
0_1988.12(準備号) 祭りの残像/ガイアの悲鳴
♣南正人／山里節子／吉福伸逸　＊A4 判 16 ペ
ージ二つ折り、￥300、年 10 回発行
1_1989.2 ボランタリー・シンプリシティ①
♣登光基・緒方順子／吉福伸逸／ジャーケース
ケ／サカキナナオ
2_1989.3 ボランタリー・シンプリシティ②
♣ポール・ウィンター／吉福伸逸
3_1989.4 地球があぶない　♣オオムラカズ／
田中三彦
4_1989.5 政治の風が吹く　♣上野圭一
5_1989.6 参院選レポート　♣サティッシュ・
クマール／内田ボブ／上野圭一
6_1989.7,8 アジアからわが身をふりかえる
♣樋口健二／宮田雪
7_1989.9 マツリの後に　♣フリッチョフ・カ
プラ
8_1989.10 学校って何のため？　♣鈴木美根
子／笠井叡／梶原亜貴
9_1989.11 消費生活　♣南正人
10_1989.12 90 年代を迎えて　♣天野みゆき
11_1990.2 男と女の関係　♣相良謙治
12_1990.3 レジャー・リゾート　♣江沢紀子／
ナナオサカキ
13_1990.4 地球の危機の根〜アースデイ　♣デ
ニス・ヘイズ
14_1990.5 環境と食　♣アンニャ・ライト／鶴
田静
15_1990.6 先住民から学ぶ　♣豊田勇造／ト
ム・ラブランク
16_1990.7/8 夏のお祭り・イベント情報　♣天
明はるか
17_1990.9 ハイテクは私たちを救う　♣上田紀
行
18_1990.10 地球の上に「住む」　♣中善寺礼
子／槌田敦
19_1990.11 動物とともに　♣細目美津
20_1990.12 しごと①　♣楠原彰／緒方祐一／
田中美津
21_1991.2 しごと②　♣高橋早苗＋英介
22_1991.3 湾岸戦争と私をリンケージする　♣
なかのまきこ／宮嶋信夫／上野圭一
23_1991.4 企業と環境そして私たち　♣末永蒼
生／樋口健二／ジョアンナ・メイシー
24_1991.5 アメリカ　♣瓜生良介／吉田ルイ子

25_1991.6 食べものまわり　♣大谷ゆみ子
26_1991.7,8 森　♣阿木幸男／大友映男／鶴見
武道
27_1991.9 日本の山河は今　♣植田ジェーン
28_1991.10 衣生活　♣西井紀代
29_1991.11 自己啓発セミナー　♣島田裕己／
上田紀行
30_1991.12 しごと③　♣吉本有里／宮部寛
31_1992.2 出産　♣杉山富士子／丹下真理
32_1992.3 死のまわり　♣安田睦彦
33_1992.4 地球のツボ　♣白須均美＋小島あず
さ／アシッド・セブン
34_1992.5,6 先住民　♣弥永光代／和田穹男
35_1992.7 政治と関わる♣庄子琴子／藤本敏
夫／橋爪大三郎 ＊発行所を八丈島に移転
36_1992.8,9　島　♣南研子／菊地睦男
37_1992.10 プルトニウムってなに？　♣きく
ちゆみ／高木仁三郎
38_1992.12 環境問題をヨコにつなぐ　♣佐藤
真
39_1992.12 からだから　♣トシ秋葉＋曳地義
治
40_1993.2 そだつ　♣大久保雄二郎
41_1993.3 ゴミ　♣田島喜代恵
42_1993.4 南の島から　♣森松真紀
43_1993.5 クジラ　♣岩本久則
44_1993.6 湿地　♣中村玲子
45/1993.7/8 リゾート開発　♣天野秀昭
46_1993.9 遊び　♣志村記世江／天野秀昭／小
浜渉
47_1993.10 お金・金融　♣宇津木浩一／真下
敏樹／田中優
48_1993.11 NGO はどこへ行く？　♣小原秀
雄／天野秀昭
49_1993.12 自販機〜「手軽で便利」　♣ミキ・
ウィルキンソン
50_1994.2 田舎暮らし①　♣伊藤書佳／きくち
ゆみ
51_1994.3 田舎暮らし②　♣フェリシティ・オ
ズウェル／南研子
52_1994.4 自然はセンセーだ　♣小松光一／久

