
マスコットキャラクター

ジャフィーくん

平成 25年度

新世紀ＪＡ研究会

第 15回セミナー

ふくおか⼋⼥がめざす⾃⼰完結型ＪＡ 

 ⽣産と消費をつなぐ営農・販売戦略  

開 催 地 福岡県八女市、福岡県久留米市

会 場 ハイネスホテル久留米、メモリアルホール いわ井

期 日 平成25年11月28日(木)～29日(金)

開催事務局 福岡八女農業協同組合
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平成25年度

新世紀ＪＡ研究会 第15回セミナー

ふくおか八女がめざす自己完結型ＪＡ

～ 生産と消費をつなぐ営農・販売戦略 ～

【要領】

１．趣旨

近年の農産物における販売環境は、ＧＭＳ(総合スーパー)の進出や量販店間での販売競

争の激化、更には量販店を始めとした商品のＰＢ化により販売方法が多種多様化していま

す。一方、産地では農業従事者の高齢化や担い手不足等により、農産物の取扱高は年々減

少しています。この様な状況のなか、ＪＡは農家組合員の労働生産性を改善し、農業所得

を向上させ農業基盤の維持拡大を図ることが大きな課題です。これに対して、パッケージ

センターを活用し流通・消費者ニーズに沿った最終商品をＪＡ段階で作り、それを直接販

売することで委託販売に頼らない自己完結型の販売をめざすとともに、消費者との繋がり

をより強固なものとして、安全・安心な商品提供の確立と農家所得の向上をめざします。

２．主催

新世紀ＪＡ研究会

ＪＡふくおか八女

３．開催日時

平成25年11月28日（木）午後1時30分 ～ 11月29日（金）午後3時00分まで

（詳細は別紙日程表のとおり）

４．参加対象者

ＪＡ組合長、常勤役員、幹部職員（連合会含む）、およびＪＡ青年部・女性部役員

５．参加予定人員

150人（定員になり次第締め切ります）

６．開催場所

1日目 ハイネスホテル久留米

〒830-0033 福岡県久留米市天神町1-6

℡ 0942-32-7211

2日目 メモリアルホール いわ井

〒834-0024 福岡県八女市津江599

℡ 0120-777-568
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７．参加費

会員(1名様に限り) 20,000円（28日の懇親会費と28日の宿泊費込）

一般参加者 30,000円（28日の懇親会費と28日の宿泊費込）

会員および一般参加者 15,000円（28日の懇親会費と28日の宿泊なし）

※前泊(27日)、28日の昼食、後泊(29日)については、実費を直接ホテルにお支払いください

８．申し込み方法

平成25年11月8日（金）までに参加費をお振込みいただき、必要事項を申込書へ記入の上、

ＪＡふくおか八女 総務課宛にお申込み下さい。

(1) 申込先

福岡八女農業協同組合 総務部 総務課（担当：今村）

〒834-0063 福岡県八女市本村420-1

℡ 0943-23-1155 FAX 0943-24-4660

(2) 申込み方法

ＦＡＸまたは電子メールにてお申込み下さい。

FAX：0943-24-4660

E-mail：soumujinji@wing8.com

◆申込用紙はホームページにも掲載しております。

http://www.wing8.com/

(3) 参加費の振込先

■金融機関：福岡八女農業協同組合 本店（店舗番号8668-001）

■口座番号：普通 0002677

■口座名義：新世紀
しんせいき

ＪＡ
J A

研 究 会
けんきゅうかい

９．問い合わせ先

セミナーの内容についてのお問い合わせは、下記あてにお願いします。

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町3-1-15

社団法人 農協協会内「新世紀ＪＡ研究会」高橋 英俊 宛て

℡ 03-3639-1121 FAX 03-3639-1120

E-mail：nemoto@jacom.or.jp

10.宿泊について

ご希望により手配させていただきますので、申込書に記入をお願いします。

宿泊ホテルはセミナー会場の「ハイネスホテル久留米」または「ホテルニュープラザ久留

米」となります。

1人1部屋で手配いたしますが、ホテルの都合によっては相部屋（2～3名）となりますこ

とをご了承ください。
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平成25年度 新世紀ＪＡ研究会 第15回セミナー

