
坂の上零の活動
多岐に渡る救済活動。地上天国の礎を創る

１．行き詰まり、破滅に向かう世界経済と地球の現文明へのトータルな解決法

坂の上零の理念の５つの自立（①自然栽培の農業と食料、種、水の自立、②医療の自
立、③金融システム、マネーの自立、④たらしい産業で経済の自立、⑤エネルギーの自
立）を叶えたNAU、Noah’s Ark Union

★ワクチンSOS： ワクチン・抗がん剤に慎重な医師たちの会
★医食同源ＮＡＵはこぶねコミュニティー村★を造り、

それを世界中に展開する。無病化、自然保護の推進。
このための運転資金を集める （400億円）

２．医食同源ＮＡＵ若返りビレッジ 設立準備。①細胞再生治療
②医食同源の食による和の医学の復活、③次世代リーダー教育
③自然栽培の教育と実践、普及、④ 5つの自立で自営する村
細胞再生治療を学ぶ医者・治療師の教育と、自然栽培の教育
医療法人、農業法人、研究所をつくり、独自ブランドの事業展開

３．Ｃｈａｎｎｅｌ ＺＥＲＯ（ＹｏｕＴuｂｅ）の番組制作 と 作家の真実の報道
⇒ 事実やマスコミが報道しない知るべき大事な情報の報道。

４．坂の上零の「人生を変える」講演、ココナウなどWEB講演
⇒ コアな世界情勢の分析と大学で教えない重要な分野の講義

５．作詞作曲した音楽などのライブ、ＪＡＺＺコンサート

６．坂の上零の新しいマネー。及び、NAUポイント、NAU CARD
⇒ 金融崩壊の中、最大限、資産を守る。

７．NAUポイントで物々交換するCOCONAU（独自経済圏）
これを世界各国に広げていくことが、新しい国造りとなり、
「お金があまりなくても、幸せに暮らせる社会」の理念の実現。
お金に世界平和に貢献する基軸。

８．アフターコロナで金融崩壊し、行き詰まる社会に包括的な解決法をフルパッケージでご提供
その基軸は、愛と調和と芸術の新しい世を創る「はこぶねコミュニティー活動」

９．ドクターズブランド医食同源NAU を展開し、各地の地方創生に貢献する。
問題があれば、そこに、解決法をもたらす。絶望の中に希望をつくる方法を考案、
ビジネスモデルを展開し、「かつてない驚き、より良き世界」の創出に挑戦。

１０．JAPAN EXPO。インドでのビジネスマッチング（海外事業コンサル）

日本に居ながら、インドでネット販売代行。インドでビジネスマッチング。
展示会など実施。インド以外でも、インドネシア他など事業展開コンサル

１１．インド・海外で、水とフリーエネルギー普及、各種最先端技術と新しい銀行設立事業化予定

R E I S A K A N O U E



真実を報道し、新しい世界を創る活動
Channel ZERO・坂の上零の活動をご支援下さい！
登録はこちらの「坂の上零サポーター」から。一緒に頑張ろう！

www.rebecca-japan.com

ＺＥＲＯサポーター 申し込み 月額1980円

①か②、どちらかを選びます。

寄付なので、確定申告時に寄付控除可

銀行引き落としをご希望の方は、こちらです。
「銀行引き落とし、①か②を選」と明記の上、
①お名前、②郵便番号とご住所, ③お電話、
④メールアドレスを入力し、ご送信下さい。

www.rebecca-japan.com

銀行自動引き落とし希望（を選択）
銀行引き落としの申込書が郵送されます。

真実をマスコミが報道せず、日本が弱体化されています。救済活動を続けていかねばなりません。
坂の上零個人の活動と、真実を報道するChannel ZERO、作家の取材活動をサポートしてください。

