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第 41回日本有機農業研究会全国大会・総会 

全国有機農業者と消費者の集い 2013 in 静岡 

大会テーマ いのち・食・土  ～オーガニックライフはステキ～ 
 

開催趣旨 

 日本有機農業研究会は、経済優先の近代化の矛盾が公害問題や農薬・食品添加物による健康問題と

して露呈し始めた 1971 年、医食農が結集して経済合理主義の視点を越えて「あるべき農法を探求し、

その確立に資する場」として結成されました。毎年、有機農業の普及と相互の連絡提携を図るために

全国大会を開催しています。 

 有機農業は、ただ安全安心だけではなく、それが自然・環境とのつながりの中で得られる食べ物

や暮らしのあり方と密接に関わるものであることを多くの人が認識するようになりましたが、2011

年 3 月 11 日の東日本大震災・福島原発事故による放射能汚染を経験した私たちは、否応なく、「いの

ち」「食」のよりどころとして、「土」に意識を向ける時代を迎えています。 

 今回の静岡大会は、有機農業の農業者向けの普及だけでなく、地域でつながってきた消費者の参

加・理解・関心の喚起を主題として、有機農業、有機的な暮らしを通して多くの環境リスクや社会的

な課題を乗り越えていく知恵を共有する場として、農業者と消費者・市民による幅広い有機農業の集

いにしたいと考えています。 

大会プログラムの概要 

日時●2013年３月２日（土）１０時３０分から ３月３日（日）１６時３０分まで 

会場●富士常葉
と こ は

大学（静岡県富士市大淵 325）  最寄駅 JR 新幹線新富士 JR 富士 

   ２日（土）【 総会・現地見学会・映画上映＆トーク・地産地消交流会 】 

   ３日（日）【 種苗交換会・記念講演・分科会・分科会報告・大会アピール 】 

※ 実行委員会構成 

委員長   小櫛和子（富士市学校給食を考える会会長、静岡県学校給食ネットワーク代表） 

副委員長  圷 有恒（静岡有機農業の会事務局長、リアル・フード伊太利亭）・戸崎雅章（茶農家静岡市） 

事務局長   守屋司子（「静岡放射能測定室」・環境カウンセラー） 

実行委員  天野一 （静岡県会議員） 

            上田由紀 （生活協同組合パルシステム静岡 副理事長） 

小野由美子（富士市議会議員） 

西澤秀雄（食と農の架け橋クラブ） 

北尾晃一（木の花ファミリー）、 

鈴木公威（浜松有機農業者マーケットの会） 

揚野江利子（弁護士） 

久保田裕子（日本有機農業研究会理事、国学院大学教授）、 

小出すま子（日本有機農業研究会事務局長） 

渡邊亜紀子（プラムフィールド） 
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申込方法及び支払い方法 

１． 下記に必要事項をご記入の上、FAXにてお申し込み下さい。 

静岡大会実行委員会事務局（プラムフィールド内）FAX  054-209－2021 

２． 振込先 ゆうちょ銀行  口座番号 ００８５０－１－１９８８６１ 

 口座名義 日有研全国大会静岡実行委員会   

※振り込み手数料は参加者負担でお願いいたします。 

３． FAXでのお申込みと、口座振り込みを確認し、参加申し込みが完了します。 

４． 特に、「現地見学会」「地産地消交流会」参加者は、事前に必ずお申込みください。 

（準備の都合上、2 月 15 日までにお願いいたします。） 

問合せ先 

★全国有機農業者と消費者の集い in 静岡大会実行委員会事務局 

（静岡県静岡市葵区 1-2-3）  

守屋司子 054-209－2021（プラムフィールド内） 

★日本有機農業研究会事務局（東京都文京区 3-17-12-501） 

 TEL 03-3818-3078  FAX 03-3818-3417  ｅ-mail Info@Joaa.net 

★地元関係者の問合せ先：０９０－４８６６－０２２８（小櫛） 

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

申込み用紙 

静岡大会実行委員会事務局（プラムフィールド内）FAX  054-209－2021 

 

お名前 

住  所 〒 

 

電話番号 

e-mail: 

 
 ※申込書には、次の該当する箇所すべてを○印で囲み、合計額をご記入ください。 

3月 2日

（土） 

現地見学会 地産地消交流会 送迎バス 2日の弁当 合計金額 

¥2,000 ¥3,000 ¥1,000 ¥1,000 

 3月 3日

（日） 

全日参加  静岡地元参加 送迎バス 3日の弁当 

¥2,000 ¥1,000 ¥1,000 ¥1,000 

 

 ※参加希望する見学会コース・分科会に○をつけてください。 

見学コースの申込み 分科会申し込み 

見学ｺｰｽ ア 見学ｺｰｽ イ 第 1 分科会 第 2 分科会 第 3 分科会 第 4 分科会 第 5 分科会 
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第１日 ３月２日（土）  富士常葉大学・富士宮市内（見学会） 

受付●１０：００～  総会●１０：３０～１２：００   富士常葉大学 学生館２階 G201 講義室 

昼食  （地元有機農家手作り弁当 申込者のみ） 

 

