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有機農業推進法を契機に活動再開 
 12 月 7 日に東広島市中央公民館で、広島県有機農

業研究会の活動再開を記念する講演会・総会が、有

機農業を営む農家、流通業者、消費者ら約 100 人が

参加して開催されました。 

総会に先立って、大阪府有機農業生産者懇話会代

表・尾崎零さんによる講演＝演題『自立農力』＝が

ありました。 

総会では、若い世代の参加も得て研究会活動を継

続的に活発にするとともに、有機農業を社会的に認

知させアピールしていくことが確認されました。 

 
記念講演 「自立

じ り つ

農力
のうりょく

」 

－ 保障なき時代をどう生きるか？ － 

尾崎氏は、いかにも大阪人という雰囲気の軽快な

しゃべり口で、１時間半休むことなく話し続けまし

た。 

有機農業推進法の成立と課題 

有機農業推進法が 20年 6年 12月に成立したこと

により、これからは有機農業を巡る環境が変わり有

機農業がスタンダードになっていく時期がきてい

る。 

そして、これまでと違うジャンルの人、業者など

が入ってくる可能性がある。 

有機農業を今までしてきた側からすれば、これま

で関心を持ってこなかった人々にどのようにアピ

ールするかが課題になるだろう。 

有機農業と有機農業運動 

有機農業と有機農業運動は明確に分けて考えな

くてはいけない。運動として、社会的に有機農業の

存在をアピールし、推進法を味方に積極的に打って

出なくては。 

大阪では、商工会議所から有機農業について話を

してくれという注文もあり、農業もこれからは違う

業種の人達とも連携していく必要がある。 

自立 ―保証なき時代をどう生きるか－ 

多くの若者たちが、有機農業の研修に来るが、何

を求めて来るのか。それは、一言で言えば「自立」

をめざしているといえるのではないか。 

バブル崩壊後は、「保障なき時代」に入ったが、

成長がいつまでも続くということはありえないし、

安定がいつもあるはずもない。これからはずっと

「保障なき時代」が続くのだが、一人一人が自立を

していく必要がある。 

「自立」しようと思えば、「本質」が問われる。

本質とは、変わらないもの。有機農業では、「いの

ち」を大事にしていくというところが本質。 

いのちを大事にした有機農業を、自立した人間が

していくことが大事。 

↑大阪府有機農業生産者懇話会代表・尾崎零氏による熱のこ

もった記念講演会 
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有機農業でも、魅力ある農業、他の人がやりたく

なる農業をしなくては。 

私は、規模を小さくして 35a で自立経営している

が、規模拡大だけが生き残る道ではない。35a でも

十分やっていける。 

それには、消費者を組織していく力も必要。 

有機農業推進法をきっかけに、有機農業を消費者

に広げていかなくてはいけない。 

広島でもユニークな活動で、広げていってもらい

たい。 

質疑応答から 

〇このような考えになるきっかけは？ 

企業社会が自分の感性とあわないと感じ、自分の

食べ物を自分で作るのが生きる基本と、自立を目指

し農業を考えた。 

〇組織力はどう養えるか？ 

個人でできることと、組織でやった方がいいこと

がある。 

1984 年に大阪有機農業研究会ができてから、組織

としていろいろとりくんでやってきた。 

組織としてやっていることを、客観的に見る目が

必要。大枠で捉えて行動していく。 

定期的に活動していくことで、社会的な認知が得

られる。若手を育てていくことも大事。 

 

尾崎さんはこの後の懇親会でも、有機農業を社会

的に認知させアピールしていくことの重要性を訴

えて、研究会活動を継続的に活発にしていくこと、

若者にどんどん参加してもらうことを強調されて

いました。 

 

新しい規約、活動方針、新役員を決定 

記念講演のあと、総会は新規会員 22 名、旧会員

23 名の総計 45 名の会員と、オブザーバーとして講

演会の参加者も加えてにぎやかな雰囲気で行われ

ました。 

議事は、研究会の新しい規約の検討、これからの

活動方針をまずは討議しました。（決定した規約、

活動方針については別紙参照） 

質疑では、次のような質問、提案がありました。 

・ ＪＡＳ認証に費用と労力がかかるが、何とか

ならないか。 

・ 九州では消費者も含めて一泊で交流会をして

いるが、こちらでも交流会を計画してほしい。 

・ 遺伝子組み換えの問題について反対のリーダ

ーシップを研究会でとってほしい。 

・ 有機農業と有機農業運動は違うが、研究会の

運動面の方針は？ 

 

