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りました。��には何度も「�⼯品の裏ラベルを⾒て何が

�っているか、何から作っているのかを�べなさい」と�

えたのも���です。しかもこの時には�に�供が�まれ

ており�を⼤�可愛がっていたので、「可愛い�にあんな

に���していた�薬を使ったものを�べさせたいの�」

という�葉が�の�に⼀��いたようでした。

 �⾃�も�い�から�薬を散布した��の畑の中を⾛り

回って�んでいたことが��なのかは�かりませんが、４

歳で⾻��を発�し、左�は付け�から切�しなければな

らないと��を受けました。切らない��は�いかと⼤�

��の���に相�の�果、�⽣省の�可がまだ下りてい

ない�療薬を�薬することで�いにも�は�り、切�しな

くてもよくなりましたが、当時の�⽉の��いはかなりの

�だったそうです。

NPO法人鹿児島県有機農業協会

こあぷれす
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 ��で⽣まれ�った�は、��である��の仕事を�い

�より⼿�いながら�業��を�業し、���年�に同じ

地元の�と⼀�になって�女である�が�まれました。

 その�年から��の活動が活発になり��の��を受け

た畑は、�2年間作物が�れない状�になりました。「�
男(�の�)も⽣まれ��も�えたのにこれでは��を�べ
させてはいけない」と、��は��の畑を���に預けて

中央�から徒��内の場�で果物�をはじめました。��

は�末や�い休みになると��に�り��の⾃�と畑で�

ちました。

 もちろん��での�供の仕事はたくさんあります。�業

のお⼿�いだけではなく、⾃�の中を⾛り回ったり、�で

泳いだり、��りに⾵呂�き、⾙�り、うんべ�り、��

り�ると�かで�沢な時間を�ごしてきたのだなとしみじ

み思います。

 街の中の果物�もお��で良いお��に恵まれて、⼤�

�盛していましたが、�は50歳半ばを超えた�から再び�
�へと�り��を活性�したいという想いが�くなったと

�うので、�は同じ�業をするなら「��薬��を�」

と、お願いしました。果物�では味も品�も�く、��な

果物を�切な価�、またはお得な価�で提供していたので

お��からの�頼をたくさん頂いていました。

 この��から�が再び�業を�めるにあたり、��薬品

を使って味良く��な作物で�負をしようと�えていたよ

うです。ですので、��薬��に�しては��は「そんな

の�理だ。�来るわけがない。」と、かなり��して受け

�れませんでした。しかし�は�が�まれた�に、�では

�売禁⽌になっているダイホルタンという�薬を散布した

�⽇から�が抜け落ちていき、１か⽉もすると��主にな

った��がありました。「�が抜け落ちる��は�薬しか

ない�」と何件も��へ⾏き��を�ぎましたが、�ての

�者に「�果��は�し。��不�」と�われました。

 その�⾃�で�々と�べ、�俣�やイタイイタイ�も�

めて�界中で使われている��な��薬品の��などを知
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 また25歳で�性甲状�腫になり左側の甲状�、副甲状
�、リンパを��したのち�にかかるギリギリから��に

