなる。

④オーガニックの食糧をつかっていることが、
給食や、社員食堂、病院食、施設などを、宣伝になり、良いイメージを与えることで、そ
の店舗のお客様の意識向上や、さらに顧客を呼び込む集客の題材になる。



NAU CAFÉのメリット
①地域の救済に寄与できる。
地域から遺伝子組み換え農業や甚大な自然破壊、他の生命を絶滅に追いやること、結果的に、人間も
病気になるサイクルなどを理解してもらい、2品でもいいから、完全にオーガニックのある限りメ
ニューを創ってもらう。
　しかし、地域には、品質の良いもの、遺伝子組み換えではなく、安全でまともな食材で作った料理
を食べたい層は必ずいる。

②新しい顧客層、良いものを若干高く払っても注文できる、価値のわかる客も取り込むことが出来る。

③将来的だが、NAUポイント支払い（バーチャルレストラン決済システム）などを導入できて、支払
いの簡素化、キャッシュレス化、事前化でレジが込まなくなる。

④はこぶね組合のメンバーが、地域であつまれる拠点にもなる。講演もあり　⇒　集客化

⑤ドクターズブランド医食同源NAU CAFÉ　なので、ドクターの所見付きのNAU MENUとなり、よ
り収益につながるように貢献できる

⑤NAUカードが発売されたときに、自動的に、その店を開拓したアースセイバーと、その店は、
NAUカード事業からも収益を一部得ることが出来るように、計画していく予定（未定。まだその構想
段階）



オーガニックNAU農業研究チーム
• 本部マター　【当然だが、勝手に単独でしない。本部は責任取れなくなる。人選は本部と坂の上がする】

• 坂の上零と本部は、アースセイバーさんの中で熱心で、成果を出し、熱意が
あって、理念をちゃんと理解していて、人格も素晴らしく、裏切らない人で、
責任感の強い人たちと組んで、

• 複数の大学と「オーガニックNAU農業研究チーム」をつくる。

• 実際に、観光農法と、遺伝子組み換え農業、オーガニックNAU農業との違い
を、実際のデータを測定したり、研究をして、数字と写真、ビデオで記録を
取り、実験と研究をする。

• それをデータでまとめて、国際機関や国連、欧州のオーガニックシンポジウ
ムなどで発表する。

• 国際提携をして、外国と共同でオーガニック農業の研究をする。
　（ここには、本部の許可がないと参加できない）



ワクチンに慎重な全国の良心的な医者が
各地域の拠点　＝　病院もNAU CAFÉ店
• はこぶねコミュニティーは、5つの自立を叶えるための共生コミュニティーです。

地方ごとにつくっていきます。

• 既存のコミュニティーやグループがあれば、そこを丸ごとCOCONAUに入れて、
その地域のオーガニック化をしてもいい。

• マイクロチップ拒否、ワクチンに慎重な人たちのためにも、医者と連動している
はこぶね組合は、協力体制をつくる。

• 多くはかけないが、そのためにも、一部のNAU CAFÉと提携するし、病院がNAU 
CAFÉになってもよい。

• その場合、地域の医者が、組合サポーターとなり、アースセイバーとなる。



医食同源NAUビレッジ：会員制農園と研究　
（準備中：NAUポイントの後でしか事業化できない。人と資金が足りないため。
よって、具体的になってはいない）
• 食糧難、経済危機の備えて、準備中。