そのあと、新しい役員（代表、事務局、各地区支

部の代表など）が選出されました。「食と農、広島

県協議会」立ち上げの提案、それから「県有機農業

推進計画」の策定にむけて対県交渉についての提案

と議事は進行していきました。  

役員体制 

新しい役員については、次のように決まりました。 

○代 表  ：  伊勢村 文英  

○事務局  ：  坂本 重夫、延安 勇 

○会 計  ：  坂本 重夫 

○監 査  ：  篠原 一郎 

○渉 外・日本有機農業研究会幹事 

     ：  那波 邦彦 

○各地区支部 

廿日市地区 ： 福田 裕充 

広島安芸地区： 仏円 勝之進 

島しょ部地区： 仲原 伸吾 

東広島地区 ： 早志 俊三 

尾道三原地区： 延安 勇 

世羅地区  ： 山本 忍 

神石福山地区： 田辺 真三 

三次地区  ： 山口 誠 

庄原地区  ： 瀬尾 賜 

 

「食と農・広島県協議会」の設立を確認 

また、県内有機農業関係団体のネットワーク「食

と農・広島県協議会」を 21 年頭に立ち上げる提案

が行われ、ネットワークにより「広島県有機農業推

進計画」の策定要望等に関する対県交渉についての

行動が提案されました。これらの提案に対して、「ひ

ろしま合鴨水稲会」、「ＭＯＡ自然農法文化事業団広

島県連絡会議」、「ひろしま地産地消事業ネット」か

ら賛意が寄せられました。 

協議会の立ち上げと、有機農業推進法に関する対

県交渉は 09 年 3 月頃の予定になります。関心のあ
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る方は積極的にご参加ください。 

 

若手有機農業者からの発言 

最後に、交流を兼ねて会場の参加者から発言して

もらいました。 

赤ちゃんを連れた若い夫婦の参加も何組かあり、

若者中心に進みました。 

三原市で新規就農した4組の若者たちは米作りの

他に野菜栽培や養豚などをやっていますが、販売を

共同化して活動しているとのことでした。 

この他に、北広島町で自然農で一人で米つくりを

している女性、廿日市で関東から移住し有機農業に

取り組んでいる若い夫婦、大崎島でブルーベリーの

他にみかんの有機栽培に挑戦している若者、府中市

で規模を大きく稲作に取り組んでいる男性、三次で

アスパラガスに取り組もうとしている若者などか

ら、自己紹介や自分の取り組みを発言してもらいま

した。 

自立をめざしがんばっている若い世代を目の当

たりして、会場は若者のこれからに期待したいとい

う雰囲気で包まれていました。 

これから、研究会の活発な活動が望まれますが、

皆さんからのいろいろな提案を待っています。 

 

若い世代に聞きました 

 先日の講演会の感想と研究会への要望など、何人

かの若者にきいてみました。 

感 想 

「これからに、元気を与えてくれた。」 

「話し方が、なかなかおもしろかった。」 

「広島県でも、推進法に関連してがんばっていかな

くては」 

「小面積でも自立できるのは、驚きだ。」 

「農業以外でも、いろいろつながりをつくっていく

ことが大事になる。」 

 研究会への要望 

「会員同士の横のつながり、交流を図って欲しい。」 

「技術的な勉強をもっとしたい。」 

「技術だけでなく、生活に関することで何かできな

いか。自給を深めることとか、自然エネルギーのこ

ととか。」 

「会員の人の畑、現地見学を計画してほしい。」 

「農産加工の上手な人の実際をみてみたい。」 

「土壌分析に興味があるが、できるかどうか。」 

 （事務局 坂本重夫） 

 

消費者、流通業者と連携を！ 
～ひろしま有機研再開にあたって～ 

広島県有機農業研究会代表 伊勢村文秀 

 

広島県有機農

業研究会を皆様

とともにリニュ

ーアルの年とし

たいと思います。 

食の安全が問

われ、久しく時が流れ、色々な対策をとられてきま

した。その間、農業生産者にとっての環境はどの方

向に向かっていったのでしょうか。まして、有機農

業の生産者は、約 30 年超、山間地で理解ある消費

者と共に、源流を、環境を、食の安全を守り続け、

それに向けた技術、消費者との交流、提携、各地団

体との交流など熱心に研究してこられました。そう

いう方々を引き継ぎ、代表という重責を頂きました。

生産一筋の私に務まるか不安な点もございます。今

まで、会に対し、あまり協力してこなかった私です

が、皆さんへのご恩返しのつもりで引き受けました。

有機農業新規就農者が安心して、この運動の中で生

活していける様、皆さんと共に考え、行動を続けて

いきたいと思います。 

今、地球の食糧事情は困窮しております。環境も

まだまだ異常をきたしています。改善の方向に向い

てはいますが、多大なる行動をする必要があります。 

日本においても自給率の向上に向け行動が始ま
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ってきましたが、今、行われようとしている方向が