山祥次
53_1994.5 電気を身近に　♣桜井薫／山道康子
54_1994.6 男と女の間には　♣槙田キコリ／南
研子
55_1994.7/8 旅に出るなら　♣永野ゆき乃　…
＊誌代を￥400 に変更
56_1994.9 男と女　パート 2　♣きくちさかえ
57_1994.10 老い　♣栗原広之／八洲篤子／宮
腰定治
58_1994.11 オルタおじさん来日!　♣ラム・ダ
ス／田中ゆう
59_1994.12 今から行く学校　♣中田章子／な
かのまきこ
60_1995.2 心を癒す　♣川口由一
61_1995.3 阪神大震災　♣南修治
62_1995.4 植物と癒し　♣細野靖展
63_1995.5 動物と生きる　♣石井史／中橋実
64_1995.6 たべもの・たべないもの　♣阿部實
65_1995.7/8 ティク・ナット・ハン
66_1995.9 石油　♣阿部秀雄／弥永光代／村野
まさよし／ちびくろ救援ぐるうぷ
67_1995.10 ミニコミ　♣橋本知亜季／津村喬
68_1995.11 自分と出あう　♣朴保
69_1995.12 コミュニケーション　♣袰岩ナオ
ミ
70_1996.2 世紀末を生きる　♣葉祥明／大林ミ
カ／小田まゆみ
71_1996.3 住まいにきく　♣辻垣正彦／葉祥明
72_1996.4 核のない未来　♣平井憲夫／葉祥明
73_1996.5 男を語ろう　♣野村むつこ／葉祥明
74_1996.6 夢　♣原田広美／フェリシティ
75_1996.7/8 海の生きものと　♣長谷川博／ジ
ャック・モイヤー
76_1996.9 会えてヨカッタ！　♣加藤哲夫
77_1996.10 コミュニティー　♣長本仁
78_1996.11 旬の本　♣山内昶
79_1996.12 ライフワーク　♣曳地トシ＆ハ
ル／小野裕之／長田英史／岩谷孝子
80_1997.2 感受性　♣杉本まり
81_1997.3 笑い　♣丹下遊／江口あいと
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この８月に獏原人村の満月祭に参加したときに、住人で祭り

主宰者のマサイから名前のない新聞展をやってみない？と誘
われ、ちょうど 200号を出したところだったので、会場の小さ
なパオを借りてバックナンバーを並べるなどしました。

思えば 2013年の後半半年間は病気でお休みしたものの、そ
れ以外はこの 30年間よく続けてきたもんだと我ながら感心
してます。おかげで様々なテーマについて考えたり、活躍して
いる人たちに出逢って元気をもらうことができました。感謝！

