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■高級店にふさわしい清涼感作りに貢献するＥＭ
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東京 芝 とうふ屋うかい

高級飲食店チェーンで知られる「うかいグループ」は東京・神奈川を中心に１４店舗の和食・洋
食・洋菓子店を経営している。そのどれもが何回でも行きたくなる美味しさと雰囲気を持っている。
特に店づくりにはこだわり、１００年続く店づくりの店舗理念の元に、伝統美を取り入れた「うか
い様式」で“非日常性”を提供している。
８月中旬、広大な敷地に日本の古民家を移築した「うかい様式」の素晴らしいお店「東京 芝 と
うふ屋うかい」でのＥＭ活用状況を取材した。このお店は日本の中心・東京都港区東京タワーの真
下に位置し、評判の「とうふ会席」のみならず清流と緑あふれる日本庭園や隅々まで清掃の行き届
いた客室等清涼感あるおもてなしで外国人観光客にも大変な人気。
うかいグループにおけるＥＭ活用での実績は、３年程前から横浜市青葉区の高級鉄板焼き店「あ
ざみ野うかい亭」の洋式庭園に使用して、バラなど花が大きくきれいに咲き持ちが良くなったこと
と、池の悪臭が無くなりヘドロが消え水も澄んできた事などである。
こうした成果からＥＭを取り入れた店の一つが東京 芝 とうふ屋うかいである。店の一角にはＥ
Ｍ活性液培養装置「百倍利器」もあり、ＥＭ活性液を大量に使用できる態勢だ。ＥＭ活性液は池の
浄化にも使用されている。広大な庭には池が４か所あり、場所柄流れる水は回流式で清潔に保つに
はかなりの経費と清掃等手間と時間がかかっている。池にはＥＭ活性液を１０日に１回の割で、池
の大きさに合わせて２～４リットル投入している。成果だが、池底や池をつなぐ川底の石や砂利の
アオコの付着が無くなり臭いもしなくなった。設置してある水車に付着した黒い苔のようなものも
取れてきた。水の透明度も増しコイも元気に泳いでいる。石や砂利にへばりついていた汚れもすぐ
落ちるようになり、清掃も楽になった。結果として庭園管理経費の削減に繋がると思われる。また、
フロントや客間の花瓶の水にも活性液を少し入れ、臭いもなく花の持ちが良くなっている。
一番の驚きは、数年来悩みの種だった地下に設置してあるグリストラップの汚れと悪臭が無くな
ったことだ。特に夏場になると油の汚れが取れないので悪臭がひどく、皆、近くに寄りたがらなく
なっていた。このグリストラップにＥＭ活性液を毎日４リットル投入し続けたら２週間で汚れと臭
いは激減し、現在、２週間に一度４リットル投入でも成果が続いている。グループ店の「とうふ屋
うかい大和田店」でも池の浄化や庭園の樹木にＥＭが活用されていて、同様の成果が上がっている。

東京タワーの真下にある「東京 芝 とうふ屋うかい」の入口 ＥＭで浄化された池で元気に泳ぐ錦鯉たち
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□善循環の輪
【日 時】
【内 容】

岩手の集い in 北上 （岩手県北上市） 開催間近！

9 月 5 日（土） 開場 12:30 開演 13:00 終演 16:30
【場 所】 さくらホール 〒024-0084 岩手県北上市さくら通り 2 丁目 1 番 1 号
TEL：0197-61-3300 / FAX：0197-61-3301

【参加費】 無料（事前申し込み制）
【申込み・お問合】 U-ネット岩手 FAX：019-604-9550 電話：019-604-9555
【交流会】 ホテルシティプラザ北上 18:00～19:30。会費￥3,000/人。
※代表者のお名前・住所・電話番号・FAX 番号・参加者数をご記入の上 FAX。

□第 2 回 EM 農法勉強会
【日 時】
【内 容】

9 月 7 日（月）
【場

（宮城県仙台市）開催間近！

10:00～12:00

所】仙台市民活動サポートセンター・セミナーホール

〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町四丁目 1-3
【参加費】

電話：022-212-3010

無料（事前申し込み制）

【申込み・お問合】事務局(EM ｼｮｯﾌﾟｺﾓﾝｽﾞ内)行

Fax：022-794-8761 Email: wings.emnet@jcom.home.ne.jp
Tel :022-794-8751 携帯 090-7565-1566
※代表者のお名前・住所・電話番号・FAX 番号・参加者数をご記入の上 e-mail または FAX にて
お申込みください。

□善循環の輪
【日 時】
【内 容】

熊本の集い in 山鹿

（熊本県山鹿市）

9 月 26 日（土） 開場 12:30 開演 13:00 終演 17:00
【場 所】 山鹿市民交流センター文化ホール 熊本県山鹿市 987 番地 3
TEL：0968-43-1081
【参加費】 無料（事前申し込み制）
【申込み・お問合】 善循環の輪実行委員会（野中）
FAX：0968-32-2800
電話：090-4485-3249
【交流会】 七城温泉ドーム（菊地市七城町林原 962-1） 17:45～19:15。会費￥3,000/人。
※ご参加には FAX または電話での事前申し込みが必要です

○ドキュメンタリー映画「蘇生」自主上映会＆講演会
【日 時】
【内 容】

8 月 30 日（日）

開催間近！

開場 12:00 開演 12:50 終演 16:45
【場 所】北海道立道民活動センター（かでるホール）札幌市中央区北 2 条西 7 丁目
JR 札幌より徒歩 10 分
【参 加】有料 一般/￥1,800 シニア（60 歳以上）￥1,200
高校生以下/￥1,000、3 歳以下/無料 ※事前申し込みが必要です。
【内 容】
・映画上映（90 分）、講師：白鳥 哲 氏 映画「蘇生」監督、比嘉照夫 氏 農学
博士・琉球大学名誉教授・名桜大学国際ＥＭ技術センター長、新谷正樹 氏 医学博士
EM 研究機構 取締役研究部長
【主 催】【申込・問合せ】
EM 生活セミナー実行委員会
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄 4-14-19 富田ビル８F
TEL 052-243-3758（株式会社 AE 内 担当/西尾・杉浦）受付時間：10:00～18:00

○ドキュメンタリー映画「蘇生」自主上映会＆講演会
【日 時】
【内 容】

9 月 13 日（日）

開場 9:00 開演 13:30 終演 15:00 展示ブース 9:00～18:00

【場 所】コープイン京都 京都市中京区柳馬場蛸薬師上ル井筒屋町 411
・JR「京都駅」→地下鉄烏丸線→「四条」下車、（13 番出口から）徒歩 5 分
・阪急電車「烏丸」駅（13 番出口から）徒歩 5 分
・京阪電車「三条」駅（三条通西へ、京都 YMCA を左折）徒歩 16 分
【参 加】有料 前売り券￥1,500- 当日券￥1,800【主 催】京都 EM Love、直傳靈氣研究会
【協 賛】NPO 地球環境共生ネットワーク・自然農法関西支部
【申込・問合せ】吉彌信子 090-8379-6708

