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第２９回ＢＭＷ技術全国交流会／第２０回基礎セミナーの開催に向けて 
 第２９回ＢＭＷ技術全国交流会 実行委員長 向山 洋平 

 

「第２９回ＢＭＷ技術全国交流会」を２０２０年３月１３日から１４日の二日間、東

京・市ヶ谷で開催します。 

２０１９年１１月２２日から２３日にフィリピン・ネグロス島で開催を予定していた、

「第５回アジアＢＭＷ技術交流会」は、東ヨーロッパをはじめ、アジアで広がっている

アフリカ豚コレラと日本で広がっている豚コレラに対する拡散のリスクなどを考慮し、

開催が見送られることになりました。予定していた参加者は、日本から約６０名、日本

以外のアジア各国から約９０名、総勢約１５０名と多くの参加申込みがあったそうです。 

私は２０１２年にネグロスを訪問したことがあります。フィリピンでは多くの家で庭

先養豚をおこなっており、人々にとって生活の糧であり、大切な文化とも言えるようで

す。また、フィールドワークを予定していた「カネシゲファーム・ルーラルキャンパス」

は、養豚を主体とした農場経営であり、研修生は養豚を軸にした有畜複合農業を学び、

卒業後は自分たちの地域に帰って実践しています。ＫＦ－ＲＣの卒業生達も、交流会の

参加を楽しみにしていてくれたようですが、すでに養豚で生計を立て始めており、中に

はやっと軌道に乗ってきた若き担い手もいるとのことです。このような状況の中、ＢＭ

Ｗ技術協会常任理事会では苦渋の決断だったと思いますが、お互いの生業、そして生活

に最大限の配慮をするということが重要と考え、今回の決定に至ったとのことでした。

私も楽しみにしていましたが、アジアＢＭＷ技術交流会は農家を中心とした技術交流会

であり、私自身も畜産業を営むものとして、正しい決断であったかと思います。 

しかし、アジア交流会の開催見送りが決定した９月末以降、ＢＭＷ技術協会事務局へ、

多くの会員の皆様から、「開催見送りではなく、延期にして日本で全国交流会は開催しな

いのか」などの声を多くいただいたそうです。さらに、今年も甚大な被害をもたらした

自然災害が相次いでいおり、９月から１０月にかけて日本に上陸した台風１５号、１９

号はＢＭＷ技術協会会員にも甚大な被害をもたらせ、今も復旧のめどが立っていない会

員産地もあります。先行き不安なことばかりが目立ちますが、このような時だからこそ

ＢＭの仲間が一堂に会し、お互いを励まし、明るい未来へ進むべく道を築く意味を込め

て、「第２９回ＢＭＷ技術全国交流会」を開催することになりました。 

テーマは「私たちの地域、日本、アジア、そして地球の未来へ向かって～自然と共存

するＢＭＷ技術～」とし、一日目の基調講演には、国立環境研究所地球環境研究センタ

ー副研究センター長の江守正多さんを講師にお招きして、日本、アジアにおける昨今の

「気候変動リスク」について詳しく伺います。その他、基調報告、ＢＭアジアからの報

告、台風１５号と１９号による被災報告、二日目は「生物活性水を科学する」としてこ

こ数年のまとめをおこなう予定です。現在、基礎セミナーを運営するＢＭＷ技術協会若

手幹事会が実行委員として、開催に向け準備を進めています。年度末の３月は、何かと

多忙な時期ではありますが、多くの皆様のご参加を心よりお待ちしております。 
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【第２９回ＢＭＷ技術全国交流会・第２０回基礎セミナー 開催概要】 
 

第２９回ＢＭＷ技術全国交流会・第２０回基礎セミナーは、交流会・基礎セミナーと

懇親会の会場と宿泊するホテルが異なります。ご了承ください。 

 

１． 開催日時と場所 

（１） 開催日時 ２０２０年 ３月１３日（金）～１４日（土） 

１３日（金） １３時００分～ 開場・受付開始 

       １３時３０分～ 全国交流会・基礎セミナー 

１７時３０分  終了 

１８時３０分～ 懇親会 

２０時３０分  終了 

  

