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農業の力を
地域のチカラに
入場
無料

整理券が必要です

時間

９月７日 土
令和元年

13：00〜16：00

トークセッション
森崎

会場

平山

博之

高木

亜美

佐藤

美保

1962年7月29日生まれ。（出身地 東京都葛飾区）
1984年、映画『Wの悲劇』でデビュー後、ドラマ『華
の嵐』の主役をはじめ、NHK大河ドラマ等に出演。
またバラエティー番組にも挑戦し、お茶の間の人
気者となる。
1998 年 11 月、自然と共にある生活を求めて、栃
木県那須高原に住まいを移し、農業にも取り組む。
現在は芸能活動のみならず、講演や執筆業など幅
広い活動を展開。著書多数あり。
テレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」レギュ
ラー（木曜日）のコメンテーターとして出演中。

大分県

茂行

撮影／鍋島徳恭

黒田

1949 年宇佐市生まれ。大分銀行を早期退職
して 2003 年から大分市で佐藤自然農園を開
く。日本古来からの草木堆肥で栽培する自然
循環農法の野菜作りを復活させ、全国の消費
者300名及び10数軒の飲食店に届けてきた。
2015 年、県内の有 機 農 業 者達と「（株）むか
し野菜の邑」を立ち上げ、むかしの農村の相
互扶助「結（ゆい）
」の仕組みを再現させ、未来の農業後継者として数名
の若者達を育てている。化学物質を圃場に持ち込まず、味香り豊かで、
美味しい健 全な農産物（穀類を含む）作りとその農産物による醸 造味
噌・乳酸発酵の漬物・穀類加工品などの加工品を開発し、消費者へ提
案している。
「健全な食」
「むかしおやつ」について、農園体験会・農園
ランチなどを通して、消費者への市場啓発・啓蒙活動をし続けている。

◆主催：公益財団法人

総務省

TEL 097-533-4003

「農業の力を地域のチカラに」

全 従 業員が 女 性の農 業 会
社「ウーマンメイク」
（国 東
市安岐町）代表。大阪府出
身、APU 卒。
子育てと両立できる仕事を
求めて 2015 年に起業。
リーフレタスの水耕栽培に
取り組む。同じ境遇の人を応援したいと創業当初から
子育て中の母親ら、フルタイムで働きづらい人も雇用
してきた。スタッフ13人は全員女性。
毎年、売り上げを伸ばし農村での女性活躍の優良事
例として国の主催する「ディスカバー農山漁村（むら）
の宝」に選ばれる。特別賞のアクティブ賞も受賞。

◆後援：文部科学省

大分市高砂町 2−33

「身近な農業とのふれあい」

1996 年、大泉洋・安田顕らと共に演劇ユニット TEAM
NACS を結成。リーダーを務める。
多くの演劇作品の脚本・演出を手がけ、昨年開催された
TEAM NACS 第 16 回公演「PARAMUSHIR 〜信じ続け
た士魂の旗を掲げて」では原案・演出を務めた。
チケットは即日完売し 11 万 5000 人を動員。「日本一チ
ケットが取れない劇団」と呼ばれるまでになっている。
個人としては、北海道の食をあらゆる角度から取り上げ、
食のあり方を見直す番組、HBC「森崎博之のあぐり王国
北海道」を 2008 年よりスタート。
北海道フードマイスター、ごはんソムリエを取得し、食
育の大切さ、北海道の素晴らしさを全国に発信している。

パネルディスカッション

iichiko 音の泉ホール

大分市

民間放送教育協会

大分県教育委員会

1976 年大分県津久見市出身。
大 学 卒 業 後、大 分 のぞみ農 業
協同組合（平成 20 年に県域合併
により大分県農業協同組合とな
る）に入組。総務部門、生活事
業部門を経て、平成 20 年に青
果物の販売担当となり、その後、
いちご・高糖度かんしょ「甘太くん」を中心に営農指導員と
して、指導業務に従事。また、安全安心な農産物への関
心の高まりを受け、生産者・関係機関と協力し、いちご
で JGAP 団体 認証を取得。平成 28 年より南部 事 業部営
農企画課長となり、現在、本店営農部園芸課長。農業者
の所得増大、農業生産の拡大、地域の活性化を目指す。

◆主管：株式会社大分放送

大分市教育委員会

耕平

◆特別協賛：

◆協賛：
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農業の力を 地域のチカラに

テーマ

日本はかつてない急激な人口減少社会に向かっています。国は 2015 年度から「地方創生」を掲げ、「東京一極集中の是正」や「子育て環境の支援」を打ち出
していますが、都市と地方の格差に歯止めがかかっていない状況が続いています。人口減少は、地方の農山村において著しく、コミュニティの維持が厳し
い地域も生まれています。
特に農業は、高齢化による農業人口の減少と、TPP や EPA、FTA などの外的要因により厳しい状況に置かれています。
しかし一方では、IT や AI などの技術の進展により、人手不足を補う新しい農業のスタイルも模索されており、最新技術を活用した企業の農業参入や若
者の新規就農など、明るい兆しも見えつつあります。
今大会では、「農業の力を地域のチカラに」をテーマに、大分県内で農業の IT 化に取り組んでいる農家や企業のチャレンジを紹介し、農業の未来像を探
るとともに、農業が地域再生に果たす役割を探ります。

