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有機農業推進計画策定に向けて県と話し合いを持ちました 
10 月 22 日に県庁にて、県の「有機農業推進計画」の策定に向けての第２回意見交換会がありました。食と

農・広島県協議会のメンバー（県有機農業研究会からは代表の伊勢村さん他６名、ひろしま合鴨水稲会、ＭＯ

Ａ広島連合会、自然生態環境研究会、地産地消事業ネット、広島ＥＭ普及会、計 15 名）と広島県農林水産部

食品流通安全室の岩佐室長ら３名との話し合いが、午前 10 時から正午過ぎまで熱心にもたれました。 

 

最初に、県から推進計画の「素案」が提示され、

担当者から説明を受けました。（別紙参照）しかし、

表題には「環境保全型農業推進方針骨子」とあり、

肝心の有機農業という文字はありません。10 年以上

前に県が決めた環境保全型農業推進方針をほぼその

ままに、最後の方に「有機農業を推進する」という

文句がかろうじて入っているという代物。「有機農業

は環境保全型農業の一形態」という捉え方で、「環境

保全型農業が進んでいって有機農業になる」という

のが県の認識なのです。 

 さっそく質問に入りましたが、その概要を次のよ

うにまとめてみました。 

○ 表題に有機農業ということばが入らないのはお

かしい。有機農業は環境保全型農業とは一線を画

すもの。 

有機農業を進めていくというはっきりした姿勢

が必要。 

○ 県内には、有機農業を 20～30 年続けている農家

がいくつもある。技術的な蓄積もある。現場に来

て実際の有機農業に触れてもらい、有機農業に対

する認識をしっかりもってもらいたい。 

○ 他の県（山口、島根など）では、はっきり有機農

業への移行をめざして推進計画を作っている。広

島県は現状をそのままである。どの方向を向いて

いるのかが問題。 

○ 環境保全型農業が進んでいって有機農業になる

ということは考えられない。有機農業に関する民

間技術を、県はくみ上げて有機農業技術の開発、

普及をしてもらいたい。 

↑食と農・広島県協議会と広島県農林水産部食品流通安全

室との意見交換会。ひろしま有機研からは伊勢村代表（奥

の左から二人目）他６名が参加した。 

 

○ 有機農業は技術的にはまだ不十分の部分も多い。

モデル農園みたいなものを作って始めたらどう

か。 

○ 環境保全型農業は進めていけばいい。それとは別

に有機農業を進めていこうというのが、国が定め

た有機農業推進法の意義。県も有機農業実践者と

いっしょになって進めて行くという姿勢で今日

を出発点にやってほしい。 

○ 新規に有機農業を始めたいという若者が増えて

いる。彼らが有機農業で自立できるように支援が

必要。 

○ 有機農業、農家についての基礎的な統計資料を

各市町に問い合わせてもない。県もつかんでな

い。基礎的なところから出発してほしい。 

 

「現場を知らない机上のプラン。この案ではだ
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め。」「１回目話し合いから半年。その間どのような

討議をしていたのか」という厳しい指摘に、県から

は次のような答えがありました。 

○ 公益的安全・安心を進めていきたいが、県のこれ

までの施策との整合性に苦労した。有機農業だけ

を出していくのは、難しかった。現場には行った

ことはない。有機農業はこういうものだ、という

ところを教えてほしい。 

 

最後に、有機農業研究会から、次の三点を推進計

画に入れるよう要望事項として伝えました。①有機

農業者・新規参入者などへの支援、②有機農業に対

する消費者の理解の促進、③有機農業技術の体系化

と普及。 

 

 これから、１か月に１回くらいの割合で県との話

し合いをもちたいとの要望も伝えました。まだ、出

発点に立った段階ですが、県が誠意を持って、私た

ち有機農業者の要望にむきあってくれることを期待

したいものです。         （坂本 重夫）

 