１４日（土）  ８時５０分～ 開場・受付開始 

９時００分～ 全国交流会・基礎セミナー 

       １２時００分  終了 

 

（２） 交流会・基礎セミナーと懇親会会場及び、宿泊ホテルについて 

① 交流会・基礎セミナー会場  ※二日間ともに同じ会場です。 

『ＴＫＰ市ヶ谷カンファレンスセンター「７Ｂ」ホール』 

    住所：東京都新宿区市谷八幡町８番地 ＴＫＰ市ヶ谷ビル７階 

    電話：電話番号 ０３－４５７７－９２７０ 

 

② 懇親会・宿泊ホテル 

『ホテルグランドヒル市ヶ谷』 

 住所：東京都新宿区市谷本村町４－１ 

電話：０３－３２６８－０１１１ 

駐車場：９５台（３０分４００円、宿泊のお客様は１泊１,１００円） 

 

（３） オプション視察について 

  今回はオプション視察をおこないませんが、遠方から参加されて、関東近郊のＢＭ

Ｗ技術協会会員産地への視察等を個別にご希望の方は、ＢＭＷ技術協会事務局へご相

談ください。 

  関東近郊会員産地 

  ・千葉県 和郷園、パル・ミート、 

  ・茨城県 茨城ＢＭ自然塾、あゆみの会 

  ・埼玉県 パルシステム関連のＢＭ中水利用プラント導入施設 

  ・山梨県 やまなし自然塾 
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２． スケジュール 

 一日目 ３月１３日（金）  ※時間が若干変更になる場合があります。（敬称略） 

１３：００ 開場（受付開始） 

１３：３０ オープニングセレモニー 

 開会挨拶  実行委員長 向山洋平（ＢＭＷ技術協会若手幹事会座長） 

 来賓挨拶等 

１３：４５ ＜基調講演＞ 

国立環境研究所 地球環境センター副研究センター長 江守 正多 

１５：１５ 休憩 

１５：３０ ＜基調報告＞ 

一般社団法人ＢＭＷ技術協会 理事長 伊藤 幸蔵 

１６：１５ ＜ＢＭアジアからの報告＞～フィリピン・ネグロス～ 

特定非営利活動法人ＡＰＬＡ事務局 寺田 俊 

１７：００ 台風１５号、１９号による被災報告 

１７：３０ 終了 

１８：３０ 懇親会 

 

二日目 ３月１４日（土）                （敬称略） 

８：４０ 開場（受付開始） 

９：００ 

 

「生物活性水を科学する」 

・ＢＭＷ技術基礎講座 

・ＢＭＷ技術活用事例報告 

・ＢＭＷ技術実験報告 

・これまでの実験とまとめ 

講師：山梨大学生命環境学部教授 御園生 拓 

１１：４５ 総括 

１２：００ 閉会 

  