• 温泉かけ流し、都市部から車で1時間半ぐらいで、標高600メートル以上、広い物件、探
している。物件を押さえたら、その近くに農地を買う予定だ。

はこぶね組合が本部直轄で経営する「医食同源NAUビレッジ」
会員制農園にする。

リーダー育成のカリキュラム、日本病脱却カリキュラム、
聖なる人に再生するカリキュラム、など、人材育成教育の場にもする。

子供たちに、生きる力を教える、強い子を育てる場でもありたい。

もしもの時の避難所にもなる。イベントや、様々なことを考えている。（具体的になるま
では言わない）



総　論　終　了

各　論　解　説



はこぶねコミュニティー＆ＮAUビレッジ

①本部と連帯した、坂の上零の５つの理念の実現を目指した各地域のリアルな共生体。
　共存共栄、相互互助、市民自ら政治をする、医食同源、自給自足。
②事業セクションと、運動ボランティアセクション、研究セクションの３つに分かれてい
る。
　事業は具体的に地域を「はこぶね化」（＝オーガニック農業の推進）し、収益を上げて、
活動資金なども事業と営業で稼ぐ。ボランティアは援農など、稼がないが大切な地域の潤
滑油やサポート。研究は大学や大学生と推進。地域の拠点
③「わが地域に未来を創ろう」をスローガンに、いろんな職業や業界で心ある人たちや、
町内会、自治会などに依頼して、地域の政策、地域で、アースセイバー（ＮＡＵ　ＭＡＲ
ＫＥＴの販売代理店）となって、無農薬農家を増やす。これにより、その地域から遺伝子
組み換えを減らし、自然を元に戻し、大地から農薬と化学物質を抜き、地域の人々の無病
化、自己治癒力、自己免疫の強化に寄与する。
④地域で、組合サポーター同士、助け合い、支え合い、相互互助して、裏切らず、共存共
栄していく。
⑤医者と自然農業のオーガニック農場が合体した、「医食同源ＮＡＵ はこぶね若がえりの
村」を山の中につくり、医療法人、農業法人として、細胞再生治療と自然農業をして、医
食同源の食などで治療をするクリニックや、オーガニック農業の研修などをするカリキュ
ラムや、自然栽培と種の研究などをする。





各地域のコミュニティーなど地域別の特
徴と個性豊かな地方創生プロジェクト
• 各地域にて、地方創生プロジェクトを、はこぶね組合、はこぶねコミュニティーは同時

展開する。

• 地域の特産品や歴史、独自性を生かした、個性豊かな商品やサービスを創り、地方に新
たな収入と集客を得る道を経済的に造る。（自ら経済を起こしていく）

• 個性的なアイテム、ホンモノ、オーガニックは「ドクターズブランド医食同源NAU」で
展開する。全国のはこぶねコミュニティーで作っていけば、とても個性豊かなライン
ナップができ、新たな地方創生になる。

• こうして独自開発、独自商品化した商品、サービス、ドクターズブランド医食同源ＮＡ
Ｕのアイテムを、日本でも販売するが、海外に向けて、ＪＡＰＡＮ　ＥＸＰＯ（ＡＮＧ
ＥＬ　ＢＡＮＫ仲介）で、インドやインドネシア、外国で広く展開していく。

• こうして、はこぶね組合は、海外から、地方に直接収入を得られる道をつくる。（真の
地方創生をする）



はこぶねコミュニティーとは
各地域を「地上天国」にする希望を創る活動
• 各地方につくる、はこぶねコミュティー（NAUコミュニティー）

は、地域でそれぞれ個々にがんばっているが、互いに交流がない各
団体の心ある方々を集め、クロスオーバーさせて、

• 地域に新しい「地方創生し、異なる業種の心ある人々と共生するコ
ミュニティー」（＝はこぶねコミュニティー）をつくり、

　その地域の政策（各項目あり）を自ら決めて、それを地議会、県議
会に、はこぶね組合の該当コミュニティーとして提出する（本部と連
帯し、リーダーを介すこと。リーダーは、アースセイバーとして実績
を上げている人や地域の実力と経営力のある有能な経営者を優先的に
抜擢）
• 大変な時代が来ても、互いに助け合い、サバイバルする。互いに自

分の地域を良くしていくために活動する中で、自らの魂を磨き、利
他の愛に生きることを実践していく



COCONAUとは？
　
食糧難、経済危機、通貨安、インフレ、自家採取禁止、ワクチン
強制、マイクロチップ人体混入などの非常事態に備えて、事前の
対策と自己防衛がフルセットになっている、最強の砦

NAUポイントで物々交換する独自経済圏

国家や世界が崩壊しても、互いに守り合い、自主独立で生きてい
ける仕組みを包括的にご提供するのが、はこぶね組合の事業全体。
COCONAUはその情報網と、個人情報を売られない日本版SNS