語り合う産直市場、３県連携で誕生！ 

―“ちゅーピーゆうき（有機・勇気・遊気）市”オープン―  
 有機農産物を中心とした産直市場“ちゅーピーゆうき市”が、廿日市市大野のちゅーピーパーク（旧チチヤ

スハイパーク）で、2009年 10 月 10 日から毎週の土曜と日曜に開催されています。運営の主体は広島・山口・

島根県の有機農業研究会や有機農産物流通団体などのメンバーで構成するＮＰＯゆうきびと”（法人申請中）

です。約 30 の生産者・グループ・事業者が出店し、生産履歴を確認して独自の安全基準を設けた農産物や加

工品などを生産者自らが対面販売しています。 
 

オープン時の 2日間に来場された消費者は約 9000

人で、とりわけ開場直後の半時間は旬の有機野菜や

新米などを買い求める消費者の人波であふれ、どの

売場もたいへんな熱気と活気で賑わいました。次週

以降の来場者数は約 7～800 人/日で推移しており、

スーパーのレジ方式では味わえない生産者との対話

を楽しみながら、こだわりの有機食材を買うリピー

ターの消費者も現れてきています。 
中国地方３県の生産者・流通業者が協力・連携し

た産直市場は、国内でも初めての開設です。その旗

印は、ひとことで言えば“語り合う産直市場”です。

会場入口に掲示されたタペストリーに書かれた文言

を紹介しましょう。『“ゆうき”には三つの意味があ

ります。ひとつはもちろん、有機農業の“有機”で

す。この市場を通じて有機農業の意義や大切さを広

く知っていただき、若い農家の育成につなげていけ

ばと考えます。二つめは“勇気”。県をまたいで広島、

山口、島根県の生産者が集い、しかも安全・安心を

テーマとするという今までにない、全く新しい産直

市場をつくっていく挑戦を意味します。そして最後

は“遊気”です。この市場では生産者と消費者が直

接ふれあい、交流を深めていく機会を多く設けます。

↑オープン初日、会場は大勢の来場者で賑わった。 
また、さまざまな講演会や体験会など、楽しい文

化事業を併せて開催していく予定です。この三つの

“ゆうき”が一体になって、長く愛されるゆうき市

にしたいと思っています。どうぞ応援、よろしくお

願いします。』  

生産者と消費者とのふれあい・交流の機会として

の講演会や体験会などがお、“ゆうき市”の会場小ホ

ーなどで実施されています。その内容は次のとおり。

10 月 10、11日：講演会（福原代表と篠原理事）、10

月 14 日：マクロビオテック玄米食、紙芝居など、10
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月 24 日：エコクラフト（新聞紙製マイバッグ作り）、

