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全国きゅうり養液栽培 

サミット 
2017年11月14日(火)～15日(水) 

徳島県海部郡(かいふぐん) 

美波町・牟岐町・海陽町で開催！！ 

１．趣 旨 

  徳島県内はもとより、全国からきゅうりの養液栽培に取組む生産者、技術者に加え企業が一

同に集い、『きゅうり養液栽培』技術確立に向けた取組を加速化させるとともに次世代に向け

た園芸産地の展開をめざす。 

２．主 催   海部次世代園芸産地創生推進協議会 

（かいふ農業協同組合、美波町、牟岐町、海陽町、徳島県南部総合県民局） 

３．後 援  一般社団法人 農林水産業みらい基金、全国野菜園芸技術研究会、㈱農協観光 

４．期 日  平成２９年１１月１４日（火）～１１月１５日（水） 

５．会 場  １日目（１１月１４日）牟岐町海の総合文化センター 

       〒775-0004 徳島県海部郡牟岐町大字川長字新光寺82（Tel.0884-72-0107） 
              （旧県立海部病院駐車場５０台） 

                          受付開始１３：００/講演開始１３：３０～終演１７：００ 
      （１）講演会詳細 

①開会・あいさつ ②基調講演  
③パネルディスカッション ④閉会 
別室にて企業展示・交流スペースを開設 

（２）懇親会（ふれあいの宿 遊遊ＮＡＳＡ） 
 
  ２日目（１１月１５日）視察研修（バス移動、２日目のみの参加はできません） 

① 海陽町コース     牟岐町海の総合文化センター発 
（次世代園芸実験ハウス） →海陽町実験ハウス視察研修→ 

→牟岐町海の総合文化センター着 
                     

② 美波町コース     牟岐町海の総合文化センター発 
（体験交流ハウス）    →美波町体験交流ハウス視察研修→ 

 →牟岐町海の総合文化センター着 
※注意 現地視察については視察場所の都合マイカーでの移動は、ご遠慮ください。 
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６．日 程 

 １日目 講演・事例報告会：１１月１４日（火） 

13:00～     開場、受付 

 

13:30～13:45  開会 主催者挨拶 

来賓祝辞 

13:45～14:00    応援メッセージ 北野大 氏（秋草学園短期大学 学長） 

 

14:15～15:00  基調講演 明治大学 准教授 池田 敬 氏 

                                

15:00～16:45  パネルディスカッション 

      ●コメンテーター 

徳島県農林水産総合技術支援センター農産園芸研究課長 板東一宏 氏 
●パネリスト  
  
１）養液栽培実践企業及び生産者 

 ①トヨタネ（株）（愛知県豊橋市） 
 ②(株)久留米原種育成会（福岡県久留米市） 
 ③田井和広 氏（高知県四万十町） 
 ④海部次世代園芸産地創生推進協議会 
（ＪＡかいふ土澤茂利 氏・徳農種苗(株)米澤 氏） 

 
２）養液土耕栽培実践者 

① 山口仁司 氏（佐賀県） 
② 明治大学特任教授(黒川農場） 小沢聖 氏 
③(株)ルートレック・ネットワークス取締役技術統括責任者 喜多英司 氏 

                

16:45～16:50  閉会 

 

16:50～17:30  交流・展示（会場内 交流展示スペース） 

 

17:40      各ホテルへ送迎バス運行 

               ※ホテル駐車場には限りがあるため、2日目視察研修にご参加のお客様又

は公共交通機関で会場入りしたお客様は会場よりリムジンバスにてホテ

ルへ送迎いたします。 

        お車で会場入りしたお客様は、会場内駐車場にお車を止めていただきリム

ジンバスをご利用ください。 

 

19:00～20:30  懇親会（遊遊NASAふれあいの宿）海陽町 

会場の都合 事前予約 先着４０名とさせていただきます。 

                当日の席割りについては事務局に一任いただきます。 

20:45        懇親会参加者ホテル送迎 



3 

 

 

 ２日目 視察研修：１１月１５日（水） 

 

