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平成３０年４月２０日 

会 員 各 位 

一般社団法人 全国肥料商連合会 
  会 長    山森 章二 

 
拝啓 春暖の候、皆様に於かれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 

平素は本会事業推進に就きまして、格別のご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

 

「第 54 回全肥商連全国研修会」静岡県開催のご案内 

 

さて、今回の全国研修会も農林水産省の後援を得て静岡県肥料商業組合のご協力の下、

静岡県掛川市に於いて開催致します。 

今回の総合テーマは、『農業×肥料商×“女子力”=日本力』～今、ふじの国から発信！～

とし、女性農業者の活躍を推進させる研修会にすべく企画しております。 

 就きましては、時節柄ご多用のことと存じますが、会員の皆様並びに女性農業経営者

の方々にもお誘い合わせの上、ご参加頂き度くご案内申し上げます。尚、ご参加される

方は、お手数乍ら所属部会長又は部会事務局にもご連絡頂きます様、宜しくお願い申し

上げます。 

敬具 

記 

 

1． 日時： 平成 30 年 7 月５日（木）13 時 00 分より 

         7 月６日（金）12 時 30 分まで 

                ※別紙開催要領、日程表をご参照下さい。 

 

2．会場： 【7 月 5 日】 つま恋リゾート彩の郷 2F コンベンションホール（M） 

                  〒436-0011 静岡県掛川市満水 2000 番地 

                             TEL0537-24-1111 

 

      【7 月 6 日】 公益社団法人 大日本報徳社 大講堂 

              〒436-0079 静岡県掛川市掛川 1176 番地 

                           TEL0537-22-3016 

以上  



 平成３０年４月２０日 

全肥商連会員各位 
一般社団法人 全国肥料商連合会事務局 

 

第 54 回全肥商連全国研修会『開催要領』 

 
１． 主 催： 一般社団法人 全国肥料商連合会 

２． 後 援： 農 林 水 産 省 ・ 静 岡 県（申請中） 

３． 共 催： 静岡県肥料商業組合実行委員会 

４． 日 程： 平成 30 年 7 月 5 日（木）13：00～7 月 6 日（金）12：30  

                                     

５． 会 場： 【7 月 5 日】 つま恋リゾート彩の郷 2F コンベンションホール（M） 

      〒436-0011 静岡県掛川市満水 2000 番地 

                   TEL0537-24-1111 

       【7 月 6 日】 公益社団法人 大日本報徳社 大講堂 

              〒436-0079 静岡県掛川市掛川 1176 番地 

                           TEL0537-22-3016 

６．会場アクセス： □ＪＲ掛川駅よりタクシーで約 15 分 

            ＊当日は 11:00～12:00 送迎バスを準備します。 

          □東名高速道路 掛川 IC～約 15 分、掛川ﾊﾞｲﾊﾟｽ千羽 IC～約 10 分 

          □新東名高速道路 森掛川 IC より約 25 分 

          □駐車場は北口ゲートから入場、駐車代金は日帰り・宿泊共￥500 円 

           となりますので、各自現地精算願います。 

7．会場受付： 

    ① 第 1 日目（７月 5 日）は、12:00 から受付開始します。昼食の用意はあり

ませんので食事を済ませ、受付後 12:45 分迄に会場へお入り下さい。 

      （会場内レストランでの昼食も可能） 

    ② 第 2 日目（７月６日）会場ホテル宿泊者は 7:45～8:45 の間に、送迎バス

で移動します。受付終了後 9:15 迄に会場にお入り下さい。 

      他の参加者は、9:00 迄に会場へ集合願います。 

 

８．参加費用：（１）受講料 下記 4 通りの中から選択下さい。 

①講習+懇談会 全肥商連会員 ￥18,000 円 1 日、2 日共通

②  〃 1 社 2 人目以上 ￥16,000 円   〃 

③講習のみ 全肥商連会員 ￥8,000 円   〃 

④ 〃 *非会員（女性）  ￥3,000 円   〃 

    ※④*非会員の方は、女性農業経営者、行政関係者、女子学生等と致します。 

       