10 月 24 日：講演会（山城・中国新聞論説主幹）、11

月 1 日：講演会（室井医師・東洋医学）、11 月 7・8

日：映画会（フランドン農学校の尾崎さん）、11 月

15 日：講演会（糸原・山口大学教授）、11 月 21･22

日：講演会（おいしい野菜と果物の選び方）、11 月

28･29 日：菜の花プロジェクト（廃食油回収キャンペ

ーン）、12月 5・6 日：プロ生産者による有機栽培連

続セミナーなど。最新のイベント情報ならびに「取

扱基準」及びや「生産・販売・運営細則」などにつ

いては”はホームページ

（http://chupea-park.jp/yuki/）をご覧ください。 

本会の会員で“ゆうき市”へ出店（予定）されて

いる生産者は、廿日市の福田さん・遠藤さん、北広

島の森山さん、東広島の門藤さん・加藤さん・近宗

さん・渡辺さん、瀬戸田の中原さん・山本さん、備

北の田辺さん・藤井さん・上安さん・山口さんの 13

名で、野菜・米・麦・そば粉・鶏卵・漬物・味噌・

餅・パンなどが出荷されています（10月時点）。「ゆ

うき市」の位置が県西部にあり、配送が不便でコス

トがかかることもあって、残念ながら県東部からの

出店者は少数です。県内各地への中国新聞輸送ルー

トの利用（朝刊を配送したトラックの帰り便に出荷

品を積み、“ゆうき市”と同じ敷地内にある新聞制作

センターまで運ぶ：ダンボール１箱約 10kg＠250 円）

は、現時点では東広島と三次市君田だけです。なお、

備後南部地域と廿日市間の新聞輸送ルートがないた

め、島しょ部や神石高原からは宅配便を利用されて

います。 

不特定多数の消費者を対象とした、昨今の有機農

産物の流通は、ＪＡＳ規格認証のハードルが高いこ

ともあって農産物全体のごく一部にとどまっていま

す。大半の有機農業者が生産した農産物・加工品の

流通は、特定グループを対象とした産消提携（英語

になっています：Teikei）によるものが主体となっ

ており、その流通の量も規模も限りがあります。生

産履歴を開示して独自の安全基準を提示する“ちゅ

ーピーゆうき市”の開設は、安全で良質な有機農産

物を、より多くの消費者が、よりたやすく買い求め

ることができる場を提供するものであり、「誰でもが

有機農業で生産された農産物を入手できる」という

有機農業推進法の基本理念に合致した、おおいに意

義深いものといえます。 

生産者それぞれの消費者や販売出荷ルートが既に

決まっているなかで、夏秋作物の栽培末期・品目の

変わり目の 10 月から連続出荷されている生産者は、

これまでとは違った多大の苦労が続いています。不

特定多数の消費者相手の対面販売が原則の“ゆうき

市”では、生産者の写真を掲示し、有機農産物の品

質や味をわかってもらえる売り方、有機食材を活か

すレシピの提供などの工夫が必要となります。経営

上あるいは技術上のご苦労が山積しているなかでは

なはだ困難とは思いますが、「自然循環機能を増進し、

環境への負荷を低減し、かつ生物多様性を豊かにす

る」という有機農業で作られた有機農産物の流通拡

大への期待・ニーズをそれぞれに受け止められ、“ゆ

うき市”への出店者はぜひ出荷を継続してくださり、

また思案されている方はぜひ出店を試みてください。 

“ちゅーピーゆうき市”の成功に賭ける「ＮＰＯ

ゆうきびと」理事たちの、静かで熱い思いも紹介し

ましょう。福原圧史代表（島根県吉賀町（旧柿木村）

元産業課長）：『有機農業は生き方である－有機農業

は、無農薬・無化学肥料で野菜をつくることだけが

目的ではない。農家が自分たちの食べるものを、で

きるだけ自分たちで作ること。そして人との共生、

まちとの共生、自然との共生。異なるものと共存し

ようとすること。つまり、これは生き方の話なのだ。』。

篠原一郎・那波邦彦両理事（広島県有機農業研究

会）：『小さく、狭く、ローカルほどおもしろい－私

たちは、単に生きるためにモノを食べるのではなく、

風土をいただくという食事本来のあり方をもう一度

考えるべきである。農業はずっと、地域の営みの中

↑対面販売なので来場者と出品者との対話もちゅーピ

ーゆうき市の大きな魅力。 
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で工夫され、独自の文化を築いてきた。そして現在、

各地で取り組まれる有機農業は、新たな地域文化を

創造しようとしているのだ。このゆうき市はその交

流拠点を担いたい。』       （那波 邦彦） 

  

