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八丁座で 2300 名を超える大盛況で開催 
－ 3 回目の「食と農の映画祭 2011 in ひろしま」－ 

今年で３回目となる「食と農の映画祭 2011 in ひろしま」が７月 30日～８月 5

日に広島・福屋８Ｆの映画館八丁座で、2,300 名を超える参加を得て好評と盛大裡

に開催され、食と農と暮らしのあり方への問題提起が県民に積極的に受け止められ

ました。 
 

 
▲福屋外壁の宣伝用懸垂幕 

参加者へのアンケート回収数は 721。参加者は女性

が２/３で広島市在住の主婦や会社員が多く、県内各

地や山口・島根・鳥取・香川等の県外から、カンボ

ジアやアメリカからの参加もありました。年代は中

高年層が過半数で、10～20 代の若年層は少数でした。

この映画祭を知った理由は、知人等からの口コミ：

43％、チラシ：15％、映画館：12％、所属団体：11％、

マスコミ 9％・インターネット：６％でした。 

“フード・インク”と“いのちの林檎”が高い評価 

「フードインク」が最も多い観客数で、食品産業

のありかたへの問題提起に関心が集まりました。１

回当たりの平均が「フードインク」とほぼ同じ（71

人）の「いのちの林檎」は多くの人に特に印象に残

った作品で、化学物質過敏症への驚きと命の大切さ

への感動がありました。中学生が製作した「やぎの

冒険」は命あるものを食べることの意味、50 年間の

記録映画「こつなぎ」は自然との共生が理解されま

した。特別企画の“「アンダンテ～稲の旋律～」＋新

妻恵子ミニライブ”は、新妻さんの歌声に大きな感

動が寄せられました。 

カラー刷りチラシは、“目につく配色とレイアウト

でとてもわかりやすい”と大好評でした。 

大変喜ばれた日替わりの「トークライブ」と   

「産直コーナー」 

 
▲トークライブ（よもぎのアトリエ・室本さん） 

実行委員会メンバー（広島なずなの会、MOA 自然農

法広島県連、広島 EM 普及協会、NPO 環・太田川、も

りメイト倶楽部 Hiroshima、NPO ゆうきびと、NPO よ

もぎのアトリエ、クレッシェン堂）や協賛団体（Ｊ

Ａ広島中央会、生協ひろしま、広島信用金庫）によ

る“トークライブ”は好評で、食と農の現状とあり

かたへの関心を高めました。 

有機農産物、天然酵母パン・無添加菓子などの“産

直コーナー”も、映画祭の雰囲気を盛り上げました。

新鮮で適正価格との評判に加えて、生産者の顔が見

える機会の日替わり設定が参加者に喜ばれました。 
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▲連日好評の産直コーナー 

映画祭参加者のアンケートから 

＊食と農をテーマに映画を観て深く考えさせられま

した。よいきっかけだと思います。体にいい食べ物

もカフェをはじめ、コーナーがあってよかったです。

場所も好きです。ありがとうございました（女性・

30 代） 

＊とても良い企画だと思った。年齢層が高かったの

でもっと若い人達にも観てほしいと思った。若い人

向けのアピールを(女性・50代） 

＊食育というテーマと食物連鎖のダイナミズムと、

生きる、生かされる「いのち」の尊厳をきちんと共

感しあえる子育てについて考えさせられます（男性） 

＊漠然とは思っていても大きな資本と国とはどこか

で手をつないでいるなあ。多くの人が知って賢い消

費者にならないとね（男性・60 代） 

＊命あるものを食べること。特に可愛がって育てた

動物を食べるのは少なからず抵抗があるけれど、感

謝の気持ちで食べるという大切ことを教えてもらえ

た（女性・20 代） 

＊りんごがいかにもおいしそうでぜひ食べてみたい。

世界中のりんごが命のりんごのようであってほしい。

世界中の食べ物が命のりんごのようであってほしい

（女性・50代） 

＊こんなに重い内容とは思わずに観ました。自分の

子供の頃の風景や出来事と重なって楽しく、懐かし

く・・・。記録することの大切さ「力」を感じます。

昔の人たちはまじめに人生に立ち向かっていたのだ

なあ、と自分の非力さも感じました（女性・50代） 

＊涙が出ました。知ってよかったです。今後しっか

り考えていきます。そして何か行動に移します（女

性・40 代） 

＊ふるさとを思い出し、改めて農家に生まれ育った

自分を思い出し、なんともいえないしみじみとした

感動を覚えました。ありがとうございました（女性） 

＊大変感動的でした。ありがとうございました（男

性・60 代） 

＊新妻さんの素敵な曲に堪能しました（男性・70 代） 

（那波邦彦） 

 

