
;滝沢嗣の川をきれいにする厄めに|
 

III~\ゴミゆ物を捨てない


川の清掃や草刈をEする� 

EM菌!こより川をきれいにする

川の)5れの原因
川や趣を活ef原因の鈎70%が生活揖水、

し11老、をの申の半分は1<<のとさH-なと

限事による老ので事。
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書草と/jら作成)

jf{の乙ぎ汁!こEM(有田間生物群}を加えると、をの中古EMt>'"とAとA増えZいきま-q。

増え厄EMを川lこ植すと/11や淘1]"閉itdれ芭まきま拡生き物が戻コてきます。� 

EMfこは自然を鯖ら世るすごいパワーがあるの ~-q。 

川の活れの浮ft対策


EM乙は
 
.EMι1革、� EffecfiveMlcroofQanfsmsの略語です。有岡な徹生物群とい予言崎No 
.EM(ま自然持から訴躍し、抽出、培養し厄館生物で苓。� 

.EMは特砿t~1J生物ではな〈、自然界に生息分布している間生物の中から、自然界を海 ft 

-qる動きや物質の生白戚を行ラ副きを錆コ有田砿簡生物を、入閣の手!こよコて培蓄志む庭

福白儒生物集団を培吾被とし厄毛ので事。
 

EMIこよる刻果
.消臭効果があるので、トイしや台所、匝呂ヘ慣布することl乙よりいや砿臭いが消えます。

・j百操物質を分解efる力があるの官、台所からEMをi商事乙乙Iこより‘水路方ら/11、をして踊

の序ftt>"計§れま可。
・士ガ生き生きし、農薬 ~ft学肥餌を使ねなくて老作物が豊方l乙実るよ.フになりま王手。 
.EMの培善液はをのまま刺回でさま-qt>"、EMjf{のとき.汁発酪臓を作り、制闘すると便利で、

瑚県はEM措養液と同じで辛口

ト l
元村地域まちづくり推進委員会� 
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一 苦法三吋 渇畠カ昧ス ‘ 木(問宅き繋モ~包刊 .EMほかしガ完成しZごから2-3ケ
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~一浮淳宗宗;言完完: 
-畝!こ入れる。

日闘の老のを健闘するのが最題。� 

;羽|吃わゴ臼J9閉割白
e φ作物i乙使閉する場合@

，一怜。4 之 .説!;~ 2.吉同:q艮民ι� i巴言忌氏� l i勧七ιL::Z江トは.R待干号刻気� 
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.追肥は一握りずコ胞元!こいれる。

.(まかしを揃〈のは耕cf時空気l乙
触れていると疋め。

・臭いの白い内!こ使ラ。

@マIl子の埠白の追肥φ
・水遣り!こ昆出液で 30-50倍~
・侵出液の作り方φ
削制力Ilキ抜きの水� fOL 

-EMぼガし� lL

・作り方@
 
EMぼ1]'しをストvキシヴに入れ

て2昼夜臨気紙態官長ける。


注意自賢のほかしを使フ事

悪いのでは2-3日で褒砿匂い

白いのでは� 1ヶ日で老蛮むらない� 

φ効果@

使コ巨人であれば解るよ。

思コ厄より白い乙感じる。
生育、作物の崎、病気、士憶の褒ft

EMとる団子の作り方

問培Jili悪臭のcfるi語れの!Tlまい疋め地なと!こ掠げ入れる。 ヘ、11=り1JEMIまかし� (50%)+士(50%) f

混ぜ合わむ水を入れ固めの団子を作る。� ¥てごノ
EM生ごみ発酵推肥の作り方


-生ごみ 1kqlこEMIまかし� 15q振り方ける。

.完全容聞で空気を入れない

・直射目先を志� 11<:2週間置〈こと。

・水を切コ厄生コミを健闘cfる。

-ヌカ清けのよラな発酵臭!こ怠れほ庇JlJ~Cf。

.発酵肢が溜まコ厄らをのコと取り出します。

{腐りやEすいのでをの内の日i乙使間)
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収 - 米� 二回二φとさ:汁的発酵緩め作り方 オ
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 a"，守宮自 .EM、砂館、糖蜜は少しおまけをしてお〈と、
;;lL昔V 成功しやす〈‘債の良い老の万でさま事。

・キャップをしコかり閉め亡、暖1J� l¥揖聞に置さま事。
事fF:土屋L

・3-5日後方ら11スガ出ます。� 1-2日!こ� 1固
印刷、;t，;"f..Jし 私ヒ�  )j斗� 

l.S'îZI;:'2~ 向ド�  zて� 

I ，;三.o' 
刀ス抜きをしま可。� 

• 1-2週間で完成で可。

③ つら三l.-④ くできあガりの白骨〉� 

回今�  ιコiんユ週周年春� • f-2週間厄コ疋己

2""ヨ日� -甘厳コばい匂いl乙震わコ厄ら
 
d\ ~11か占 .1jスガ少な〈なコ厄ら


ヰ>� 〈注意点〉

ItI1@l ・*のとぎ汁は新鮮な老のを使コ-C<疋志い

刊11.持書偽 J¥て"芋d¥1)¥う。どグ¥'
ヴコちづヲ9 を l~ちミ 与ノ使コZみょっI~

・でき厄米のとき汁EM発醇液I~ fケ日以内

!こ値コて〈疋dい。
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険: 同廃油石鹸の作I方	 [ 


曾廃油{植物油)使い古し厄老のが自〈固まる� 21

制斜 司粧'.)-9…・・� 450Q

EM............ 400CC 

①曾廃油を麗す{ごみを眠<)� 
作り方	 ②EMI乙苛腔リー少、を少しずコ入れ障で撹梓可る。� 

③②lこ曾廃油を少しずコ入れ広がら聴で指祥事る

⑧とるとるに固まりI乙戚コZき疋ら平型の容器に移可。� 

⑤� 1ヶ日� --2ヶ日をのまま自然襲帳。� 

⑥� 1年以上経過し疋老のが佳い勝手tt白い。

/('~ ②苛粧リ-~.③曾廃油 民「ツ� 
・!tしずコ入れる し~ I .!Tしすフ入れる

.同じ方向!こ指詳しZ ・障で償拝しながら

分種dむない ザヲザフガな〈なる

-マヨネーズを11=るように 
EM 	

まで指砕する

使いお	 油汚れ掃眠、i先濯に姐果が期待できる。

作り方φ無農薬殺虫剤	 :::ル� tM	 組
EM..• • • • • • • • ••••• • •• f00 cc 

結盟・・・..ー..制斜 .... ... 
 1111. 100cc 


腕酎� (40鹿}・・・・・・・・・・・� 'OOcc 


りh2酢・・・・・・・・・・・・・・� 1∞cc 


カILキ旗き水・・・・・・・・・・・・・� 11 


①600ccO水を50"C位!こ綿かし、糖蜜を溶かす。

作り方 ②①に曹と腕酎を加え混ぜる。� 

③EMI号を罷ぜる。

⑨③をポり容器にいれ腔をし、室温20"C-30"C位のとこるにお〈、 

15-30日前績で刀ス発生して容器が13¥<らむ。
⑤ポリ容器1113¥<らA疋己佐をゆるめ、刀スを飯きEすく!こ閉める。

ほとAと刀スIJ出な〈なり、島IJ'Y"/と刺すよう怠吾首{工ステIL

臭}がすると出来上がり。� 

500から� 1000倍i乙需献して猷布亨る。病害虫が発生する前方ら� 
使い方� 

1週間!こ一億〈らいの間隔で部布王手る乙出来上がり。