■ゆうき市に同行して 

神石高原町の有機農家、田辺真三氏と僕は、同じ

町内に暮らす友人で飲み仲間。暇を見つけては、生

産者、料理人と集まり、夜更けまで農業、食、自然

に対する「熱い」思いを、語りあっており、共に山

口県や宮崎県の有機農家を訪ね歩いた事もあります。

僕は自営業者で、農業には全くの素人。里山の自然

や動物の写真や映像を、ライフワークとして撮って

いた事から、里山の自然、林業、農業の繋がりにも、

深い関心がありました。 

ゆうき市に出展するため、10月11日朝７時前に出

発。神石高原町から廿日市のチューピーパークまで

は片道で２時間30分。田辺氏、新規就農志願の松尾

さんと３人で向かいました。  

高速道路利用で、ＥＴＣ割引なしで片道3,100円の

料金。「高いね」「これでガソリン代をたしたらど

うなる？」「でも、アピールにはなるね」などと話

ながらの道のり。保冷トラックの荷台には玉子、ト

マト、サラダ菜、小松菜、冬瓜、バジル、味噌など

を積み込んであります。 

会場には多くのお客さんがおいでになりました。

なかには玉子を５パックも買って帰られる人もいて、

市は盛況でしたが、我が方の売り上げはどうも芳し

くない様子。作物の種類、値段、包装、陳列、接客

にもこれから試行錯誤を重ねる必要があるのではな

いかと思いました。また、"ゆうき市"での取り扱い

作物の栽培基準を、もっと分かり易く、消費者に表

示、アピールできないものか？スーパー慣れして、

対面販売にあまりなれない、"今どきの消費者"の滞

在時間を伸ばし、理解を深め、旬の野菜を売り切る

いいアイデアはないか？ 

会場をまわらせて頂き、素人なりにいろいろな思

いが交錯した”ゆうき市”でした。帰り道、高速代

を節約するため一般道を走りながら男３人で、今日

の反省やら様々な議論の花を咲かせました。 

自然を愛し、健康を愛す、生産者と消費者を結ぶ、

有機作物専門の市場という、全国的にも類を見ない

「熱い」取り組みが健やかに成長し、大きな「ゆう

きの花」を咲かせますよう、微力ながら応援し見守

って行きたいと思います。 

（神石高原町 林 憲志） 

 

有 機 農 業 の 現 場 に 学 ぶ 

－有機農業研修会 in 福富町（8/22）レポート－ 
８月 22 日、ひろしま有機研主催による有機農業研修会を開催した。暑い夏の日差しの中、18 名の参加者は

車に乗り合いながら、福富町で有機農業に取り組む３農場を見学した。 

 

１．緑肥主体で野菜本来の味を引き出す、渡辺さん 

 最初は、野菜専作の渡辺敬さんの畑を見せてもら

う。去年から開墾を始めた新しい畑。山の斜面で１

ha 近くある広い畑である。渡辺さんは、全部で２㏊、

野菜を年間 70 種類くらい作付けする。作り方は、堆

肥などは使わず、主に緑肥を利用している。肥料分

を含むものを使わず、植物質のものを土に返して土

の中で腐植にして土作りを進めていくやり方である。

その方が、野菜本来の味を追求できるという考え方

である。 

 この山の畑も、麦―クロタラリアー麦とすきこん

でようやく野菜を作付けしている。目の前のなす、

↑来場者は多い。チャンスを生かすも殺すも出品者の工

夫次第？ 
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ピーマン、おくら、ズッキーニなどみなよくできて