       各地ホテルよりリムジンバスにて牟岐町海の文化センターへお送りいたします。 

       公共交通機関利用で視察研修にご参加されないお客様はホテル最寄りJR駅まで 

       送迎バスを運行いたします。（駅のご指定はご遠慮いただいております。） 

       ホテル出発時間は後日送付いたします最終案内書にてご確認ください。 

 

9:00～9:10   開場/受付（２日目のみのご参加はご遠慮ください。） 

 

 9:15～9:40  きゅうりタウン紹介（視察地紹介）美波町・海陽町  

  視察研修（バス移動となります。）マイカーでのご移動はご遠慮ください。 
 

① 海陽町コース(次世代園芸実験ハウス) 
●牟岐町海の文化センター9:50発→●海陽町の紹介（車中） 

          →●海陽町実験ハウス到着・視察・説明10:20～11:15→ 
          →●牟岐町海の総合文化センター11:45着 

 
       【定員】４０名（定員になり次第締切といたします。） 
 

② 美波町コース  
●牟岐町海の文化センター9:50発→●美波町の紹介（車中） 
→●美波町体験交流ハウス到着・視察・説明10:20～11:15→ 
→●牟岐町海の総合文化センター11:45着 
 

【定員】４０名（定員になり次第締切といたします。） 
 

※各視察先へはバスの乗入ができませんので、乗降場所より徒歩移動となります。 
 
○会場までのアクセス 
 牟岐町海の総合文化センター 
                      ■交通アクセス 
                       徳島ICより南へ１時間４０分 
 
                       徳島駅よりJRご利用の場合 
                       JR牟岐線（在来線） 
                       徳島駅10:09発 牟岐駅11:42着 
                       JR特急むろと 

                       徳島駅9:51発 牟岐駅10:59着 
 
                       大阪より高速バス利用の場合 
                       ハービス大阪（大阪駅前）7:55発＝＝＝＝ 
                       ＝＝＝＝牟岐バス停12:19着 
                       JR・高速バスいずれも会場まで徒歩10分 
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８.大会参加費・募集定員 

 
① 募集定員  講演会３００名・現地視察研修８０名（各４０名）・懇親会３５名 
 
② 参加費等  Ａ. １日目の講演・事例報告会のみ参加        ￥３，０００.‐ 

Ｂ. １日目と２日目の視察研修（海陽町コース）に参加 ￥５，０００.‐ 

Ｃ. １日目と２日目の視察研修（美波町コース）に参加 ￥５，０００.‐ 

Ｄ．交流・懇親会に参加（夕食代・お飲物代）     ￥７，５００.‐ 

Ｅ．宿泊料金（別紙料金表にてご確認ください）   ‐ 

９.参加申込方法 

   「参加申込書」に必要事項をご記入の上、(株)農協観光 Ｎツアー・コールセンターまでＥメー

ル添付またはＦＡＸ送信でお申込み下さい（締切日：平成２９年１０月１０日（火）。また、

申込みにあたり、宿泊施設の予約・懇親会参加予約は原則、先着順とさせていただきますの

で、申込はお早めにお願いいたします。 

  募集定員に達した場合は締切日前に申込み受付を終了する場合があります。 

 ★複数名でのお申込みにつきましては、一括申込みが可能な「団体参加申込書（Excelファイ

ル）」をご指定の E-mail アドレスへ送付いたしますので、お申込みの際にコールセンターま

で、E-mail<callcenter01@ntour.co.jp>にて、申し付け下さい。 

 

１０．受付確認・請求書 の送付について 

 コールセンターにて「参加申込書」を受理確認後、お申込者様に「受付確認」のＥメール

またはＦＡＸを返信致します。「請求書」は申込締切後から順次、発送いたしますので、指定

口座に全額を事前にお振り込み下さい（振込手数料はお客様負担となります）。複数名で参加される

場合は代表者様に一括して送付させて頂きます。 

 