NAUポイント、NAUカード（準備中）は、世界共通通貨にもな
り得る、組合内だけの物々交換を最も便利な形で可能とする最先
端ITと金融の融合した、最先端の独自サービス（経済危機や財産
減少からの救済に貢献する新しい仕組み）



COCONAUとは？
①はこぶね組合が運営する「オーガニック農家を守るための、各地方ごと
に創るコミュニティーを全国レベルと個々の地方レベルの両方で、個別に、
かつ全体的に、IT管理し、互いに情報交換したり、自分たちの活動を発信
する場」である。

②ココナウは、フリー会員でも掲示板などのフリマを使用でき売買できる
が、食品は組合サポーターにならないと売り買いや、NAUで物々交換でき
ない。その理由は、種苗法改正、自家採取禁止などに事前に備えて、自家
採種と種と地方の農業を守るための仕組みがあり、設立された組合組織だ
から。

③食糧難、経済危機に備えて、組合サポーター（研究員含む）同士、NAU
で日用品、食料などを物々交換する仕組みで、互いに助け合いサバイバル
する。

④食糧難、経済危機、通貨安、インフレ、自家採取禁止、ワクチン強制、
マイクロチップ人体混入から逃れたい人々を可能な限り助けるように造っ
ている包括的な解決法、すなわち「はこぶね」である。



COCONAU（世界各国に広がる要素を持つ）
• 楽天クラスの極めて巨大なシステム、AI内蔵。
• COCONAU１つに、メルカリ（フリマ）、ジモティー（地方掲示板）、FBやアメブロ（掲

示板）、食品・加工品（はこぶね組合のオーガニックショップ）などいろいろ内在している。
• 地方自治体、行政用の「防災；非難情報サイト」としても活用してく予定。
• 地方ごとにある、すでにある小さな農業コミュニティーを統括して、彼らの活動などをココ

ナウを使って発信していく場所。
• コミュニティー専用、独自経済圏をつくる
• はこぶね組合内で、COCONAUの中で、NAUで物々交換
• COCONAUは、日本初の日本版SNS
　（情報ややり取りが売られない上、政府や役所にもチャットの会話など盗み見されない）
• 既存SNSと政府は電子マネーを出してきて、それはチップ化していく。COCONAUも電子マ

ネーを扱うが、チップの人体埋め込みはさせない。はこぶねは、人間の尊厳と人権を守る。
• ワクチンや、マイクロチップを人体に入れられることを拒否し、その理由が絶対に譲れない

人たちが集まる、助け合いの場、はこぶね。
• 食糧、日用品など日々必要な物資を、NAUで組合サポーター同士、物々交換できる。



なぜCOCONAUは世界中に広がるのか
世界に広がるビジネスモデル　ＮＡU （Ｎoah’s Ark Union)

世界中で、世界の真相がばれてきている。

各国政府や企業、人間がお金の支配を受け、奴隷状態だと知る。

みんな自由になりたい

新しい世界を創りたい。

NAUで物々交換したい。

今のマネーとワクチンに不安

政治では変わらないことは、
知識がある人はわかる。

彼らは、「天が造りたかった
世界を地上に創る。地上天国
の礎をつくる。新しい国、新
しい世界」を創ろうという

メッセージに共鳴する

NAUに参加する。
各国、各都市にNAUコミュニ
ティー、NAUマーケット、Ｎ
AU ＣAFE, ＮAUビレッジが

できる



NAUポイント、NAUカード（準備中）
経済危機に備えた独自デジタル交換券（必要資金を集めたら開始できる）

１．NAUポイント
　独自経済圏などで（それ以外でも）使える、NAUで物々交換する独自デ
ジタル交換券（価値が変動しない。無くならない。買えられるものがある）

２．NAUカード
　円やドルなど、他の既存通貨とも連動し、交換できる

マネーではない。デジタル交換券。



NAU MARKET：オーガニックのJA
　　　　　　　　

• 実にユニークなビジネスモデル
①オーガニックのJA　（全国区のJAのオーガニック農業版）　統括ＡＩフォーラ
ムサイト（ＩＴ管理はすでに万全）
　各中央市場や卸売市場に、はこぶね組合の法人組合サポーターを増やして、地
域のオーガニック農家さんたちが、創って持ってこれる（買ってくれる）場所を
提供する。
　その際、生産、流通の基準は、全国統一無農薬食品安全基準（はこぶね規格）
を採用。（ほとんどそこに入るし、慣行農法の農家もオーガニックに数年で変
わっていくように指導するため）