少し不安に思われます。島国、山国、平地の少ない

日本の山間地の農業は、効率が悪く放置される方向

にあります。有機農業運動は、その部分で力を有効

に発揮できるのではないか？ 又、国が目標として

いる自給率の向上も、日本の国土を考えると、その

部分を充実させる事が必要なのではないだろう

か？ まず、自分の自給率の向上から始める事の大

切さを無視することはできません。 

山間地の生活は楽ではありませんが、有機農業な

らそこでの生活はできます。一時代前の農村風景を

思い出して頂くと、山間地の小さな農家でも、生活

をなんとか成り立たせていました。すべてはないと

思いますが、これが自給率をささえていた様に思い

ます。異常な高度経済成長で消えていきましたが、

日本はこの所が一番大切だと思います。 

今回、国のすすめる有機農業推進法をどう活用し

ていくのかが、今年一番の課題となるでしょう。そ

れがうまく動くのは、理解して、買いささえて頂け

る消費者の皆さんの力が大きいと思われます。買い

ささえて頂ける事は、源流や環境を守り、食の安全

を自分の手で支援している事に等しいと自覚して

欲しいものです。直接現地におもむかなくても、立

派に協力できるのだと。これは、小さな有機農業生

産者を勇気づけられると思います。 

生産者には技術はあります。気力・意志もありま

す。これを拡大するには消費者の力にかかっている

と思います。生産者も一つの部門として消費者との

交流を考えていかなくてはいけないと思います。広

島県有機農業研究会も、それに力を注いでみたいも

のです。 

課題は多いですが、皆さんの協力により一つ一つ

クリアしていきたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

（代表 伊勢村文秀） 

 

「農こそヒストリー」 
京から伝えよう、食と農の「過去・現在・未来」 

＜有機農業・京都イベントの聞き書き記  那波 邦彦＞ 

12 月 7日の講演会の講師に来ていただいた尾崎零さんから、“歴史と伝統文化の都から有機農業の未来

を発信する”というふれこみの集りの案内がありました。この集まりは、関西で主に有機農業関係者で

構成する団体（有機農業推進法制定の動きの中で生まれてきた組織で有機農業を軸とした日本の農業の

構築を目指そうというもの）が主催し、今年で第４回目となるタイトルが見出しのものです。第１回目

は「農こそエコロジー」（神戸）、第２回目が「農こそハーモニー」（大阪）、第３回目が「農こそプラン

ニング」（大阪）と開催されてきたそうです。 

 

11 月 29 日の早朝、東広島駅から新幹線に乗り、9

時半には京都地下鉄四条駅の近くにある、生け花の

メッカ・池坊短期大学に着きました。会場では、約

200 人の参加があり、神石高原町出身で大阪愛農食

品センターの田邊聖一さん（大地域支部代表・田邊

真二さんの兄）、兵庫県有機農業研究会の本野一郎

さんなどと、久しぶりにお会いできました。つぎの

４つのプログラムが終日賑やかに行われました。 

１．農水省事業の「有機農業モデルタウン」

20 年度実施地区からの中間報告 

 関西地区（滋賀県高島市、京都府南丹市美山町、

兵庫県神戸市西区、豊岡市及び丹波市、奈良県宇陀

市、和歌山県岩出市那賀）の 7団体による事業内容

は、パネル、チラシ、ステッカーや幟等による消費

者への有機農業の啓発と交流活動が大半で、次いで

有機農業の技術確立（技術講習会、資材実証試験、
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土壌分析・施肥設計等）が主でした。農産物の販売・

流通については、即売会等への出品のほかは、認証

制度導入が試みられている程度で、総じて弱い取り

組みとの印象がありました。注目された活動に、「た

かしま生きもの田んぼプロジェクト（高島市）」、「コ

ウノトリの舞ブランドの推進・商標の取得（豊岡

市）」がありました（詳しくは各団体のホームペー

ジを参照）。 

 この事業を実施しているのは中国地域では、島根

県吉賀町（旧柿木村）が唯一です。広島県では申請

単位を集落農場型法人としていることもあり、実施

されていません。研究会運動の中で、本事業の趣旨

を知り、取り組むかどうかを論議する必要がありま

しょう。 

 

