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Let's Work
Together!

お問い合わせは

NPO法人 Peace & Nature 大沢ベース
オフィス　〒651-1525 神戸市北区大沢町日西原47
　　　　　Phone/fax:078-779-7474　Email：info@peace-and-nature.com

NPO corporation Peace & Nature OZO Base
OＦＦＩＣＥ　〒651-1525 Kobe-shi Kita-ku OZO-cho Hisaihara 47
　　　　　Phone/fax:078-779-7474　Email: info@peace-and-nature.com

詳しい活動についてはウェブサイトをご覧ください。
Please check our website for more details.
www.peace-and-nature.com peace&nature

P＆N
Herb Garden
ハーブガーデン

神戸から車で40分。公共交通機関は、
ウェブサイトのアクセスページをご覧ください。
40 min from Kobe by car.
Check our website for public transportation info.

I hear and I forget.
 I see and I remember.
 I do and I understand.

大沢ベースで
体験しませんか？

P＆N
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Fujimoto Farm

Inao Farm

Mr. Nishi

Mr. Shibayama

034-Ｇ-0002 

印刷：ＣＳＲパートナー
㈱甲南堂

Japan Outdoor
Leaders Award 2020

優秀賞受賞Environmental Achievement Award Recipient
from Kobe City Environment Bureau

令和元年度
神戸市環境功労賞受賞

NOJIGIKU award
from Hyogo Prefecture

のじぎく賞
受賞



Based on SDGs 17 goals!
持続可能社会を一緒に！

私たちは2015年国連サミットで採択された
持続可能な開発目標（SDGs）を目標に、
特に＃4質の高い教育と＃17パートナーシップに
力を入れて取り組んでいます。

We are committed to the Sustainable 
Development Goals (SDGs) which were 
adopted at the 2015 UN Summit, 
especially focusing on #4 high-quality 
education and #17 ｐartnership.

無農薬のお米・野菜・
ハーブづくり、釜戸を使った
調理など、実践を通じ
「食」について学んでいます。
We grow organic rice, 
vegetables and herbs 
and cook together using 
the kamado (traditional 
Japanese wood stove) 
and learn about food.

地球環境の保全活動として
六甲山や大沢エリアにて
森づくりを推進しています。
植樹、下草刈り、害虫の捕獲・
調査などを行っています。
We help conserve the 
environment by taking 
care of Mt. Rokko and 
OZO area by planting 
trees and weeding. 

自然体験、ヨガ・坐禅・
国際交流、地域での活動を通じ、
新しい気づきと発見を提供します。
We provide new experiences 
through nature, yoga, zazen, 
global exchange and commu-
nity activities.

循環型社会を目指し、
食・再生可能エネルギーを
通じた事業・人材育成など、
企業や大学などと連携しています。
Our aim is to create a sustain-
able society. We are cooper-
ating with companies and 
universities in human resource 
development through food 
and sustainable energy.

Herbs
ハーブ

Paddy field
田んぼ

Yoga ＆ Zazen
ヨガや座禅

School Trip
学童学習

Eco House
古民家再生

無農薬のお米・野菜・

食 と農
Food & Farming

地球環境の保全活動として

環境活動
Environmentally
Friendly Activities

循環型社会を目指し、

SDGｓ協働
Sustainable Business自然体験、ヨガ・坐禅・

人 づくり
Human Development

グリーンリーダーになろう！
Be a Gree n Leader! 

ピースアンドネイチャーは、神戸をベースに
グローバルな仲間が共に活動する国際NPO法人です。
次世代へ持続可能な地球環境を繋ぐことを目的とし、
現在38ヶ国のメンバーが、自然の中で共に活動しています。

Peace and Nature is an international 
non-profit organization based in Kobe. 
We have members from 38 countries 
working together for the environment 
with the aim of sustaining the earth for 
the next generation. 

Mt.Activity
森づくり

Partnership
企業や大学との連携

グリーンリーダーの定義は、
自然から学び、地域や社会の課題を
知り、実践を通じて解決に繋げ、
アクションを取る人材。

グリーンリーダーとは？
The definition of a “Green 
Leader" is a person who learns 
from nature, is concerned 
about local and social issues, 
and takes action to find the 
best solutions.

What is a green leader?

Food Education
食の学習