②ＮAU　CAFÉ　（FC加盟店募集事業）
　レストランをNAU CAFÉに加盟させ、完全にオーガニック食材で料理した料理を
食べさせる飲食店と、クリニックを、病院を販売代理店（アースセイバー）が開
拓。ＮＡＵ　ＭＥＮＵの売上の５％をコミッション還元。
　各地域は、はこぶねの医者も担当する。ＮＡＵ　ＣＡＦＥは、診察や集会など
も場にもなるので、地域の拠点になる。店先でマルシェをして、オーガニック食
材を買えるようにする







アースセイバー（販売代理店）
地域を救う人、地球を救う仕事をする人
１．地域を具体的に「地上天国化」してゆく仕事を担う。
２．絶望と崩壊の時代に、希望を具体的に造る。
３．地域の無農薬農家をたすけるので、誇りを持てる。
４．農薬を使う普通の農家を無農薬オーガニック農家に変えていく崇高な仕事を担
う。
５．地域で、ＮＡＵ　ＣＡＦＥのＦＣ店を開拓することで、具体的に、はこぶねコ
ミュニティーのサポーターさんや研究員さんが集まれる拠点や、ＮＡＵ　ＭＡＲＫ
ＥＴからのオーガニックの食材を地域の人たちが買える場所をつくれる。（今は、
買えない）
６．地域で、はこぶね組合のオーガニックの食材で料理した、オーガニック料理を
食べられる店を創る。
７．地域で、オーガニック食料を出す病院や、学校給食、保育園、社員食堂、レス
トラン、ホテル、旅館など増やすことで、地域の人々の無病化と精神の正常化に貢
献できるし、地域の田畑を自然に戻せて、オーガニックに変えられる。
８．アースセイバーさんの成果が上がれば上がるほど、収益にもなって、自然保護
され、田畑が毒から救われ、人々が無病化され、地域から遺伝子組み換えを少なく
していける





ＮAU CAFÉ　（FC加盟店募集事業）
　NAU MARKETに連動して、NAU農法
　（オーガニック農家を増やし、田畑をオーガニックに変えていく活動）に連動

①レストランをNAU CAFÉに加盟させ、完全にオーガニック食材で料理した料理を食べさ
せる飲食店と、クリニックを、病院を販売代理店（アースセイバー）が開拓。ＮＡＵ　Ｍ
ＥＮＵの売上の５％をコミッション還元。
　各地域は、はこぶねの医者も担当する。ＮＡＵ　ＣＡＦＥは、診察や集会なども場にも
なるので、地域の拠点になる。店先でマルシェをして、オーガニック食材を買えるように
する

②地域の観光農業の農家と田畑をオーガニックにして、農薬や化学物質を除去する仕事。
　農薬、化学物質の代わりに、ある菌を販売。（その販売益も、アースセイバーに入る）
大地を元の微生物の状態に戻し、自然を保護し、水も浄化する。

日本の田畑の無農薬化を推進し、同時に、オーガニック農家の需要を創るため、ＮＡＵ　
ＣＡＦＥや、ＮＡＵマーケットからオーガニック食材を仕入れる飲食店やホテル、保育園、
住職、病院、レストランなどを、ＮＡＵ　ＭＡＲＫＥＴの仕入れ会員にして、仕入れた分
の％をアースセイバーさんが払ってもらえるようにする。



ドクターズブランド医食同源NAU
DOCTOR’S FOODS医食同源NAU
• ドクターズフーズは、食品、加工食品で、ドクターズブラン

ドは、化粧品や日用品、商品やサービス

• 独自のオリジナル商品を各地域のコミュニティーで増やして
いく。みんなオリジナルで、オーガニックで、自然を加配し
ないおのばかりで、しかも効果や栄養、効き目が半端ない本
物ばかりをつくり、自社のブランドとして販売

