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「あったかゆうき」本当の豊かさと協同を求めて 
全国有機農業の集い in 西中国 

2012年 3月 10-11日、第 40回日本有機農業研究会全国大会・総会開催 
全国有機農業の集い in 西中国を 2012 年 3 月 10 日・11 日に神石高原町で開催いた

します。「“あったかゆうき”本当の豊かさと協同をもとめて」をメインテーマに、有

機食材テント村、記念講演（中尾慶子氏「学校現場から感じる食への危機感～免疫力

を上げる食のあり方」、宇根豊氏「生き方としての農、表すものとしての有機農業」）、

分科会、種苗交換会などを行います。みなさんふるってご参加ください。 
 

■全国有機農業の集い in 西中国のご案内 

大会実行委員長 伊勢村 文英 

日本有機農業研究会が 1971 年に結成されて 40 年

が経過しました。その節目の時期に、低温・猛暑等

の異常気象、大震災・豪雨等の大災害、そして放射

能汚染、TPP参加問題など、私たちの営農と暮らしに

対するさまざまな脅威に日々遭遇してきました。 

昨年３月の東日本大震災を引き金とする東電福島

第一原発事故により、地球規模的な放射能汚染が進

行し、いまも東北・関東などの人々の暮らしが厳し

く、田畑、森や海がひどく汚染されつづけています。

私たちは１年前の総会で「すべての原発を廃炉に！」

の緊急アピールを採択しました。「世界の原発を廃炉

に！」の声を大にし、原発でもまして核兵器でもな

く、生命（いのち）のエネルギーが輝く国になるべ

く、世界最初の被爆地・広島において深く議論をし

たいと思います。 

さらに、多くの人々が食の現状や農山村に高い関

心を持っている昨今、日本政府がこの 11 月に交渉参

加を表明したＴＰＰ（環太平洋経済連携協定）問題

を契機に、「人と人とのつながり」、「いのちと自然と

の協同」、「むらとまちの共生」を目指し、農林漁業

がもっと元気になる取り組みを強める必要がありま

す。本来の「農林漁業のあり方」、「食べ方」さらに

は「暮らし方」など、集落や地域で人間らしく生き

るべく、過疎の発祥地・中国山地において広く議論

をしたいと思います。 

このたびの大会では、２つの記念講演及び６つの

分科会を設けています。創立者の一楽照雄氏が私た

ちに残してくれた「自立・互助」、「子どもに自然を、

老人に仕事を」の意味を深く確かめあいましょう！

生産者と消費者の提携の精神をいまこそ発揮し、協

同による有機農業運動、食と農の連携運動を全国展

開し、森・里・海の連携による日本農業の展望、食

と農を大切にした生き方・暮らしへの変革を考えて

いきましょう！ 

全国各地からの多様な人たちのご参集、ぜひよろ

しくお願いいたします。 

（大会の詳細等は巻末に掲載しています）

 

－分科会の話題提供者・コメンテーターを募集します！－ 
“我こそ”と希望される方は、原稿（800 字前後）とプロフィールを送付してください。 

“この人を”と推薦される方もぜひお知らせください。 

応募先：実行委員会事務局（那波） e-mail knaba@estate.ocn.ne.jp FAX082-434-6282 応募締切：1月 10日 

第１分科会 豊かな食育 

『世界のちゃぶ台から～どうしてこんなに違うの？』 

経済的・物質的に富める国・貧しい国、気候・風

土の異なる国、現在の日本・過去の日本の食事をの
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ぞいてみましょう。世界のちゃぶ台から見えてくる