１１.申込内容の変更・キャンセルについて 

 申込内容の変更・キャンセルは、必ずＦＡＸまたは E-mail （Excel ファイル）にて送信し

て下さい(お電話による申込内容の変更はご遠慮下さい)。なお、変更箇所の判別（FAX:二重

線訂正など、Excel:セルの色付けなど）が分かるようご連絡ください。なお、変更に伴うお

取消料は下記の通りです。お取消に関するご返金・ご請求はサミット終了後に対応致します。 

 

 

 

 

参加お申込み・お支払についてのお問合せなどはこちらへ 

   【サミット受付事務局】(株)農協観光 Ｎツアー・コールセンター  

    電話 0570-076-888   FAX 0986-21-4175   

E-mail callcenter01@ntour.co.jp 

    営業時間（平日）9:00～19:00 （土・日・祝日）10:00～18:00 
    サミット全体に関するお問い合わせはこちらへ 

【JA かいふ営業部】海部次世代園芸産地創生推進協議会事務局 

担当：豊田・越田  電話 0884-73-1263  FAX0884-73-1264 

＜講演会・視察研修・懇親会のキャンセル料＞ 

①平成２９年１１月２日（木）までは無料（ＦＡＸまたは Email にて変更内容をご連絡下さい） 

②平成２９年１１月３日（月）以降から前日まで参加費の 50％  ③当日キャンセルおよび当日不参加は１００％ 

＜宿泊のキャンセル料＞ 

①平成 29 年１１月１１日（土）以降から前日まで宿泊費２０％ ②当日のキャンセル 50％ ③無連絡不泊 100％ 
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◆  

（別紙）      全国きゅうり養液栽培サミット宿泊先一覧 

 

◆ご宿泊について 

 宿泊斡旋日は、１１月１４日（火）／大会当日のみの対応とさせていただきます。 

※下記宿泊料金は、１泊２食（夕・朝）付きとなります（遊遊 NASA・リビエラししくいは１泊朝食付料金）。 

※「遊遊 NASA」・「リビエラししくい」は懇親会参加の皆様の優先施設とさせていただきます。 

※客室タイプの希望につきまして、シングルまたはツインのどちらかをお選びください。 

※大会終了後、牟岐町文化会館より各宿泊先へ送迎バスにてお送りさせていただきます。 

※ご請求書送付の際に、宿泊案内地図をご案内させていただきます。 

※申込先着順にてご用意させていただきますので、ご希望に添えない場合はご了承ください。 

 

◆宿泊先一覧表 

 地 域 施設名 会場所要時間 客室在庫数 
客室タイプ 

シングル ツイン 

１ 海陽町 ふれあいの宿遊遊NASA 車で20分 19ルーム 10,842円  8,466円 

２ 海陽町 ホテルリビエラししくい 車で25分 16ルーム  8,224円  8,224円 

３ 阿南市 ホテルサンオーシャン 車で60分 35ルーム 10,000円 客室なし 

４ 阿南市 ロイヤルガーデンホテル 車で60分 22ルーム 10,800円 10,800円 

５ 美波町 国民宿舎うみがめ荘 車で30分 20ルーム  8,900円  8,900円 

６ 美波町 ホテル白い燈台 車で30分 22ルーム 14,040円 10,800円 

７ 牟岐町 民宿しらきや 車で10分 ５ルーム 12,960円 11,880円 

８ 牟岐町 砂美かたやま 車で10分 ９ルーム  9,720円  9,720円 

※ホテルの都合で客室タイプが変更になる場合があります予めご了承ください。 

 

 

◆懇親会会場：ふれあいの宿遊遊 NASA（先着３５名） 

       参加費：７，５００円（税込） 

       日 時：１１月１４日（火）／18 時 30 分～20 時 00 分 

 

懇親会出席のお客様の専用宿泊先は、「遊遊 NASA」又は「リビエラししくい」のご宿泊とさせていただきます。

遊遊 NASAからリビエラししくいまでは送迎バス（所要 10分）を運行いたします。 

懇親会不参加のお客様は、他地区への宿泊のご案内となります。 

 

 

 

 

 