現地見学会●１３：３０～１７：００ 

ア 有機農業実践者訪問 (木の花農園)  富士宮市 

 イ 有機野菜の流通研修（ドラゴンファーム、宮田農園） 富士宮市 

 

映画上映＆トーク●１３：３０～１７：００  富士常葉大学 G１０１講堂 

 映画『食の未来』『土の讃歌』 トーク 安田節子・山田勝巳他   

 

地産地消交流会●１８：００～２０：３０   富士常葉大学１階 学生食堂他 

富士山麓（富士・富士宮）の豊富な食材でおもてなしします。朝霧高原で育てら

れた牛・豚・鶏、富士宮の魚ニジマス、富士山の湧水があるからこその地酒各種

の試飲、この地ならではの農産物・海の幸でたっぷりとお楽しみください。静岡

県内のお茶、特産品紹介コーナーも用意します。 

 

 第２日 ３月３日（日）  富士常葉大学 

種苗交換会●７：３０～９：４５        学生食堂脇テラス 

 ※種苗持参の方は大会受付に事前にお申し込みください。 

 ※提供いただく種苗は予め説明文をつけて小分けしておいてください。 

 

 

開会行事・記念講演       ９：５０～１１：３０       G１０１講堂 

記念講演：「野草パワーで元気を摂ろう！ 」             

      講演  若杉友子さん  野草料理研究家・食養指導者 

分科会紹介●１１：３０～１２：００ 

 

昼食 （地元有機農家手作り弁当 申込者のみ） 

 

分科会●１３：００～１５：３０（☆は司会進行／★話題提供者  敬称略） 教室他 

＊第１ 放射能汚染の中での有機農業         

☆若島礼子（日本綜合医学会食養指導士）★大内信一（福島県 二本松有機農業研究会） 

★馬場利子（静岡市 プラムフィールド代表）★魚住道郎（茨城県 魚住農園 日有研副代表） 

★槌田劭（京都府 使い捨て時代を考える会） 

 

＊第２ 子どもの健康と食 ～未来の学校給食～ 

☆小櫛和子（富士市 富士市学校給食を考える会会長）★中島紀一（茨城県 茨城大学名誉教授） 

★遠藤貴子（富士市立田子浦小学校学校栄養職員）★安藤徹哉（富士市 安藤農園） 
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＊第３ 手をつなごう オーガニック 

☆上田由紀（生活協同組合パルシステム静岡副理事長）★吉野隆子（愛知県 オアシス 21オーガ

ニックファーマーズ朝市村村長）★小松浩二（沼津市 八百屋 REFS代表） ★舘野廣幸（栃木県 有

機農家）★松木一浩（富士宮市 (株)ビオファームまつき代表取締役） 

 

＊第４ 有機農業がお茶を救う ～日本茶の新しい世界～ 

☆圷 有恒（静岡市 静岡有機農業の会事務局長）★大村悌じろう（静岡市 薬剤師、食品保健指導

士）★齊藤勝弥（静岡市、有機茶農家）★戸崎雅章（静岡市 有機茶農家、静岡環境保全型農業推

進会代表） 

 

＊第 5 農の技 ～農薬はやめられる～ 

☆北尾 晃一（富士宮市 木の花ファミリー）★石綿薫（長野県 自然農法国際研究開発センター） 

★松沢政満（愛知県 福津農園）★龍田純隆（富士宮市 ドラゴンファーム） 

 

分科会報告●１５：４５～１６：１５      G１０１講堂 

大会アピール●  閉会行事●１６：１５～１６：３０ 

 

 

 1日ごとの参加の参加費 

 

 ・「現地見学会」（３月 2 日）の参加費は、大人一人２，０００円、小中学生１，０００円です。幼児は

大人に含みます。小中学生の参加は別途明記してください。見学会でのバス代を含みます。集合場所・

常葉大学までの送迎バス代は別途必要。 

 ・「地産地消交流会」（３月２日）に出席される方は３，０００円 

（酒類はありません。紹介、販売のみです）。 

 ・「映画上映＆トーク」の参加費は無料です。なお、送迎バス利用者はバス代が必要です。 

 ・3 月 3 日の１日参加費は、地元（静岡県内）の方は、１，０００円です。 

 ・送迎バス（JR 駅←→富士常葉大学）をご利用の方は、１日につき１，０００円。 

・昼食（弁当）をご注文の方は、１日につき１，０００円。 

 

  

送迎バス 発車時間 

 行き （２日・３日共に） JR富士駅９：００→ 新富士駅９：２０ → 富士常葉大学 

              JR富士駅１２：３０→ 新富士駅１２：５０ → 富士常葉大学 

   帰り （２日） 富士常葉大学１７：４５→新富士駅１８：０５→JR富士駅１８：２０ 

富士常葉大学２１：００→新富士駅２１：２０→JR富士駅２１：４０ 

      （３日） 富士常葉大学１７：００→新富士駅１７：５０→JR富士駅１８：１０ 

 