いる。野菜と野菜の間はふつうよりひろく開いてい

て、チップなどの有機物マルチを施している。この

広い条間が草になった場合は、ハンマーナイフモア

で細かくして最後はすきこまれていく。 

 渡辺さんは、種取りにも８年以上続けていて、今

では 50 種類は種を取っている。キャベツや白菜など

難しいものもあるが、大体のものは自分で種をとっ

ている。なす、とまと、ピーマンなどもＦ１から選

抜していき段々固定種になっていくということ。 

 おいしい、安心してたべられる野菜作りにかける

渡辺さんの情熱は相当のものがあるという印象であ

る。ふつうは肥料が野菜作りに必要という常識に挑

戦し、緑肥だけで作っていくのは勇気がいることと

思うが、信念を曲げずに続けていくのはすばらしい

と思う。4人目の子供さんができたばかりで、奥さん

と二人での広い面積の野菜作りは忙しく大変であろ

うが、これからも本物の野菜作りを目指してがんば

ってもらいたい。 

２．小さな畑を無駄なく活用、藤井さん 

次は藤井さんの畑である。12ａの畑になす、ねぎ、

唐辛子、ピーマンなどいろいろな野菜が作られてい

る。 

どれも雑草はなく、きれいに整って手入れが行き

届いているという印象である。最初に牛糞堆肥を使

い、あとは放線有機という販売されている有機質肥

料を使っている。すでに 70 歳は越えている藤井さん

夫婦であるが、長いこと野菜作りを続けてきて、非

常に上手なのである。ＭＯＡの認証を得て、ＭＯＡ

で販売されているが、少ない面積に関わらず、売り

上げは多いということで、無駄なく作りまわして多

品目を作るというやり方は見習うことが多い。 

 

３．農の哲人、早志さん 

早志千恵三さんは、89 歳と高齢に関わらず、非常

に元気でおしゃべりも達者である。百姓の技術より

哲学を語らせたら右に出る者はいないであろう。自

身、しっかりした哲学を持ち農業を 70年近く続けて

いる。しかも、「時代感覚を忘れずに」と語るだけあ

って、新しいことに敏感で、時代の課題をつかんで

いる。農業を志す者は、一度は早志さんのことばを

聞くべきだと私は思う。 

早志さんの畑の横は、自身で作られた農業公園に

なっていて、花が咲き乱れ果樹も植えられ、茶室が

あり、いろいろな早志さんの人生に影響を与えた人

たちの警世の句やことばが石碑となって刻まれてい

る。周りは山に囲まれ、すばらしいロケーションで

ある。こういうところで農業ができたらいいだろう

なという気持ちに自然になる。 

畑は20アールの畑に小さいハウスが９棟立ってい

て、いろいろな野菜が作られている。小松菜がこの

暑い夏にきちんとできているのに、びっくりする。

とまともよくできている。高齢にも関わらず、元気

に野菜作りを続けている。 

↑山を開墾した畑で緑肥主体の野菜作りに取り組む渡辺さ

ん。後に見えるのは建築中のセルフビルドのマイホーム。畑

の見学の後に案内してもらった。手作りの家をお考えの方は

一見の価値あり！ 

↑藤井さん（右から２人目）の畑は雑草がなく見事に

きれいに手入れされている。畑を見学した後、冷たい

お茶とシバもちでもてなして下さった。 
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いつまでもお元気

