
生産者のみなさま 

平成 26年 10月 8日 

                                自然栽培全国普及会  

  会長 高橋博 

・副会長 河名秀郎 

                                  事務局 ㈱ナチュラル・ハーモニー 

 

自然栽培全国普及会 中部ブロック研鑽会 のご案内 

   

清秋の候、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。日頃のご厚情、御礼申し上げます。 

 

平成 23 年 11 月 11 日に自然栽培全国普及会が発足し、これまで全国各ブロックにおいて大会・勉強会・研鑽

会を重ねて参りました。全国の自然栽培農家の方々の研鑽される姿には躍進する原動力を感じます。中部ブロッ

クでは、これまで東海・甲信越・北陸と個別に農家のみなさまとの接点を持って参りました。この度、中部ブロ

ックにおいても、取り組み生産者のみなさまを中心に自然栽培普及と研鑽を目的として一同に集い研鑽する機会

を設けさせていただければと考えご案内をさせていただくこととなりました。 

自然栽培にすでに取り組み、実践されているみなさま、普及されているみなさま、日頃のご尽力、感謝申し上

げます。今後、取り組みたいと考えていらっしゃる方々や関心のある方々もいらっしゃることと思います。新規

就農を考えていらっしゃる方もあることでしょう。 

このたびは田原市の株式会社そら（そらの野菜）代表、二村氏のほ場をお借りして開催いたします。会長の高

橋・副会長の河名も参席させていただき、自然栽培を実践しているみなさまとこれまでの取り組みの経緯や現状

の課題などをお話させていただければと考えています。お互いの確認をし、今後の取り組みや生き方に活かして

いただければと考えております。また更に、地球のため、次世代を担う子供たちのために、ぜひ、一緒に学び、

繋がり、想いを共有し、この活動を広げていけたらと考えております。 

〔研鑽会概要〕 

■期日     平成 26年 11月 17日（月） 

■主催     自然栽培全国普及会  

■趣旨     理念・原理に基づく自然栽培技術の研鑽・現地研修 

■講師     二村 純氏 高橋 博氏 河名 秀郎氏 

■集合日時 11月 17日（月）10：00 

■集合場所 田原市 若戸市民館 

  〒441-3503 愛知県田原市若見町新居６    TEL :  0531-45-4300 

■講義会場 田原市 若戸市民館（座学）  

  株式会社そら 二村氏ほ場（ほ場講義） 

  〒441-3503 愛知県田原市若見町権亟地 62  TEL： 0531-45-5215 

■懇親会  食事処 旅館 玉川  

  〒441-3617  愛知県田原市福江町中紺屋瀬古 22-1  TEL :  0531-32-0234 

■定員     30名様 

 



■受講料     

 項目 
普及会会員/ナチュラル・ハー

モニー取引生産者の方 
一般の方 

① 研鑽会費（参加必須） 4,000 円(税込) 6,000 円(税込) 

② 懇親会費（※） 6,000 円(税込) 

③ 
宿泊費（※） 

(朝食付き) 
5,500 円(税込) 

④ お弁当（※） 1,300 円(税込) 

 総額 16,800円（税込） 18,800円（税込） 

■日程表   雨天決行いたします！ 

●集合 愛知県田原市 若戸市民館    10：00 

第１部 開会のあいさつ  高橋会長     10：30～ 

第 2 部 ほ場見学       10：45～13：00 

 昼食       13：15～13：55 

第 3 部 実践報告 二村純氏     14：00～14：30 

第 4 部 実践報告 調整中     14：35～15：00 

第 5 部 実践報告 調整中     15：05～15：30 

第 6 部 実践報告 河名秀郎     15：35～16：00 

第 7 部 高橋博会長 講演     16：05～17：30 

●解散   

 第 8 部 懇親会 於：食事処 旅館 玉川   18：30～20：30  

 

■申込締切期日   平成 26年 10 月 31日(金) 
■入金締切期日  平成 26年 11 月 7 日(金) 

■お支払い方法    銀行振込  

金融機関   三菱東京 UFJ 銀行 元住吉支店 支店番号 254    口座番号 普通 ００６０１３３ 

口座名義   カ）ナチュラルハーモニー 

お振込人名義は申込書のお申込者名にてお振込みください。名義が異なる場合、確認に時間がかかり、お申

込み後のお知らせが遅れる場合があります。 

■キャンセル規定   

11 月 8（土）以降のキャンセルはいかなる場合も、受け付けることはできません。100％ご負担いただき返

金はいたしかねますのであらかじめご了承ください。11 月 7 日（金）以前のキャンセルは振込手数料を差し

引いた金額をご指定の銀行口座へ振り込ませていただきます。 

■お申し込み方法   

 事前のご予約、ご入金が必要です。同封の申込用紙または電話・メールにてお申込ください。お名前・ご住

所・お電話番号・当日連絡可能な携帯電話番号・受講人数をお知らせください。その後上記の口座に受講料

をお振込みください。ご入金の確認、本登録通知書の送付をもって「本予約」となります。 

■申込先 自然栽培全国普及会 事務局 ㈱ナチュラル・ハーモニー   

①TEL  043-309-7981   

②メール  fukyu-kai@naturalharmony.co.jp 

③FAX  043-309-6421 

所在地  〒289-1115 千葉県八街市八街ほ 661-1 ㈱ナチュラル・ハーモニー内  

※①研鑽会は参加必須 

※②③④は希望者のみ 

mailto:fukyu-kai@naturalharmony.co.jp


■講師プロフィール    

 