▲八丁座での入場風景。毎回、映画祭実行委員（右 3

人）が入場者にアンケートを呼びかけた。 

 

来年３月の全国有機農業者大会（神石高原町）の準備状況を報告 
― 日有研夏期全国幹事会・記念シンポジウムに広有研から２名が参加 ― 

８月 28日、東京新宿区 日本青年館において、日有研、夏期全国幹事会があり、

広有研から、那波、福田の二名が出席しました。今年１月の県有機農業研究会総会

で決議した全国有機農業の集い・日有研第 40 回大会総会について、会場を神石高

原町とすることなど、現在の準備状況を報告しました。 
  

＜日有研報告・その１＞ 

40 周年記念シンポジウム 

～大震災・原発事故をのり超える有機農業～ 

８月27日に東京都新宿区の日本青年館において開

催され、約 300 名が参加した会場ホールは満員でし

た。 
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テーマは次のとおり。１）有機農業の生産現場と

放射能汚染：（報告）野中昌法・大内信一・魚住道郎・

舘野廣幸、２）放射能汚染と食生活：（報告）大石光

伸・若島礼子、３）有機農業がめざす脱原発と自給・

共生の社会：（報告）槌田たかし・星寛治。資料は大

部ですので、詳細は日有研ホームページ、会誌『土

と健康』次号を参照してください。 

特に印象に残った発言は、・自分さえよければいい

ではなく他者への思いやりができる健全な社会、・有

機農業と原発とは共存できない、・大震災は国民への

投げ返しテーゼ、・各地域から共生や連携の動きをつ

くる、・有機農業推進法に原発依存エネルギーを使用

しないとの項を追加すべき、などでした。                             

（那波邦彦） 

＜日有研報告・その２＞ 

夏季全国幹事会 

８月 28 日に日本青年館において開催され、那波、

福田の２名が出席しました。 議題は次のとおり。１）

大震災、放射能汚染、脱原発、これからの有機農業

について、２）大震災義援金の使途について、３）

ネオニコチノイド系農薬の規制強化の活動について、

４）次期大会について、５）各地からの提案、報告

など。 

 来年の３月に神石高原町で開催の「全国有機農業

の集い・日有研第 40 回大会総会」について現時点で

の準備状況を発表しました。大会趣意書（後掲）に

関しての意見はありませんでした。 

開催概要に関しては、日有研の機関誌に発表する

都合があるので、10 月中旬までには計画を確定して

ほしいとの要望がありました。 

分科会のテーマについては、継続されてきた「提

携、種子、政策」の各テーマは現地提案テーマの中

で検討、２）話題提供者、コメンター等は公募、３）

大会日程など、この他いろんな意見があり、今後、

調整が必要です。 広有研が中心の大会実行委員会で

は、“全国大会をどのように開催していくか”を現在

検討中です。 

義援金は７月20日までに約380万円寄せられてお

り、その使途については、被災地の会員・団体など

に対する見舞金（岩手・宮城・福島：３万円、茨城：

１万円）に充てることとし、残りは、緊急救援物資

の送付にかかった費用、今後の放射能対策の一環と

して会備え付けの放射能測定器の購入にあてるとさ

れました。提案された「測定器の購入」が本体、500

万円、年間維持費が 50 万円と高額なため、機種の変

更ができないか、財源をどうするかなど、意見がま

とまらず継続審議となりました。 

島根県の福原幹事からの“緊急アピール・すべて

の原発を廃炉に！”について個人名でも賛同表明し

たい“との要望を受けて、別紙（通信に同封）が作

成されました。広有研は団体として既に賛同してい

ますが、会員に個人賛同を広く募りたいと思います。         

（福田裕充） 

 