↓下の数字：号数／発行年月／特集名／♣インタビュー登場者名



82_1997.4 息吹き ♣乾千恵／内田ボブ
83_1997.5/6 みんなちがってみんないい　♣山
川久男／倉富和子　 ＊隔月発行に変更
84_1997.7/8 波にのる　♣坂本知江／伴英幸
85_1997.9/10 うたう　♣桃山晴衣／おーまき
ちまき／マーガレット・パベル／ホゼ＆ロイデ
ィーン・アグエイアス
86_1997.11/12 クール・アース　♣李政美／
千秋毅将／フラン・マクマレン
87_1998.1/2 まいんど・げりら　♣小山道夫／
近藤／中野雅蔵＋郁子／久下／澤村浩行
88_1998.3/4 いのちのたね　♣宮部太陽／藤原
寿和／稲田浩一
89_1998.5/6 チャルカ　♣宇津孝／田畑健／タ
シナ・ワンブリ
90_1998.7/8 あなたが元気であるように　♣長
田ワンモ／安井潤一郎／岩崎駿介／大塚繁夫／
原キョウコ
91_1998.9/10 リ ス ペ ク ト 　 ♣寿  KOTO-
BUKI／中島菜音／八洲篤子／毛利将範
92_1998.11/12 わたしの役割　♣乙武洋匡／
吉田昭子
93_1999.2/3 自然を感じる　♣染谷ゆみ
94_1999.4/5 21 世紀の迎え方①　♣竹内信幸
95_1999.6/7 21 世紀の迎え方②　♣名古屋静
枝／岡野弘幹
96_1999.8/9 21 世紀の迎え方③　♣メアリ
ー・オルソン／母岩のトシ／小田まゆみ
97_1999.10/11 Y2K に備える　♣杉浦則之
98_2000.1/2 Y2K をまつる　♣小林寛／喜納
昌吉
99_2000.3/4 日々牛歩　♣津田政明
100_2000.5/6 百号記念　♣バウ（山田和尚）
101_2000.7/8 いのちの祭り　♣浅野香
102_2000.9/10 いのちの祭りレポート　♣山
根麻衣
103_2000.11/12 20 世紀最終号　♣戸高雅
史／ジム・コバルビアス
104_2001.1/2 21 世紀を迎えて　♣ゲイリ
ー・スナイダー
105_2001.3/4 春よこい、はーやくこい　♣近
藤等則
106_2001.5/6 地球の子ども　♣早苗ネネ／谷
口秀之
107_2001.7/8 からだから　♣高橋ペコ／鎌田
万里　　　 ＊発行所を神戸に移転
108_2001.9/10 森を創る　♣東三郎
109_2001.11/12 GIVE PEACE A CHANCE
♣幸田（東京ダルク）
110_2002.1/2 a happy new year＆new mo-
ment! ♣曽根原久司
111_2002.3/4 映画の力　♣金森太郎
112_2002.5/6 読書の春　♣中山康直
113_2002.7/8 夏のイベント・お祭り情報〜祭
りの風が吹いてきた　♣ノリ・ハドル
114_2002.9/10 平和の集いレポート　♣菊地
洋一／伊藤実
115_2002.11/12 祝！八丈島議選勝利　♣今野
幹子
116_2003.1/2 イラク攻撃を止めさせよう　♣
おいかどいちろう／亀山亮
117_2003.3/4 動物と共に生きる　♣児玉小
枝／山下真己実
118_2003.5/6 自然はみんなの宝物　♣南ぬ風
人まーちゃん
119_2003.7/8 夏はお祭りの季節! イベント情
報満載　♣宮崎隆

120_2003.9/10 つながり・広がる　♣ケンゴ
121_2003.11/12 心の声に耳をすまして　♣ま
みぞう／阿部恵子
122_2004.1/2 「人間みんなオサルかトホホ」
♣カメリアーノ
123_2004.3/4 世界平和と地球の癒しを祈る
♣榎本マナ
124_2004.5/6 生きてることを楽しもう！　♣
木内鶴彦／高橋ゆりこ
125_2004.7/8 相手の立場に立って想像する
♣藤田雅子
126_2004.9/10 ニッポンって何やねん？　♣
趙博
127_2004.11/12 神さまも自分も同じ　♣カズ
ミマキ／三砂ちづる＋ナビィ／小田まゆみ
128_2005.1/2 心の平和は世界の平和　♣小嶋
さちほ
129_2005.3/4 伝えるコト ♣若杉友子／とろん
130_2005.5/6 思いが変われば現実は変わる
♣藤原孝弘＋法子／戸高優美
131_2005.7/8 いま・ここを天国に　♣花ちゃ
ん＋さっちゃん／高樹沙耶
132_2005.9/10 全面的に信頼する　♣石川仁
133_2005.11/12 見えない世界と共に　♣大村
和生
134_2006.1/2 地球とつながる命　♣岩瀬浩太
135_2006.3/4 ヤイトパレ　♣アレン・ネルソン
136_2006.5/6 夢見る力　♣ローレン・モレ
137_2006.7/8 平和をいのる　♣ジェイク・ス
ワンプ
138_2006.9/10 自分なりの花を咲かせる　♣
鎌仲ひとみ
139_2006.11/12 体とコミュニケーション　♣
水野みさを
140_2007.1/2 今年は原発を止め、平和憲法を
選び直す年にしましょう　♣河内聰雄
141_2007.3/4 地球意識　♣正木高志
142_2007.5/6 歩きつづける　♣福澤定岳
143_2007.7/8 グルーミング　♣中川一郎
144_2007.9/10 利他　♣高崎咲耶子
145_2007.11/12 他人事じゃない　♣明神 OK
146_2008.1/2 創刊 20 周年記念号 ♣あぱっ
ち
147_2008.3/4 魂を土台とする　♣田中英雄
148_2008.5/6 直してつかう　♣宇梶静江
149_2008.7/8 本音で生きないと思いは伝わら
ない　♣入江富美子
150_2008.9/10 ラヴ＆ピース　♣ポン
151_2008.11/12 コミューン　♣福村祖牛
152_2009.1/2 田舎暮し　♣THE FAMILY
153_2009.3/4 ナナオサカキ追悼特集号　＊20
頁
154_2009.5/6 １万年前に思いをはせる　♣ア
シリ・レラ
155_2009.7/8 マインドのクリーニング　♣冨
田貴史／田恩伊
156_2009.9/10 夢みる自由　♣YAM
157_2009.11/12 全てのものをコミューンの一
員に　♣飯高転石
158_2010.1/2 つながりを実感する ♣纐纈あや
159_2010.3/4 「ねばならない」を捨てる　♣徳
村彰
160_2010.5/6 原発推進の裏側　♣安倍芳裕