ものは何でしょうか。調理実習・試食を取り入れて、

体験から実感できるかたちを考えています。放射能

や添加物、農薬などに汚染された食品、膨大な量の

廃棄される食べ物、世界中から来る食材……私達の

毎日の食事を見直すきっかけになればと思います。

親子で参加大歓迎！！ ②『山野の恵みを暮らしに活

かす～野草のちから』：身近な野草を暮らしの様々な

シーン、とりわけ食と健康に活かす知恵を分かち合

いましょう。会場となる神石高原町での自然、豊か

な山野と共にある暮らしの知恵も学ぶことができれ

ばと考えています。 
 

第２分科会 原発と有機農業 

今年３月の東電福島第一原発事故の発生により、

農地やさまざまなものが放射能汚染を受け、農業を

続けることが困難な所も多く出ました。これまでの

状況の報告を受けながら、脱原発に向けてどのよう

な運動が可能なのか、復興支援のあるべき姿、原発

に頼らない暮らしかたはどのようなものかなど、有

機農業と原発をめぐる課題について話し合いたい。 
 

第３分科会 協同運動としての有機農業 

変わり者のやる農業と見られて、孤立無援の努力

を続けてきた有機農家と有機農業ですが、有機農業

推進法の施行を契機に、地域社会の村（町）づくり

の協同運動として取り組んでいく課題が浮かび上が

っています。これまで主に都市の消費者との提携で

支えられている有機農業の経営をどのように村（町）

の中で拡げ、地域全体の取り組みにしていくのか？ 

それには都市との提携の新しいあり方も考えなけれ

ばならない。先進事例の報告を基に、協同運動とし

ての有機農業の展開を考えたい。 
 

第４分科会 有機農業の技術 

有機農業を続けてきて、ベストの土づくりは何だ

ろうか、病虫害の根本的な解決は何か、ミネラルや

ビタミンなど健康に役立つ栄養価豊かな食べ物の生

産はどうしたらよいのか、などの課題があります。

堆肥や肥料を施さず、身の回りにある有機物を活用

する自然農法の仕組みを探りながら、これからの有

機農業の方向性を考えていきたい。 
 

第５分科会 活かそう！環境支払い 

有機農業は、安全で美味しい農産物を生み出すだ

けでなく、人が人らしく生きていくために欠かせな

いさまざまな“恵み”を育んでいます。豊かな自然

や心和む風景など、たくさんの“恵み”を生み出す

有機農業を社会全体で支えるための仕組みとして、

日本型環境支払い「環境保全型農業直接支援対策」

が始まりました。欧州に遅れること 20 年、ようやく

日本でも始まった環境支払いを有機農業の普及にど

う活かすのか、いかに定着させるのかを考えたい。 
 

第６分科会 どうする？有機農産物の流通・販売  

有機農産物の流通形態＝産消提携、産直市、市場

出荷、量販店・業務店向け販売、専門流通事業体、

学校給食などの関係者に、現状の報告、有機ＪＡＳ

認証農産物とそれ以外の有機農産物の販売状況等に

ついての課題や問題点について提案していただき、

有機農産物の流通量を今後拡大していくための論議

をしたい。 
 

夜の語らい 若者＆モノ申し隊・今夜は無礼講 

食の未来を担う若き農業者（就農希望者）とこれ

まで培ってきた経験や知恵を伝えたい先輩農業者が

膝をつきあわせて語りあいます。 
 

水田魚道でよみがえる田んぼの生き物・豊かな自然 
－世羅町で全国有機農業の集いプレ集会として水田魚道設置研修会開催－ 

11 月 7日（月）に、全国有機農業世羅町田打地区で水田魚道を設置する研修会が広

島県有機農業研究会、世羅・御調の自然史研究会などの主催で開催され、広有研会員

や世羅町の集落法人などの関係者 20名が参加しました。 
 

■田んぼは生きもののゆりかご 

講師は宮城県大崎市の NPO 法人ナマズの学校事務

局長・三塚牧夫さんです。三塚さんは農業土木の技

術者で、子ども達を対象に環境教育や食農教育に取

り組むかたわら、田んぼに豊かな自然を取り戻そう

と全国各地で水田魚道の普及に取り組んでいます。 

「水田魚道」とは、その名のとおり水田と農業用

水路をつなぐ魚道のことです。多くの田んぼは昔は

湿地であり魚の繁殖場所でした。湿地が田んぼに変

わってからも、湿地と同じように流れがなくエサの

豊富な田んぼを魚たちは子育ての場所として利用し

てきました。しかし、基盤整備や水路のコンクリー 
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▲水路と田んぼを結ぶ水田魚道研修会の講師・三塚さ

