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                                                     平成 28 年 8 月 5 日 

各位 

                                                   全国土の会 会長 

                                                   東京農業大学名誉教授 

                                                       後藤 逸男 

 

                   「第 28 回全国土の会九州大会」開催のご案内 

 

 

4 月 14 日の熊本地震により、被災されました皆様方に心よりお見舞い申し上げるとともに、一

日も早い復興を心より願っています。 

 

さて、「全国土の会」とは東京農業大学土壌学研究室が全国の農家に呼びかけて、平成元年

に結成した「農家のための土と肥料の研究会」です。水稲・露地野菜・施設野菜・果樹・花卉栽

培農家や有機農業実践農家など営農・経営形態の異なる全国の農家が年に一度、「健康な土

づくり」を合い言葉として全国大会に結集します。 

この全国大会には、農家だけでなく普及指導員・JA 営農指導員、肥料や資材業界関係各位

の他に、野菜づくり、ガーデニング、生ごみリサイクルなどに関心のある一般市民の方の参加も大

歓迎です。 

「全国土の会」発足以来、毎年秋に全国各地で開催してきました全国大会ですが、28 回目に

して始めて九州熊本市で、「第 28 回全国土の会九州大会」として開催することになりました。現

在、熊本では観光客の減少などが続いているようですが、熊本で全国大会を開催することが復興

支援の一環となると思いますので、皆様方には、お誘い合わせの上「第 28 回全国土の会九州大

会」に参加頂きたく、ご案内申し上げます。 

 本大会では、開会セレモニー後に基調講演として土壌微生物学が専門の佐賀大学農学部の

染谷 孝先生に「土と堆肥の微生物と健康な土づくり」をお願いしています。日本土壌肥料学会

内では実践的土壌微生物学研究者として著名です。その後は定番「環境にやさしい農業へのチ

ャレンジ 2016」と題して講演させて頂きます。 

 両講演後には休憩を挟んで、シンポジウム「実践、土壌診断分析に基づいた施肥管理(仮題)」

を行います。本年 6 月 28 日に、経済産業省から「施肥設計のための土壌分析については計量

法に該当しない」との見解が示され、全ての土壌診断室で分析数値を表示できるようになりました。

今回のシンポジウムでは、計量法見直しを契機に土壌診断分析に基づいた施肥管理の徹底を

推進します。28 年目を迎える全国土の会には、土壌診断分析に基づいた施肥管理を実践して

いる多くの会員がいます。今回はそれらの方々の中から 4～5 名に話題提供をお願し、その後会

場の皆さんと意見交換を行います。大会終了後は、同ホテルニューオータニ内で情報交換会を

行います。 

 翌 10 日(水)には、九州最大のなす産地 JA 熊本市なす部会の中心地である飽田で現地研修

会を開催します。先ずは、なすハウスの見学を行います。その後、土壌診断調査法のデモンストレ

ーションを行います。なお、準備の都合上現地研修会への募集人数は先着 100 名(バスに乗車さ

れる方)とさせて頂きます。 

皆様、お誘い合わせの上、出来る限り早く参加手続きを頂くようご案内申し上げます。 

 

 参加申込期限は 10 月 14 日(金)です。 

以上 

 

注：「第 28 回全国土の会九州大会」には、全国土の会会員でなくても、どなたでも参加できます。   

なお、「全国土の会」に入会すると「東京農大式土壌診断システム」による土壌診断分析を

受けることができます。詳細については、「全国土の会ホームページ」をご覧下さい。 

 

   全国土の会ホームページ：http://tsutinokai.co.jp/soil/ 
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「第 28 回 全国土の会 九州大会」開催日程 
 

 

1. 日時：平成28年11月 9日(水)13時より20時30分 

2. 会場：ホテルニューオータニ熊本(JR熊本駅白川口北隣) 3階 鳳凰の間 

    アクセス：http://www.newotani-kumamoto.co.jp/access/  

3. 主催：全国土の会・熊本土の会・鹿児島土の会 

共催：東京農業大学 生産環境化学研究室 

事務局：東京農大発(株)全国土の会 (電話：03-3426-1771) 

 

4. 後援(予定を含む)：熊本県・鹿児島県 

JA 熊本中央会・JA 熊本市 

全国肥料商連合会・全国肥料商連合会九州・東京農業大学 他 

  

5．日程  

11月 ９日(水)   ホテルニューオータニ 3階 鳳凰の間  受付：12時00分より 

13時00分：開会セレモニー 

                                           

13 時 15 分：基調講演「土と堆肥の微生物と健康な土づくり」 

 

佐賀大学農学部 教授   染谷  孝 先生 

 

14時15分：講演「環境にやさしい農業へのチャレンジ2016」 

        東京農業大学 名誉教授  全国土の会会長    後藤 逸男 

 

15時15分～15時45分：休  憩 

 

15 時 45 分：パネルディスカッション  

  「実践、土壌診断分析に基づいた施肥管理(仮題)」 

 

17時45分：事務連絡 次期全国大会案内、全国土の会土壌診断分析要領、その他 

 

18時00分：閉会 

 

18時30分：情報交換会  会場：ホテルニューオータニ熊本 3階 鳳凰の間 

 

20時30分： 閉  会 

 

 11 月 10 日(木) 現地研修会  会場：熊本市飽田(JA 熊本市なす部会) 

   8 時 30 分：JR 熊本駅前集合 バス出発 

   9 時 00 分：熊本市飽田着 

          ・なすハウスの見学 

          ・土壌診断調査法のデモンストレーション 

  11 時 30 分：熊本市飽田出発     12 時 00 分前後：JR 熊本駅で解散 
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6．参加申込みおよび費用 