かかるギリギリの範囲を����療をして、頭�も抜けて

ツルツルの頭⽪を当時の�は��な�持ちで�っていまし

た。闘�中にはもちろん�薬も�々ありました。⼀⽣�ん

でくださいと�われたお薬がありましたのでその薬を「薬

�典」で�べましたら、�薬��り�い��、由来��三

⽯油�品�とあり、どの�典を⾒ても同じ事が��してあ

るのを⾒て�まないことに決めました。

次⾴へ続く

桜島の麓でファームランド櫻島を営んでいる桜島の麓でファームランド櫻島を営んでいる桜島の麓でファームランド櫻島を営んでいる



12/8は有機農業の日

有��業の⽇。協�との�わりや、これまでのことを

お�しする��をいただきました。

 鹿児��有��業協�の�まりは、2000年1⽉。その
前年、有���物の国�的な��基�が決�され、それ

を��した⽇�でも�律的な枠�みが必�になり、有�

JAS�が��される流れになりました。
 国の�代��業��政策の中で、�薬や��肥料を使

わない�業は当たり前の�業とはみなされず、有��業

の��から離れたところで「こだわりの�業」「ホビー

�業」としてごく⼀�の⽣�者が担う状況に陥っていた

⽇�の有��業。

 そうした⽣�者に負担を�いる形で�たに�まった

JAS制度は、国の消���局のもと、消�者の�択に�

「有機農業の日」によせて

2P

 2年�の2回⽬の�は���がんでした。更にその2年�
に卵巣にできた時には何故できたのか、何が��なのかを

�々な⾓度や�野から�べました。⾃�で�すことを模索

していく中で��えた�々とのご�で�は消えました。

 中でも師�と呼べる�が東�に在�されており、その�

へ�が��で�業を�めることを�えると、��薬��を

⾏うよう�められたのです。��者にお願いしても��薬

を�えてくれる�や、相�場�にも�げてもらえなかった

のですが、その�からのご��で�⻄の���⼠である�

が��の��に⾃�でいらしてくださり、何軒かの��さ

んをお�いして⼀�に�義を�きました。

 その�は��薬��についてを黒�を使って�供でもわ

かるほどに、�を描きながらわかりやすく��してくれま

した。��で、「これなら⼤丈夫��来る�」と�るい気

持ちを持って挑みました。

 �と�は右も左も�業のイロハを�く知らないまま、�

に指�され�っ⾛ってきました。泥のように�れる�⽇だ

ったのですが、�を�ばすために上を�ぎ⾒た�間の、�

の⻘さ、�を�めて作業を⽌めて立ち上がった時の頬や�

体にあたる⾵、⿃の鳴き声など、⾃�の中の��の�みに

�されたり笑�になったりすることに、�鮮さを�じると

同時に活⼒をもらいます。畑で�う��のおじちゃんやお

ばちゃんたちとの�しい�らいや物々��は、�い�に畑

でよくあった⾒覚えのある��でもあり、⼤�和やかで�

晴らしい�流だと�じました。

～桜島オーガニック～　有機栽培へのきっかけ

 これはオーガニックでなくても�来ること。

 しかしオーガニックであるなら作る�も、�れる�も、

より��で、お�いに優しく在れる。そして��に気付

き、�が愛と��に�ち�れ、⾃�が�てくる。現在、た

まには畑で�ごす時間をゆっくりとみんなで味わっていた

くて畑イベントを開�しています。

⼝が�せになる畑。

�体が�せになる畑。

�が�せになる畑。
 

 �たちは、そんな��の畑で�さんと共に�せになれる

オーガニック有���を⽬指しています。

理事 ��智� �

ファームランド��を�む�
ら、��イベントやマルシェ
を開�している。

畑で�ごす

この優しい時間を、

みんなと⼀�に味わいたい。

共有したい。

するための�正な�⽤を�められ、当�は「性��で」

有��業に�わる�々を�り�まるような�さえありま

した。

 地域に����を作らなければ、ますます⼤�なこと

になるという���から��発⾜させた鹿児��有��

業協�。�はその事�局�として地�畑と2⾜のわらじを
履くことになりました。

 有���を�るために、鹿児��有��業協�の�⽤

を�り、��団体としての�を築こうという使��と、

ここを乗り�えて有���の��的な地�を�立したい

という思いから、協�の活動を優先させた⽇々。

 それは����は⽣�者�りであってはいけない、と

いう「�平中立」を�められる立場でもあり、ふたつの

仕事がせめぎ�う⽇々の中、�⾃�バランスを�く⽇常

が�きました。

 �り�ると、�られた�⽣の中でこうした⼤切な仕事

にめぐり�い、必�に�わって⽣きられた時間は、何事

にも代えられない�物のような��だったようにも思い

ます。

 鹿児��有��業協�は21年そして地�畑は30年の�
⽬を�えることになりました。��問題への��から有

��業というものを知った若かりし�、それは⾏き�ま

りを⾒せる、��の希�だと思いました。

 �、�⽣の晩年を�え、�当にたくさんの�に助けら

れここまでやってこれたということへの��の思いと、

有��業の理念が��に��し、�味をなすのはこれか

らだという思いの中で、�⼒ながら活動を�ける⽇々で

す。

副理事� ⼤和⽥�江 �

地�畑の代�をする�ら、オー
ガニックフェスタや国�オーガ
ニック映��の�⾏�員を�め
ている。



第14回オーガニックフェスタかごしま2021

 �年のフェスタも昨年に�き�きコロナ下での開�と

なりました。2⽇⽬�中から早�の�⾵��については、
�⾏�員⼀同�識が⽢く、��者並びにボランティアそ

の他スタッフの�々にご�惑をお掛けしましたこと、�

くお�び申し上げます。来年度��のフェスタにこの�

�を活かし、よりよいフェスタにしていきたいと思って

おります。

晴天の中、11/27・28 開催終了！

第14回オーガニックフェスタかごしま2021

 �年はボランティアの�募が����の300�超�来場
者も昨年を上回り、�12,000���⽇ともに⼩�⽇和の
中、�さん笑�でオーガニックな時間を�ごされていま

