瀬戸内国際芸術祭は来年なのに︑
ぼくは今から忙しい！
それは﹃森の小径﹄という作品を
制作しようとしているからだ︒
道の両側には︑いろんな木を植える︒
潮風に強いトベラ︑ウバメガシ︑マキ︑ヒサカキなどだ︒
初め︑ぼくは道が小山の上まで登って行くように
創ろうとした︒
でも︑元ハンセン病の患者さんたちは︑
クルマ椅子の方が多い︒
安全面を考えてやめた︒
その代わり逆に穴を掘ることにした︒
熊谷守一さんが庭に池を掘り
近所の小川で釣った魚を飼っていた︒
だが︑まわりに家やビルが建ち
水脈が切れて池の水が空っぽになると︑
守一さんは毎日︑池の底に座って︑
空を見上げるのを楽しみにしていたそうだ︒
クルマ椅子ごと穴に入れるようにして︑
木木の枝や葉を通して空を眺めてほしいのだ︒
田島征三

今月の表紙

田島征三

「みんなの有機農業」公開講座
日本有機農業研究会は、1971 年に有機農業の実践、
普及、交流を目的に生産者と消費者、研究者が手を
携えて結成。会費とボランティアによって運営し、機関
誌『土と健康』にも広告を一切掲載せず、独立性を
保持しているＮＰＯ法人です。
有機農業に関心をお持ちの方で結成趣意書に賛同す
る方なら、どなたでも入会できます。

【年会費】
☆普通会員（個人）

6000 円

☆運営会員（個人）

10000 円

話題提供

本会理事 / 栃木県・稲作農家

この講座は、毎回、宮澤賢治の童話と心象スケッチを味わい
ながら、有機的な生き方、有機的な世界を考えようとする試み
です。取り上げる作品は、変更することもあります。

どなたもどうかお入りください。ご遠慮はありません。
宮沢賢治

加入者名：福島・東北有機農業支援委員会
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■本会の動き

１月 日︵木︶ 於 東京・文京区湯島第２会館

30

大会実行委員会事務局会議

１月 日︵金︶ 於 東京・文京区湯島第２会館
みんなの有機農業公開講座
講師 舘野廣幸さん

期 第１回理事会

回全国大会について
回通常総会について

43 43

74

宮沢賢治の有機世界を求めて

第

45

第 回﹁十力の金剛力﹂をめぐって
２月７日︵土︶ 於 文京区男女平等センター

26

１ 第
２ 第

第５回 有機農業大会実行委員会開催

27

２月 日︵木︶ 於 國學院大學経済学部共同研究室

２月 日︵金︶ 於 東京・文京区湯島第２会館
みんなの有機農業公開講座
講師 舘野廣幸さん

43 43

75

回﹁ひかりの素足﹂をめぐって

in

43

第

ＮＰＯ法人日本有機農業研究会
TEL 03-3818-3078 FAX 03‑3818‑3417
e-mail info@joaa.net

郵便局の振込み口座番号：００１１０−３−３２２８４２

宮沢賢治の有機世界を求めて

主催＆問合せ

福島支援活動へのカンパのお願い
この活動のためには、大型トラクターやプラソイラーなどの農機具やガソリン代、その他の経費がかかります。皆様からの「カンパ」をお願いします。

魚住農園有機農業農学校

1000 円（日有研会員・学生・研修生は割引）

活動内容
①農作業：野菜畑での夏野菜の定植、草取り、田植え、
ほか（要：園芸用はさみ）
②放射能汚染低減対策：畑のプラソイラーによる深耕
をし、
ロータリー耕転、落葉 etc. 同時に放射能の測
定（深耕の前後）森里海放射能共同検査室：常総生協
③有機農家と参加者との交流・学習会

