第２回

自然農法の集い

健康で持続可能な社会・農業の実現を目指して実践されている方やこれから取り組みたい方が互いに自然農
法・有機農業についての情報を共有し、交流と親睦を深め、各地での普及に役立てていただくことを願いに、
第２回自然農法の集いを開催いたします。
今回は３名の講師をお招きして、講演・パネルディスカッションを行います。
また、参加者同士の情報交流の場として、「水稲作」「野菜作」の分野別交流会を行います。
皆様お誘い合わせの上、ぜひご参加ください。

食と健康と自然農法農産物
中井 さち子 氏（藤田医科大学医学部

客員教授）

普通の食生活をしていた人が、種から自然農法産の穀類や野菜・無添加調味料を感謝
していただく食生活に半年〜２年間切り替えた事例から、
「食と健康」と「自然農法
農産物」の関係について、皆さんと一緒に考えたいと思います。

鍼 灸 学 博 士、自 然 農 法 セ ン
ター理事。九州看護福祉大学
で鍼灸スポーツ学科の学科長
を務めるなど第一線で活躍し、
「自然食と食養生」など食育
の講演を多数行われています。

お米つくりに関わって 35 年！
佐々木 茂安 氏（佐々木農業研究会

代表）

米価の将来に不安が募る中、近赤外線食味計や炊飯食味計等を活用し、食味値の高い
米の栽培指導と販売に関連したコンサルタントを行っています。食味向上を請け負う
立場から現場で見えてくる課題を皆さんと一緒に考えたいと思います。

滋賀県技術職として稲の栽培
指導に 30 年間携わる。2014
年に佐々木農業研究会を発足
し、生産者の「現場を見る力
の向上」を柱に、生産者の研
鑽活動を支援されています。

持続可能な世界のための多様な種子システム
西川 芳昭 氏（龍谷大学経済学部・大学院経済学研究科

教授）

種子法廃止決定から２年が経とうとしている現在、品種を選ぶ能力を農と食に関わるすべて
の者が共に高める必要があります。種子と人間との関係の素晴らしさを原点に、日本の各地
の風土を活かし、食べることを通して農と食を支えることを一緒に考えたいと思います。

農学博士。採種農家に生まれ、
大学院時代から種子の社会経
済的意味やしくみについて研
究されています。講演関連書
籍『種子が消えれば、あなた
も消える』など著書多数。

2 月 21 日（木）13:00 〜 22 日（金）12:00

日時

2019 年

会場

滋賀県希望が丘文化公園 青年の城 大研修室

参加費

滋賀県蒲生郡竜王町薬師 1178

http://www.kiboupark-shiga.or.jp/access

Ａ. 宿泊・談話会プラン 8,900 円 （参加費、宿泊・夕食・朝食、談話会）
Ｂ. 談話会プラン
6,500 円 （参加費、夕食、談話会）
Ｃ. 会合のみプラン
3,900 円 （参加費）

主催・お問合せ先：（公財）自然農法国際研究開発センター

普及部技術普及課 TEL. 0569-89-7643 FAX. 0569-89-7642

■開催概要（お申し込み前に必ずお読み下さい）

■スケジュール

募集定員：140名（最少催行人数50名）

2月21日（1日目）
12:00 受付開始
13:00 開会挨拶
13:10 オリエンテーション
第１部
13:25 講演１（中井 さち子氏）
14:10 講演２（佐々木 茂安氏）
14:55 休憩
15:15 講演３（西川 芳昭氏）
16:00 パネルディスカッション・質疑応答
17:45 第１部終了
18:00 夕食
19:00 入浴（22:00まで）
20:30 談話会
22:00 談話会終了
22:30 消灯

※2月7日の時点で最少催行人数に満たない場合は、
開催が中止になる場合がございます。

申込受付期間：平成31年1月1日
（火）〜2月14日
（木）
※定員に達し次第、受付を終了いたします。

Ａ（宿泊・談話会）
プランについての重要なご案内
研修施設のため、食事・入浴・消灯・清掃時間などの規則がありま
す。パジャマ類、石けん・シャンプー類、
タオル、洗面用具等は備え付
けられていませんので、各自ご持参ください。
２段ベッド８台の大部屋になります。