ん（写真左下）と参加者。 

ト化などにより、水路と田んぼの交流は遮断され、

田んぼを繁殖場所として利用してきたナマズ、コイ、

フナ、ドジョウ、メダカ、タモロコなどの魚たちは

急激に数を減らしています。 

そこで開発されたのが水田魚道です。 

水田魚道は水路と田んぼのつながりを復元し、再

び田んぼを魚たちの繁殖場所として利用できるよう

にするためのものです。 

兵庫県の豊岡市ではコウノトリの野生復帰を目的

として、コウノトリのエサとなる魚を田んぼに増や

すために水田魚道の設置が進んでいます。他にも、

トキの野生復帰に取り組む佐渡、ツシマヤマネコを

の保全に取り組む対馬、淡水魚を伝統的に利用して

きた琵琶湖周辺などでも水田魚道の設置が拡がって

います。 

■世羅町で拡がる自然再生 

研修会が開催された世羅町では、同町川尻地区で

基盤整備の際にタモロコのための魚道が設置されて

います。その後、町全体への普及は進んでいません

でしたが、集落法人やＪＡなどにより生きものも育

ている米づくりによる世羅米のブランド化が取り組

まれていることや、新たな環境支払いの実施などに

より田んぼに生きものへの関心が高まっていること

から、三塚さんをお招きして研修会を開催すること

になりました。 

今回設置した水田魚道の１つは、ため池と田んぼ

をつなぐものです。ヒヨセや田んぼで増えたメダカ

やドジョウは、落水と一緒にため池に落ちますが、

ため池からは上がることはできません。このままで

は、上流部の魚の遺伝的多様性が失われ、いなくな

ってしまう可能性もあります。水田魚道をつけて、

水域のネットワークができれば保たれます。魚道の

本体となるポリエチレン製のＵ字溝を田んぼの法面

に角度が 10％以下になるように設置しました。さら

にＵ字溝には堰板（せきいた）を千鳥になるように

配置し、魚たちが遡上しやすい構造にしました。 

２つ目の魚道は農業用水路と田んぼをつなぐもの

です。農業用水路は、地元の集落法人によって魚な

どが住めるよう水位を確保するための工夫がしてあ

ります。魚道が設置された後には、水路に住み着い

ているタモロコが田んぼに遡上することが期待され

ます。 

■すぐに現れる水田魚道の効果 

全国的に注目されている水田魚道ですが、広島県

での設置事例はとても少ないようです。世羅町では

川尻地区を含めて２ヶ所、今年７月に三塚さんが講

師として研修会を開催した尾道市御調町を含めて３

ヶ所しかないと思われます。 

御調町で水田魚道を設置したのは広有研事務局延

安の田んぼです。水田魚道の効果はすぐにあらわれ

ました。調査の結果、魚道を設置した７月上旬から

落水した９月上旬までの２ヶ月の間に水路から田ん

ぼへ遡上した魚は、ドジョウ 180 匹、ナマズ５匹、

フナ１匹、タモロコ６匹となりました。来年には田

植の１ヶ月前に代掻きを行うことで水田魚道を遡上

した魚の水田での繁殖が期待されます。 

平成23年度から実施されている環境支払いのひと

つであり農地水保全管理支払交付金は、水田魚道の

設置費用としても活用できることから、こうした取

り組みが県内でも広がることが期待されます。 

（延安 勇、猪谷 信忠） 

 

▲ため池と田んぼの間の法面に設置した水田魚道。本来は

山林に設置するポリ製Ｕ字溝だが、流れを調整する堰板を

千鳥状に配置することで魚道として活用できる。 
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環境支払いへ有機農業で約８千件、１万２千 ha が申請 
先ごろ、農林水産省は新たな環境支払い「環境保全型農業直接支援対策」の申請状

