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We will establish self-resilient life style through DIY spirit. 

DIY 精神を通じて、セルフレジリエント*なライフスタイルを築いていきます。 

 6 つのプロジェクト  6 PROGECTS  
太陽光
たいようこう

発電
はつでん

グリッドは、太陽光

パネルで発電
はつでん

した電気
で ん き

の共用
きょうよう

を通

じて共同体
きょうどうたい

の形成
けいせい

を目指
め ざ

します。 

＜工事中＞ 

SOLAR ELECTRIC GRID   
pursues a community 

generation through solar 

electricity sharing. 

<Under Construction> 

電気
で ん き

船
ふね

の開発
かいはつ

は、新しい
あたらしい

形
かたち

の

電動
でんどう

船
せん

を造るプロジェクトです。

8/1,2 開催の福岡県
ふくおかけん

の「柳川
やながわ

ソーラ

ーボート大会
たいかい

」にエントリーしまし

た！今
いま

、その準備中
じゅんびちゅう

です。 

BUILD ELECTRIC BOAT is a 

project to develop  some new 

type boats powered by 

electricity.  

We entered the "Solar boat 

competition" in Yanagawa 

(Fukuoka Pref.) on Aug 1 and 2 

and are preparing for it. 

みんなの工作室
こうさくしつ

は、作
つく

ってみた

い、試
ため

したい誰
だれ

もが使える
つ か え る

場所
ば し ょ

を

提供
ていきょう

します。＜現在工事中＞ 

WORKBENCH SHARING 

provides a space for everyone 

who wants to build or try 

something. 

<Under Construction> 

ミニ農業体験は、農業
のうぎょう

初心者
しょしんしゃ

の

OJT(実践
じっせん

で学ぶ
ま な ぶ

)が行
おこな

ます。 

<HF のミブが OJT実践中
じっせんちゅう

> 

MINI FAMING TRIAL provides 

a opportunity of  OJT(on the 

job training) for beginners of 

farming. 

<Under OJT by Mibu of HF > 

みんなのキッチンは、おやつを

作りたい
つ く り た い

誰
だれ

もが使
つか

える場所
ば し ょ

を提供
ていきょう

します。＜工事中＞ 

KITCHEN SHARING provides 

a space for everyone who 

wants to make sweets. 

 <Under Construction> 

山羊
や ぎ

と 鶏
にわとり

の飼育
し い く

は、ミルクや

卵だけでなく、たくさんの学ぶ
ま な ぶ

機会
き か い

をくれます。 

チーズ作り
づ く り

の訓練中
くんれんちゅう

。 

GOATS & CHICKENS 

FARMING  give us not only 

milk and egg but also plenty of 

opportunity for 

learning.  ]Under training of 

making cheese 

BEACH & OCEAN マリンライフ
マリンライフを楽しもう

た の し も う

！ 釣り
つ り

、カヌー、シュノー

ケル、キャンプ、バーベキュー、石
いし

窯
がま

ピザに必要
ひつよう

な

道具
ど う ぐ

や場所
ば し ょ

を利用
り よ う

できます。 

Enjoy BEACH & OCEAN! Tools and space for 

Fishing, Canoe, Snorkel, Camping, BBQ, Outdoor 

pizza oven are available. 

 DIY  ENCOURGING SIX PROJECTS & MARINE LIFE  
DIYを励ます６つのプロジェクトとマリンライフ 

 

HAPPYFISH  DIY CLUB  REPORT   
ハッピーフィッシュ DIY クラブ レポート   

～掲示板～ 

詳細は yugeshima.comを check! 

【夏の学校】 

8/9(日)9-12pm@Happyfish 

"ミルクのひみつ"を開催！ 

身近でも意外と知らない"ミ

ルク"について一緒に解き明

かしましょう。バター作り

の実習付です。 

参加申込は Happyfish まで 

 

【ポトラックパーティー】 

7/26(日)5-8pm@Happyfish 

第 4回を開催します！ 

一品持ち寄り形式です。今回

から"お仕事紹介コーナー"を

設けます。今回の担当と仕事

は主催者から(1)モッツさん

の"ローカルグリッド", (2)ミ

ブの"再生医療の研究"です。 

参加申込は Happyfish まで 
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【ワークショップ】 

8/15(土) 1-5pm@和み庵  

"お絵かきワークショップ"

を開催します！ 

先着 6名、どなたでも、上

記時間帯の一部でも、ご参

加いただけます。 

参加申込・詳細は"和み庵"

まで(裏面参照) 

 

 