「全国有機農業の集い 2012in 西中国」 
～日本有機農業研究会第 40 回大会・総会～ 

大会趣意書 

メインテーマは、“「あったかゆうき」～本当の豊

かさと協同を求めて” です。 

効率性や便利さがあたかも最高の価値となってい

るような現代において、私たちの暮らしにおける本

当の豊かさとは何でしょうか？  

有機農業は、命と自然とのゆるやかな協同、人と

人とのささえあう協同によって、あったかなココロ

とモノの実現を、さまざまに目指してきました。 

今までの経済成長を最優先とする暮らしのありよ

うが、このたびの東日本大震災・福島原発事故をき

っかけに大きく揺れています。 

本大会では、「農」、「食」、「環境」などの課題を話

しあっていただき、何が本当の豊かさをもたらすの

か、どのようなつながりが本当の豊かさに結びつく

のか、などを考えていただく思います。 

中国山地奥深い神石高原町へ、有機農業者や関係

者のみならず幅広い分野の人々が、全国各地から多

数お集まりくださるようにお願いいたします。 

 

▲大勢の参加者で賑わったシ日有研ンポジウムの会場 
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2011 年 9 月           大会実行委員会 
 
  
 
  
 
  
 

有機農業実態調査にご協力ください！ 
前号の会報でみなさんにお願いした有機農業実態調査について、簡単な報告をさ

せてもらいます。なお、調査は継続していますので、調査票の提出をお願いします。 

現在会員数は 50 名余りですが、実際に農業をされ

ているのは 40 名くらいで、調査票を記入し提出され

た方は 10 名、全体像を把握するまでには至っていま

せんが、傾向は見て取れそうです。 

■経過年数 

若い人も増えていますので、5年未満が半分で、５

～１０年が 3 人、10～15 年が１人、３０年以上が１

人です。始めて年数が浅い人からベテランまで幅広

い層です。有機 JASを取っている人は１人でした。 

■面積 

田畑合計して、１ha未満の人が半分以上、１～１.

５ha が１人、２ha 以上が２人。若い人はまだ面積が

広くなく、これから拡大の余地はありそうです。 

作目は、野菜が多くほとんどの人が作り、米も７

割の人が作っています。柑橘専門の人もいます。 

■販売先 

圧倒的に個人への販売が多く、普通の市場に出し

ている人はいません。道の駅や朝市、スーパーの地

元販売コーナーなどに出している人も数人います。

有機農業の基本の提携をしている人が多いようです。 

■資材 

肥料は、堆肥として牛ふん堆肥を購入している人

が３人、きのこ廃菌床を利用している人が３人、鶏

糞利用している人も４人います。販売されている有

機質肥料を購入している人は半分、石灰肥料として

カキガラ肥料と苦土石灰を使っている人が半々です。

自分で落ち葉、草などを利用して堆肥を作っている

人は半分くらいです。 

病気予防としては、販売されている漢方薬資材を

利用している人、お酢や木酢液を利用している人な

ど様々です。虫除けとしては、サンサンネット、パ

オパオシートなどの防虫網利用が多いです。 

以上ですが、実態調査を充実させるために、調査

票の未記入の方は、ぜひ記入して提出をお願いしま

す。               （坂本重夫）                               

 
「震災復興支援・チャリティ産直野菜市」への 

物品提供のご協力を！ 
ＮＰＯゆうきびとでは、東日本大震災で被災された方の暮らしや生業の復興支援

のための「震災復興支援・チャリティ産直野菜市」を、広島市中区白島のＡＬＳＯ

Ｋホール正面で、５月から毎月１回（原則第 1土曜日）午前 10時から 12時まで開

催しています。 
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▲大勢の来客で賑わうＡＬＳＯＫホール正面での震災