161_2010.7/8 ポン（山田塊也さん）追悼特集
♣イハレアカラ・ヒューレン博士
162_2010.9/10 地球益　♣江原春義
163_2010.11/12 独占するのではなく与え合う
♣広田奈津子
164_2011.1/2 洗脳国家・日本　♣内田ボブ
165_2011.3/4 気づきのチャンス ♣てんつくマ
ン
166_2011.5/6 原発震災（1）♣小出裕章
167_2011.7/8 原発震災（2）♣大塚愛
168_2011.9/10 原発震災（3）♣井上アトム
169_2011.11/12 原発震災（4）♣菊地洋一
170_2012.1/2 原発震災（5）♣デニス・バンクス
171_2012.3/4 原発震災（6）♣小出裕章
172_2012.5/6 原発震災（7）♣鷲野天音
173_2012.7/8 大地とつながる　♣山田俊尚
174_2012.9/10 非暴力の不服従　♣長谷川羽
衣子
175_2012.11/12 やむにやまれぬ　♣まゆみ
SUN
176_2013.1/2 Small is Beautiful ♣内山節
177_2013.3/4 放射能安全幻想　♣岡部玄
178_2013.5/6 政治を変える　♣長谷川羽衣子
179_2013.7/8 つながり助け合う　♣安倍芳裕
180_2014.3/4 ガーンから復活 再刊 GO！　♣
あぱっち／小出裕章
181_2014.5/6 共同体・コミュニティが行政を
変える　♣ユ・チャンボック／安里英子／内山節
182_2014.7/8 ヒッピー　♣さやか
183_2014.9/10 人間は両生類だ ♣片桐ユズル
184_2014.11/12 東アジアの平和を考える　♣
櫛田寒平
185_2015.1/2 2015 年 新年号　♣秋野和子＋
かぬか
186_2015.3/4「ヤポネシア・フリーウェイ」
♣広海ロクロー
187_2015.5/6「クロンビ」上映会報告　♣チ
ョ・ソンボン
188_2015.7/8 発　酵　♣山口愛
189_2015.9/10 戦争なんて時代おくれ　♣ア
リシア=ベイ・ローレル
190_2015.11/12 コミューン・キャラバン・コ
ンサート　♣大友映男
191_2016.1/2 歌のちから　♣川口真由美
192_2016.3/4 適 正 技 術　♣石岡敬三
193_2016.5/6 白旗のちから　♣宮崎さゆり
194_2016.7/8 選挙に行こう go vote ! ♣川元
志穂
195_2016.9/10 リニアは何を運ぶ？　♣樫田
秀樹
196_2016.11/12 平和の希望　♣守田敏也
197_2017.1/2 2017 年新年号　♣ベテランズ
フォーピースのお二人
198_2017.3/4 戦争を欲する国　♣杉原浩司
199_2017.5/6 一人の小さな動きから　♣中川
五郎
200_2017.7/8 イメージ力　♣遠藤喨及
201_2017.9/10 放射能と向き合う　♣下澤陽
子／関久雄／マサイ
202_2017.11/12 しぜんな相

スガタ
♣田中徳雲
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