①ＺＥＲＯサポーター
月額 1980円

Ｃｈａｎｎｅｌ ＺＥＲＯ放送と、
坂の上零の活動を総サポート

JAPAN EXPO NAUブレイクスルー和僑クラブ（法人・事業家） 入会
特典A：異業種の有能な人材が集まり、事業推進、ブレイクスルーを起こす
特典B：強みを生かし、弱みをチームでカバーし、相互発展する社外チーム

特典C：海外事業にともにエコに進出。特に、インド市場での事業展開に有利
申し込み(ANGEL BANK, ⇒ブレイクスルークラブ（和僑） JAPAN EXPO：

https://www.angelbankjapan.com/

REI SAKANOUEの主要活動（一部）

Channel ZERO

作詞作曲
アーティスト

ピアニスト

講演（一部）

医食同源NAU
はこぶね組合

http://www.rebecca-japan.com/
https://www.angelbankjapan.com/


Channel ZERO/坂の上零の活動
①ZEROサポーター ②法人コンサルティング依頼

登録：申込書
FAX:03-5937-6725 bluemen3939@yahoo.co.jpまで

①ＺＥＲＯサポーター
月額 1980円

Ｃｈａｎｎｅｌ ＺＥＲＯ放送と、
坂の上零の活動を個人的に総サポート

③法人コンサルティング： 月１０万円から。（コンサル1回無料）
特典①：通常のＴＶ広告は高いが、安く、広く、長期で、広告可能
特典②：商品・サービスが良いなら、番組内でプレゼンＣＭ可能

特典③：海外事業、特に、巨大なインド市場での事業展開に有利
特典④：ＥＮＧＬＩＳＨで、海外放送もするため、海外にも英語でＣＭできるため、

海外市場で販売展開したい企業には、メリット大
特典⑤： 坂の上零のマーケティング戦略、企業コンサルティングを、格安サービス

（1回無料券つき）

①、または、②、またｊは、③のうち１つをお選びください。記載なければ、①ＺＥＲＯ特派員となります。

申込用紙　　（以下、サポート形態として、①、②、③のどれかを〇で囲んでください。なければ、①になります）

Channel ZERO, 坂の上零氏の活動をサポートする形態として、私は、（　①　　②　　③　）を選びます。

性別 　男　　女 年齢 歳

携帯電話 固定電話

備考；ご意見 （ⅲの法人スポンサー申込の場合、本部よりご連絡申し上げます）

事務所：　横浜市江南区大久保２－１３－２　まもる会　Channel ZERO 本部事務局

私は、私の以下の通り、私の意志でＣｈａｎｎｅ ZERO/坂の上零氏の活動を毎月支援します。
解約する際には、自ら解約通知を指定銀行と本部に出しますと2か月以内に引き落としは停止されること、及び、それまでに支
払った支援金は戻らないことを了承しますので、返金請求は致しません。ＺＥＲＯ特派員となってサポートする場合、自分の要求
や提案、企画、動画、記事などが本部で採用されない場合があることを了承します。スタッフとしての活動への参加は、私の意志
で、してもいいし、しなくても良いので、雇用契約がある業務ではなく、賃金等は発生しないことに了承します。

氏名　（ふりがな）
生年月日　　　　　　年（西暦）　　　月　　　日

ご住所　（郵便番号　〒　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　都・道・府・県　　　　　　　　　　　　　市/区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マンション名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

メールアドレス（きれいな字で）　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　＠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

ラインＩＤ：　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　ＦＢアカウント名（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

