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第 27 回九州・山口有機農業の祭典／第 48 回日本有機農業研究会全国大会総会 合同大会

全国有機農業の集い 2020 in 水俣

水俣に出会い つなぐ つなげる
～水を汚さず、 土を汚さず、 空気を汚さない　いのちが宝のあたり前の社会へ～

2020 年1月25日（土）、26日（日）、27日（月）

会場　水俣市文化会館　熊本県水俣市牧ノ内８- １
水俣市総合もやい直しセンター「もやい館」熊本県水俣市牧ノ内３－１
湯の児 海と夕やけ　熊本県水俣市大迫 1213

宿泊　湯の児 海と夕やけ／湯の児温泉 昇陽館　熊本県水俣市浜 4098-40　※リーズナブルな料金のお宿案内あり

歴史を学び、今を感じ、これからを語り合う。美しい、楽しい未来へ。
ワクワクすることが大きなエネルギーになります。ワクワクと学びを礎に、つなげていきましょう。

新たな出会い、人との出会い、物との出会い、地域との出会い、事との出会い……
きっと新しい何かと出会える大会になります。ぜひぜひ、思い切って熊本・水俣へお越しください�

　　　　　　　　プログラム　　　　　　　　
【第１日目】１月 25 日（土）

■受付　 12：00 ～　＠水俣市文化会館

■あいさつ　 13：00 ～ 13：15　＠水俣市文化会館

■リレートーク　 13：20 ～ 14：50　＠水俣市文化会館

１「水俣から未来へ」　講師　杉本肇　チリメン漁師・水俣病資料館語り部

両親、祖父母は水俣病認定患者。母・栄子さんは「水俣病ものさり（天からの授かり物）と思え」

という言葉を残し死去。水俣病患者家族に生まれた葛藤や苦悩を経験しながら、自身も水俣病

の語り部となり、無農薬の甘夏を栽培しながらチリメン漁を行う。水俣から未来へのメッセージ。

２「水俣、私が果たすべき使命」　講師　赤木洋勝　有限会社国際水銀ラボ所長

生涯をかけて水銀分析に取り組む。赤木洋勝さんを中心に確立した水銀分析法は国際的にも高

く評価され、77 歳になった今も水銀の研究を続けながら、世界中の水銀被害問題の解決に取り

組む。水俣で出会った使命とは。

３「私がみなさんに伝えたいこと」　講師　上村好男　水俣病互助会会長

一次訴訟原告家族、水俣病互助会会長であり、胎児性水俣病患者である故上村智子さんの父。

写真家ユージン・スミスが撮った「入浴する智子と母」の写真は世界中に衝撃を与えた。80 代

になった今も水俣病の問題解決への行動を続けながら訴える。

４「水俣病事件と出会って」　講師　伊東紀美代　NPO法人水俣病協働センター

中学生の時、水俣病事件を報道する小さな新聞記事に衝撃を受ける。その後、1969年 20代で水俣病

患者の支援者として水俣へ。それ以来患者に寄り添い続ける。伊東さんがみてきた水俣病事件とは。

■ 2001 水俣ハイヤ節   14：55 ～ 15：15　＠水俣市文化会館

水俣病で苦しむ地域の再生を願って、故杉本栄子さんと荒馬座という東京の民芸歌舞のメンバーにより2001年に創

作された踊り。地元の水俣市立袋小学校で踊り続けられている。踊りの指導は、リレートークに登場する杉本肇さん。
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■分科会　 15：30 ～ 17：00　＠水俣市文化会館／もやい館

水俣市文化会館ともやい館の２会場で、13 のテーマにわかれて語り合います。気になる分科会にご参加ください。

ステキな出会いがありますように……。

①続リレートーク「水俣病事件とは」　話題提供　上村好男、伊東紀美代

②続リレートーク「水俣から未来へ」　話題提供　杉本肇

③続リレートーク「水俣、私が果たすべき使命」　話題提供　赤木洋勝
※①～③は、リレートークでは語りきれなかった内容をお話しいただき、参加者と語り合います。

④つなぎＦＡＲＭ未来への種まき～小さな町の大きな挑戦～　 話題提供　津奈木町職員、生産者
水俣市に隣接する津奈木町は、町独自で「自然栽培」 「減 肥料・減農薬栽培」に取り組んでいます。環境配慮