３． 参加費    ◎お申込みと振込方法の詳細は５～６ページをご覧下さい。 

（１）全国交流会の参加費 

項 目 参加費 備 考 

交流会参加費 ６，０００円 
交流会と基礎セミナー、どちらか一日のみの

参加の方は５，０００円です。 

懇親会費 ７，５００円  

宿泊費（朝食付） 

ツイン利用 
１１，０００円 

相部屋となりますが、同じ組織の方が相部屋

になるようにします。 

宿泊費（朝食付） 

シングル利用 
１３，０００円 

数に限りがあります。 
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・・・講師紹介等・・・ 

◎基調講演『気象変動リスクと私たちの未来』（仮題） 

国立環境研究所 地球環境研究センター副研究センター長 江守 正多氏 

 １９７０年神奈川県生まれ。東京大学教養学部卒業。１９

９７年に東京大学大学院総合文化研究科博士課程にて博士号

（学術）を取得後、国立環境研究所に入所。「地球シミュレー

タ」の現場で研究を行うために２００１年に地球フロンティ

ア研究システムへ出向し、２００４年に復職した後、地球環

境研究センター気候変動リスク評価研究室長等を経て、２０

１８年より同副研究センター長。地球温暖化研究プログラム

総括を経て、２０１６年より低炭素研究プログラム総括、社

会対話・協働推進オフィス代表（兼務)。専門は地球温暖化の

将来予測とリスク論。気候変動に関する政府間パネル（ＩＰＣＣ）第５次・第６次評価

報告書主執筆者。 

著書に「異常気象と人類の選択」、「地球温暖化の予測は『正しい』か？－不確かな未

来に科学が挑む」、共著書に「地球温暖化はどれくらい『怖い』か？温暖化リスクの全体

像を探る」、「温暖化論のホンネ -『脅威論』」と『懐疑論』を超えて」「気候大異変 地

球シミュレータの警告」等がある。２０１２年度日本気象学会堀内賞受賞。 

 

◎基調報告『第２９回ＢＭＷ技術全国交流会の開催に向けて・ＢＭＷ技術協会活動報告』 

一般社団法人ＢＭＷ技術協会 理事長 伊藤幸蔵 

１９６７年生まれ。１９９０年農林水産省 農業者大学校卒業。山形県東置賜郡高畠町

で有機農法と畜産の複合経営を行う「米沢郷牧場グループ」の代表。１９９５年には、

農業生産法人「ファーマーズクラブ赤とんぼ」を立ち上げる。 

自家で営む農業生産法人「エコファーム匠」では、稲作を１１ｈａ、畑を３.５ｈａ、

果樹園を５０ａ作り、主に田んぼの耕作に従事する。２０１１年にＢＭ技術協会が法人

化、一般社団法人ＢＭＷ技術協会の理事長に就任。 

 

◎ＢＭアジアからの報告～フィリピン・ネグロス 

 開催見送りとなってしまった「第５回アジアＢＭＷ技術交流会」の開催地であったネ

グロス島でＢＭＷ技術を活用する「カネシゲファーム・ルーラルキャンパス」の活動を、

民衆交易についてを交えながら、特定非営利活動法人ＡＰＬＡ（あぷら）の寺田俊さん

に報告してもらいます。その他、韓国、中国、インドネシアなど、アジアに広がるＢＭ

Ｗ技術についてはポスターセッションでご覧いただけます。 

 

◎台風１５号、１９号による被災報告 

 関東、長野、宮城のＢＭＷ技術協会会員に甚大な被害をもたらせた、２つの台風によ

る被災報告をおこないます。 
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【第２９回ＢＭＷ技術全国交流会・第２０回ＢＭＷ技術基礎セミナー 申込要項】 
 

１．申込方法  

○申込は、ＦＡＸまたはメールでお申込下さい。 

①ＦＡＸで申込をされる方は、添付資料「参加申込書」に所定事項をご記入の上、

下記の番号までご送付下さい。 

ＦＡＸ：０３－５２１１－０６３６  

（お手数ですが、送信確認を電話０３－５２１１－０６８１までお願いします。 

土日の場合は翌月曜日以降にお願いします。） 

②メールでの申込を希望される方は、参加申込書をデータでお届けしますので、

下記のアドレスまでご連絡下さい。 

＊Ｅ－ｍａｉｌ： ｂｍ－ｋｙｏｋａｉ＠ｂｍ－ｓｏｌａ．ｃｏｍ 
 
２．参加申込書の記入上の注意 

【申込書の記入上の注意】※申込みを受付け次第、こちらから確認のＦＡＸ(メール)を返信します。 

（１）申込日・参加者名・参加団体のお名前・名称、連絡先などをご記入下さい。参加

費の合計金額を記入して下さい。 

○交流会・基礎セミナー参加費  ６，０００円 

○どちらか一日のみ参加     ５，０００円 

〇懇親会参加費         ７，５００円 

〇宿泊費 ツイン       １１，０００円 

〇宿泊費 シングル      １３，０００円 

 