（２）支払方法 ６月２２(金)まで、全肥商連の下記口座へお振込み願います。 

      (銀行振込) みずほ銀行 銀座中央支店 

            普通預金 口座番号 0208616 「全国肥料商連合会」 



９．宿泊について：   

会場施設内のホテルを予約してありますので、宿泊ご希望される方は受講申込

書宿泊欄に〇印を付けお申込み下さい。各部屋は利用人数により料金が変わり

ますので、希望される部屋をご指定下さい。但し、部屋数が限られております

ので必ずしもご希望通り予約出来ない場合もあります事ご了承願います。 

宿泊可否の回答に就きましては後日事務局よりご連絡致しますので、お部屋が

確定後参加費用と併せてお振込み願います。 

 

◇1 泊朝食・温泉館利用料付（税込）1 名当り宿泊料 

宿泊棟 シングル 2 名利用 3 名利用 4 名利用 5 名利用

サウスウィング 8,500 円 8,000 円 ― ― ― 

ノースウィング 10,000 円 9,500 円 8,500 円 8,000 円 7,000 円

   

 

10．参加申込：  

別紙申込書に必要事項を記載の上、６月８日(金)まで FAX でお申込下さい。 

尚、所属部会から指示がある場合は、その指示に従った形でお申込願います。 

 

 

以上 



　　　　　　　　　　総合テーマ：　『農業×肥料商×“女子力”＝日本力』　～今、ふじの国から発信！～

主　催：一般社団法人全国肥料商連合会　　　　　共 催：　静岡県肥料商業組合実行委員会
後　援：　　　農　　林　　水　　産　　省　　・　　静　　岡　　県　　

　 自　平成３０年７月５日（木）　１３時００分　開講　
会場：　つま恋リゾート彩の郷　2階コンベンションホール（Ｍ）

至　平成３０年７月６日（金）　１２時３０分　解散
　　　 会場：　公益社団法人　大日本報徳社　大講堂

【7月５日（木）】 　　　講　　　　師　　　　　　　　　　　（敬称略）

12:00～  受　 　付 　　　総合司会：　（一社）全肥商連　　   　西出　邦雄

13:00～  開　講　式
　　　開　会　宣　言 　全国研修会実行委員長 　豊田　富士雄
 　主　催　者　挨　拶 （一社）全国肥料商連合会　会長 　 山森　章二
 　来　賓　挨　拶 　静　岡　県　知　事 　　川勝　平太

  静岡県袋井市長 　原田　英之
13：30～14:20  記念講演：演題　「農業の競争力強化と人材育成」 　農林水産省経営局

　　　　　　～女性農業者の活躍推進の必要性～ 　　　　　　　就農・女性課　　課長 　　佐藤　一絵

14:20～14:30 　 ～　休　　　憩　～
14:30～16:00 　【　パネルディスカッション　】

　 　テーマ：　「女子力を活かす農業発展の道」
　≪パネリスト≫
（１）100haの野菜栽培と出荷施設を備える経営者 　（株）鈴生（すずなり）
　　　土づくりと人材育成により、成長企業の礎を築く 　　専務取締役 　鈴木　壽美子

（2）体験型茶畑レストランと農家民宿のオーナー 　「ちゃの生（き）」代表
　　　農福連携による障害者支援と、労働力不足を解消 　　　　　　農業女子ＰＪメンバー 　豊田　由美

（3）緑茶の健康機能性・生体効果を解明する研究者 　農研機構果樹茶業研究部門
　　　「水出し緑茶」により、免疫力を活性化させる新発見 　　茶品質機能性ﾕﾆｯﾄ上級研究員 　物部　真奈美