型農業実践塾や大地の再生講座など、小さな町の未来につなげる大きな挑戦を行政職員と生産者が紹介します。

（２日目に現地見学会あり）

⑤いわゆる「産直」と「産消提携」の違いってなあに？　　話題提供　熊本いのちと土を考える会（消費者）、

古野泰治郎（生産者／合鴨家族　古野農場）　進行　高山健也
国連による小農改革の提唱・アグロエコロジーに根ざす「家族農業の 10 年」。世代をつないでこれを実現する

道で「提携」の果たす役割とは？ 

⑥種とグリホサート等農薬規制緩和を考える　　話題提供  安田節子（日有研理事／食政策センタービジョン21）、

宮部和雄（くまもとのタネと食を守る会）、　進行  間澄子
ＧＭ認可世界一、ゲノム編集無規制を決め、グリホサート等の農薬の残留基準緩和を進める日本。世界と逆行する

日本の農業を変えるためには？熊本で制定される種子条例運動を牽引してきた報告も共有し、可能性を探ります。

⑦荒瀬ダム撤去・生態系回復・流域の循環と調和　 話題提供 つる詳子（自然観察指導員熊本県連絡会） 進行  平山俊臣
日本で初めてのダム撤去実現に関わった、熊本県八代市在住の環境カウンセラーつる詳子さんをお招きし、日

本三大急流である球磨川の自然生態系回復に向けた取り組みを学びます。

⑧省力化農業技術　 話題提供  荒毛正浩（あらけ農園）、古野隆雄（合鴨家族　古野農場）

有機稲作を普及拡大させる上で課題となっている低コスト・省力化。これらを解決する技術の 1 つとして極め

て有望な田植えや苗づくり不要の乾田直播有機稲作の実際をご紹介します。

⑨どぎゃんかせんと！有機農産物の流通　 話題提供  肥後やまと
有機農産物が「作る量＞食べる量」の地域の大きな悩み、販売、物流。新規就農者にとっては死活問題。どぎゃん

かせんと！ と動き出した事例を皮切りに、さらなる広がりに向けて語り合います。（３日目に現地見学会あり）

⑩水俣でつなぐ つなげる 先輩農家と新規就農者　話題提供　茅畑孝篤（クルンノウエン）、内田朋昭（ウチダ農園）

有機農業の原点水俣で先輩農家さんの体験談や事例発表を通して、若手農家が抱える課題にアドバイスしていた

だきます。有機農業も水俣病もとても重要なことであることを未来へつなげて語り合いましょう。

⑪被害者が加害者になってはいけない ～水俣病事件と甘夏みかん栽培の日々～　話題提供 高倉史朗（ガイアみなまた）

水俣病事件で海から陸に上がり、絶望の中、希望を託して甘夏を植えた水俣病患者。農薬を使うことで、被害者が加害者

となる矛盾に気づきます。それは、甘夏の無農薬栽培への挑戦の始まりでした。40 年の模索と実践の日々を振り返ります。

（２日目に現地見学会あり）

⑫水俣の海　私は水俣で魚屋になった   話題提供 中村雄幸（移動販売魚屋）

新潟県出身。水産大学校を中退し、1971 年から水俣在住。38 歳で魚の移動販売を始めました。水俣病事件で水俣の魚は敬

遠される時代に、何故、水俣で魚屋になったのか。水俣の海の話を交えながら、魚屋としての水俣での日々を伝えます。

⑬水俣の海に農薬を流したくない～若手お茶農家が描く未来～　 話題提供 天野浩（天野製茶園）

「この山から水俣の海に農薬を流したくない」と無農薬、無肥料でお茶を栽培している三代目の天野さん。

栽培から販売まで家族で行い、老舗和菓子店の「とらや」の紅茶羊羹の原料にも使われています。若手お茶農家が描く未来

とは？（２日目に現地見学会あり）
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■分科会報告　 17：30 ～ 18：15　＠もやい館