自然栽培全国普及会 会長     高橋 博氏  千葉県富里市  自然栽培開始 1978 年～ 

 

開始から 11 年かけて徐々に自然栽培面積を増やし全面積に取り組む。 

自然栽培の理念・原理原則を踏まえた自然をひもとく発想法は、農業の枠を

超えたメッセージがある。土づくり・種づくり・人づくりをテーマに活動中。

自然栽培を日本はもとより、世界に発信していくために、さまざまな角度か

ら研鑽を行っている。その経験をあますところなく語ります。 

 

 

 

自然栽培全国普及会 副会長  河名 秀郎氏     事業開始 1984 年～ 

  

自然栽培農家で研修した後、引き売りから流通を立ち上げる。医者にもクス

リにも頼らない生き方を提唱。自然栽培と天然菌のパイオニア。ナチュラ

ル・ハーモニー代表。卸売業、自然食品店、自然食レストランを手がけてい

る。衣食住におけるナチュラルライフを提案するショッピングスペース「ナ

チュラル＆ハーモニックプランツ」を運営。自然栽培専門の個人宅配も手が

けている。 

 

 

自然栽培全国普及会 会員     二村 純氏  愛知県田原市  自然栽培開始  2000 年～ 

 

40歳で脱サラして新規就農 一家を引き連れて名古屋から田原市に移住。 

有機栽培をするつもりが、自然農法に出会い自然農法で就農し販売開始する。 

2007年 地元産野菜のこだわりを捨て、適地適作野菜栽培に考えを変更。 

2010年 農業生産法人 株式会社 そら（そらの野菜）を立ち上げる。 

自家栽培の自然栽培野菜・お米、全国の自然栽培農家さんの野菜・果物、 

こだわりの加工品等をセットしてインターネットで販売   現在に至る 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■ アクセス 

集合場所へはお車をご利用ください 送迎のバスはございません。 

■ 田原市 若戸市民館 〒441-3503 愛知県田原市若見町新居６ TEL :  0531-45-4300 

■ 浜松西 IC から 61.5 ㎞ 1 時間 14 分      google map より 

 

 

■ 豊川 IC から 40.9 ㎞ 59 分 

 



― 申込用紙 ― 
自然栽培全国普及会 中部ブロック研鑽会  fax：プリントアウトしてご使用ください。 

Webからの申込み：https://1lejend.com/stepmail/kd.php?no=Evrszvi 

■開催日      平成 26年 11月 17日（月） 

 項目 普及会会員/取引生産者の方 一般の方 

① 研鑽会費（参加必須） 4,000 円(税込) 6,000 円(税込) 

② 懇親会費 6,000 円(税込) 

③ 宿泊費(朝食付き) 5,500 円(税込) 

④ お昼お弁当 1,300 円（税込） 

 総額 16,800円（税込） 18,800円（税込） 

   

■申込先 自然栽培全国普及会 事務局 ㈱ナチュラル・ハーモニー   

  ①TEL 043-309-7981  ②メール fukyu-kai@naturalharmony.co.jp 
  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

FAX：096-288-1562  
参加予定のコースいずれかにチェック☑をつけてください。重複可 

☑①研鑽会 □②懇親会 □③宿泊（男女別 相部屋）□④お弁当  性別  □男性・□女性  

        

FAX 043-309-6421 （24時間受付） 

当日連絡可能な 

携帯電話番号     （      ）   FAX 番号        （     ）             

お名前      お電話番号      （     ）    

ご住所（必須） 〒   －                                               

  

自然栽培全国普及会会員またはナチュラル・ハーモニー取引生産者様ですか？   □ はい  □ いいえ  

 ※いずれかにチェック☑をつけてください。        受講者数  男性    名様  女性   名様  

 

自然栽培全国普及会 事務局行 

当日連絡可能な 

携帯電話番号（必須）     （      ）   FAX 番号        （     ）             

フリガナ                                     

お名前（必須）     様 お電話番号（必須）      （     ）    

他の参加者の              住所（都道府県）      当日連絡可能な携帯番号      （     ）    

お名前           集合場所 ご本人と違う場合                

 

参加予定の項目いずれかにチェック☑をつけてください。重複可①は必須 

☑①研鑽会 □②懇親会 □③宿泊（男女別 相部屋）□④お弁当  性別  □男性・□女性  

 

 □②1 日目 □③2 日目 □④懇親会+宿泊 □⑤懇親会      性別  □男性・□女性   
他の参加者の              住所（都道府県）      当日連絡可能な携帯番号     （     ）    

お名前           集合場所 ご本人と違う場合                

 

参加予定の項目いずれかにチェック☑をつけてください。重複可①は必須 

☑①研鑽会 □②懇親会 □③宿泊（男女別 相部屋）□④お弁当  性別  □男性・□女性  

    
他の参加者の              住所（都道府県）      当日連絡可能な携帯番号      （     ）    

お名前           集合場所 ご本人と違う場合                

 

参加予定の項目いずれかにチェック☑をつけてください。重複可①は必須 

☑①研鑽会 □②懇親会 □③宿泊（男女別 相部屋）□④お弁当  性別  □男性・□女性  

  

限定 30名様！  

※①研鑽会は参

加必須 

※②③④は希望

者のみ 

https://1lejend.com/stepmail/kd.php?no=Evrszvi
mailto:fukyu-kai@naturalharmony.co.jp

