
    

    

    

    

    

    

        
    

 

 

 

 

    

    

    

宮城県加美郡色麻町宮城県加美郡色麻町宮城県加美郡色麻町宮城県加美郡色麻町にてにてにてにて    2013/3/142013/3/142013/3/142013/3/14（（（（木木木木）～）～）～）～3/153/153/153/15（（（（金金金金））））        

 浦山利定氏 ほ場を会場に、大会を開催することにいたしました。 

 

 

 

自然栽培をはじめて 10 年。 

 

平成 24 年度産がもっともいい収穫量になりました。 

はじめて 5年目、6年目のころは反収 2俵まで落ち込

みました。本当にどん底でした。 

 

しかし、二山耕起にヒントを得た 8年目、収穫量は上

がりだし、道法 正徳氏のいうかけ流しにヒントを得て

収穫量は、反収 5俵は安定して収穫できています。 

 

まさしく土・地球と太陽や月と宇宙と自分がつながっ

ていくのを感じています。 

 

 

震災から 2 年 

あゆみを確実にするために……！ 

お互いの取り組みを、 

確認する場を設けることにしました……！ 



 2

   

 

    

第一日目第一日目第一日目第一日目    

第第第第１１１１部部部部    開会開会開会開会のあいさつのあいさつのあいさつのあいさつ    

2013/3/14（木）13：00～ 

開会のあいさつ  北ブロックブロック長 石山範夫氏 

司会進行  東北ブロック副ブロック長  酒勾徹氏 

参加者紹介  県ごとに参加者を紹介    

第第第第２２２２部部部部        ほほほほ場視察場視察場視察場視察    浦山利定氏浦山利定氏浦山利定氏浦山利定氏ほほほほ場場場場        

2013/3/14（木）13：45～15：00 

  自然栽培に取り組んで 10年。5～6年目にはかなり収穫量が落ちた。  

そこから何をヒントにどのように歩んできたか。ほ場にたって話をお伺いし

ます。 

第第第第３３３３部部部部    自然栽培自然栽培自然栽培自然栽培のののの意義意義意義意義とととと取取取取りりりり巻巻巻巻くくくく現状現状現状現状    

2013/3/14（木）15：30～17：00  講師：河名副会長河名副会長河名副会長河名副会長        
土の浄化と身体の浄化。相似するメカニズム。自身の体験と昨今の状況をお

伝えします。改めて自然栽培に取り組む意義とは…… 

    

第第第第４４４４部部部部        高橋博会長高橋博会長高橋博会長高橋博会長    講演講演講演講演    

2013/3/14（木）17：15～18：45  講師：高橋 博 氏 

自然栽培の歴史。なぜ今まで広まらずに来たのか。その歴史から自然栽培全

国普及会の意味、肥毒に取り組む意味について語ります。肥料や農薬に頼ら

ず、作物が育つ秘訣はただ一点！土とタネの「肥毒」にあります。自然に逆

らい、土を汚した結果、そもそも土にそなわる植物や作物の育つ力を邪魔し

てしまった。その集積が「肥毒」。各地域のさまざまな実践を例題に話を進め

ていきます。    
 

第第第第 6666 部部部部        懇親会懇親会懇親会懇親会        

2013/3/14（木）19：30～ 21：30     

このセミナーに集う方々は、自然栽培、農業、食への意識の高い方が本当に

多くいらっしゃいます。ぜひ時間の許す限り親睦を深めてください。 

 

 

 

 

東北東北東北東北ブロックブロックブロックブロック大会大会大会大会    内容内容内容内容ととととスケジュールスケジュールスケジュールスケジュール    
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    第二日目第二日目第二日目第二日目    

第第第第 7777 部部部部    酒匂徹氏酒匂徹氏酒匂徹氏酒匂徹氏            体験談体験談体験談体験談    東北東北東北東北ブロックブロックブロックブロック副副副副ブロックブロックブロックブロック長長長長    

2013/3/15（金）8：00～9：00 

パーマカルチャーの先駆者として活動し、自然栽培に至る。その道のりと自

然栽培の意義、新規就農者へのメッセージを語る。 

第第第第８８８８部部部部        浦山利定氏浦山利定氏浦山利定氏浦山利定氏        体験談体験談体験談体験談    宮城地区長宮城地区長宮城地区長宮城地区長    

2013/3/15（金）9：00～10：00 

自然栽培をはじめて 10年。反収 2俵まで落ちた 5～6年目。そこからどのよ

うに収穫量が改善したのか。反収 5～6俵にいたった取り組みと、ここまです

すんできて感じていることを語ります。 

二山耕起、かけ流し、その中で見えてきたこととは……！？ 

 第第第第９９９９部部部部    自然栽培基準自然栽培基準自然栽培基準自然栽培基準とととと自然栽培自然栽培自然栽培自然栽培チェックシートチェックシートチェックシートチェックシートについてについてについてについて    