全員集合して、13 のお話をあつあつのうちにダイジェストで共有します。

■交流会（ノンアルコール食事会）　 18：30 ～ 20：00　＠もやい館

分科会の熱が冷めやらぬうちに、地元食材や県内の有機野菜を使った料理をいただきながら、交流を深めましょう。

ノンアルコールです。

■種苗交換会　 19：30 ～ 21：00　＠もやい館

自家採種用の種子の交換会です。交換・提供する種子を持参される方は、来場時に種苗交換会の受付で登録してください。

持参される種子類は、小分けして袋などに入れ、受付時に配布する書類に説明を書いてください。なお、持参なしで種が欲

しい方は、1000 円以上のカンパで参加できます。※交流会・懇親会と時間が重なっています。ご注意ください。

■懇親会（夜の語る会）　 20：30 ～ 22：00　＠海と夕やけ

会場を移し、熊本のお酒を味わいながら、さらに深く親睦を深めましょう。（軽食、立食スタイル）

【第２日目】１月 26 日（日）

■第 48 回日本有機農業研究会 通常総会　 ９：00 ～ 11：00　＠もやい館

■映画上映会「Farming Boys」（予定）　９：15 ～ 11：00　＠もやい館

地方大学出身の青年３人が、世界の有機農業共同体の青年活動家達と出会い、農業に向き合っていくストーリーです。（2017

年、韓国）

■トーク＆ライブ   ９：30 ～ 11：00　＠もやい館

「私たちのまち水俣～水俣という存在を希望にしたい～」　

トーク　佐藤スミエ、谷由布
国、熊本県、チッソ株式会社を相手に、被害者互助会第二世代訴訟は続いています。佐藤スミエさんは無農薬で甘夏

を栽培しながら、原告団長の夫を長年支えています。谷由布さんは、水俣病患者に寄り添う支援者第二世代。同じ第

二世代の女性が語る水俣病とは？

ライブ  柏木敏治、半永一光
胎児性水俣病患者とともに過ごし、彼らの想いを歌にしてきた

柏木敏治さん。石牟礼道子さんの「苦海浄土」に出てくる杢太

郎のモデルにもなっている、胎児性水俣病患者の半永一光さん

とのミニライブです。

■ワークショップ   ９：30 ～ 11：00　＠もやい館

「ミツバチは地球を救う～巣箱づくり～」 

（日本ミツバチを守る熊本の会）　

ハチは厄介者？ とんでもありません。環境を守り、農業に欠か

せない私たちの暮らしになくてはならない大切な友達です。

日本ミツバチを守る熊本の会は、ミツバチの飼育を通して環境を

守る活動をしています。みなさんも、ハチと友達になりませんか？　

美味しいハチミツは、彼らからのプレゼント。ワークショップで

は重箱式の巣箱を作ります。

＊先着 10 名様　（実行委員会事務局へご連絡ください）

＊参加費 6000 円　（当日、現金でお支払いください。

巣箱は各自でお持ち帰りください）

※上記の４つの催しは、もやい館で同時開催します。

「水俣市文化会館」（上）と「もやい館」
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■全体会　 11：30 ～ 12：00　＠もやい館