ふくおか八女がめざす自己完結型ＪＡ

～ 生産と消費をつなぐ営農・販売戦略 ～

時刻 内容

11/28

（木）
12:00 ～

13:30 ～ 13:35

13:35 ～

13:45 ～ 14:00

14:00 ～ 15:00

15:00 ～ 15:10

15:10 ～ 16:30

16:30 ～ 17:30

17:30 ～ 20:00

[1] 受付（会場：「ハイネスホテル久留米」）

[2] 開会あいさつ

新世紀ＪＡ研究会 副代表

ＪＡあしきた 代表理事組合長 高峰 博美

[3] 主催者あいさつ

新世紀ＪＡ研究会 代表

ＪＡいわて中央 代表理事組合長 藤尾 東泉

[4] 来賓あいさつ

[5] 開催地ＪＡあいさつ・基調報告

「ふくおか八女がめざす自己完結型ＪＡ」

～ 生産と消費をつなぐ営農・販売戦略 ～

ＪＡふくおか八女 代表理事組合長 久保 薫

休 憩

[6] 講演Ⅰ

「最近の農政動向と農協への期待（仮称）」

農水省 経営局長 奥原 正明

[7] アトラクション

女性部より

[8] 懇親・交流会

［別紙 日程表］
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時刻 内容

11/29

（金）
8:00 ～ 9:00

9:00 ～ 10:00

10:00 ～ 10:10

10:10 ～ 10:20

10:20 ～ 11:20

11:20 ～ 11:30

11:30 ～ 11:40

11:40 ～ 11:50

11:50 ～ 12:00

会場移動（メモリアルホール「いわ井」へ）

[9] 講演Ⅱ

「タマホーム 上場までのあゆみ」

タマホーム株式会社 代表取締役社長 玉木 康裕

質疑および意見交換

休 憩

[10] 講演Ⅲ

「食と農をつなぐパルシステムの産直（仮称）」

株式会社ジーピーエス 専務取締役 野村 和夫

質疑および意見交換

[11] 大会アピール採択

[12] 閉会あいさつ

新世紀ＪＡ研究会 副代表

ＪＡはだの 代表理事組合長 古谷 茂男

新世紀ＪＡ研究会総会（10分）

(現地視察希望者)

12:00 ～ 12:30

12:30 ～ 13:00

13:00 ～ 13:45

14:00 ～ 14:45

15:00 着

昼食（会場:メモリアルホール「いわ井」）

バスで移動

筑後パッケージセンター見学

農産物直売所『よらん野』

解散（ＪＲ筑後船小屋駅）

(現地視察なし)

12:00 ～ 12:30

13:00 着

昼食（会場:メモリアルホール「いわ井」）

解散（ＪＲ筑後船小屋駅）

※視察の人数が多い場合

は、2班に分けて実施し

順番が逆になる場合が

あります。
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新世紀ＪＡ研究会 第15回セミナー申込書

申込先 ＪＡふくおか八女 総務部 TEL 0943-23-1155

FAX 0943-24-4660

E-mail：soumujinji@wing8.com

◆申込者所属◆

所在地 〒

組織(ＪＡ名)

代表者名

連絡部署および氏名 (部署名) (氏名)

電話番号 ＦＡＸ番号

E-mail

新世紀ＪＡ研究会 第15回セミナーに下記の通り参加を申し込みます。

参加者 参加者 参加者

氏 名

会員・非会員

（いずれかに○印）
会員 ・ 非会員 会員 ・ 非会員 会員 ・ 非会員

所属部署

役 職

お振込金額

E-mail

電話番号

29日の現地視察

（いずれかに○印）
参加 ・ 不参加 参加 ・ 不参加 参加 ・ 不参加

喫煙有無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無

宿
泊
希
望
（
○
印
を
）

11月27日(水)

