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２０１９年度通常総会の報告
去る 4 月 20 日、大分市わさだ市民行政センター２階研修室で２０１９年度の総会が開催されました。本
総会は、おおいた有機農業研究会とおおいた有機農業推進ネットワークの合同総会で、会員２６名が出席
しました。
先ず、研究会の鎗水副理事長の開会あいさつに続き、浅田理事長が主催者を代表してあいさつを行いま
した。続いて、来賓の大分県農林水産部地域農業振興課の太郎良課長からご挨拶を頂き、同課安全農業班
塩崎副主幹のご紹介が行われました。
事務局から総会成立報告があり、議長には古長篤巳氏が、議事録署名人には杉浦嘉雄氏、井田公一郎氏
が選出されました。
第一号議案「２０１８年度の活動報告」では、新しい役員体制に加え、事務局も３名が新人という厳し
い状況の中で取り組みを行ったことが報告されました。
しかしながら、会員の皆様のご支援により、１１名の新規事業者を確保することができ、また、有機農
業者養成講座、おおいたオーガニックフェスタも目標を達成することができたとの報告がありました。
質問はなく、満場一致で承認されました。
監査報告（諫山二朗監事）では、前年度の事務局の会計処理の不手際と監査の見落としから雑損失を計
上することになり、今後の再発防止策が指摘されました。また、認証要員（検査員、判定委員）の確保と
研究会の財政基盤のため、今後の認証数の増加も併せて理事会で検討するように 指摘がありました。（こ
れらの指摘事項については、研究会役員としては危機感を持って対応を行っているところであり、今後、
理事会で十分検討を進めたいと考えています。）
第二号議案「２０１９度活動計画」では前年度の事業を引き継ぐとともに、前年度から取り組んでいる
「有機農業モデル経営指針」の策定と同時に、有機農業生産者の経営確立に向けた研修会や組織化並びに
有機農産物の販路拡大に向けた取り組みをより強化する方針が提案されました。
加えて、研究会の体制強化に向けた取り組みとして、セブンイレブン記念財団事業（最終年）や新規就
農者相談会、研修会もより充実して新規の有機 JAS 認証事業者を確保する計画となっています。
研究会の体制強化について、青井会員から「体制整備は理事会でも.検討するが県の方でも一層の支援を
して欲しい。事務局からも県にお願いして欲しい」との要望が出されました。事務局としては、県とも十
分連携しながら取り組んでいます。また、来賓の塩崎副主幹から「県の支援はその対象が実績を上げるこ
とによって対応が可能になるので、研究会として有機の拡大に向け実績を上げて欲しい」との話がありま
した。
第二号議案も満場一致で承認されました。
第三号議案は「２０１９年度役員体制」が提案されました。
この議案は３月に石橋隆史副理事長がご逝去され、監事の立花康久氏が監事を辞退されたものに伴うも
のです。
この三号議案も満場一致で承認されました。
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以上が総会の結果です。当日ご多忙なところをご出席くださいました皆様に衷心よりお礼申し上げます。
なお、総会終了後には記念講演がありました。
演題は「有機農業の将来への一考察」、講師は株式会社 ohana 本舗取締役社長赤嶺祐司氏です。
赤嶺氏はパワーポイントを使いながら、ohana 本舗の生産から販売に至る経営の仕組みやそのポイント
等企業秘密まで踏み込みながら有機農業経営のノウハウを話して頂きました。また、将来の新たな有機農
業の姿として「スマート農業」についても非常に興味ある話を披露していただき、今後の有機農業に大き
な期待・夢が膨らみました。
今後、研究会としても、大分県の有機農業の発展に向けて有機農業の生産者並びに関係者の情報交換、
交流等により、新しい発想のもと有機農業の取り組みを一層強化したいと考えていますので、皆様のご支
援ご協力をよろしくお願いします。