２．「世代をつなぐメッセ－ジ」 

高石ともやさんによる有機農業応援する実にコ

ンサートがありました。（↓高石ともやさん） 

高石ともやさんの顔は 63 歳そのものですが、マ

ラソンでも鍛えておられるせいか、年齢を感じさせ

ない伸びと張りのある声で、自作の詞・曲『いただ

きます』を若い女性 2人と軽妙なトークを交えて歌

われました。歌詞の一部を紹介します。「子どもの

頃にはおばあちゃんから教わったのは 食事の前

に”いただきます“と手を合わすこと 家族みんな

でテーブル囲んで声あわせていた 苦しい時代の

しあわせな夕げの想い出」「米も麦も豆もジャガイ

モもとうもろこしも 大地の贈りもの 桃もリン

ゴもみかんも天からの贈りもの そのいのち”いた

だきます“」「何百万年 人類は自然の云うなりで

した 二十世紀 人は自然を思い通りにして 今、

地球はくすりづけの病人のようです ゆうきの力

で大地を元気にするのです」。 

若い世代から”つなげ、広げる未来の夢”と題す

るアピールも行われました。ちょっと抽象的でした

が、力強いものでした。 

 

３．西村和雄元京大講師の講演「命育む有機

農業」 

講話のなかで私が印象づけられたメッセージの

いくつか：「自然の資源を使いつくすのが有機農業」、

「サラダ菜と大根を混播すればダイコンサルハム

シは発生しない」、「生物機能の分析は化学分析とは

イコールではない、化学性のみの肥沃は生物として

の肥沃とは違う、土の健康度というバロメーターが

大事」、「大地震で中国四川省のリン鉱山が壊滅した、 

リンの産出はモロッコとアメリカだけ、21 世紀は資

源戦争、だから有機農業が活きる」。 

講演を聴いて、私は植物栄養学の化学屋が、化学

分析万能の研究者人生を猛省したあげくに、「命」

につながる“生物機能”や“生物多様性”などのキ

ーワードを声高に唱えている姿にたいへん感動し

ました。 

 

４．京野菜生産農家によるト－クセッション

「伝統受け継ぐ京の野菜づくり」 

 京都市内で、賀茂なす、壬生菜、えびいも、九条

ねぎなどの伝統野菜を古くから（14 代目もいる）作

っている 50 歳前後の農家 3 名が、美味しい野菜へ

のこだわりをビジネスコンセプトとして、自家採種

の技術を受け継ぎつつ、土つくりや品種開発の研究

を大学等と連携で勤しみ、料理人への直販を主体と

した経営のありようをとつとつと語られました。

“有機農業は栽培の原点”と言われる方もある一方

で、また“カンフル剤としての化学肥料、栽培初期

の虫には農薬を使う”とのたまわれた方もおられ、

おおらかな京の野菜づくりを垣間見ました。千年に

亘り水と里山とものづくりが調和した京都ならで

はの話でした。 

（渉外・日本有機農業研究会幹事 那波 邦彦） 
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生きものも育てる米づくり進行中 
 

世羅町や尾道市御調町で生きものを育て入る米づくりが拡がっ

ています。 

有機農業ではありませんが、農薬や化学肥料の使用を半減したり、

田んぼの生きものが生息できるような水管理に取り組んでいます。 

国も 2007（平成 19）年から日本版の環境支払いとして農地・水・

環境保全向上対策を実施し、こうした取り組み支援するとともに、

優れた取り組みを表彰する田園自然再生コンクールを実施してい

ます。 

 

 