況を発表しました。申請件数は 7,918 件、面積は 20,957ha で、そのうち有機農業と

しての申請面積は全体の 58％となっています。 
 

環境保全型農業直接支援対策の申請件数・面積 

 申請件数 申請面積（ha） 

平成23年度 7,918 20,957 
 
支援対象取組別の申請面積 

 
ｶﾊﾞｰｸﾛｯﾌﾟ

※1 

冬期湛水

※2 

有機農業

※3 
計 

面積（ha） 3,848 4,948 12,162 20,957 

シェア 18％ 24％ 58％ 100％ 
※１：「カバークロップ等」は、５割低減の取組の前後のい

ずれかに緑肥等を作付けする取組（カバークロップ）、５割

低減の取組を行う畝間に麦類や牧草等を作付けする取組（リ

ビングマルチ）、５割低減の取組を行う園地に麦類や牧草等

を作付けする取組（草生栽培）を含む。 

※２：「冬期湛水管理」は、５割低減の取組とセットで行う

冬期間の水田に水を張る取組。 

※３：「有機農業」は、化学肥料及び農薬を使用しない取組。 
 

■半分が水稲で申請 

作物別に見ると、特別栽培を含めた全ての申請の

うち、水稲が全体の50％を占め、花き・その他の19％、

いも・野菜類の 14％、麦豆類の 12％、果樹・茶４％

となっています。 

一方、平成 19 年から地域で一定のまとまりをもっ

た有機農業・特別栽培に対して実施されてきた農

地・水・環境保全向上対策の営農活動支援の対象面

積は 81,603ha です。 

新旧二つの制度をあわせても、国が支援する環境

保全型農業の対象面積は約 10万 ha すぎません。日

本の耕地面積は約 440 万 ha ですから、環境支払いの

対象となる面積はわずか２％にも満たないというこ

とになります。 

■広島県の有機農業の申請は 67ha 

広島県の実績を見ると、環境保全型農業直接支援

対策の申請状況は 62件で 109ha です。そのうち有機

農業は 67haです。また、農地・水・環境保全向上対

策では 47 の活動組織が 529haで申請しています。 

二つの制度を比較すると、環境保全型農業直接支

援対策の支払単価のほうが 8,000 円/10a と旧制度よ

りも 2,000円/10a 高いこと、また、農地・水・環境

保全向上対策は個人では申請できないことから、農

地・水・環境保全向上対策の申請面積はほぼ減農薬

などの特別栽培と考えられます。 

■有機農業の申請 1,955ha の福井県 

都道府県別の申請状況を見てみると、県によって

申請面積に大きな格差が生じていることがわかりま

す。有機農業の申請面積のトップは北海道で 2,266ha、

次いで福井県 1,995ha、秋田県 858ha、岩手県 634ha、

熊本県 465ha、山形県 429ha、鹿児島県・長野県 421ha

と続きます。 

特に目立つのが今年３月に全国有機農業の集いを

開催した福井県です。県の耕地面積は約４万 haです

から全耕地の約５％の農地で有機農業での環境支払

いの申請を行っています。一方わが広島県の場合は

耕地面積約６万１千haに対して有機農業の申請面積

は全耕地の１％にも遠く及びません。 

11 月 26 日の日本農業新聞によれば、福井県などは、

2014 年産までに県内の全稲作農家のエコファーマー

化を目指していることが報じられています。県やＪ

Ａ福井県中央会、同経済連、ＪＡでつくる「県水田

農業レベルアップ 委員会」は「2013 年産をめどに全

ＪＡ出荷農家でエコファーマー技術の導入」との目

標を踏まえ、取り組みを全県的に拡大し、全稲作農

家約１万９千人を対象に推進するとのことです。 

福井県が平成 19 年に策定したエコ農業推進計画

（有機農業推進計画にあたるもの）には、有機農産

物を含むエコ農産物の生産拡大のために、無農薬栽

培における雑草防除法の開発、堆肥による化学肥料

代替技術の確立と普及、有機栽培などを行う生産者

への機械導入等の支援、有機栽培技術の事例集の作

成、生産者のネットワークの構築などが明記され、

販売促進の取り組みも記載されています。 

■市町でまちまち（？）の対応 

広島県内においても市町によって対応はまちまち

です。広有研事務局では市町の状況を会員へのアン

ケートや聞き取りで調べていますが、神石高原町や

大崎上島町のように説明会の案内や申請に関して町

が積極的に有機農業者へ働きかけているところもあ

れば、市町からの案内はなかったというところまで、

対応は様々です。 

いずれにしても、前回の通信でも紹介したように、

次年度に向けて環境保全型農業直接支援対策の課題

を整理し、県や市町へ要望をあげていきたいと考え

ていますので。アンケート等の協力をよろしくお願

いします。             （延安 勇）
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ゆ う き 情 報 掲 示 板  