した。「やっぱり�でのイベントは�しい�」そう�っ

てくださる�さんの�葉が�⾏�員の活⼒となります。

 来年はいよいよ15回⽬となるオーガニックフェスタか
ごしま。どんな形であっても開�します�

 また来年、��したフェスタでお�いできるのを�し

みにしています。

�年�の�みでボランティアさんに��者

インタビューをして頂きました�⼀�です

が�ページにて掲�しております☆⼺
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愛に�れたオーガニック
何故オーガニックを�めたのか

 �供が⽣まれて��な�事をして貰えるようにはじめた。たこ焼きに

はオーガニックということを�くのが�なかったので�めた。

⽬指すこと

 みなさんに��な�べ物、��なものを提供できるように

あなたにとってオーガニックとは

 「愛」です。

無添加たこ焼き  おおきに
�材者�N

鹿児�の�⼒を他�に
 オーガニックフェスタに��し�めたきっかけは、��の友�に�われ

たからです。

 オススメのピーナッツバターの他、鹿児�のフルーツを使ったジャムを

�売しています。この仕事を�めたのは、鹿児�は地元のことを発�する

のがほかの�に�べて上⼿くないと�じたので、鹿児�の�材を他�に発

�したり、他�のいい�を鹿児�に�り�みたいと思ったからです。

 これからも、�やっていることを1年の���を⼤事にしながら�けて
いきたいと�されていました。

 この�材を�して、鹿児�の�材をもっと知ることから�めていきたい

と思います。

gift*
�材者�りるあか

��さんとオーガニック
 ��さんは脱サラして有��業を�めました。��さんは野菜�来のよ

さを�き�す�い味わい、「�味な野菜」をテーマとして��で有�野菜

を作っています。

 さらに、オーガニックを�める�り�みとして、�業体�を開いていま

す。�供をもつ主�やサラリーマンなど、��・��の有�野菜を�めて

いる�はたくさんいます。その�たちに向けて、有�野菜の情�を発�し

ています。 
 �回��さんのインタビューを�して、有�野菜の作り⼿の�い想いを

知ることが�来ました。⽇常⽣活の中で、もっと有�野菜に�味をもって

いきたいと思います。

いちべじ
�材者�ありいえ

��と�に優しい��品
 ボタニカルファクトリーは��薬品を使わずに��の元を使った��品

作りを⾏っています。 ��の元は周りの��が��するような果物や周
りの��さんの果物を協⼒を得ています。ボタニカルファクトリーが使っ

ている匂いの元はハーブや柑��、たんかんやパッションフルーツ、パイ

ナップル、クスノキなどたくさんの種�の匂いがあります。その中でも�

が�に�味�かったお�は��的な作り�で洗�⽤⽯�を作っているとい

うことです。⼀�のお�で売られている⽯�は油が�なく肌の�い�は�

れてしまうことがありますがボタニカルファクトリーの⽯�は40℃で⽯
�を作っているため油などが⼀�の⽯�より�く肌の�い�でも使うこと

ができる�品です。

 ボタニカルファクトリーは��のことも肌の�い�のことも�えて作ら

れたとてもよい�品だと思いました。

ボタニカルファクトリー
�材者�中���

第14回オーガニックフェスタかごしま2021　＼ボランティアさんが出店者にインタビューをしました／
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第14回オーガニックフェスタかごしま2021