Ｂ（談話会）／Ｃ（会合のみ）
プランについてのご案内
野洲駅、近江八幡駅周辺にビジネスホテルがございますので、各自
ご手配ください（要乗用車）。
2日目の参加時には再度駐車場料金（500円）が必要です。

■希望が丘文化公園 青年の城へのアクセス
お車の場合 名神高速道路「竜王I.C.」
より5分（約3km）
公園内は通り抜けできませんので、必ず東ゲートから
お入りください。有料駐車場120台（普通車1回500円）
電車の場合 別途ご案内いたします。
申込書の交通手段欄に
「公共交通機関」
とお書きください。

2月22日（2日目）
7:00 起床
7:30 清掃
7:40 朝食
9:00 第２部
分野別交流会（水稲・野菜）
（途中、休憩１回含む）

希望が丘文化公園ＨＰ

http://www.kiboupark-shiga.or.jp/access

11:30 まとめ
11:50 閉会挨拶
12:00 終了・解散

■お申し込み方法
お申し込みはインターネット
（ホームページ）
・FAX・郵送にて受け付けます。
当方にて手続きが完了次第、
「受付完了通知」をお送りいたします。
参加費は当日会場にて申し受けます。
※キャンセル・申込内容変更の場合は、必ずご連絡ください。
ご連絡の時期によってはキャンセル料等を頂戴する
場合がございますので、あらかじめご了承ください。

http://www.infrc.or.jp/
自然農法センター

検索

ＦＡＸ送信先

0569 - 89 - 7642

470 - 2211
愛知県知多郡阿久比町草木峯畑75
（公財）自然農法国際研究開発センター

トップページの「イベント」欄
にある案内ページへのリンク
ボタン、または左記ＱＲコー
ドよりお申し込みください。

別紙申込書にご記入の上、
左記FAX番号宛に
ご送信ください。

別紙申込書にご記入の上、
左記住所宛に
ご郵送ください。

FAX 0569-89-7642

申込〆切：２月１４日（木）

第２回 自然農法の集い 参加申込書
記入日
プラン
いずれかひとつを
選択してください

分科会
いずれかひとつを
選択してください

□ Ａ．宿泊・談話会プラン
□ Ｂ．談話会プラン
□ Ｃ．会合のみプラン
□ １．水稲分科会
□ ２．野菜分科会

平成

年

月

日

8,900 円 （参加費、宿泊・夕食・朝食、談話会）
6,500 円 （参加費、夕食、談話会）
3,900 円 （参加費）
□ ３．なし（1 日目のみ参加）

ふりがな

性 別

お名前

年 齢

男 ・ 女

歳

団体名
会社名
〒

ご住所

電話番号

―

―

ファックス

携帯電話

―

―

メール（PC）

「受付完了通知」の受け取り方法
交通手段

□ 乗用車

□ ファックス

―

□ メール（PC）

□ 公共交通機関（電車・バス等）

ふりがな

男・ 女
ふりがな

□ 郵送

□その他（

性 別

同行の
参加者名
性別・年齢
プラン・分科会

―

性 別

男・女

）

年 齢

歳

プラン

分科会

Ａ・Ｂ・Ｃ

１・２

プラン

分科会

Ａ・Ｂ・Ｃ

１・２

年 齢

歳

参加者交流のための資料を作成しますので、下記内容のご記入にご協力ください。
同行参加者で経営が別の場合は、コピーまたは別紙にて情報をお寄せください。

自然農法または有機農業

慣行栽培

主な栽培作物
栽培面積・実施年数

ａ／

年

ａ／

年

ひとこと
（自己紹介等）

その他
何かありましたら
ご記入ください
ご記入いただいた情報は、本交流会の開催および当センター主催行事のご案内のためのみに使用させていた
だきます。当センターからのご案内（年２～３回程度）を希望されない方は□にチェックを入れてください。

□ 案内を希望しない