で、農業を続けて、

若い者に哲学を語っ

てほしいと思う。 

早志俊三さんは、

智恵三さんの息子さ

んで、養鶏専業であ

る。智恵三さんの畑

のすぐ下に平飼いの

大きな 2,000 羽の鶏

舎がある。以前は養

豚をやっていたが、

16 年前から養鶏に切り替えたということ。鶏種は今

はゴトウが主で、ボリスも少しいる。飼料代が高く

なり大変ということ。それでも、遺伝子組み換えで

ないとうもろこし、国産の大豆粕や発酵飼料を使い

安全でおいしい卵作りに精を出している。少しでも

いいものを生産しようと努力する姿勢には感心する。 

４．交流会 

見学会の後は、早志さんの農業公園の中の休憩室

を使わせてもらい、交流会をもった。 

今回は、新しく農業を目指したいという若者が３

人も参加し、他にも広島大学の留学生など若い世代

が目立った。 

ＭＯＡの山本さんが技術的なことでは、アドバイ

スを適宜してくれた。渡辺さんの農園で行われてい

る緑肥の活用について、どのような種類の緑肥がど

んな効果があるのかなど詳しい話が聞けたのは参考

になった。 

これからも、現場を見ながらの勉強を続けていき

たいということで、次回も期待したいという声が多

かった。            （坂本 重夫） 

■「有機農業研修会in福富町」に参加して 

これまで他所の農場を見たことは何度かあります

が、有機農研の見学会は初めてでしたので「どんな

農場に出会えるだろうか」と大変興味がありました。 

最初の渡辺農園では、まず２町歩余という広さに

圧倒され、次いでそれをご夫婦２人だけでしかも野

菜専業で運営しているというダイナミックさに驚嘆

しました。 

２軒目の藤井農園は「これぞ篤農家」という農場

でした。「草を見ても草を取らない」下農の私どもと

は違って大変綺麗な畑でした。緻密な栽培計画の下

で、頻繁に耕作・管理されておられるのでしょう。 

早志智恵三さんには姿勢を正されました。長年の

農業実践で培われたゆるぎない哲学・信念で人生を

完遂されておられるように拝見しました。「しっかり

せんかい」という雷音（獅子吼）のようなお話でし

た。 

最後の早志ナチュラルファームでは、大規模養鶏

（私の 10 倍）の難しさを知ると同時にそれを乗り越

えるためにアイデア・工夫を凝らす経営者の姿を垣

間見させていただきました。 

四ヶ所ともそれぞれの工夫・努力を重ねられ個性

あふれる農園で大変参考になりましたし、当初の好

奇心も大いに満足させることができました。 

と、事務局の求めに応じて研修会参加の感想文を

ここまで書いてきましたが、「何か足りないな」「上

っ面だな」と、自分が納得いきません。人様の農場

を見せていただくのに、自分の目的意識が希薄だっ

たんだと反省した次第です。観光バスツアーの客の

ように、漫然と車窓の景色を眺めていたんでは駄目

ですね。 

農場見学というと、どのように作っているのか、

どんな道具や機械を使っているのかといった栽培技

術の面に傾きがちです。しかし農業は自営業ですか

ら、作物の栽培も大切ですが収穫物を販売しなけれ

ば成り立ちません。どんな市場があるのか、どのよ

うにして顧客を開拓しているのか、大いに関心があ

るポイントです。実質年金生活者で趣味の百姓に近

い私ですらそう思うのですから、これから家庭を立

ち上げるあるいは子育て最中の若い人たちにはなお

さら切実な問題でしょう。 

ただ、技術的な話題に押されたりして、この類の

質問は何となくしづらいのも事実です。 

事務局の方で上手に誘導していただければ経営面

の議論も活発化し研修会の収穫もより多くなるので

はないかと期待しています。 

感想文を書き始めて「しまった。聞き漏らした」

と気づいたのが、今回の私の感想です。 

（三原市大和町 米家 征曹） 

↑百姓研究所を主宰し、老いて

なお盛んな早志さん。 
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県西部地域の有機農業者交流会レポート 
８月 26 日、よしわ有機農園などで県西部地域の有機農業者の交流会が開催されました。 

 

日頃、他の有機農業者がどのような考えや方法で

畑を作り、どのような想いで野菜を育てているのか、

知る機会はそれほど多くありません。常々、県内の

有機農家を見学して周りたいと思っていました。そ

して、今回、西部地域で有機農業者の交流会がある

と聞き、東部地域の私ですが、無理を言って参加さ

せていただきました。交流会には、有機農業者に限

らず、就農希望者や流通関係者、エコビレッジをつ

くろうと活動している方々など、いろいろな立場の

面々が集いました。 

はじめに、よしわ有機農園の見学をしました。法

人を組織して、スタッフ３人で広い田畑を管理され

ていました。少量多品目の野菜を山間地にある幾枚

かにの田んぼで栽培している様子は、小規模有機農

家をそのままスケールを拡大したような印象を受け

ました。まだ農場を立ち上げて２年目ということで、

土作りをしながらの畑作り、ということで、同様の

立場の私には、参考となるお話しをたくさんお聞き

することができました。 

見学を終え、改めて参加者の自己紹介と夕食会が 

↑よしわ農園のキュウリ畑を見学する。 

行われました。交流会を通して、普段なかなか接

点を持つことが難しい人達ともゆっくりお話しする

ことができ、親交を結ぶことができたことで、広島

での有機農業の輪がひとつ広がったなと、とても嬉

しく思っています。今後、このような集まりが各地

で行われ、有機農業に関わる人達の輪がもっともっ

と大きくなることを願っています。 

（三原市 北原 六地） 

 

