
株式会社ロケット農場（岸根正明）圃場株式会社ロケット農場（岸根正明）圃場

11月10日土（13：00～） ▶12日月（12：00）2018年
日　程

受付
開講式
（山梨県、北杜市よりの新規就農支援について）
講義 1 （木嶋利男）
「有機栽培の基礎～その基本的な考え方」
休憩
講義 2 （木嶋利男）
「野菜の性格～
 原産地、生理生態を加味したアイデア栽培」

情報交換会準備
情報交換会
宿泊

12：00　13：00
13：00　14：00

14：00　15：30

15：30　15：45
15：45　17：30

朝食準備・朝食
後片付け
講義 3 （千葉康伸）
「土づくりの基礎～緑肥や資材との付き合い方」
休憩
講義 4 （木嶋利男）
「野菜作の基礎～育苗から栽培まで」
質疑応答（木嶋講師、岸根講師、千葉講師）
昼食（弁当）休憩、着替え
見学・実習
着替え・休憩
夕食準備
夕食
宿泊

7：30　 8：30
8：30　 8：50
9：00　10：15

10：15　10：30
10：30　11：30

11：30　12：30
12：30　13：30
13：30　17：00
17：00　18：00
18：00　18：30
18：30　20：00
20：00　翌朝

朝食準備・朝食
後片付け
講義 5 （木嶋利男）
「栽培の裏ワザ～
 コンパニオンプランツ・伝承技術」
休憩
総合質疑応答
閉講式

7：30　 8：30
8：30　 8：50
9：00　10：15

10：15　10：30
10：30　11：45
11：45　12：00

11月11日日

11月12日月

講座情報サイト

長坂農村環境改善センター
（JR中央本線長坂駅より徒歩1分）
JR長坂駅または会場

集合場所

解散場所

会場

11月10日土

17：30　18：00
18：00　20：00
20：00　翌朝

有機農業実践講座2日目

有機農業実践講座1日目 セミナー

有機農業実践講座3日目

有機農業をはじめよう 検索

主催／NPO法人有機農業参入促進協議会
後援／北杜市

木嶋 利男
公益財団法人農業・環境・健康研究所 理事長

千葉 康伸
NO－RA～ 農楽 ～ 代表、神奈川県実施農家

岸根 正明
株式会社ロケット農場 代表、
農事組合法人グットファーム 理事、山梨県実施農家

［宿　　泊］

50名（定員に達し次第受付終了）
1,000円

［参加定員］
［受 講 料］

［講　師］ 

秋冬野菜栽培＆秋冬野菜栽培＆秋冬野菜栽培＆秋冬野菜栽培＆
有機野菜栽培の基礎からアイデア栽培まで有機野菜栽培の基礎からアイデア栽培まで有機野菜栽培の基礎からアイデア栽培まで有機野菜栽培の基礎からアイデア栽培まで

有機農業
実践講座

セミナー

20名（定員に達し次第受付終了）
25,000円
15,000円（2泊5食）

［参加定員］
［受 講 料］
［宿泊食事代］

〈有機農業実践講座〉

〈セミナー〉

高根クラインガルテン
（中央自動車道:須玉ICから15分／JR長坂駅から車15分）

長坂農村環境改善センター
（〒408-0021 北杜市長坂町長坂上条2575-19　TEL:0551-32-8228）
◆有機農業実践講座2、3日目
高根クラインガルテン
（〒408-0013 北杜市高根町蔵原1655　TEL:0551-20-7211）

講師紹介

東京大学農学博士。栃木県農業試験
場生物工学部長、自然農法大学校長
を経て、現在は、公益財団法人農業・
環境・健康研究所理事長、伝統農法文
化研究所代表、有機農業参入促進協

議会参与。有機農業、伝承農法などの研究・実証を行って
いる。著書に『「育つ土」を作る家庭菜園の科学』『伝承農
法を活かす家庭菜園の科学 』（講談社）『プロに教わる家
庭菜園の裏ワザ』、『農薬に頼らない家庭菜園 コンパニオ
ンプランツ』『伝承農法に学ぶ野菜づくり こんなに使える
コンパニオンプランツ』『伝承農法を活かす 野菜の植えつ
けと種まきの裏ワザ』『育ちがよくなる! 病害虫に強くなる! 
植え合わせワザ88 決定版 コンパニオンプランツの野菜
づくり』（家の光協会）『プロに教わる 安心! はじめての野
菜づくり』『野菜の性格アイデア栽培』（学研） などがある。

木嶋利男
きじま  としお

有機農業での参入希望者、参入者
が多くみられます。しかし、有機農業へ
の理解が不十分な状態で参入し、農産
物の収量・品質が伴わず農業を続けら
れない方も多いのが現状です。
そこで、有機農業の実際を学び、情
報交流を行える場として、「有機農業実
践講座 秋冬野菜栽培」を開催します。
今回は、開催地を昨年の神奈川県

から山梨県に移し、自然の仕組みや植
物の生態を知り体感しながら、栽培の
ポイント、土づくり、病害虫対策から経
営に至るまで、参加者に参考にしてい
ただくようにします。
なお、11月10日（1日目）は公開セミ

ナーとして、近隣農業者にもご参加い
ただけるようにします。
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山梨県
北杜市

◆有機農業実践講座1日目＆セミナー



FAX.0263-92-6622

①本申込書を送付ください。
②事務局より受講決定通知のご連絡、振込先や準備物等
のご案内をいたします。
③指定振込先に料金35,000円（受講料20,000円、
宿泊・食事代15,000円〈2泊5食〉）を振込ください
（振込手数料はご負担願います）。
④受付完了となります。特別な事情のない限り開講当日
まで特に通知をいたしません。

①座学講習だけではありません。積極的に体験実習していた
だきます。
②全日程参加が原則です。途中参加でも料金は変わりません。
③受講生の都合により参加を取り消される場合、開講3週間前
までは受講料の9割を、1週間前までは5割をお返しします。
それ以降は返金いたしません。尚、連絡なく参加を取り消さ
れた場合、受講料全額を申し受けますのでご了承ください。

ご氏名

ご住所

ご連絡先
（1つ以上必須）

応募の動機
（簡潔に・審査対象では

ありません）

ふりがな
性別年齢

才
男 ・ 女

E-mail

Tel. Fax.

2018年10月22日月または定員に達し次第申込締切

E-mail　office@yuki-hajimeru.net
ウェブサイト 「有機農業をはじめよう！」 （yuki-hajimeru.net）

よりダウンロード可能です。

参加申込書 以下をご記入願います

「実践講座」お申込の流れ 「実践講座」参加のご注意

〒390-1401長野県松本市波田5632-1
Tel／Fax : 0263-92-6622   E-mail : office@yuki-hajimeru.net　ウェブサイト ： yuki-hajimeru.net

問い合わせ
申　込　先

NPO法人有機農業参入促進協議会（有参協）事務局

〒

2018年 11月10日土▶12日月

参加の種別
（該当に〇印） 実践講座　　  ・　  　セミナー

※実践講座に参加される方は、セミナーの受講料は不要です。　※セミナーのみ参加される方の受講料は、当日いただきます。

可能ならば
携帯番号を
ご記入ください

秋冬野菜栽培＆＆有機野菜栽培の基礎から
アイデア栽培まで

有機農業実践講座 セミナー

於：長坂農村環境改善センター
高根クラインガルテン（山梨県北杜市）