②COCONAU はこぶね組合
個人月1000円・法人月1万円

COCONAU.com ⇒新規登録 ⇒組合サポー

ター登録 （登録詳細はココナウに記載）

東京都新宿区西新宿8－15－3－902 坂の上零サポーター事務所

ZEROサポーターとなります



自給自足・共存共栄・医食同源
NAUはこぶねコミュニティー

お金に依存しない世界を創る！あなたの地域に未来を創る！

食の安全が失われる時代、無農薬の食糧を確保し
ておかないと、生き残れますか？

生産者と消費者をつなげる、組合内で相互互助を推進す
る、

人間が食べてよい、まともな食料の自給自足を目指す、
医食同源NAU（COCONAU.COM)の独自経済圏を一緒につくりま

せんか？

つくった農作物の売る先がある！販売も
COCONAUで！

①生産者（無農薬、自然農の農家）

②一般消費者（農業体験もしましょう）

③耕作放棄地を無料でお貸しくださる方

④無農薬農業を専業でしたい方

⑤無農薬農業を教えられる方

⑥ＡＩ時代、経済的に安定する収入を構築したい方

⑦無農薬の食物をリーズナブルに買いたい方

⑧副業、本業で、ホームページ作成を学び、AI時代に収入を創りたい方

⑧つくった無農薬の農作物やオリジナル加工品などを「医食同源NAU

マーケット：COCONAU」で組合サポーター同士で、直販OK!

（メルカリのようなフリマが完備で、食品以外も何でも売れます）

NAU（Noah‘s Ark Union） 医食同源はこぶね組合の組合サポーターになって、

組合の独自経済圏で、NAUポイントで物々交換して、エコに、賢く、相互互助し、

共存共栄の新しい社会を作っていきたい人は以下のココナウに登録し、はこぶね組合
の、組合サポーターになってください。（まず、フリー会員となった後、組合サポーターになります）

http://coconau.com

https://coconau.com
日本初、日本版SNS!

ますは、組合サポーターになろう！

①世界を変える NAUポイント
（NAUポイントで物々交換。

お金の要らない世界を創る）
②世界中で使える NAU CARD

naumoney.com
naumoenycard.com

https://coconau.com/


①海外市場で勝つ道！
JAPAN EXPO・海外事業コンサルティング

収益を上げている企業の多くが海外事業を展開中

世界最大市場のインドの力をビジネス促進力に活用したい。
魅力的なインド市場で効率よく、無駄なく、事業展開したい。

海外企業とビジネスマッチングしてもらいたい。海外で稼ぎたい。

エンジェルバンク（https://angelbankjapan.com ⇒JAPAN EXPO ⇒お問合せ

外国市場で稼ぎ、海外事業から収益を得る道を持たずに、日本
国内だけで生き残れますか？

②ビジネス相互互助！雇わなくていい。できる人材をプロジェクト
ごとに自由にチーム編成。だから、飛躍できる！

NAUブレイクスルー和僑クラブ 入会
（法人・投資家・経営者・専門家・ビジネスマン）

ビジネス版、異業種のできる人材同志で共存共栄！

特典A：異業種の有能な人材が集まり、事業推進、ブレイクスルーを起こす
特典B：強みを生かし、弱みをチームでカバーし、相互発展する社外チーム

特典C：海外事業にともにエコに進出。特に、インド市場での事業展開に有利

会員登録： https://angelbankjapan.com ⇒ NAUブレイクスルーBIZクラブ

事業は人材とチーム次第。しかし、雇用リスクと固定費が・・・
人を雇うリスクがある。間違った人を雇うのが怖い。人件費が高い。社会保険など高い。優秀な人材は希

少
突出した人材を雇いたくても、すでに社長か、成功者。突出した人材は高額、雇えない。これら問題を解決。

有能、秀でた特技や人脈、ビジネスができる人材を雇わずに、プロジェクトごとにチーム編成。
できる有能な人材、専門のプロに、事業をアウトソースし、成功報酬でビジネス推進！

海外事業展開で次の時代をともに作り、海外に和僑を創り、いずれは日本再生に尽力したい。

③日本トップクラスのAI & ITシステム、ネット収益を上げる技あり！

ANGEL BANK IT事業部・日本トップクラスのIT技術の力

インターネットなくして、ビジネスで成長、飛躍は厳しいです。インターネットBIZで勝てないと未来はない。
検索エンジン、AI内蔵システムにより、確実に収益とPV数を上げて、御社の収益を上げるショッピングサイト
や、ホームページ、ランキングサイトを企画、制作し、運営します。Googleで上位表示や、PV数アップ！