• 海外の輸出などをしてもよい。各地域の特性を生かして、新
しい収益となるブランドの商品化を考えて、地域性を出し、
地方創生プロジェクトにもする。



NAU地方創生　我が地域に未来を創ろう
• このままでは未来はないかもしれない。

• 我が地域に未来を創る　をスローガンに
 地域の様々な心ある団体の人たちと、
　はこぶねコミュニティーに入れて、

• みんなで政策を決めて、地域の議会に提出する。

• 政治は、政治家にならなくても、市民でできることを実践。

• 地域の農大、医大、大学生、高校生を入れて、研究チームをつくり、実際に、
地元の農家さんとの研究をする



NAU自然農業研究チーム
• 各地のコミュニティーでは、（コミュニティーにそれができるだけ

の実力と能力の高い人がいない場合は、坂の上主導でするが）、地
域の農大、医大、大学生、高校生を入れて、研究チームをつくり、
実際に、地元の農家さんとの研究をする。

• 自然栽培をアカデミー化。（産業化には必須）

• 国際的な学会でも発表できるようデータを取り、神秘時有無なども
展開してく予定。

• 研究結果を、国連やドイツを中心とした、EU圏のオーガニック団体
と提携して、共同研究し、結果を発表したい。



ワクチンに慎重な全国の良心的な医者が
各地域の拠点　＝　病院もNAU CAFÉ店
• はこぶねコミュニティーづくりの特徴

自然栽培オーガニックの推進と、流通、卸販売

オーガニックのJAの仕組みを、全国区で構築していく

日本の田畑から遺伝子組み換えと農薬、化学肥料を除去して、
無病化、自然保護、森、水、大地のよみがえりを推進。

医者が各地域をブロックごとに担当し、NAU CAFÉもして、
地域の人々に、医食同源の食と医療の基本などを説く。

細胞再生治療、プラズマなど最先端技術の医療を実施して、多くの人を助ける医者のクリ
ニックがNAU CAFÉとなり、優先的に、そこでりか、フォクたーずブランド医食同源NAU
の製品が買えないようにする



医食同源NAUビレッジ：会員制農園と研究
• 都市部では田畑を持てない
• しかし、マイファームを持ちたい、食料確保したいニーズ多し
• そこで、山など土地と物件を買い（物件が先、温泉化けがなしを優

先）、共生するビレッジをつくる
• リーダー育成教育カリキュラムや、講演、研修などもする。
• 医食同源の食と医療を推進し、世界の富裕層の治す治療をする
　（ＮAU CAFÉなどや、各地域を担当するハコブネの医者たち
　　と医療法人をつくる）
• 5つの自立のうちの一つ、エネルギーの自立、産業技術の開花で、研

究所も建物内につくり、ホンモノの研究者に提供する　



はこぶねコミュニティーの作り方マニュアル　基本
• 基本：核となる熱意ある人の和を創る。メンバーの名簿を創る。（全員組合サポーターになる）

①地域の右にある（他にもあれば）団体などから、
理念を理解してくれる心ある人を集める。集めるときに、
誰でもいいからやみくもに集めるのではなく、理念がわかる、心ある人だけ、
集めること。蛇のある人は、集めない。そして、規約に違反するなど、
内部を誹謗中傷の種をまいて分裂させて、壊そうとする人は、
すみやかに出入り禁止にして、出て行ってもらうようにする。

そのためにも、目利きが必須で、最初から私利私欲、自分が称賛されたいだけの人、
邪心のある人をいれてはいけない。そういう人のエゴと我欲を満たすための、はこぶね、ではない。

②いろんな思想や価値観の人がいるが、そこにはいちいちはいらず、
「この地域に未来を創る」というスローガンでみんな、一枚岩にまとめるようにしよう。公民館などで集会するが、NAU CAFÉができれば、そこでもいい。