絶滅危惧種ダルマガエルを守る米づくり（世羅町） 

今年で第６回目となる田園自然再生活動コンク

ールでは、世羅町の「伊尾・小谷たえクラブ」が最

優秀賞となる農林水産大臣賞を受賞しました。 
伊尾・小谷たえクラブは地元農家や伊尾小学校、

専門家などからなるグループで、ダルマガエルを保

全する米づくりや絶滅危惧種であるギフチョウを

保全に取り組んでおり、これらの活動がコンクール

に応募した全国 70 地区の中で最も優れた取り組み

として評価されました。 
ところで、皆さん

はダルマガエルを知

っていますか？ダル

マガエルとは、その

名のとおりダルマの

ようなずんぐりとし

た体形をしていて、

他のカエルと比べて

手足が短いカエルで

す。水辺が大好きで、

トノサマガエルなど

が田んぼ以外の畑や

山なども棲みかとす

るのと違って一年中

田んぼにいます。 

広島県での生息地は世羅町小谷地区と三次市吉

舎町のわずか２ヶ所でうす。もともとの生息地に限

れば吉舎町だけで、世羅町のダルマガエルは福山市

神辺町に生息していたカエルとその子孫です。 

世羅町のダルマガエルは、福山市神辺町にある大

型ショッピングセンターの敷地にあった田んぼを

棲みかとして細々と暮らしていました。ところ が、

ショッピングセンター建設の計画がもちあがり絶

滅の危機に直面しました。これは一大事と、全国の

カエルファンによって救出作戦が展開され、県によ

る再 生事業が始まりました。2004 年、救出された

ダルマガエルのうち100匹が小谷地区の田んぼへ移

され、250 匹が安佐動物園や広島大学両生類研究所

など で、新たな生息地へ放流するオタマジャクシ

の親ガエルとして飼育されています。増やしたオタ

マジャクシは毎年小谷地区の田んぼへ放流されて

います。 

活動の中心メンバーである地元農家のカエル仙

人こと井藤文男さんは、自身の田んぼでダルマガエ

ルを増やす米づくりに取り組んでいます。 

井藤さんは、他のカエルよりも冬眠から目覚める

のが遅く、水が大好きなダルマガエルのために様々

な工夫をしています。 

植える稲の品種は田植を遅くしても育つ「あきろ

まん」です。また、稲の根を丈夫にするために一般

の農家が行う「中干し」とよばれる土用の時期に田

んぼを干すこともしません。農薬の使用も最小限に

とどめます。 

こうした地道な努力の甲斐あって、昨年の春には、

小谷でダルマカエルが初めて卵を産みました。 

専門家からは「まったく違った場所での再生は無

理かもしれない」との意見もあった中での快挙でし

た。 

↑ダルマガエル。トノサマガエ

ルに少し似ていますが、出足が

短く、トノサマガエルにあるよ

うな背中の真ん中に線（背中

線）がありません。 

 

↑ダルマガエル米に取り組む井藤さん（右）

と仲間の田坂さん。 
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理科教育や地元との交流に力を入れている地元

伊尾小学校の子どもたちもダルマガエルを小谷に

定着させる取り組みに参加しています。井藤さん達

といっしょに 米づくりやダルマガエルの観察・調

査を行っています。昨年秋には、これらの活動を寸

劇にして、小学校の学習発表会や、世羅町の農家の

グループであるＪＡ尾 道市水稲部会の研修会で発

表しました。 

 