第１回

参加費

軍手（手袋）、タオル、帽子、マスク

３月１日︵日︶ 於 魚住農園︵茨城県石岡市︶

会場は変更になることがあります。ご確認ください。

参加申込み 日有研事務局に電話、FAX、Ｅメールで、
お名前、男女、住所、電話、電車か自動車かを明
記のうえ５月 19 日
（火）
までにお申込み下さい。
申込先・問合せ先 日本有機農業研究会事務局
〒113-0033 東京都文京区本郷３‑17‑12‑501
電話 03‑3818‑3078 FAX 03‑3818‑3417
ｅ-mail
info@joaa.net
当日連絡先☎
福島県二本松市 大内信一さん 0243‑22‑4272
茨城県石岡市 魚住道郎さん 080‑1237‑1303
TEL＆FAX 0299‑43‑6826

持ち物など 24 日
（日）の昼食、水筒、作業着、くつ、

冬期全国幹事会

文京区湯島第二会館

陽日の郷「あづま館」

〒964-0074 福島県二本松市岳温泉 1-5
TEL 0243-24-2211
FAX 0243-24-2671

３月６日︵金︶ 於 国立オリンピック記念青少年総合センター

TEL 033818‑3078／ FAX 03‑3818‑3417
e-mail info@joaa.net
HP http://www.joaa.net

会場

地下鉄東京メ
トロ丸の内線・都営大江戸線「本郷三丁目」
駅から徒歩７〜８分／ＪＲ
「お茶の水」駅から徒歩６分
※日本サッカーミュージアムそば

岳温泉

移動、活動説明、作業
昼食（各自持参）
作業、旅館へ移動
夕食
交流・学習会

７時〜８時 30 分
朝食
８時 30 分〜 12 時
移動、作業
12 時〜 13 時 30 分
昼食
13 時 30 分〜 14 時
移動
14 時
二本松駅で解散

東北新幹線「郡山駅」で東北本線に乗り換えて「二本松駅」
で下車。車の方も、二本松駅前に集合

宿泊・交流会

現地集合・現地解散

25 日…………………………………………………………

集合場所 ５月 24 日
（日）10 時 東北本線「二本松駅」前

１ 第 回全国大会について
２ 第 回通常総会について
３ 地域活動等について

東京都文京区本郷３‑17‑12‑501

会場

実施会場 福島県二本松市：二本松有機農業研究会
大内信一さん（代表）ほか３〜４名の有機農家の農場

國學院大學常磐松ホールほか

〒113‑0033

毎月 第４金曜日 18：30 〜 20：30

日時

10 時〜 12 時
12 時〜 13 時
13 時〜 17 時
18 時〜 20 時
20 時〜 22 時

定員 30 名程度

於

『化物丁場』をめぐって

参加費 13,500 円（１泊２日） 現地で集めます
移動費、宿泊・夕食・朝食・25 日の昼食費、保険料、
現地でのガソリン代、農機具等の搬送費を含む。

３月７日︵土︶〜８日︵日︶

【事務局】

6 月 26 日（金）

縁農においで下さい！
タイムテーブル
24 日…………………………………………………………

主催 日有研 福島東北有機農業支援委員会

第 回 日本有機農業研究会
全国大会・総会
全国有機農業・環境・文化の集い
２０１５ 東京

第 79 回

入会をご希望の方は、お名前、住所、電話、FAX、メ

【郵便振替口座】

5 月 22 日（金）

『林の底』をめぐって

※会誌「土と健康」を購読するために入会した
個人または団体

００１８０−０−１６５３６３

4 月 24 日（金）

第 78 回

6000 円

ＮＰＯ法人 日本有機農業研究会

第 77 回

『みじかい木ぺん』をめぐって

※任意団体・ＮＰＯ法人は１口以上
※その他法人は２口以上

へ、会費をお振込みください。
（年度単位）

3 月 27 日（金）

猫の手

5 月 24 日（日）10 時～ 25 日（月）14 時

大会テーマ
﹁子どもに健康な食べものを﹂開催
小雨もようの中︑約３５０名が参加

☆団体会員（団体）１口 10000 円

ールアドレスなどを明記の上、下記の郵便振替口座

第 76 回

『マグノリアの木』をめぐって

普通会員と運営会員のみ、途中入会の場合は「月割り」
で会費を納めることもできます。事務局へご相談ください。

☆購読会員

舘野廣幸

福島県二本松