 �回14回⽬を�えたオーガニックフェスタかごし
まは、ボランティアの申�みが����の３００�

超でした。申�みが��したため、�年は早めに募

�を�了する形になりましたが、こんなにも�く

の、しかも�⽣さんを中�にボランティアさんが�

まったことは、オーガニックの輪を�げるためには

とても重�で�しいことです。

 「オーガニック」を知らなかった�も「オーガニ

ック」⼤�きな�も、フェスタというひとつの⽬的

のために�まって、そこから輪が�がる・・・こん

なに��なことってないですね�

 この輪をもっともっと�げるために、来年度の�

⾏�員を⼤募�しています。理由は何でもＯＫ�フ

ェスタにとにかく�わりたい…その気持ちがあれば
⼤����でも⼀�にフェスタを盛りあげていけま

すので、�⾏�員になりたい�は下�ＱＲコードか

らお申し�みください。

�ってご���し上げます�

オーガニックの輪は広がっています！！オーガニックの輪は広がっています！！オーガニックの輪は広がっています！！

��薬の⽶粉を作ったスイーツ。

���のもの、��の果物を使ったスイーツ。

元々���めだったが、�々あってどんな仕事をしたいのか�えた時

に、�きなお菓�作りをしたいと思ったから。

�べること、周りの�のこと、⾃�のことを�めて、�んなことに�

味を持って�しい。�味を持つことで�との�がりが�来たり、⾃�

の�野が�がる。

�味を持つ⼤切さ
どんなこだわりがあるものを�売しているんですか�

何故お�を開こうと思ったんですか�

フェスタHPやSNSを�じて情�を発�するうえで、どんなことを�えた
いですか�

3じのおやつぽかぽかや
�材者�星�にゃんこ

他にもたくさんのボランティアさんにインタビューをして頂きました。緊張しながらも一生懸命に話を聞く姿を見て、
とても嬉しく思いました。小さな一歩ですがこれを機に、オーガニックの輪が広がっていくことを願っています。

オーガニックランチボ

ックス、とってもおい

しかったです！！

ボランティア初めて参
加したけど楽しかった

来年もまた
参加したいです！

本当に充実した

⼀⽇でした！

いい経験になりま

した！ありがとう

ございます！

参加されたボランティアの皆さま、ありがとうございましたm(__)m
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フェスタボランティアの様子

実行委員申込み
はこちらから↓

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexmf8FqU-s-h-BYE2P-m5CYviUDzRpCkDUoKrZ9PiVwZ7Slw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexmf8FqU-s-h-BYE2P-m5CYviUDzRpCkDUoKrZ9PiVwZ7Slw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexmf8FqU-s-h-BYE2P-m5CYviUDzRpCkDUoKrZ9PiVwZ7Slw/viewform