（有光宏之）

「おおいたオーガニックフェスタ２０１９」の開催について
昨年のおおいたオーガニックフェスタは１２月９日（日）に大分市の若草公園で実施されましたが、
やや準備不足に加え、当日は寒波のため非常に寒く、来場者が減少したなどで一応成功したと評価した
もののやや消化不良のところがありました。
そのような結果を踏まえて、おおいたオーガニックフェスタ２０１９をどのように実施するかについ
て、おおいた有機農業推進ネットワーク役員会、同役員と昨年の実行委員合同会議等で検討を重ね、今
年度は新たな実行委員会体制で取り組むこととなりました。
また、昨年実施できなかった「地域別企画会議」についても今年度は地域責任者（担当者）を明確に
し、地域の主体性のある取り組みを基にしてフェスタの内容充実をはかり、将来に繋がり発展する
「おおいたオーガニックフェスタ２０１９」が開催されるよう取り組みを強化することになりました。
今年度の開催場所は当初、大分駅南側の広場を予定していましたが、ラグビーワールドカップ関係イ
ベント後の芝生の養生で使えないということで、昨年と同様、若草公園で１２月８日の日曜日に実施す
ることになりました。
この方針をもとに、去る５月１５日に第１回実行委員会が県保険医会館３階小会議室で開催されまし
た。実行委員長は後藤亜紀子さん、副実行委員長には青井朝輝さん、実行委員は昨年とメンバーが大幅
に入れ替わり、多方面から優秀な人々に参加して頂きました。今年の実行委員はフェスタへの期待が大
きく膨らむメンバーとなっています。
さて、今年度のフェスタのテーマです。 色々な意見が出されましたが、これまでの「種」「土」「根」
「芽」を発展させて「葉」に決定されました。このテーマについては如何に参加者（出展者等）に徹底
し、このテーマに沿った取り組みを意識して参加頂くかが重要な課題となります。
次は、前述しましたように、地域企画会議の開催です。地域の責任者を中心にして地域の有機農業に
取り組んでいる生産者、そしてその農産物等を利用している方々の意見交換を通じたネットワーク作り
によりお互いの発展を図るため実施し、それを大分県全体の有機農業の発展につなげるための非常に重
要な会議となります。そのため是非、地域企画会議には地域の関係者全員の出席をよろしくお願いしま
す。
また、昨年のフェスタから県の予算が削減され、予算が大幅に減少しています。昨年は実行委員への
手当も無く皆さんボランティアで頑張って頂きました。
このような状況を打破するためにも、今年度はスポンサーを集めることなど予算の拡大に取り組み、
より充実した内容の濃いフェスタにしたいと考えています。スポンサーとしてふさわしい企業等があり
ましたら、事務局までご一報下さい。
以上主な事項を挙げましたが、その他新たな方針等が今後示されますので、関係者の皆様におかれま
しては、先ずは地域別企画会議へ必ず出席されますことをお願いします。
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（有光宏之）

この活動は、一般財団法人セブン-イレブン記念財団の
環境市民活動助成 を受けています。

～荒木川流域プロジェクト【有機農業講座】～

春の｢自然農｣ 学びの会 in 三角べース やまのいえ
～国東市安岐町の三角ベースさんの有機水田と畑で自然農による栽培方法を研修しました～

＊講
師：村山直通 氏（松国自然農学びの場代表・花畑自然農塾代表）
＊実 施 日 時 ：２０1９年４月２７日（土）１０時～1６時３０分
４月 27 日に国東市安岐町の荒木川源流のある 障がい者サポートセンター三角ベースさんの有機水田と
畑で、有機農業講座「自然農・学びの会」を開催しました。
講師には、福岡県で長年自然農の指導をされている村山直通さんをお呼びして、三角ベースさんの水田
と畑で実習をしていただきました。
「草や虫を敵にしない」という考え方のもと、田んぼも畑も不耕起で不
必要な草刈りはしないで虫の居場所を作っておけば、農作物に害虫も来ないとのことで、その方法を学び
ました。
スライドで見る村山さん達が栽培されている自然農の畑は、私たちが普段目にしている畑の風景とは全
然違い、草が生い茂っていました。村山さんによると「はじめて来た人は、ここが畑だと思わない」との
ことで、その草の中に作物が植えられているのに気が付かないこともあるということでした。実習でも草
の間に穴を掘って、サトイモやナスの苗を植え、その上に土はかけず軽く草をかけるだけでした。そして
田んぼの稲苗床作りもクワなどで土の表面を削ってそこに種籾を均等にまいて、その上から藁と草を被せ
て保護し、苗を育てる方法で、自然農では「種降ろし」と言うそうです。
参加者全員、今まで経験したことがない栽培方法なので、全てに興味津々、ほぼクワ 1 本あればすべて
の作業ができるとのことで、
実際にクワをふるって指導される村山さんの手際の良さに感心しきりでした。
（杉浦洋子）