③本部が提案する「議会に提出する用の要望書」がある。各分野の政策を書いている。しかし、地域のことは、地域にしかわからないので、地域でも各項目に政策を決めてほ
しい。会議の議事録を取り、本部にメールで報告。

そして、市議会、県議会に提出する。担当者を決める。アースセイバーさんと土地の名刺などが望ましい。
　ただ、はずせない政策は、外せないので、ここは問答無用。例えば水道民営化反対や、原発ではない安全なフリーエネルギーに変えていくなどは、必須だ。

④月に1回は集まり、新陸を深め、順番で講師にして語らせたり、活動報告や、今の状況報告などをする。災害時や非常時には助け合う仲間だ。オフィスは、誰かの家にしよう。



はこぶねコミュニティーの業務、役割
• 事業部の人は、アースセイバーなどの事業を展開する。コミュニティーのリーダー的働きをする。
　事業部の人たちは、NAU MARKETの販売代理業務、つまり、地域を具体的に良くする、卸売市場
や、NAU CAFÉや、仕入れ先の営業開拓をする。

• 自分の仕事に誇りと責任を持つこと

• 農地から農薬や化学物質の層を除去する菌は、NAU MARKET本部に問い合わせる。必要なら、農
業指導も（有料）行い、オーガニックNAU農業が成功するようにサポートもする。（その協力体制
も完備しているので、どんどん行こう）

• 本部、坂の上の許可を得て、行政対応担当、学術的な研究チームや国際機関などの大学研究にも、
任意で入りたい人は申請する。（アースセイバーとしての成果、実績と、坂の上の面接によって決
める）

• 社会運動ボランティア部の人たちは、地域のオーガニック農家さんを開拓し、必要に応じて援農す
る。

• 社会運動ボランティア部の人たちは、事業部の人たちや、アースセイバーさんを手伝ってもよい。
事務サポートなど。ボランティアなので、できるときでよいし、責任は基本ない立場。アースセイ
バー、本部、事業部の組合サポーターさんや研究員さんの指示に従う。



地域で、組合サポーターを増やす活動
• 自宅NAU CAFÉをしてもいいし、皆でイベントをしてもよい。

• 地域に、ハコブネの理念を聞いてもらう集会やセミナーをしてもよい。

• 学校や幼稚園などに、子供たちに、ハコブネがなぜ必要か、食がいかに大事か、アースセイバーさんは（なるときに教
育を受けて、食育インストラクターになるので）、食育インストラクターとして、話に行ってもよい。

• 地方の特産物、魚や、農作物、加工品など、どんどんNAU MARKETに出展させる。

• 地域で、組合サポーターを増やす活動をする。

• 加工品や、特産物などで独自のアイデアを加えたり、または、そのままを、NAU MARKETやCOCONAUなどで販売す
る。

• 自分で稼げる人を目指して、何でも積極的に動き、商品を増やす。

• 毎月、どれぐらいの人が組合サポーターに登録したか、リストにして、本部に提出。紹介者欄に、紹介者の名前とユー
ザーIDを記載しよう。（NAUカードが出たときに、なんらかのメリット還元をするため）



地方の特産品や、地場産業、観光業を
COCONAUや、NAU MAKKETで販売・出展
①特産物などをそのまま販売（COCONAU、NAU MARKET）

②特産物や、観光協会、地場産業や素晴らしい企業などの商品などにアイデアを加え
たり、または、０から１を生み出して、新しい商品を自分で作ってみて、それを、本
部に提案。
採用されたら、ドクターズブランド医食同源NAUの商品として発売される。（もちろ
ん、その売り上げから、コミュニティーと本人は収益還元を権利収入としてもらえる
ので、運営費、活動費などをこれで賄う）

③特産物や、観光協会、地場産業や素晴らしい企業など、インドなどの海外で展示会
やビジネスマッチングをしてもらい、海外で事業展開、販売展開できるように、エン
ジェルバンクに紹介。

役所、議会、議員とのビジネス、業務上の付き合いは、本部を連帯して、本部と動く
こと。これはビジネスなので、窓口は、本部が決めた組合サポーターさんとする.



ありがとうございます。

坂の上零

bluemen3939@yahoo.co.jp