「食と農の映画祭 2010 in ひろしま」の実行委員会準備会が発足！ 
今年の映画祭（５月 23～29 日）にひきつづいて、来年の２月下旬～３月に「食と農の映画祭 2010 in ひろ

しま」を開催する計画が“食と農・広島県協議会”のメンバーを中心に進められており、実行委員会準備会が

10 月 22 日に立ち上げられました。この映画祭の趣旨は、社会派ドキュメントなどの映画の上映を通じて、「食」

と「農」に係る課題を県民などに提起していくことにあり、メイン会場を広島市のサロンシネマとし、サテラ

イト会場を“ちゅーピーゆうき市”会場内小ホールのほか、県内の各地域で開催していく計画です。 

 

「食と農の映画祭 2010 in ひろしま」において、

上映を希望する作品及び地域上映を希望される場

所・日時・（できればミニ実行委員会の結成も）など

の要望を、下記の実行委員会（準）事務局宛てにメ

ールまたはファクスでぜひお寄せください。上映作

品の候補を選ぶには「国際有機農業祭（2007～2009）」

の上映リスト

（http://blog.yuki-eiga.com/?eid=1226644）を参

考にされてください。実行委員会準備会としては、

新妻聖子主演の劇映画『アンダンテ～稲の旋律（食

と農と大地、そして人間再生の物語）』をも上映作品

に加えていきたいと考えています。 

○事務局（準）の連絡先：那波 邦彦 

〒739-2125 東広島市高屋町中島 1120-25 

TEL&FAX：082-434-6282 

e-mail： knaba@estate.ocn.ne.jp   
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■「食と農の映画」を上映するには 

地域で上映会を実施するには、まず予算が気にか

かるところです。本会会員の友川千寿美さん（有限

会社シネマキャラバン V.A.G の映画プランナー）か

ら、今年の「食と農の映画祭 in ひろしま」で上映し

た 11 作品などについて、上映料金及び機材・技術料

金(シネマキャラバン V.A.G に依頼した場合)のご案

内をいただきましたので、上映費用の参考にしてく

ださい。 

１．一日上映料金 

○日本映画「かもめ食堂（劇映画・102 分）」 

‥35 ミリフィルム      ￥１０５，０００ 

○スイス等合作映画「ダーウィンの悪夢（112 分）」

‥35 ミリフィルム      ￥１０５，０００ 

○スイス等合作映画「いのちの食べ方（92 分）」 

‥35 ミリフィルム      ￥１５７，５００ 

･･ＤＶＤ･ＤＶ-ＣＡＭ     ￥１０５，０００ 

○アメリカ映画「スーパーサイズ・ミー(98 分) 

‥35 ミリフィルム       ￥１０５，０００ 

○日本映画「いのち耕す人々(100 分)」 

‥ＤＶＤ              ￥１０５，０００ 

○アメリカ映画「農民ジョンの心の土(84 分)」 

‥ＤＶＤ             ￥２１，０００ 

○台湾映画「石おじさんの蓮池(24 分)」 

‥ＤＶＤ             ￥３１，５００  

○日本映画「土の世界から(32 分)」 

‥ＤＶＤ              ￥３１，５００ 

○日本映画「日本の公害経験～農薬その光と影(30

分)」‥ＤＶＤ           ￥１５，７５０ 

○アメリカ映画「食の未来(90 分)」 

‥ＤＶＤ              無 料 

（このたびの映画祭を契機に、広島県有機農業研究会の備品

としましたので、上映希望があれば本会事務局から手配しま

す） 

◎日本映画「しあわせのかおり(劇映画・124 分)」 

‥35 ミリフィルム         ￥２１０，０００ 

‥16 ミリフィルム            ￥１２６，０００ 

◎日本映画「恋するトマト(劇映画・126 分)」 

‥35 ミリフィルム            ￥１８９，０００ 

‥16 ミリフィルム       ￥１２６，０００ 

２．機材・技術料金 

・35 ミリ映写機材及び技術料（音響・スクリーン含む） 

１回上映料金／￥８４，０００ 

・プロジェクター機材及び技術料（音響・スクリーン含む）       

１回上映料金／￥６３，０００ 

・16 ミリ映写機材及び技術料（音響・スクリーン含む）       

１回上映料金／￥６３，０００ 

※二回目以降の上映は、一回に付き技術料￥２１，０００を加算 

 