講師の村山直通さん

室内で自然農の講座

不耕起の田の苗床作り

さん

種降ろし：講師の村山さんが持参された種籾を直播きし、その上から藁と草を被せて苗を育てる実習

畔塗りの実演

- 3 畑：自然農によるサトイモやナスの植え付けの実習

この活動は、一般財団法人セブン-イレブン記念財団の
環境市民活動助成 を受けています。

春の｢生きもの写真｣ 野外講座
㏌ 荒木川･安岐川
＊ 講

師 ： 谷 知 英 氏（フォトグラファー、「ワラシベ ピクチャーズ」主宰）

＊ 講

師 ： 江口 初男 氏（日本野鳥の会大分県支部）

＊ 実施日時：２０1９年 5 月２6 日（日）１０時～１２時

5 月 26 日国東市安岐町の「ふるさと市場Ｒ213」
の食堂をお借りして、スマートフォンや携帯電話
で撮影できる「生きもの写真・野外講座」を開催
しました。
荒木川と安岐川の河口を散策しながら、参加者
は、自分のスマートフォンや携帯電話を手に、写
真講師の谷さんの指導の下、植物や風景、中には
望遠鏡の中の野鳥の写真を撮影しました。
野鳥観察は、講師の江口さんの望遠鏡を覗きな
がら、カモメなどを観察。中には、珍しいワシタカの仲間のミサゴなどを観察、美しい姿のアオサギ
を望遠鏡越しにスマートフォンで撮影した参加者もいました。
観察撮影のあとは、ふるさと市場Ｒ213 の食堂で、モニターで各自の写真を映して、谷さんからア
ドバイスをしていただきました。参加者同士がお互いの撮影した写真を見て、その成果を共有しまし
た。

（杉浦洋子）

望遠鏡で野鳥観察

講師の谷さん
と江口さんの
指導の下、植
物観察・写真
撮影をする参

モニターを見なが

加者

ら、撮影した写真を
谷さんにアドバイス
してもらいました。
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「自然農」学びの会 ≪田植え≫ 実習講座 を開催します

（参加費 無料）

＊日時：2019 年６月 14 日（金）９：００～１２：００
（午後は村山さんを囲んで交流会・希望者は各自で昼食をご持参ください）
＊集合：国東市安岐町の安岐総合支所駐車場 （９：００集合：分乗して現地に行きます）
＊講師：村山直通さん（4 月に種降ろしをした田んぼで自然農の田植えを実習します）
＊実習場所：国東市安岐町の三角ベースの有機復活田・午後は三角ベース やまのいえ

＊興味のある方・申し込みの方は、おおいた有機農業研究会の事務局にご連絡ください。

≪ハマボウフウの勉強会・保全活動実習≫開催します （参加費 無料）
＊日時：2019 年７月 13 日（土）10：00～12：00 （準備：野外活動のできる服装・水分など）
＊場所：国東市安岐町 ふるさと市場 R２１３（集合 9：50）
＊講師：永松勝也さん（大分県立国東高校教諭）矢野忠則さん（NPO 法人おくすり研究会代表）
ハマボウフウは海岸の砂地に自生するセリ科の植物です。食用や薬用にもなるのですが、近年その
自生地が減ってきています。国東市安岐町の荒木川河口付近には、数株のハマボウフウが確認されて
います。今回はハマボウフウを保全するための勉強会とこの時期にする施肥の方法を実習します。