　２日間をふりかえり、来年につなげます。現地見学会Ａ、Ｂのご案内もあります。

■現地見学会Ａ 　13：00 ～ 16：00　＠水俣市周辺

水俣と、その周辺のことを見て・聞いて・感じる現地見学会

出会った方と一緒にご希望の見学先へ。各自で移動し、現地解散です。水俣ツアーはバスで移動します。参加申込の際、「参

加費払込取扱票の現地見学会Ａ欄」に、ご希望の見学先の記号番号（例：Ａ１）をご記入ください。

A １　愛林館

水俣市の山間部にある村おこし施設見学。愛林館の目標は今後 2000 年間、この地に人が住み、森と棚田を守っていけるむら

づくり。（水俣市内より車で約 20 分）

A ２　つなぎＦＡＲＭ

津奈木町独自で取り組む「自然栽培」 「減 肥料・減農薬栽培」の圃場を見学。（水俣市内より車で約 15 分）

A ３　水俣ツアー

水俣の現地ガイドが案内する、水俣病関連地域と水俣病資料館のバスツアー。解散場所は、新水俣駅、もやい館の予定です。

（参加費 2500 円）

A ４　甘夏みかん園

海に近い甘夏団地の無農薬甘夏園を見学。（水俣市内より車で約 15 分）

A ５　天野製茶園

標高約 600m の「石
いしとび

飛」地区で無農薬・無化学肥料で栽培している天野製茶園を見学。（水俣市内より車で約 30 分）

A ６　福田農場

主に柑橘の農産加工や OEM 生産を行いながら、販売、レストラン、体験イベントなど多岐に展開。（水俣市内より車で約 10 分）

【第３日目】１月 27 日（月）

■現地見学会Ｂ（オプショナルツアー）　 10：30 ～ 12：00　＠熊本県内各地

せっかく熊本にお越しいただいたのに、もったいない！　お時間のある方は、有機ＪＡＳ農家戸数第３位の熊本県各地の新

規就農者を含めた有機農家や流通先を見学するのはいかがでしょう？　

ただし、こちらは各自の移動で、現地集合、現地解散のオプショナルツアーです。ご希望の方は、参加申込の際、「参加費の

払込取扱票の現地見学会Ｂ欄」に見学先の記号番号（例：Ｂ１）をご記入ください。

申込受付後、ご希望の方に見学先の連絡先をお知らせしますので、集合場所などは各自でお問合せください。

B1　鶴田有機農園〔甘夏みかん、その他柑橘〕　＠芦北町（水俣市内より車で約 30 分）

B2　うきうき森田農場〔しょうが、根菜他〕　＠宇城市（水俣市内より車で約 70 分）

B3　肥後あゆみの会〔トマト他〕　＠宇城市（水俣市内より車で約 80 分）

B4　おがた農園〔多品目〕　＠御船町（水俣市内より車で約 90 分）

B5　肥後やまと〔流通〕・原田幸二さん〔里芋、ニンニク他〕　＠山都町（水俣市内より車で約２時間）

B6  グリーンファーム矢部〔人参、玉ねぎ他〕　＠山都町（水俣市内より車で約２時間）

B7　百草園〔多品目〕・万菜村〔新規就農者グループ〕　＠熊本市北区（水俣市内より車で約２時間半）

B8　健幸一番楽らく農園〔米〕　＠天草市（水俣市内より車で約３時間）

B9  もっちの畑〔レンコン、ほうれん草〕　＠山都町（水俣市内より車で約２時間）

B10　いとう農園〔いちご〕　＠山鹿市（山鹿市内より車で約２時間半）
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■参加費（参加区分）