大会プログラム（予定）
12：00

豊の国ゆふいん源流太鼓

開場

12：25 「日本のチカラ」番組上映

大分放送制作
「天地源流」

豊の国ゆふいん源流太鼓

13：00

オープニングアクト

13：15

開会式

13：30

トークセッション
「身近な農業とのふれあい」

司会：山崎

森崎

唯衣（大分放送アナウンサー）

博之

松田

（俳優・演劇ユニット TEAM NACS リーダー）

高木

14：10

美保

みどり（大分放送アナウンサー）

次年度主管局ご挨拶
（休憩）

松田

美緒（歌手・農業実践者）

14：30

アトラクション

14：50

パネルディスカッション
「農業の力を地域のチカラに」

会場マップ

パネリスト

森崎
平山
佐藤
黒田

15：50

閉会式

16：00

終了

至別府

博之（演劇ユニット TEAM NACS リーダー）
亜美（農業会社ウーマンメイク 代表）
茂行（佐藤自然農園）
耕平（JA おおいた本店 営農部 園芸課長）

司会：村津

美緒

ポルトガル語やスペイン語など六ヶ国語
を操り世界中で音楽活動を重ねる、歌
う旅人。リオ・デ・ジャネイロで録音し
た1stアルバム『アトランティカ』で 2005
年ビクターよりデビュー。南米や欧州の
国々で 現 地を代 表する数々のミュージ
シャンと共演、アルバム制作を重ねる一方、2012 年より国内外の忘れられた歌を
発掘し、現代に蘇らせている。2014 年に発表した CDブック『クレオール・ニッ
ポン うたの記憶を旅する』は高い反響を呼び、文藝春秋『日本を代表する女性
120人』に選ばれる。2019 年 7月には大分県各地の歌を掘り起こした CD「おおい
たのうた」をリリース。聴く人を深い感動にいざなうその歌声には、彼女が旅した
様々な地域の魂が宿っている。公式サイト http://miomatsuda.com/

（女優・タレント・農業実践者）
司会：海原

日本有数の温泉観光地・大分県由布市
湯布院町で 40 年にわたって活動を続け
ている創作和太鼓団体。1979 年、長谷
川義（ただし）代表が湯布院の自然を音
にして全国へ発信しようと立ち上げた。
武道の動きを取り入れた力強く躍動感
あふれる演奏が持ち味。これまで海外 60 か国以上でのコンサート及び「日本の
太鼓」
（東京・国立劇場）や「日本太鼓祭」
（三重県・伊勢神宮）など国内の主要イ
ベントに出演。現在は国内外で年間 100 回近い公演をおこなっている。2016
年、芸能和太鼓集団「鼓童」とのコラボレーションコンサートはアマチュアチー
ムとしては初。メンバーがそれぞれ本業を持ちつつ、和太鼓を通した青少年の
健全育成や、台湾をはじめ世界へ和太鼓の浸透及び発展に努めている。
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この大会の模様は、後日 30 分番組として OBS テレビで
放送させていただきます。
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iichiko 総合文化センター iichiko 音の泉ホール
大分市高砂町２−33

TEL：097-533-4003

整理券の申し込み方法

◆ハガキでのご応募

郵便ハガキの裏面に ①参加希望人数 ②代表者の郵便番号・住所 ③氏名 ④年齢 ⑤電話番号 を明記の上、下記宛先までお送りください。

〒870-8620 大分県大分市今津留3-1-1 大分放送
「民教協」係

◆ホームページからのご応募

http://www.e-obs.com/url/1mp

・応募者多数の場合は抽選となります。 ・当選の方には追って聴講券をお送りします。
※電話・FAX でのお申し込みはできません。

お問い合わせ TEL 097-558-1111（代表）10：00〜12：00

・応募いただいた個人情報は、当事者以外の目的には一切使用しません。

13：00〜17：00（祝祭日を除く、月〜金のみ）

■公益財団法人民間放送教育協会
公益財団法人民間放送教育協会（略称：民教協）は、放送を通じて教育の機会均等と振興に寄与することを目的として昭和 42 年に文部省（現文部科学省）の認可を受け
て設立されました。それぞれの地域を代表する全国の 34 の民間放送局で組織され、既存の系列を超えて全国をカバーできる民放唯一のネットワークです。
電波による生涯学習普及を目指し、「日本のチカラ」などの社会教育・教養番組を加盟社の共同企画・制作によって全国放送しています。また、視聴者・行政・放送局
の三者による研究協議を始め、生涯学習に関する様々な活動を全国で展開しています。
■地区当該放送局
四国放送 西日本放送

南海放送

高知放送

RKB 毎日放送

長崎放送

熊本放送

宮崎放送

南日本放送

沖縄テレビ放送

琉球放送

大分放送