＊興味のある方・申し込みの方は、おおいた有機農業研究会の事務局にご連絡ください。

＊連載＊

大分の柑橘（４）
NPO 法人おおいた有機農業研究会

夏カボス
事務局長

有光

宏之

皆様ご案内の「カボス」とは、ひと味異なるカボスがあります。一般に「夏カボス」と言われて
います。
現在、臼杵市や津久見市でほんの一部栽培されているようですが、臼杵市、津久見市には１００年
を超す樹齢の古木がありました。この古木については、筆者の確認不足で申し訳ありませんが現存す
るかどうか判明しません。他県では「夏カボス」の存在する情報を聞いたことはありません。大分県
独自の品種と考えられます。
名称が「夏カボス」と言うだけあって、果実は晩熟で、７月頃まで収穫ができる香酸柑橘です。し
かしながら、香りは普通のカボスとは全く異なりオレンジ臭があり、風味は立派なものです。古くか
ら庭先に植えられて夏季の時期の食酢として貴重な柑橘であったと思われます。
外観も普通のカボスとは異なり、乳頭も無く、油
胞も小さく密で果皮は比較的なめらかです。夏が近
づくと黄色に色つきますが十分食酢として利用で
きます。
果実の大きさは縦 4~５センチ、横 5～６センチ程
度で重さは１００～１3０グラム程で大きさのバラ
ツキが見られます。種子は多くてやや使いづらいと
ころがありますが、夏季の香酸柑橘としては非常に
貴重なものとして現在も維持されています。
（写真：木村勝太郎、谷中登希男著「香酸柑橘」による）

現在は普通のカボスもハウス栽培で初夏から十

分利用できるようになっていますが、「夏カボス」は露地栽培でその存在感を示し続けています。
貴重な大分の柑橘として今後とも大切に維持し続けて欲しいと思います。
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有機 JAS についてのお知らせ
①「JAS マークに付与する標語ガイドライン」について
２０１９年３月２９日付け、農林水産省食料産業局食品製造課基準認証室から下記の通知
がありました。
「農林物資の取扱い等の方法の適合の表示の様式及び表示の方法（平成３０年農林水産省
告示第 2821 号）」に係る標語の付与に関し参考なる事項を規定したものです。
標語の付与の対象は一般消費者向けの JAS に係る JAS マークを対象にしていますが、対象
外の JAS マークに適用することもできるとなっています。
標語の設定に当たっての留意事項があります。以下のとおりです。
①格付又は適合に係る JAS 又は JAS 認証の内容を誤認させるようなものでないこと。
②JAS 又は JAS 認証の詳細を認識する機会の少ない一般消費者にとって、理解しやすいもの
であって、JAS 又は JAS 認証の内容を端的に示すものであること。
③標語の言語は原則として邦語とすること。なお、英語により JAS 認証の訴求力が高まる
と思われる場合は、英語も可能である。
（注記）格付又は適合に係る JAS の内容を誤認させるようなものとして、例えば JAS の基準
及び認証の技術的基準から逸脱した表現や事実に相違する表現などが該当します。
「最高品質」「非常に美味しい」「栄養タップリ」等は表示できません。
「有機」「オーガニック」「有機農産物」等認証の技術的基準に該当するものは表示でき
ます。
表示する箇所は、JAS マークの様式に接近した箇所で、かつ、一般消費者が視認しやすい
箇所となっています。
認証事業者の皆様には既にお知らせしていますが、標語の付与を行う場合は、上記ガイドラ
インに沿って標語の付与をお願いします。
（有光宏之）

②有機ＪＡＳ講習会の日程について
日

時：２０１９年８月７日（水）
＊初 回 受 講 者１０：００～１６：００
＊２回目以降受講者１３：００～１６：００

会

場：わさだ市民行政センター

受講料：初 回 受 講 者
２回目以降受講者

会議室１・２

５,０００円
４,０００円

但し、午前も受講される方は５,０００円

※認証事業者の皆様には 7 月に入りましたら、詳細な案内と参加申込書を送付させてい
ただきます。
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今年も「おおいたの有機農業者養成講座」を開設します
本年度も「おおいたの有機農業者養成講座」を以下の講座内容で参加者を募集しておりま
す。
開催日