第14回国際オーガニック映画祭 
in Kagoshima 2021

2⽇間無事終了しました！

 12⽉4⽇（⼟）〜5⽇（⽇）の2⽇間、ガーデンズ
シネマで映��を開�しました�

4作品の上映にプラスし、「�の��を�る�々」
プロデューサーの�⽥正��のオンライントーク、

「プラスチックの�」上映�には����を�えて

のトークと、映�をもう⼀�踏み�める��を開

�。理事の鮎川ゆり�さんによる「�について⼀�

に�えましょう」というコンセプトの元、ミニトー

クを上映��えたりと、映�を�たあと、�を�し

プラスする�間が�年は�えました�

すると、「こんなこと知りませんでした�」「�も

できることからやってみたい」などというご�⾒が

アンケートに沢��

 �ゴミ問題に�り�む����によるトークを�

いて、「��でもこういうことを�えて�しい」な

どというご�⾒もありました。

 �めて「知る」「情�に�れる」という��をこ

の映��で��に�しでも提供していく場として�

回の映��を��しています。

 �回は�良�で2⽉開�� �き�き「オーガニ
ック」を発�していきます。�員の��とも映��

でお�いできるのを�しみにしております�

2⽇間で延べ138名のご来場でした！
県外や地⽅からの⽅も今年はちらほら！

コロナも落ち着いてきましたね！

テレビやNEWSで出ていない情報があって
「⾷の安全を守る⼈々」を⾒てビックリしました。

未来の環境や⼦供たちの為にも選択肢を

改めて考えたい。

映画を観て、⿅児島について⽇本についてはどうなんだろうと感

じていたので参加してよかったです。プラスチックの使い捨てだ

けでなく、⼤⾬・台⾵・洪⽔などの原因もあることは知らなかっ

たので海ゴミについて理解が深まりました。

� アンケートより

⼭⽥正彦⽒のオンライントーク

藤枝繁⽒トーク

「給⾷からの⾰命」後トーク

 ⽇��の永���（前列左から2�⽬）もご��くだ
さいました�

 フランスやスウェーデンのオーガニック��の�情

を知れる「��からの⾰�」をご�になって、��が

オーガニックに�わることは「��」だけでなく地域

の��にも�がっていた��にビックリ、何かしらし

なくては、と�気�んでいらっしゃいました。

 ⾸�の��、ひと声が、��を�えられる―。
 是�、�んな地域でも「��からの⾰�」を��さ

んや⾏政に�てもらいたい�そう思った�⾏�員は、

�良�の映��で「��からの⾰�」を上映すること

に決�しました�

 �しくは8ページに�内しています♪

オーガニックフェスタでも映画祭を理事の福迫さん、

鮎川さんとPR！⾊んな⽅にたくさん声掛けしました！
左 黒岩さん（ガーデンズシネマ）

真ん中 鮎川さん（理事）右 福迫さん（理事）
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藤枝繁⽒

理事 鮎川さんによるミニトーク

実⾏委員の皆さん

映画祭のPRをする理事 福迫さん



リモート調査に関するお知らせ

認証事業部からのお知らせ

有機JASシールに「有機農産物」と記載できるようになりました。
当協会では有機JASシール下部に認証番号を記載したものを印刷し販売を⾏って

おります。今回、認証番号が記載されている箇所に「有機農産物」の⽂⾔が記載

できるようになりました。

有機JASシールに「有機農産物」と記載されたものを希望される⽅は、注⽂時に

お知らせください。ご不明な点がありましたら、協会事務局までお問い合わせく

ださい。

料⾦については、これまでと変更ありません。

農⽔省の⽅針変更によりリモート調査が実施できるようになりました。現在、当協会でもリモート調査に対応できるよう

準備を進めております。リモート調査はリモート接続が可能なネット環境が整備されており、現地を訪問して⾏う実地調

査と同⽔準の内容が確保できる場合に実施します。ただし、前年の指摘状況やほ場の状況などを踏まえて、リモート調査

を⾏うかどうかを判断させていただきます。

 また、ネット環境を利⽤したリモート調査では、PC、スマートフォン、タブレット端末等を利⽤し、⾳声、画像及びデ

ータの共有を認証事業者様にお願いするため、機密保持や情報漏洩防⽌の観点からセキュリティ及び機密性を確実に維持

できる環境にて⾏う必要があります。

�リモート調査について具体的な実施⽅法や料⾦体系など、詳細が決まりましたら追ってお知らせしますので、どうぞよろ

しくお願いします。

 講習会・説明会のご案内

★有機JAS講習会・フォローアップ講習会�・有機JAS説明会≪種⼦島（中種⼦町中央公⺠館）≫

延期となっていました種⼦島での講習会を、1⽉16⽇（⽇）に開催いたします。
また、講習会とともに有機JASに関する説明会も開催いたします。こちらは有機農業に興味・関⼼のある⽅を対象とし
ています。興味のある⽅がお近くにいらっしゃいましたら、是⾮お声がけください。

※詳細は協会HPでご確認いただくか、協会事務局までお問い合わせください。

★フォローアップ講習会 ≪⿅児島市（かごしま環境未来館）≫

2⽉9⽇（⽔）に、⿅児島市にてフォローアップ講習会を開催いたします。
フォローアップ講習会は、これまでに有機JAS講習会を受講したことがある⽅を対象とした講習会です。運⽤改善や法
改正など、近年の変更事項に関する説明、検査員の視点からの注意点やポイントなどの説明をいたします。⻑い間、受

講していない⽅は、ぜひこの機会に受講いただきますよう、よろしくお願いいたします。

※詳細案内と申込については別紙をご参照ください。

★有機JAS講習会 ≪⿅児島市（中央公⺠館）≫

�2⽉17⽇（⽊）、18⽇（⾦）に、⿅児島市・中央公⺠館にて有機JAS講習会を開催いたします。�
有機JAS講習会は、新規事業者や既存事業者の初めて受講する⽅向けとなり、講習会では有機⾷品の⽣産基準や申請書
類の書き⽅等についてご説明させていただきます。

新しく担当者になる予定の⽅やこれから有機JASの認証を取得しようと考えられている⽅がおられましたら、ぜひお声
掛けいただきますよう、よろしくお願いいたします。

※詳細案内と申込については別紙をご参照ください。

★オンライン講習会について

オンラインでの講習会開催に向けて準備を進めているところです。実施する際にはあらためて皆様へご案内させていた

だきます。

第4回ステップアップセミナー
開催予定！

2022年3月下旬ごろ、場所：南さつま市

予告！
���

発�よ
り

テーマ：有機の米作り
日程・詳細は追ってお知らせいたします！乞うご期待‼
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＼資材評価に関する勉強会を開催しました／