○さらに詳しいことは 

シネマキャラバンＶ.Ａ.Ｇまで 

〒734-0021 広島市南区上東雲町 29-12 

TEL&FAX：082-285-816 

メール：info@cinecyara.co.jp

 

情 報 コ ー ナ ー 
■草の生えない畑 

玉ねぎの苗畑や人参などは初期除草に苦労する人

が多いと思います。我が家でも毎年、草取りに四苦

八苦していましたが、今年は玉ねぎも人参も全く除

草しなくても１ヶ月たっても草はほとんど生えてな

いのです。夢のようです。あの大変な草取り労力か

ら開放されています。除草剤をまいたわけではなく、

自然のしくみを利用しただけで簡単な方法なので、

ここで紹介します。 

やり方はいたって簡単。８月下旬から９月上旬の

種まきですから、その１ヶ月くらい前に種まきの畝

を決めます。堆肥や必要な肥料はすきこんできれい

にしてその後しっかり水やりをします。それからそ

の畦をすっぽり透明なポリシートで覆うのです。そ

れだけで、１ヶ月以上おけばいいだけ。種をまく前

にシートをはずして表面をうすくならして種をまけ

ば、その後１ヶ月以上たっても草は生えてきません。

玉ねぎや人参はきちんと発芽します。もちろん、玉

ねぎ、人参以外でも何でもいいです。ちょうど夏の

高温でシートで覆われた地表の温度は50～60度以上

になり雑草の種が死滅するのではと想像します。夏

以外では、試したことがないのでわかりませんが、

春、秋では難しいと思われます。 

皆さんも一度試してみてください。（坂本 重夫） 
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■食農講演会開催のご案内 

―みんなで考えよう日本の食べ物の未来― 

11 月 21 日（土）神石高原町三和共同施設において「み

んなで考えよう日本の食べ物の未来」と題して兵庫県

農漁村社会研究所所長（神戸大学名誉教授）の保田茂

さんの講演会が有機農業研究会と神石ＥＭ普及協会

の主催により開催されます。神石高原町では広島県初

となる国の有機農業モデルタウン事業に取り組む予

定で、今回の講演会もモデルタウン事業に向けた活動

です。どなたでも参加できますので奮ってご参加くだ

さい。 

・日時 11月 21 日（土）13:30～15:30 

・場所 神石高原町小畠 2025三和共同福祉施設 

（三和公民館の隣） 

・主催 神石ＥＭ普及協会、広島県有機農業研究会 

・後援 神石高原町、神石高原町教育委員会 

    ＪＡ福山市三和グリーンセンター 

    神石高原町食育ネットワーク 

・問い合わせ先 伊勢村（0847-86-0818） 

 

■ひろしま有機研のネット掲示板 
広島県有機農業研究会の掲示板に皆さん是非一度

アクセスしてみてください。 
アドレス  http://hofs.bbs.coocan.jp/   

■会員のＥメールアドレスの登録を！ 
Ｅメールアドレスをお持ちの方は事務局までお知

らせください。会報をメールで送信させていただき

ます。経費削減にご協力ください。 

〈事務局のアドレス〉 

坂本 yasaiwa_sakamoto@yahoo.co.jp 

延安 i.nobuyasu@nifty.com 

 

■会員募集中です！ 
引き続き会員募集中です。 

 

■会費納入のお願い 
研究会が再開して早 1年。次年度の会費の納入を

お願いします。 

年会費 2,000 円  

振込先 

広島県有機農業研究会 ０１３４０－４－４７６７７ 
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