講座テーマ
開講式

講

師

主催者

-会場-

有機農業の基本と有機 JAS 認証を受けるに
有機農業と有機ＪＡＳ制度

鹿野

翔

有機農業を始めて
（新規就農者の経験談）

有機農業を始めた動機や有機農業を始める
吉田寛史

-会場豊後大野市

に当たっての心構え及び有機農業経営上の
課題、展望について

７月１０日
（水）

当たりその留意事項を学び、有機農業への
理解を深める。

大分東部
公民館

・おおいた有機農業推進ネットワーク
・県地域農業振興課

６月１９日
（水）

講座内容

有機米等の生産を行う上での除草等、水田
有機水田の管理
（現地研修）

管理について現地実演及び講話により学
森岡雄平

ぶ。

緒方支所
①有機農業モデル経営指針の公表・説明。
９月１８日

有機農業の経営確立

（水）

シンポジウム

※予定

（公

開）

河野頼通
その他

②有機農業経営者の経営等発表。
③夜なべ談義による経営情報交換等を行
い、新規就農者の育成と有機農業の経営
向上に資する。

10 月 29 日
（火）
※予定

病害虫の生理生態と
その対策
有機野菜栽培に
取り組んで

大分県農林水
産部安全農業
班職員

深瀬雅子

有機農業を実践するうえで必須の病害虫対
策の基本を学ぶ。
自家採種から生産・販売に至るまでの有機
野菜栽培の経験談を基に有機農業を学ぶ。
①販路開拓に向けた販売流通等の講話

２０２０年
１月

有機・オーガニックの
販路開拓（公開）

赤嶺祐司
その他販売・
流通業者

②意見交換会
③商談会
を通じて有機農産物の販売方法を学ぶと共
に当日参加者は販売業者等と商談を行う。

１月～２月
（１週間）

有機野菜栽培の実際を
現地で学ぶ

河野頼通

由布市・有機農園茅の里の仕事を一週間通
じて体験し、有機栽培技術の実際を学ぶ。

＊本年度は講座ごとに会場が異なりますのでご注意ください。
＊ご興味のある講座のみの参加でもかまいませんので、事務局まで FAX・メールにてお申込みくださ
い。
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早速、第 1 回目の講座（開講式）が下記の日程で開催されます。
◆日時：２０１９年

６月

１９日（水）

１３：００～１６：００
◆会場：大分東部公民館

視聴覚室

〒870-0918
大分県大分市日吉町３−１
TEL 097-556-8818
※駐車場有
※昨年度までと会場が異なります。
お気を付けください。
※公民館入り口で備え付けのスリッパに履き替えてく
ださい。
◆受講料

無料

－皆様のご参加をお待ちしております。－

＊＊＊

編集後記 ＊＊＊

早いもので、今年度が始まって既に 2 ヶ月が経過しました。当研究会の事務局スタッフも有機認証業務
を始め、各種事業に頑張っていますので、皆様のご支援ご協力をよろしくお願いします。
さて、県内の農産物の有機 JAS 認証事業者数をみますと、2017 年度が 27 事業者、2018 年度が 34 事業
者と 7 事業者増加しましたが、まだまだ非常に少ないのが現状です。（他に、きのこの認証事業者が 7 事
業者います。）
本県の有機の輪を広げるためには、先ず有機農産物の拡大が基本になります。 今年度の総会の監査報告
にもありましたが、有機 JAS 認証件数の増加を喫緊の課題として理事会でも臨時に理事会を開催して取り
組むこととしています。
会員の皆様におかれましても、認証件数の増加に向けて良いアイデアや情報等がありましたら、事務局
までご一報のほどお願い致します。
（事務局長

事務局長

有光宏之）

― おおいた有機農業研究会 スタッフ ―
有光 宏之
事務局員
尾形和美・末光清美・杉浦洋子

食と農おおいた

有機肥料のことなら何でもご相談ください。
土壌検査・施肥設計も致します。
（有）江 島
大分県中津市山国町中摩
電 話 ０９７９－６２－３１７８
ＦＡＸ ０９７９－６２－２９２７

2019 年 6 月 7 日 124 号

発行：NPO 法人 おおいた有機農業研究会
TEⅬ：097-567-2613

FAX：097-567-2614

E-mail：oitayuken@po.d-b.ne.jp
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