ＪＡもすすめる自然と共生する米づくり 

このほかにも、尾道市御調町では農家のグループ

が準絶滅危惧種となっているゲンゴウロウを守る

米づくりを取り組み、源五郎米としてＪＡのファー

マーズマーケットや市内のデパートで販売してい

ます。また、市内の保育所の子どもたちの給食にも

だされています。 

また、世羅町の集落型農業法人では、自然保護団

体と連携しながら絶滅危惧種のチョウであるヒョ

ウモンモドキやカスミサンショウウオなどを保全

する米づくりに取り組んでいます。 

こうした取り組みを背景に、ＪＡ尾道市では世羅

町や御調町において生き物も育てる米づくりを「こ

だわり米」として生産を拡大する取り組みを進めて

います。今年世羅町では、水稲の 作付面積 2,000ha

のうち１割となる200haでこだわり米の生産が予定

されています。尾道市御調町においても、ＪＡ育苗

センターでのこだわり米用の無農薬苗の生産と、ラ

イスセンターでの乾燥調整を行う予定です。 

（事務局 延安 勇） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

若者の交流会開かれる 
 

総会にはたくさんの若者が参加してくれました。その中の会員

の一人から「事務局に若者の交流会を開いたらどうでしょう」と

いう提案があり、年末年始のあわただしいときということもあっ

て、連絡をとれる人だけにとって、急遽、1月 18 日に三原の坂本

宅（事務局）で交流会を開きました。そんなわけで今回は全員に

連絡できなかったことを最初にお詫びしておきます。 
    
若者 13 名と年配の方の参加も 5 名あり、自己紹介

をしながらお互いの抱えている課題、将来の展望な

どを話し合いました。 
種苗をどう確保したらよいか、販売先はどのよう

に見つけるか、消費者とのつながりをどう深めてい

くか、ネットの利用法は？など話は多岐にわたりま

した。 
これからのことでは、生産者と消費者の流通の手

助けをしたい、農業以外の分野の教育や加工、料理

なども考えたい、ネットを通じての情報交換ができ

ないか、また、これからも会員どうしの交流会を開

いて欲しいという希望もありました。 
次回は全員に呼びかけての交流会を企画しますの

で、またよろしくお願いします。 
（ちなみに、言いだしっぺのＩくんはインフルエン

ザで出席できませんでした。残念！）（坂本 重夫） 

↑ＪＡ尾道市がすすめる生きものも

育てる米づくりガイド。現在改訂版

を作成中。 
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お願いやらご案内・その他もろもろ 
 

■ 種（たね）の情報交換を！ 

有機農業では、どんな種を播くかは非常に大事な

ことです。種苗会社の開発した種だけでは、本当に

有機農業にむいているかどうかは疑問です。自家採

取の動きは各地で報告されていますが、皆さんのな

かで自分独自の種、あるいは、これは有機農業にむ

いている、など種に関する情報をお持ちでしたら、

ぜひこの通信にお知らせ下さい。 
皆さんの力で、この広島県で独自のいい種ができ

たらすばらしいと思いませんか？いろいろな情報を

お待ちしています。 
 

■ ホームページができました！ 

「まずはじめに運営方法について相談しましょ

う」と、若者の集いに参加した世羅町の竹本さんが

誰でも気軽に書き込みのできるホームページをつく

ってくれました。 

ホームページは掲示板形式になっていて、誰もが

困っていること、相談したいことを書き込んで、み

んなの知恵や経験から問題解決のアドバイスを貰う

ことができるというしかけです。 

皆さんからの情報提供、有機研への要望などもど

んどん書き込んでください。 

アドレス http://hofs.bbs.coocan.jp/ 
 

■ 食と農の映画祭 in ひろしま 

５月下旬に広島市タカノ橋・サロンシネマにおい

て「食と農の映画祭inひろしま」が計画されており、

有機研から篠原さん、那波さんが準備委員会に参加

しています。 

上映予定は「しあわせのかおり・日本・124 分」、

「尾崎さんのフランドン農学校・日本・73 分」、「農

民ジョンの心と土・アメリカ・84 分」、「いのちを耕

す人々・日本・100 分」、「日本の公害体験ー農薬の光

と影・日本・30 分」、「土の世界から・日本・30分」、

「食の未来・アメリカ・90 分」、「スーパーサイズミ

ー・アメリカ・100 分」、「いのちの食べ方・国際合作・

100 分」、「佐藤はつめさんのおにぎり・日本・4分」、

「ダーウインの悪夢・国際合作・90 分」、「石おじさ

んの蓮池・台湾・24 分」などなど、もりだくさんで

す。あわせて、シンポジウムや有機農産物の即売も

検討されています。 

期日は 5月 23 日（土）～29 日（金）が予定されて

いますが、詳細がわかり次第、ホームページや次号

の通信でお知らせします。 
 

■ 有機研への要望大募集！ 

有機農業に関する、書籍、ＤＶＤ、映画など、皆

さんの参考になるもので購入可能なものは、購入し

ていきたいと思っていますので、皆さんのご希望が

あれば事務局までお知らせください。 

ホームページに書き込んでみんなにも知ってもら

えば、いろいろ相談できますね。 
 

■ ひろしま有機研への入会のお誘い 

広島県有機農業研究会では、会員の拡大を目指し

ています。有機農業に関心のある人、有機農産物に

興味のある人、将来農業をやりたい人など周りの人

に入会を呼びかけてみて下さい。 
旧会員でまだ入会されてない方もぜひ引き続きの

入会をお願いします。年会費は２０００円です。振

込みは郵便局でお願いします。 
（なお今回の通信は講演会へ出席された会員以外の方へもお

送りしています。この機会に是非ご加入ください） 
〈振込先〉 

広島県有機農業研究会 ０１３４０－４－４７６７７ 
 
【編集後記】 なりゆきで引き受けてしまった事務

局だが、これも勉強と、暇をみつけての初仕事が通

信づくり。御調町の環境農業研究会でも会報の編集

を引き受けているのだが、１年ほど休刊状態だし、

活動を紹介するブログのほうも更新をサボってば

かり。だが、災い（？）転じて福となす、ではない

が、有機研の会報に触発されてなんとか再開できそ

う。とはいえ、会報はみなさんからの情報・報告が

いのち。事務局までどんどん送ってください。（延安）  
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