【基本参加費】

Ａ：全日程（交流会・懇親会・宿泊・朝食）　＊早割（11/30 までの申込） 17,000 円

Ｂ：全日程（交流会・懇親会・宿泊・朝食）　＊ 12/1 ～の申込 18,000 円

Ｃ：全日程（交流会・懇親会）　＊宿泊なし� 7,000 円

Ｄ：全日程（交流会）　＊懇親会なし 3,000 円

Ｅ：部分参加（リレートーク・分科会・映画上映会・トーク＆ライブ・全体会）＊交流会なし� 1,500 円

　※Ａ～Ｄには、Ｅの参加費が含まれています。

　※Ｅは、共通の参加費です。リレートーク・分科会・映画上映会・トーク＆ライブ・全体会のいずれか、またはすべてに参加できます。

　※Ａ、Ｂの宿泊先は、「湯の児 海と夕やけ」、または「湯の児温泉 昇陽館」（どちらも相部屋）です。

　※１/26 現地見学会Ａのうち、Ａ３の「水俣ツアー」は別途参加費 2500 円が必要です（オプション費用）。

【オプション費用】

弁当代　１月25日・昼　900円／１月26日・昼　750円／１月26日（Ａ３）水俣ツアー　2,500円

※会場の近くには、飲食店やコンビニなどのお店はございませんので、昼食はお弁当を予約されることをお勧めします。

※お弁当は、地元食材を使って手作りする、地域でも人気の「ゴミの出ないわっぱめし弁当」です。

※水俣市ではゴミゼロ推進活動を実施しており、わっぱめし弁当の容器は回収し、リユースされています。

※お弁当を申し込まれる方は、ご自分の箸を持参してください。

【リーズナブルな料金のお宿】※１と２のご予約の際は、「九州・山口有機農業の祭典の参加」とお伝えください。

さまざまな世代のたくさんの方に参加していただきたい！という思いから、メイン宿泊先のほか、リーズナブル

に泊まれるお宿をご紹介します。宿泊費は 3,500 円～ 6,000 円程度。ご予約は各自でお願いします。お早めに！

１　湯の鶴温泉　Tojiya（とうじや )  会場（もやい館）まで車で約 15 分

水俣市湯出 1561- １　TEL:0966-68-0008　個室使不可（各室２～５名）

２　湯の鶴温泉　喜久屋旅館（きくやりょかん） 会場まで車で約 15 分　＊会場⇔旅館の送迎あり

水俣市湯出 1402　 TEL: 0966-68-0211　個室使不可（各室２～５名）　

３　湯の児温泉　白梅湯裸楽（しらうめゆらら）　会場まで車で約５分

水俣市大迫 1213-23　　TEL: 0966-62-1234　（各室１～３名）

４  スーパーホテル水俣　 会場まで徒歩で約 15 分（水俣駅から徒歩で約７分／新水俣駅から車で約８分）

水俣市大黒町１丁目１-38　　TEL: 0966-63-9000

【参加費一覧表】

日にち 時　間 内　容 各参加費 A B C D E

1/25

13:20 ～ 14：50 リレートーク ● ● ● ● ●
15:30 ～ 18:15 分科会／分科会報告 ● ● ● ● ●
18:30 ～ 20:00 交流会（ノンアルコール食事会） 1,500 円 ● ● ● ● ×
19:30 ～ 21:00 種苗交換会 無料　
20:30 ～ 22:00 懇親会（夜の語る会：軽食） 4,000 円 ● ● ● × ×

宿泊（早割） 10,000 円 ● × × × ×
宿泊 11,000 円 × ● × × ×
弁当（昼食） 900 円

1/26

9:00 ～ 11:00 日有研通常総会 無料　
9:15 ～ 11:00 映画上映会 ● ● ● ● ●
9:30 ～ 11:00 トーク＆ライブ ● ● ● ● ●
9:30 ～ 11:00 ワークショップ（巣箱づくり） 6,000 円
11:30 ～ 12:00 全体会 ● ● ● ● ●

13:00 ～ 16：00 現地見学会 A
水俣ツアーのみ

2,500 円
弁当（昼食） 750 円

1/27 10:30 ～ 12:00 現地見学会 B 　　
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■申込方法など

１．同封の「全国有機農業の集い2020�in 水俣」専用の払込取扱票（ゆうちょ銀行）に、郵便番号、住所、

氏名、氏名のフリガナ、電話番号、ＦＡＸ番号等の必要事項をご記入の上、お振込みください。

※ 11/30 までのお申込みは、早割として受付いたします。

２．メイン宿泊先は、湯の児�海と夕やけ、湯の児温泉�昇陽館の 2 カ所で、それぞれ相部屋です。

宿泊希望の方は、性別と年齢をご記入ください。先着順に受付いたします。

３．分科会を参加希望の方は、ご希望の番号をご記入ください。（例：①）

４．現地見学会Ａ（1/26）を参加希望の方は、ご希望の番号をご記入ください。（例：A1）

A3「水俣ツアー」をご希望の方は、参加費 2,500 円をあわせてお振込みください。

５．現地見学会 B（1/27）を参加希望の方は、ご希望の番号をお問合せください。（例：B1）

申込受付後、見学先のご連絡先をお知らせします。集合場所などを各自で見学先にご確認ください。

６．弁当（1/25：900 円）、弁当（1/26：750 円）をご希望の方は、該当欄に〇をつけて、参加費

とあわせてお振込みください。

７．準備のため、ご利用予定の交通手段（自家用車・その他）に〇をつけてください。

８．大会チラシをお持ちの方は、チラシ裏面の参加申込書に、必要事項をご記入の上、FAX または

郵送してお申込みください。（郵送先などの詳細は、チラシをご覧ください。）

■申込締め切り

2019 年 11 月 30 日（土）
※２次募集をします。宿泊する場合は、12月20日までに申し込んで下さい。ただし、定員に達し次第締め切りとします。

※宿泊、交流会、懇親会以外のプログラムは、当日参加も可能ですが、資料等は事前申込者を優先いたします。

また、準備の関係がございますので、お早めにお申込みいただければ幸いです。

■キャンセル料（参加区分Ａ～Ｃ）
15 ～ 21 日前：20％　　５～ 14日前：30％　　２～４日前：40％　　前日：50％　当日：100％
大会終了後（1か月以内）にご返金します。後日、あらためてご連絡いたします。