　≪コメンテーター≫ 　　　　農林水産省 経営局 就農・女性課長 　佐藤　一絵

　≪進　行　役≫ 　　　　　静岡県肥料商業組合　・　日本オーガニック（株）　社長 　水谷　久美子

16:00～16:10 ～　休　　　憩　～
16:10～17:00 【生産現場からの提言】

　　　演題：　「発想を変えれば、何かが見える！」 　（一社）全肥商連副会長
　　　～庭先園芸から大型生産者まで～ 　　（株）カネ八商店　　　　社長 　加藤　眞八

17:00～17：10 　　　オリエンテーション 　事　務　局
17：30～19：45 　懇談会　於：2階コンベンションホール（Ｌ）　

　　　　　　　“つま恋を活かした楽しい夕べ” 伝統民謡「茶切り節」など、お楽しみ下さい

【7月６日（金）】 次　　第　・　演　　題 講　　　　師　　　　　　　　（敬称略）

07:45～08:45 　　会場ホテル宿泊者は、朝食後バスで移動します。

　　会場へ直接集合される方は、9:00までにご来場下さい。

08:45～ 受　　　付 　　　総合司会：　静岡県肥料商業組合　　縣　忠幸

09:30～10:30 【講演①】  演題「農業はイノベーションの宝」 　（株）エムスクエア・ラボ　社長 　加藤　百合子

10:30～10:45 ～　休　　　憩　～
10:45～11:45 【講演②】  演題「尊徳の教えと岡田家四代」 　公益社団法人　大日本報徳社

　　　～何故、遠州掛川から報徳の教えが創始したのか～ 　　　　　　　理事・女性推進委員長 　石野　茂子

11:45～12:00 【閉　講　式】　　　次回開催地からの挨拶
　　　　　閉講の辞

12:00～12:30 【現地視察】
　・大日本報徳社/仰徳記念館、仰徳学寮、図書館等

12:30 　―　解　　　散　―
　　　　　（掛川城周辺、物産店散策などお楽しみ下さい。JR掛川駅まで約600ｍ）

　　　注：　演題、講師並びに時間帯は、変更する場合がありますのでご了承願います。

次　　第　・　演　　題

　　第54回全肥商連全国研修会　日程表



(一社）全肥商連　事務局　行 申込日：　平成　30　年　　　　月　　　　　日

　　（ＦＡＸ０３－３８１７－８８８２）

　　　　　≪　第54回全国研修会　受講申込書　≫

　　　　　〈　平成30年７月5日（木）～6日（金）　〉

　□申込締切：平成30年6月8日　（金）

会社名： 　□支払締切：平成30年6月22日（金）

　□お振込先：「みずほ銀行銀座中央支店」

　　　　　　　普通預金　口座番号0208616

ご担当者名： 　　　「全国肥料商連合会」

〒
住所：

ＴＥＬ： ＦＡＸ：

◇　第５４回全国研修会（静岡県）を受講したいので、下記の通り申し込みます。

①　必要事項記入又は〇印で囲ってください。

②　「つま恋リゾート彩の郷」宿泊ご希望の方は、希望棟に〇印を付けて下さい。（全室禁煙）

　　　但し部屋数が限られておりますので、宿泊可否については本部に一任願います。

役　　職 年　　齢 懇談会 　　宿　泊（人数記載下さい）

　　　　　歳 ・サウスウィング

・ノースウィング

　　　　　歳 ・サウスウィング

・ノースウィング

　　　　　歳 ・サウスウィング

・ノースウィング

　　　　　歳 ・サウスウィング

・ノースウィング

　　　　　歳 ・サウスウィング

・ノースウィング

　　　　　歳 ・サウスウィング

・ノースウィング

　　　　　歳 ・サウスウィング

・ノースウィング

　　　　　歳 ・サウスウィング

・ノースウィング

　　　　　歳 ・サウスウィング

・ノースウィング

　　　　　歳 ・サウスウィング

・ノースウィング

性　　別受講者名

　男　　・　　女

　男　　・　　女

　男　　・　　女

　男　　・　　女

　男　　・　　女

　男　　・　　女

　男　　・　　女

　男　　・　　女

　男　　・　　女

　男　　・　　女

出　・　欠

出　・　欠

出　・　欠

出　・　欠

出　・　欠

出　・　欠

出　・　欠

出　・　欠

出　・　欠

出　・　欠

（　　　）名利用

（　　　）名利用

（　　　）名利用

（　　　）名利用

（　　　）名利用

（　　　）名利用

（　　　）名利用

（　　　）名利用

（　　　）名利用

（　　　）名利用