復興支援・チャリティ産直野菜市 

広島県・山口県・島根県の有機農家等から無償で

提供された農産物や加工品を付近の住民等に格安で

販売し、売上金から宅配便輸送料と販売手数料を差

し引いた金額を日本有機農業研究会経由の義援金と

しています。 

ＮＰＯゆうきびとのブログ 

http://yukibito2010.blog31.fc2.com/ をご参照くだ

さい。 

これまで４回開催して「産直市」が知られるよう

になり、毎回多数の方が買い求めに来ていただいた

結果、９月までの義援金総額は約 10 万円となってい

ます。 

ご提供の農産物や農産加工品をホールに持ち込ま

れない場合には、ＡＬＳＯＫホールまで送付してく

ださい。宛先はつぎのとおりです。前日到着でも受

け付けてくれます。送付料は「着払い」としてくだ

さい。 

〒730-0001広島市中区白島北町19-1 ｱﾙｿｯｸﾎｰﾙ気付 

ゆうきびと行 Tel.082-223-6364 

10 月１日、11 月 12 日、12 月３日（いずれも土曜

日）に開催する「チャリティ産直野菜市」への広島

県有機農業研究会員のご協力・ご支援をひきつづき

重ねてお願いします。 

（那波邦彦・篠原一郎・福田裕充：ＮＰＯゆうきびと理事） 
 

 
ゆ う き 情 報 掲 示 板  

― 農地と家を探しています！ ― 
有機農業に取り組むために農地と家を探している方をご紹介します。

 

■北原六地さん、佳代さん（三原市） 

（以下ご本人からの文章）４年前より栃木県より三原市高坂町に移り住み、現在、専業で農業を営んでいます。

50 品目以上の野菜や小麦、大豆を５反、水稲を５反有機無農薬で栽培しています。この度、現在の住居の契約が

切れ、新たな土地を探しています。納屋のついた農家さんの家、隣家と少し距離がところ（ニワトリを 20 から

30 羽飼う予定。家の近くに２反以上の田畑付き、近くで８反田畑を借りられる環境、山林が着いていると嬉しい。

最初は賃貸でも将来的には譲ってもらえる売り物物件を希望しています。 

連絡先  三原市高坂町真良 3226-1   Tel/Fax.  0848-66-0333   e-mail  musasabinouen@yahoo.co.jp    

ブログ かまたきごはん   http://blogs.yahoo.co.jp/kuwatokama 

 

― 環境支払い（環境保全型農業直接支払交付金）の申請状況 ― 

ひろしま有機研通信  再開第 10 号 
発 行 広島県有機農業研究会 
発行日 2011 年９月１日発行 
事務局  
〒729-0472 

広島県三原市高坂町真良 1015 坂本重夫         

℡.0848-66-3592  

Email  yasaiwa_sakamoto@yahoo.co.jp 

〒722-0324 

広島県尾道市御調町白太 183-3 延安 勇 

℡.0848-76-1585 Email  i.nobuyasu@nifty.com 

 

年会費の納入をお願いします 
広島県有機農業研究会は会員の皆様の年会費で

運営しています。年会費納入をお忘れの方は、下

記の口座へ郵便局より振り込んでください。 
入会の手続きも年会費の振込みをもって受け付

けています。 
○年会費     個人会員       2,000 円 

賛助会員（団体会員） 5,000 円 

○振込先（郵便振替） 

加入者名：広島県有機農業研究会 

口座番号：０１３４０－４―４７６７７ 
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平成 23 年度から実施されている環境支払い（環境保全型農業直接支払交付金）への申請状況は、申請件数 60

件、対象面積は約 100ha 程度となる見込みです。そのうち、有機農業での申請は全体の６割程度になりそうです。

今回の対策が実施されるにあたり、広有研では国や県の担当者による説明会の開催や通信での紹介に取り組んで

きましたが、対策の対象となるにもかかわらず、忙しくて事務手続きに手が廻らないことや、市町からの案内が

なかったなどの理由から、申請されていない有機農業者も大勢おられるようです。 

今後、状況を把握した上で申請手続きや市町や広島県の対応について問題点を整理すると共に、改善策を県や

国へ申し入れていく予定です。 

 

―経費節減のためＥメールアドレスの登録にご協力ください。― 
広島県有機農業研究会は会員の皆様の年会費で運営していますが、会員数も60名ほどで予算も限られており、