■広有研生活部会主催「あったかゆうき くらし祭り」のご案内 

○日 時・・・2011年 12 月 10 日（土）10：00～ 

○場 所・・・こころ住宅展示場 IKEH0USE モデルハウス「つながりの家」（安佐南区伴南 5-37-1） 

○内 容・・・有機野菜市、有機カフェ、ランチ、食といのちの映画上映、ワークショップ、有機農業交流会（宿

泊可）など。詳細は通信の P.6 を参照してください。 

○問合せ先・・遠藤京子さん TEL 0829-72-2056 

■ＭＯＡ自然農法文化事業団中国支所主催「有機農業情報交換会」のご案内 

○日 時・・・2011年 12 月 10 日（土）11:00 

○場 所・・・中国新聞ビル７階会議室（広島市中区） 

○内 容・・・基調講演「いのちと種」講師中川敏雄氏（自然農法センター育種課課長、事例報告「アイガモロ

ボットの開発」、「水稲コートブラシ除草その後」、「タ品目栽培で経営確立」など 

○問合わせ・・ＭＯＡ自然農法文化事業団中国支所  TEL 082-248-4396 

■広有研主催「炭素循環農法の勉強会」のご案内 

今年の 8 月に、炭素循環農法の畑の見学会を安芸太田町で行いました。「肥料もやらずによくできている」と

驚きの声があがっていました。そこで、今、注目されている炭素循環農法について、考え方や具体的な方法につ

いて勉強会を下記の要領で開催します。講師には、炭素循環農法について全国で講演等の活動を行っている城雄

二先生をお迎えします。城先生は、広島大学の元助教授（化学）の方ですが、現在は静岡県で自ら畑つくりをし

ながら炭素循環農法の普及に取り組んでおられます。皆さんの奮ってご参加ください。 

○日 時・・・2011年 12 月 17 日（土）午後１時半～ 

○場 所・・・東広島市生涯学習センター２Ｆ会議室（旧中央公民館）TEL 082-423-8211 

西条駅から南へ徒歩 5分 

○会員以外の方の参加も歓迎です。 

■環境街づくり連絡会・農食医同源センター主催「環境・街づくり その後・これから」のご案内 

○日 時・・・2011年 12 月 18 日（日）13:30～17:00 

○場 所・・・幟（のぼり）会館２階 ひろしまＮＰＯセンター大会議室 

○趣 旨・・・環境・街づくりにかかわる活動を更に発展させるために互いの情報を交換し互いに知恵を出し合う 

○参加費・・・500円 

○問合せ先・・農・食・医同源研究センター事務局 TEL 082-258-1061 

■広島県有機農業研究会定期総会のご案内 

○日 時・・・2012年１月 22 日（日）13:00～ 

○場 所・・・三原市中央公民館（三原市円一町二丁目 3番 1号）フジグラン三原店の近く 

交通, JR 三原駅より徒歩で 10 分 山陽自動車道 三原久井 IC より車で 20 分 

○内 容・・・記念講演、活動報告、活動計画他 
 
 

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 

 ひろしま有機研通信  再開第 11 号 
発 行 広島県有機農業研究会 
発行日 2011 年 12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 

URL http://hiroyuken.cocolog-nifty.com/      
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～第 40 回日本有機農業研究会全国大会・総会～ 

全 国 有 機 農 業 の 集 い 2012 in 西中国 
大会テーマ あったか・ゆうき 本当の豊かさと協同を求めて 

○日 時 2012 年 3 月 10 日（土）11 時から 3 月 11 日（日）16 時まで 
○会 場 広島県神石郡神石高原町内（油木体育館、神石高原ホテル、三和公民館ほか） 

10 日（土）[開会行事/記念講演①/分科会/交流懇親会/夜の語らい] 
11 日（日）[種苗交換会/分科会報告/記念講演②/大会アピール/総会/現地研修] 

○宿 泊 神石高原ホテル 〒720-1603 神石高原町時安 5090 TEL 0847-85-300 
湯っ蔵さんわ 〒720-1411 神石高原町光信 58-1  TEL 0847-85-4000 