2013/3/15（金）10：15～10：45 

事務局より自然栽培基準と自然栽培チェックシートについて解説があります。    

    第第第第 10101010 部部部部    石山範夫氏石山範夫氏石山範夫氏石山範夫氏        講義講義講義講義    

2013/3/15（金）10：45～12：00 

            自然栽培自然栽培自然栽培自然栽培のののの苗苗苗苗づくりについてづくりについてづくりについてづくりについて    

自然栽培の水稲の苗作りについて、詳細な取り組みをお伝えいただきます。

この議論をうけて、午後のフリータイムでは他の方の体験談を話していた

だきます。 

 ～～～～昼食昼食昼食昼食～～～～         

 第第第第 11111111 部部部部    体験談体験談体験談体験談ととととフリーディスカッションフリーディスカッションフリーディスカッションフリーディスカッション    

2013/3/15（金）13：00～15：30 

新規就農して取り組まれている方、長年取り組んでいらっしゃる方、慣行や

有機から切り替えた方、など、できるだけ苗作りから栽培の体験談、失敗談

を語り合います。できるだけ多くの経験を共有し、財産となるよう取り組み

ます。 

第第第第12121212部部部部    県別県別県別県別    打打打打ちちちち合合合合わせわせわせわせ    

2013/3/15（金）15：30～16：00 

今後の県ごとの研鑽のあり方、チェックシートの運用の仕方を協議します。    

第第第第13131313部部部部    まとめまとめまとめまとめ    高橋会長高橋会長高橋会長高橋会長////石山副会長石山副会長石山副会長石山副会長    

2013/3/15（金）16：00～16：30 

今回の大会の総括と今後の動きについてお話があります。 
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【今回の受講料】 
受講料内訳 受付人数 普及会 

会員 

一般の方 

全日程参加 

①②③④込み 
￥19,250 ￥23,500 

①第一日目  

 
￥5,000 ￥7,000 

②第二日目 

 2 日目昼食つき 
￥6,050 ￥8,050 

③懇親会 

飲み放題 
￥4,000 

④宿泊  

2 日目朝食つき 

 

 

 

 

限定 50名様 

￥4,250 

 

【概要】 
名称：  自然栽培全国普及会 東北ブロック大会 

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  

講師：  高橋 博氏 石山 範夫氏 酒勾徹氏 浦山利定氏 河名秀郎氏 

会場：  宮城県加美郡色麻町 浦山利定氏圃場 / 色麻町 農業伝習館 

期日：  平成 25 年 3 月 14 日（木） 3 月 15 日（金） 

受講料：  前項のとおり 

募集人数：  50 名様 

集合場所： 平成 25 年 3 月 14 日（木） 

  色麻町農業伝習館 TEL 0229-65-4390 FAX 0229-65-4391 

宮城県加美郡色麻町四竃字東原 1-40 

   

【【【【宿泊宿泊宿泊宿泊】】】】色麻町色麻町色麻町色麻町    農業伝習館農業伝習館農業伝習館農業伝習館 

    

    

    

    

ごごごご宿泊宿泊宿泊宿泊はははは「「「「相部屋相部屋相部屋相部屋」」」」となりますとなりますとなりますとなります。。。。    

予予予予めごめごめごめご了承了承了承了承くださいませくださいませくださいませくださいませ。。。。 
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【【【【行程表行程表行程表行程表】】】】     

平成 25 年 3 月 14 日（木）  

勉強会行程  

12：30 集合  色麻町 農業伝習館 正門 

13：00 第一部 式辞    

東北ブロック ブロック長 石山 範夫氏 

高橋博 会長 

    県ごとの各生産者紹介  

13：45～15：00 第二部 浦山利定氏 ほ場見学 

15：30～17：00 第三部 河名副会長 講演  

17：15～18：45 第四部 高橋会長 講演  

19：00～19：30 ライスフィールドへ移動 バス 

19：30～21：30 第六部 懇親会（ライスフィールドにて） 

21：30 農業伝習館へ移動 バス 

平成 25 年 3 月 15 日（金）  

勉強会行程  

7：00～ 朝食 色麻町 農業伝習館 食堂 

8：00～9：00 第七部 酒勾徹氏（東北ブロック副ブロック長） 講演 

9：00～10：00 第八部 浦山利定氏 体験談 

10：15～10：45 第九部 自然栽培基準と栽培チェックシートについて 

10：45～12：00 第十部 石山副会長 自然栽培水稲の苗作りについて 

12：00～13：00 昼食 色麻町 農業伝習館 食堂 

13：00～15：30 第十一部 参加者 体験談とフリーディスカッション 

15：30～16：00 第十二部 県別うちあわせ  

16：00～16：30 第十三部 まとめ 

行程は、天候や講義の進行、内容を鑑み、主催者の判断で事前

のお知らせなしに変更する場合がございます。 

あらかじめ、ご了承くださいませ。 
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概要と申込方法 

自然栽培全国普及会 東北ブロック勉強会  
■■■■開催日開催日開催日開催日                        平成 25 年 3 月 14 日（木）～3 月 15 日（金） 