事務局会議の交通費など運営費の一部は役員の手弁当で行っているのが実情です。出来るだけ経費を節減するた

めに、会報や行事案内のＥメールでの送信にご協力いただける方を募っています。Ｅメールアドレスをお持ちの

方は、事務局までご連絡ください。                  
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     賛同団体・個人を募集中 
「すべての原発を廃炉に！」を国、自治体、電力会社にアピールしてい

きます。 

 賛同団体を、引き続き、募っております。さらに、個人名でも賛同表明をしていきたいという声があり、個

人賛同者の募集もはじめました。下記事項を日本有機農業研究会事務局までお知らせください。 アピール賛

同は、会誌『土と健康』にも掲載していきます。 

 日本有機農業研究会事務局（03-3818-3078、ファクス 03-3818-3417、info@joaa.net）へ賛同団体名、また

は賛同者名を書いてお送りください。 

 

 下記アピールに賛同します。   賛同団体名、または個人名                

 連絡先                                     

                                            

 団体の場合は、担当者氏名                  

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

緊急アピール すべての原発を廃炉に！ 
 私たちは、ここ福井県越前市に集い、“いのちを育む有機農業”をテーマに、第３

９回日本有機農業研究会大会・総会を開催した。 

 有機農業は「いのちの原理」に基づく。 
 だが、原子力発電は「いのちの原理」に反することがはっきりした。原子力と生

きもの・人類は共存できない。ただちに原子力開発を中止し、すべての原子力発電

所を廃炉にすべきであると訴える。 

２０１１年３月１３日 

            特定非営利活動法人 日本有機農業研究会    
（総会で採択）   

賛同団体 
（有）影山精油所、食政策センタービジョン２１、（特非営利活動法人）日本消費者連盟、柿木村有機農業研究
会、（特非）有機農業推進協会、㈱安全農産供給センター、京都・使い捨て時代を考える会、神戸つちの会、神
戸シルバー大学院、芦屋つちの会、食品公害を追放し安全な食べ物を求める会、藁包倶楽部、枚方食品公害と健
康を考える会、野菜の会、（株）大阪愛農食品センター、安全食品連絡会、島根くらしといのちのネットワーク、
出雲すこやか会、（有）青山商店、（有）豆腐工房しろうさぎ、（有）おごし農園、島根求院営農組合、㈱松浦造
園、宝箱、鳥取谷農園、長野信州耕芸夢価、関西よつば連絡会、㈱ひこばえ、（特非）島根県有機農業協会、広
島県有機農業研究会、㈲あしの会、長崎土と文化の会、青森若葉の会、愛媛県有機農産生協、環境会議・諏訪、
日本不耕起栽培普及会・自然耕＠琵琶湖、千葉県有機農業推進連絡会、ＣＳＯヒースシード、安全な食べものネ
ットワーク・オルタ、織座農園、「さよなら原発」福岡の人、平和をあきらめない人々のネットワーク・福岡、
福岡地区合同労働組合、㈱グリーンライフ、ストップ・ザ・もんじゅ、自然環境センター、べじたぶる・は一つ、
サスティナブル 2 1、偽百姓、（特非）ゆうきびと、糸魚川動物愛護の会、つぶつぶ㈱フウ未来生活研究所、所沢
生活村、放射能のゴミはいらない！市民ネット・岐阜、七草農場、プルサーマルほっとケーない会、脱原発大分
ネットワーク、ぼちぼち菜園、お米の勉強会、（特非）アジア太平洋資料センター、有機農業ネットワークとち
ぎ、ＮＧＯ人権・正義と平和連帯フォーラム福岡、糸魚川有機農の会、あしがら農の会、田中正造大学、森のこ
や、西屋敷、500 円玉貯金の会、かぶら屋、谷田部料理教室、朋工房、未来をつむぐ母の会、東毛酪農業協同組
合、みんなの牛乳勉強会、横浜共同購入の会、かたつむりの会、スペースＣＯＣＯ、田園・食を考える会 
                                      （順不同・8 月 30 日現在） 
賛同者 
窪川典子、 

日本有機農業研究会 
〒113－0033 東京都文京区本郷 3－17－12－501 

℡０３－３８１８－３０７８ Fax０３－３８１８－３４１７ 
ホームページ http://www.joaa.net   e－メール info@joaa.net 

 

 