 

 参加申込み受付・新規会員登録は、東京農大発(株)全国土の会で行います。 

 

(1)参加費(非会員の方も同額です) 

 

★大会参加費   ： 2,000 円 

★情報交換会費   ： 8,000 円 

★現地研修会費   ： 2,000 円(バス利用の方) 1,000 円(現地集合の方) 

 

注：新規に会員登録を希望される方は、入会金 3,000 円と年間会費が別途必要となります。 

会員に登録すれば、「東京農大式土壌診断システム」による土壌診断分析を受けることが

できます。ただし、別途分析手数料が必要です。詳細については、本会ホームページをご

覧下さい。 

なお、年間会費は、個人会員 2,000 円  法人会員 5,000 円 です。 

今回の全国大会参加と同時に会員登録を希望される方は、別紙の新規会員登録申込書での

申込をお願い致します。 

 

★ 新規会員登録申込み：http://tsutinokai.co.jp/soil/entry/ 

 

 (2)農協観光熊本支店による宿泊の斡旋について 

  農協観光熊本支店に、11 月 9 日(水)の宿泊斡旋を依頼しています。下記以外のホテルについては、各

自で手配、あるいは農協観光熊本支店(096-356-3131)に相談下さい。 

 
 

 宿泊の手配を希望される方は別紙の宿泊申込書により農協観光熊本支店に直接申し込んで下さい。 

（宿泊の申込〆切日は、8 月 31 日(水)です。） 

 

  現在、熊本市内では復興活動に携わる人が多いため、ホテルの確保が大変困難になっています。大会

に参加される方はできる限り早急に予約をお願い致します。 

 

 

(3)交通手段について 

★JR 利用の方：JR 熊本駅白川口から徒歩 1 分。 

★航空機利用の方：阿蘇くまもと空港 1 番のりばから熊本駅前・西部車庫行リムジンバスで、熊本駅前下車

(所要時間約 1 時間)  

リムジンバスの時刻表： http://www.kyusanko.co.jp/sankobus/airport/limousine/ 

★車利用の方：ホテルニューオータニ熊本の駐車場をご利用下さい。駐車できる台数には限りがあります

ので、満車の場合には周辺の有料駐車場をご利用下さい。 

  

ホテル名 シングル（朝食付） アクセス

ＡＮＡクラウンプラザ ¥12,960 http://anacpkumamotonewsky.com/access/

ホテルサンルート熊本 ¥8,640 http://www.sunroute-kumamoto.jp/access/

熊本東急ＲＥＩホテル ¥8,640 http://www.kumamoto.rei.tokyuhotels.co.jp/ja/access/

リバーサイドホテル熊本 ¥7,000 http://www.riverside-hotel.co.jp/access.html

法華クラブ熊本(窓なし) ¥7,100 https://www.hokke.co.jp/kumamoto/access/

熊本グリーンホテル ¥7,344 http://www.green-comfort.jp/access/
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7．参加手続 

 参加を希望される方は、同封の参加申込書に必要事項を記入し、全国土の会事務局（東京農大発(株)

全国土の会）に E-mail、FAX あるいは郵送して下さい。複数で参加される場合には、必ず一人一枚ずつ申

込書を提出して下さい。 

 なお、一般と個人会員と支部会員では申込用紙が異なりますので、ご注意下さい。 

大会参加費を下記の銀行口座に振り込んで下さい。 

 送金後の予約取消については送金手数料を差し引いた金額を返金致します。なお、10 月 31 日(月)以降

の情報交換会の予約取消については、返金できない場合がありますのでご了承下さい。 

 
[振込先] 参加費を下記口座のいずれかに振り込みをお願い致します。 

（振込手数料のご負担をお願いします。）   
 

 
★口座名義(共通)：東京農大発(株)全国土の会 
 
☆ ゆうちょ銀行 店番：018 普通預金：9139544 

☆ ゆうちょ銀行 振替口座 口座番号：00160-3-696490 
☆ ジャパンネット銀行 すずめ支店 普通預金：2933392 
☆ 三井住友銀行 経堂支店  普通預金：7015801   

 

8.参加手続の期限 

 大会参加申込書の送付および参加費の送金期限は 10 月 14 日(金)です。 

 

 

9．案内状と申込書のファイルのダウンロードについて 

 E-mail で申込みをされる方は、申込書ファイルを下記の｢全国土の会｣の公式ホームページよりダウンロ

ードして、必要事項を記入し添付ファイルで送付して下さい。 

 

10．参加申込みおよび問い合わせ先 

 

 不明な点はどのようなことでも事務局にお問い合わせ下さい。 

 

 [事務局] 

    〒156-8502 東京都世田谷区桜丘 1-1-1 東京農業大学 10 号館 2階 

    東京農大発(株)全国土の会 後藤 逸男 （全国土の会 会長） 

                 箱田 るみ子（全国土の会 事務局） 

                        

     電話 兼 FAX  ：03-3426-1771 携帯電話：090-5551-6663 

     e-mail:soil@nodai.ac.jp 

 

 

｢全国土の会｣公式ホームページ： http://tsutinokai.co.jp/soil/ 

 

 

☆農大式簡易土壌診断キット・土壌診断スコップ・書籍など特別販売のお知らせ☆ 
 

 11 月 9 日(水)の大会当日には、会場内に農大式簡易土壌診断キット「みどりくん」・農大式土壌試料採取

スコップ「土壌診断スコップ」・農文協の書籍(土と施肥の新知識など)の販売コーナーを設けます。 

全国土の会全国大会参加者だけの特別価格ですので、ぜひご利用下さい。 

 