■■■■受講料受講料受講料受講料        

受講料 

全日程参加 

①②③④込み 

①1 日目 

昼弁当付 

②2 日目 

昼弁当付 

③懇親会 

（1 日目夕食飲み放題） 

④宿泊 

（1 泊 2 日目朝食付） 

一般の方 \23,250 \7,000 \8,050 \4,000 \4,250 

普及会会員の方 \19,250 \5,000 \6,050 \4,000 \4,250 

■■■■おおおお支払支払支払支払いいいい方法方法方法方法      銀行振込 ■■■■おおおお支払支払支払支払いいいい期日期日期日期日    平成平成平成平成 25252525 年年年年 2222 月月月月 28282828 日日日日（（（（木木木木）））） 

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 

■■■■キャンセルキャンセルキャンセルキャンセル規定規定規定規定   

3 月 1日（金）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。返金はいたしかね

ますのであらかじめご了承ください。2 月 28 日（木）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。 

■■■■おおおお申申申申しししし込込込込みみみみ方法方法方法方法        事前のご予約、ご入金が必要です。    

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。その後指定

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。 

■■■■申込先申込先申込先申込先    自然栽培全国普及会自然栽培全国普及会自然栽培全国普及会自然栽培全国普及会    事務局事務局事務局事務局    ㈱㈱㈱㈱ナチュラルナチュラルナチュラルナチュラル・・・・ハーモニーハーモニーハーモニーハーモニー            

①TEL①TEL①TEL①TEL    043043043043----309309309309----7981  7981  7981  7981  ②②②②メールメールメールメール    fukyufukyufukyufukyu----kaikaikaikai@naturalharmony.co.jp 

 

 

お申し込みはこちらから 

https://1lejend.com/stepmail/kd.php?no=162139 
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【【【【開催会場開催会場開催会場開催会場    アクセスアクセスアクセスアクセス】】】】 

集合場所集合場所集合場所集合場所        色麻町色麻町色麻町色麻町    農業伝習館農業伝習館農業伝習館農業伝習館                

TEL 0229-65-4390 FAX 0229-65-4391  宮城県加美郡色麻町四竃字東原 1-40  

 

色麻町色麻町色麻町色麻町    

農業伝習館農業伝習館農業伝習館農業伝習館 

次次次次ページページページページ

にににに拡大拡大拡大拡大    
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【【【【拡大地図拡大地図拡大地図拡大地図】】】】    色麻町色麻町色麻町色麻町    農業伝習館農業伝習館農業伝習館農業伝習館                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■交通のご案内 

● 自動車の場合 

東北自動車道  

○ 大和 ICより 24分 

 1. 大和料金所を降り、吉岡 の表示に従って右方向に進む 有料区間  

 2. 右折して吉岡街道/県道 3号線に入る 

  3.そのまま 県道 3号線 を進む 2.1 km 

 4. 右折して奥州街道(陸羽街道)/国道 4号線に入る 1.8 km 

 5. 大衡村大柳（交差点） を左折して 羽後街道/国道 457号線 に入る  9.1 km 

 6. 右手に緑色の農業伝習館の看板があるので、右折する 

○ 古川 ICより 30分 

 1. 古川料金所を北に進む  68 m 

 2. 分岐点を 石巻・古川 の表示に従って右方向に進み 国道 47号線 に入る 1.9 km 

 3. 右折して国道 4号線に入る  1.2 km 

 4. 城西（交差点） を右折して 国道 347号線 に入る 1.8 km 

 5. 右折してそのまま 国道 347号線 を進む  5.8 km 

 6. 左折して羽後街道/国道 457号線に入る  5.0 km 

 7. 国道 457号線に入って 5kmほどで農業伝習館の看板があるので左折する 

● 電車の場合 

○ 東北新幹線古川駅から車で 30分 

○ 奥の細道湯けむりライン 西古川駅より車で 15分 

色麻町色麻町色麻町色麻町        農業伝習館農業伝習館農業伝習館農業伝習館    

TEL 0229-65-4390  

FAX 0229-65-4391   

宮城県加美郡色麻町四竃字東原 1-40 

 