メルカリ、楽天のような大規模システムから、売れるホームページ＆ショッピングサイト
集客用の動画作成、広告や、キャッチコピーまで、すべて、一括でお任せ下さい！

売上を上げて、集客をし、PV数を高めたい企業、店舗はご依頼ください。

申込み： https://www.angelbankjapan.com ⇒ IT事業部

https://angelbankjapan.com/
https://angelbankjapan.com/
https://www.angelbankjapan.com/


ワクチン・抗がん剤に慎重な医師たちの会

良心的なお医者さん、集まれ！
患者、市民と、良心的な医者をつなぐ紹介サイトを造ります！

あなたの近くの良心的なドクターナビ！
良心的な医師、ワクチンや薬の投与に慎重な、心ある医師たちの全国マップが必須です。

医者といってもいろんな医者がおられます。病院の利益第一主義の医者や、不必要な薬や検査、
ワクチン、手術などを過剰にさせようとする医者や病院も少なくありません。

患者の病を治そうとして、患者の立場で考えて下さる、本来の医者のデータベースが求められてい
ます。
心ある良い医師、安心できる病院を探している患者さん、地域の住人が多くいますので、
良心的な医者、患者を第一に考える病院を見つけやすくするための、ドクターナビサイトです。

以下に該当する医者、そういうポリシーの病院、クリニック、医院は、コンタクトをしてください。
地域ごとに、良心的な病院や、心ある医者と、患者さんをつなぐサイトをつくります。

★こんなお医者さん、病院、クリニックを求めています。
（こういう先生に地域の拠点、ＮＡＵ ＣＡＦＥ加盟店にもなっていただきたい！）

１．薬や、ワクチンに慎重で、特に幼児への予防注射に慎重である。人間の治癒力と医食同源の食事を重視する。
必要な薬しか出さない。

２．厚生省の指導や方針をうのみにしない。自分の頭で考えて、治療をする。
３．放射能の強い検査は必要ある場合しか、しない。ＣＴスキャン、レントゲン、被爆のほうが心配される乳がんの検診など。

４．必要な手術以外しない。できるだけ切らないで、治す治療法をする。
５．患者を金と見ない。患者の苦しみ、立場にたって、患者に寄り添える優しい人。
６．医療を金儲けのネタにしたり、製薬会社の言いなりとなり、薬をバンバン出さない。
７．医学部で学んだ西洋医学だけにこだわらず、東洋医学や日本の伝統療法などの

他の治療法や、最先端機器なども、効果があるなら治療に取り入れるべきと考える。
８．ガン患者に対して、すぐに切る、焼くなどの治療法や抗がん剤ではなく、他の有益な治療法も導入す

べきと考えている。または、すでに導入している。
９．医食同源の食が健康の基本だと考えている。よって、食の安全性、栄養、食事の質、生活習慣などの

指導も大切な治療だと思う。病院が、薬以外で、医食同源の食材で治療していくべきだと考えている。
１０．製薬会社から過剰に接待や講演などの依頼を受けない。（中立性が大事だと思う）
１１．製薬企業と癒着して、病気を創り出して、それを予防するワクチンを打たせて商売する行為は、

医者の良心に反する行為だと考えている。
１２．ドクターズブランド医食同源 NAU CAFÉ （地域の人々の拠点）をクリニック、病院での運営に興味ある

上記に該当していれば、①特徴、②治療ポリシー、③専門、④ご住所、
⑤お名前と病院名、お電話番号をご入力し、送ってください。

www.goodheartdoctor.org
お電話会議の上で、専用の「良心的なドクターのデータベース」に登録し、先生のご紹介、または先生の病院
のご紹介をさせていただきます。ＮＡＵ ＣＡＦＥ加盟店場合は、こちらに。bluemen3939@yahoo.co.jp 坂の上

ワクチン・抗がん剤に
慎重な医師たちの会

http://www.goodheartdoctor.org/
mailto:bluemen3939@yahoo.co.jp