 
第 1 日  3 月 10 日（土） 油木体育館ほか 
○受付 11：00～ 油木体育館  
○有機食材等テント村 11：00～15：00 油木体育館 

○開会行事 挨拶など 12：30～12：50 油木体育館 
○記念講演① 13：00～14：00 油木体育館 

 『学校現場から感じる食への危機感～免疫力を上げる食の在り方～』講師・中尾慶子さん（長崎県・高校教諭・食育活動家） 

○分科会 15：00～17：30  三和公民館、三和開発協同福祉施設、くるみふれあいプラザ 

[第 1] 豊かな食育 /  [第 2] 原発事故・放射能汚染と有機農業 /  [第 3] 協同運動としての有機農業 
[第 4] 有機農業の技術 /  [第 5] 活かそう！環境支払 /  [第 6]  どうする？有機農産物の流通と販売 

○交流懇親会 19：00～20：30 神石高原ホテル研修室 
○夜の語らい 20：30～22：00  神石高原ホテルラウンジバー  
 ※湯っ蔵さんわ宿泊者移動  20：30～22：30 
 
第 2 日 3 月 11 日（日） 神石高原ホテルほか 
○種苗交換会  7：30～9：00 プール 
 ※種苗持参の方は大会受付に申し込んでください。提供される種苗は説明文をつけて小分けしてください。 

○分科会報告 9：00～9：30 多目的ホール 
○記念講演② 9：30～11：00 多目的ホール 

『生き方のとしての農、表すものとしての有機農業』講師・宇根豊さん（福岡県・百姓・農と自然の思想家） 

○閉会行事 / 大会アピール 11：00～11：15 多目的ホール 
○昼食 ※地元食材を提供します。近くの「道の駅さんわ 182 ステーション・農家レストラン」などでも食事できます。 
○3 分間スピーチ / 日本有機農業研究会総会  12 時～14 時 秀嶺軒 
○食と農の映画上映 「レーチェルカーソン 感性の森」12 時半～14 時 多目的ホール 

（総会に参加しない方のためのプログラム） 

○現地研修 14 時～16 時 かたつむりの会・農業研修塾、神石高原町内有志農家圃場など 
 
会場への交通案内 
○油木体育館まで：車の場合 JR 福山駅から国道 182 号線で約 40 分、中国自動車道東城 IC から約 40 分。 
電車・バスの場合 ＪＲ山陽新幹線福山駅下車、中国バス東廻り油木 or 東城駅行きに乗車して約 90 分、油木

車庫下車、タクシー10 分。ただし、運行本数（8 本/日）が少ないので、会場直行シャトルバス（下記）に福山

駅北口から乗車されることを勧めます。 
○神石高原町内の移動：実行委員会チャーターの会場間シャトルバス・タクシーを利用できます。 

☆ 会員へは後日、参加費、宿泊費、申込方法等を記載した大会パンフレットを送付します。 

☆ 問合せ先：那波邦彦（実行委員会事務局長）Email knaba@estate.ocn.ne.jp TEL 090-3177-0438 
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第 40 日本有機農業研究会全国大会・総会 

全 国 有 機 農 業 の 集 い 2012  in 西中国 

～あったかゆうき・本当の豊かさと協同を求めて～ 
 

趣意書 

 

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きたく思います。 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。 

2011 年 9 月 

  「全国有機農業の集い 2012 in 西中国」大会実行委員会 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

大会の趣旨にご賛同くださる「協賛金」のご出宝を募ります！ 

 

大会開催の諸費用は参加費（2,500 円／日／人）と助成金（日本有機農業研究会、神石高原町）を充て

ますが、赤字が相当見込まれます。このため、大会の趣旨に賛同いただいた方から、協賛金のご出宝を広

く募りたいと思います。協賛金はおいくらでも結構ですので、なにとぞよろしくお願いいたします。ご出

宝される方は、下記の振込先にお願いします。 

 

ゆうちょ銀行・口座番号：１５１７０－５８６６１３４１ 

口座名義：西中国大会実行委員会（ﾆｼﾁｭｳｺﾞｸﾀｲｶｲｼﾞｯｺｳｲｲﾝｶｲ） 

 

「全国有機農業の集い 2012  in 西中国」 

大会実行委員長     伊勢村文英  

 

 

［問い合わせ先］  大会実行委員会事務局長・那波
な ば

邦彦 携帯 090-3177-0438  

 FAX 082-434-6282  Ｅメール knaba@estate.ocn.ne.jp 

 
 