日時
昼の部
会場
料金

2月22日(火)
午後開始予定。時間は決定後お知らせ。
姶良公民館
大人　500円（高校生以上）
学生（小・中）300円　/幼児　無料

映画祭がやってくる！ 
IN 姶良市！

2022.2.22 開��

「給⾷からの⾰命」2019年∕フランス∕70分

���

「町営農園で給⾷⽤有機⾷材を⾃給ー南仏、

������コートダジュール、ムアンサルトゥーは・・・」
 

� きっかけは1998年のBSE騒動。事件に衝撃を受け、学校給⾷

を⾒直す必要性を感じた町では、予算を増やさずに、⾷材を有機

だけに切り替えるという⽬標を⽴て、4年で実現にこぎつけた。

 

 ポイントとなったのは仕⼊れ。調達を業者に依頼したものの、

業者が配達してくるのは南⽶産の野菜なども多く、なるべく地元

の⾷材を使いたいという町の意向に沿わなかった、と副町⻑は語

る。

 どうしたものか、じゃあいっそ⾃分たちで栽培しようか、と冗

談半分で⾔ったのがきっかけで、町営農園が誕⽣。町の所有地で

農業従事者を三⼈雇い種⼦やトラクターも購⼊して農場を⽴ち上

げた。

 そして、今では年間25ｔ、野菜の89％までも、その農園でま

かなえるように。トマト、ズッキーニ、キャベツ、フダンソウ、

ほうれん草、レタスなどなど…。毎⽇1200⼈分の給⾷が提供さ

れる。

�

ニャー

ニャー

ニャー

 新鮮な野菜が提供できるだけでなく、⼦どもたちがそ

の成⻑を間近に⾒て学習できるのもメリットだ。

 学校の先⽣は折を⾒ては⼦どもたちを畑に連れ出し、

作物やそこに来る⽣きものや⽣ごみを⾷べて肥料をつく

ってくれるミミズなどの実物を⾒せながら、その役割を

説明。

 

 常⽇頃そんな教育を受けている⼦どもたちは幼いなが

らも有機農業の重要性を理解しているよう。

「有機野菜を⾷べないと、地球を汚しちゃう」

「ボクたちは農薬を⼝に⼊れないで済むし、動物も農薬

で死なない」

「有機農業は体や⼼を⼤事にしている。空気も。世界の

みんなも。仲間だから⼤切にしないと」

等々の⾔葉が幼い⼦どもたちの⼝から語られる。

 このように⾊んな街のオーガニック給⾷の事例をしれ

るこの作品を是⾮⼀⼈でも多くの⽅にみていただき、⿅

児島の給⾷をオーガニックに変える仲間が、どんどん！

増えてほしいと思います！

 会員の皆様もぜひぜひ！ご参加くださいね♪

おしらせ
映画の

 2021年12⽉10⽇(⾦)、かごしま県⺠交流センターにおい

て、資材評価に関する勉強会を開催しました。

 講師は酒瀬川智代⽒(農林⽔産省⼤⾂官房新事業・⾷品産業

部⾷品製造課基準認証室課⻑補佐)。10⽉に改正された「有機

農産物のJAS 資材評価⼿順書」について解説していただきま

した。

 当協会の検査員や判定員、九州の資材関係者、熊本県有機農

業研究会や宮崎県綾町の検査員や事務局員、約70名が現地参

加。おおいた有機農業研究会や熊本県有機農業研究会の約10名

はリモート参加。総勢約80名のみなさんが、熱⼼に受講されま

した。説明後には、多くの質問や要望が出され、活発な質疑応

答がなされました。

 �後の30分は、資材関係者のみなさんと情報交換の場を設け

ました。今後、資材証明書発⾏や資材評価に係る煩雑な業務を

削減し、負担を軽減する⽅向で、関係各所が連携し、協⼒し合

うことなどを話し合いました。今回の話し合いを無駄にするこ

となく、今後の活動につなげて調整していきたいと思います。

勉強会の様子

フェイスブックで

もお知らせしてるよ！

ご報告
��事

業�か
ら
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