■振込み先　※振込手数料は各自ご負担ください。

ゆうちょ銀行　口座の記号・番号：01750-6-151289
　　　　　　　口座名義：全国有機農業の集い 2020 in 水俣実行委
〈他の金融機関からの振込みの場合、以下の口座を指定してください〉
銀行名：ゆうちょ銀行　店名：一七九（イチナナキュウ）店　預金種目：当座預金
口座番号：０１５１２８９　口座名義：全国有機農業の集い 2020 in 水俣実行委

■問合せ先

【申込みに関する問合せ】

九州産交ツーリズム株式会社　旅行事業部　　担当：花田

TEL：096-325-8240（平日 9:00 ～ 17:15）　FAX：096-323-1777

【大会全般に関する問合せ】

九州・山口有機農業の祭典実行委員会　事務局

担当：�山口（特定非営利活動法人�熊本県有機農業研究会）

TEL：�096-223-6771（平日�9:00 ～ 18:00）　FAX:　096-223-6772��E-mail:�info@kumayuken.org

■主催　九州・山口有機農業の祭典実行委員会／特定非営利活動法人 日本有機農業研究会

☆お友達、お知り合いの方へぜひお声かけください！

「チラシ・払込取扱票」の送付をご希望の方は、事務局まで住所・氏名をお知らせください。
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第 27 回九州・山口有機農業の祭典／第 48 回日本有機農業研究会全国大会総会 合同大会

全国有機農業の集い 2020 in 水俣

ご協賛のお願い

ただいま、実行委員を中心に、たくさんの方に水俣へお越しいただき、出会い、学び、楽
しんでいただけるよう準備中でございます。しかしながら、大会の運営には参加費だけでは
十分ではなく、みなさまの応援が必要です。

つきましては、大会の趣旨にご賛同いただき、協賛のご協力をいただきますよう、お願い
申し上げます。11 月 30 日までにご協賛いただいたみなさまには、当日配布いたします大
会資料に広告（お名前等）を掲載のうえ、大会資料を進呈いたします。

【募集金額】　　 １口 10,000 円（何口でも大歓迎！）

【掲載サイズ】　 １口あたりＡ４の１/８程度　原稿の様式等については、あらためて事務局からご連絡いたします。

【申込み】

お手数ですが、下記の内容をＦＡＸまたはメールにて、実行委員会事務局へお送りください。

　九州・山口有機農業の祭典実行委員会　事務局

担当：�山口（特定非営利活動法人�熊本県有機農業研究会）

TEL：�096-223-6771（平日�9:00 ～ 18:00）　FAX:　096-223-6772

E-mail：�info@kumayuken.org

全国有機農業の集い 2020 in 水俣　協賛申込書

協賛者名
お名前（個人名・団体名）

ご担当者のお名前

連絡先

住所（所在地）
〒

TEL ／ FAX TEL　　　　　　　　　　　FAX

Email

協賛内容
10,000 円×（　　　　）口＝（　　　　　　　　　）円

大会資料への掲載：□希望する（申込締切　11 月 30 日）　□希望しない

備　考

【振込み先】※振込手数料は各自ご負担ください。

ゆうちょ銀行　口座の記号・番号：01750-6-151289
　　　　　　　口座名義：全国有機農業の集い 2020 in 水俣実行委
〈他の金融機関からの振込みの場合、以下の口座を指定してください〉
銀行名：ゆうちょ銀行　店名：一七九（イチナナキュウ）店　預金種目：当座預金
口座番号：０１５１２８９　口座名義：全国有機農業の集い 2020 in 水俣実行委