*レジリエント(resilient)とは「リスクや逆境にもかかわらず、よい社会適応をすること」という意味です。 
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DIY パートナー；「和み庵
なごみあん

」 DIY PARTNER;"NAGOMI-AN"
和み庵は弓削島の中の上弓削に存在します。 

上弓削の 家老渡－上弓削 フェリー桟橋から約 100

ｍ直進して右折すると 30ｍ先の右側が和み庵の入口路

地です。路地を入って「木魚」を棒でコンコン、赤い

吊り下げ鐘をチリンチリンと鳴らし呼出して下さい。 

和み庵では「モノづくり」や「コトお越し」に関わる

様々な楽しみが体験できます。（1回 5～6名） 

「モノづくり」は立体のとらえ方～イメージの立て方 

  ～スケッチ～粘土やスチロールで造形します。 

「コトお越し」は考え方や目標づくりの実習です。 

【連絡先】      和み庵（なごみあん） 

愛媛県越智郡上島町弓削上弓削 249 

   電話(自宅)0897-72-9388  (携帯)080-3443-0848  

          Email:  Nagomian-t.kato@japan.email.ne.jp 

Nagomi-an is in Kami-Yuge, center of Yugeshima. 

Go straight from Karo-to pier in Kami-Yuge, turn 

right, 30m ahead right side, then you can find the 

entrance of Nagomi-an. Enter the narrow path, hit 

a wooden fish or sound a red bell to call us. 

You must have a wonderful time here such as 

making things, taking actions, and others. 

"Making Things" painting and cray or styrofoam 

modeling, the way 3D are seen and the way  

images are built  

"Taking Actions" method of thinking, setting an 

objective and other activities 

Contact:         Nagomi-an    @ 249 Yuge-Kamiyuge, 

Kamijima-cho, Ochi-gun, Ehime 

Tel. 0897-72-9388         080-3443-0848 

Email: Nagomian-t.kato@japan.email.ne.jp 

和み庵おすすめのスポット MY FAVORITE PLACE 

「弓削商船図書館」 "YUGE-SHOSEN LIBRARY"
 おすすめスポットは身近にありますよ！ 

 弓削商船高専の図書館には五感を育ててくれ

る最新の書籍があるって･･･知っていました？ 

例えば･･･世界の図書館という総カラー写真の

新刊や世界の鳥図鑑や鳥のイメージカラー別に

編集した総カラー写真の新刊。 

･･･上記の書籍は過去の百科事典とは編集の発

想が異なり、五感を育てる訓練に最適です。 

 図書館で五感と好奇心を創造しよう。 

i. 興味が持てる、好きになれそうなテーマの本

を見つけよう。 

ii. ･･･更に類似テーマの書籍が探し出せれば、

あなたは調査・分析の専門家の卵。 

iii. ･･･テーマを創造の世界へ導きイメージを発

展させてくれる体験実習の場･･･が魅力。 

You can find your favorite place nearby ! 

Do you know the library in Yuge-Shosen has 

various sensuous latest books?  

For example, new books such as  

"World Library", pictures printed in full color;  

"World Bird Guide", pictures printed in full color 

categorizing birds based on their color. 

Excite the senses and curiosity at the library. 

i. Looking for books with attractive themes 

ii. Next stage; looking for books with the related 

theme, you could be a searcher in the making! 

iii. Library  has a charm to lead me to creative 

world and stimulate my imagination 

HAPPYFISH 訪問者の声     VISITOR'S VOICE
無限の楽しさが予感できる場所ですね。将来が楽しみ

です。いろいろな遊びを思い付きそう(2013.9.8 広島:

カヌー/BBQ/石窯ピザ)。 

毎回新たな発見がありワクワクです。気分もリフレッ

シュ(2013.10.26 広島 :カヌー/BBQ/石窯ピザ) 

Infinite pleasures are anticipated, a promising 

place. We could create a variety of plays. (Sep 8, 

2013. Hiroshima; Canoe/BBQ/Pizza). 

Every time I come here,  I am excited to make a 

new discovery. Refresh time. (Oct 26, 2013. Man 

from Hiroshima; Canoe/BBQ/Pizza) 

 

Feel free to stop in and contact us !  お気軽にお立ち寄り、お問合わせください ! 
                ハッピーフィッシュ   ディーアイワイ やってみよう クラブ 

HAPPYFISH     DIY club 

主催: Marvin
マ ー ビ ン

 Mots
モ ッ ツ

 & 壬生
み ぶ

 優子
ゆ う こ

   〒794-2510 愛媛県越智郡上島町弓削鎌田 148-1  

TEL:090-4902-1397     Email:info@yugeshima.com       http://yugeshima.com 