11月28日(木)

11月29日(金)

※セミナー料

会員(1名様に限り) 20,000円（28日の懇親会費と28日の宿泊費込）

一般参加者 30,000円（28日の懇親会費と28日の宿泊費込）

会員および一般参加者 15,000円（28日の懇親会費と28日の宿泊なし）

※前泊(27日)、28日の昼食、後泊(29日)については、実費を直接ホテルにお支払いください
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久留⽶までのアクセス 

11/28(木)

【航空機利用】

JAL305 高速バス 徒歩すぐ

羽田空港―――――福岡空港＝＝＝＝西鉄久留米駅前・・・・・会場

08:15 10:10/10:58 11:46

ANA1673 高速バス 徒歩すぐ

伊丹空港―――――福岡空港＝＝＝＝西鉄久留米駅前・・・・会場

09:05 10:25/10:58 11:46

ANA217 高速バス 徒歩すぐ

中部国際空港―――――福岡空港＝＝＝＝西鉄久留米駅前・・・・会場

09:00 10:30/10:58 11:46

【ＪＲ利用】

さくら 549

新大阪駅＝＝＝＝岡山駅＝＝＝＝広島駅＝＝＝＝小倉駅＝＝＝＝博多駅＝＝

09:20 10:11 10:51 11:47 12:06

送迎バス

＝＝久留米駅＝＝＝＝＝会場

12:21 12:45

さくら 552 送迎バス

鹿児島中央駅＝＝＝＝＝久留米駅＝＝＝＝会場

10:41 11:53 12:15

【自家用車利用】

九州自動車道久留米ＩＣ～ 約 10分
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筑後船小屋駅からのアクセス

11/29(金)

【現地視察なし】

【航空機利用】

送迎バス つばめ 344 福岡市営地下鉄

会場＝＝＝＝＝筑後船小屋駅＝＝＝＝＝博多駅＝＝＝＝＝＝福岡空港

13:30 13:55

ANA260 JAL322

福岡空港―――――――羽田空港 または 福岡空港―――――――羽田空港

15:55 17:40 16:00 17:30

ANA230

福岡空港―――――――中部国際空港

16:10 17:25

ANA3156 JAL2056

福岡空港―――――――伊丹空港 または 福岡空港―――――――伊丹空港

16:00 17:05 17:50 18:55

【JR 利用】

送迎バス つばめ 344 のぞみ 36

会場＝＝＝＝＝筑後船小屋駅＝＝＝＝＝博多駅＝＝＝＝＝＝小倉駅＝＝

13:30 13:55/14:05 14:21

＝＝広島駅＝＝＝＝＝岡山駅＝＝＝＝＝新大阪駅

15:07 15:48 16:35

【自家用車利用】

九州自動車道八女ＩＣ ～ 約 15分
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【現地視察あり】

【航空機利用】

送迎バス つばめ 348 福岡市営地下鉄

視察先＝＝＝＝＝筑後船小屋駅＝＝＝＝＝博多駅￢￢￢￢￢＝＝＝＝＝＝福岡空港

15:33 16:02

ANA264 JAL328

福岡空港―――――――羽田空港 または 福岡空港―――――――羽田空港

17:35 19:15 18:00 19:30

ANA232

福岡空港―――――――中部国際空港

18:00 19:15

ANA428 JAL2056

福岡空港―――――――伊丹空港 または 福岡空港―――――――伊丹空港

17:50 18:55 17:50 18:55

【JR 利用】

送迎バス つばめ 348 のぞみ 48

会場＝＝＝＝＝筑後船小屋駅＝＝＝＝＝博多駅￢￢￢￢￢＝＝＝＝＝＝小倉駅＝＝

15:33 16:02/16:05 16:21

＝＝広島駅＝＝＝＝＝岡山駅￢￢￢￢￢＝＝＝＝＝新大阪駅

17:12 17:48 18:35

【自家用車利用】

九州自動車道八女ＩＣ ～ 約 15分