３．参加申込の締切日  

○参加申込書は ２月１４日（金）までにご送付・ご送信下さい。 
 

４．参加費の支払いについて 

○参加申込書の「合計金額」を銀行・郵便局の窓口、ＡＴＭ等でお振込下さい。 

○申し訳ありませんが、振込手数料は参加者のご負担でお願いします。 

【振込口座】 

①郵便局のＡＴＭと窓口でのお手続き （口座間お取引含む） 

■記号：１０１８０  ■番号：２１６５０７９１ 

■口座名義  ＢＭＷ技術全国交流会実行委員会 

②郵便局以外でのお手続き 

■金融機関名：ゆうちょ銀行 ■店番：〇一八（ゼロイチハチ） 

■預金種目：普通口座 ■口座番号：２１６５０７９  

■口座名義  ＢＭＷ技術全国交流会実行委員会 
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５．振込締切日 

○振込は ２月２８日（金）までにお願いします。 
 
６．変更・キャンセルと参加費の返金について  

○申込後の変更・キャンセルについては、下記の「第２９回ＢＭＷ技術全国交流

会・実行委員会事務局」まで、電話、ＦＡＸまたはメールでお早めにご連絡下

さい。 

○３月２日（月）以降の変更（参加者の減少）・キャンセルについては参加費用の

５０％をキャンセル料として頂戴いたします。 

○３月９日（月）以降の変更（参加者の減少）・キャンセルについては参加費用の

７５％をキャンセル料として頂戴いたします。 

○３月１２日（木）以降のキャンセルについては全額返金できません。 

○キャンセルされた場合、参加費用の返金については、事務処理上の都合で交流

会の会計処理終了後（４月初旬）になります。返金の際の振込手数料はご負担

下さい。 
 

７．お問い合わせ連絡先  

○お問い合わせは下記の交流会・実行委員会事務局 

一般社団法人ＢＭＷ技術協会内／担当：秋山・佐々木・星加までご連絡下さい。 

受付時間は、午前９時から午後５時まで（土日・祝日を除く）。 

※ＦＡＸ・メールは終日受信できますが、電話での対応は上記の時間帯になります。 
 

８．実行委員会事務局（問合せ先）  

〒１０２－００７３  

東京都千代田区九段北１－９－５ 朝日九段マンション２０７ ＢＭＷ技術協会内 

（電話番号）０３－５２１１－０６８１（ＦＡＸ番号）０３－５２１１－０６３６ 

（メール） bm-kyokai@bm-sola.com 
※実行委員会事務局のＦＡＸ・電話番号は、ＢＭＷ技術協会の電話・ＦＡＸと共通です。 
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＜会場地図＞ 

 

○ＴＫＰ市ヶ谷 

 
ＪＲ中央・総武線「市ヶ谷駅」、都営新宿線「市ヶ谷駅」４番出口より徒歩３分 

東京メトロ有楽町線、南北線「市ヶ谷駅」7 番出口より、すべて徒歩１分 

 

○ホテルグランドヒル市ヶ谷 

ＪＲ中央・総武線「市ヶ谷駅」、都営新宿線「市ヶ谷駅」４番出口より徒歩５分 

東京メトロ有楽町線、南北線「市ヶ谷駅」７番出口より、すべて徒歩３分 

ＴＫＰ市ヶ谷 
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― 実行委員会（ＢＭＷ技術協会若手幹事会）― 
        実行委員長 向山 洋平  （やまなし自然塾・黒富士農場） 

金谷 武志  （新潟ＢＭ自然塾 ・謙信の郷） 

木内 克則  （ＢＭＷ技術協会常任理事・和郷園） 

田村 昌之  （ファーマーズ・クラブ雪月花） 

横山 裕一  （米沢郷牧場グループ） 

  西塚 忠樹  （みやぎＢＭ技術協会・大郷グリーンファーマーズ） 

判田 直也  （アーム農園） 

 藤野 圭一郎（パルシステム生活協同組合連合会） 

  横倉 一賀  （オイシックス・ラ・大地） 

  吉澤 真満子（ＡＰＬＡ）～代理 寺田俊（ＡＰＬＡ） 

          事務局 秋山 澄兄  （ＢＭＷ技術協会） 

          顧 問 伊藤 幸蔵  （ＢＭＷ技術協会理事長・米沢郷牧場グループ） 
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