自然農 学びの場のご案内
学びの場

名称

妙なる畑の会・見学会

22001188年度

代表者住所
代表者
663333--00008833 奈良県桜井市辻112200
川口  由一
  ▶問い合わせ先  ・・・  余語規子  00774444--3322--44770077

電話番号

・33、55、77、99、1111月の第11日曜日に行います（11月は行いません。）雨天でも行います。
・午前1111時1100分、JJRR桜井線�巻向�駅集合です。終わりの時間は定まっていません。
・参加費550000円です。申込みは不要です。お弁当を持参ください。
・川口由一さんの田畑を見学の後、午後はスライドによる自然農の紹介と質疑応答の時間です。
（代表）・徳島県 沖津一陽 ・静岡県 高橋浩昭
▶問い合わせ先・・・大植久美�
妙なる畑の会・全国実践者の集い

・兵庫県

665566--00000066 兵庫県洲本市中川原町二ッ石9955

大植久美�

大植  久美�

00779999--2288--00888833

・年に11回、自然農を実践している全国の方が集い、学び合う機会です。
・第2255回の実施は未定です。

■北海道・東北地方
自然農塾「ステラの森」
やえはた自然農園
丸森かたくり農園
農暮学校（つぶら農園）

006699--11331177
002288--33114422
998811--22440011
998811--22110055

北海道夕張郡長沼町東55線�北1177番地
岩手県花巻市石鳥谷町八重畑99--2200--55
宮城県伊具郡丸森町小斉一ノ迫5566
宮城県伊具郡丸森町矢間松掛字新宮田1144

渡辺  雅子 009900--22005522--44882288
藤根  正悦
00119988--4466--99660066
北村  みどり 00222244--7788--11991166
安部  信次
00222244--7722--66339999

■関東地方
自然農を学ぶ会つくば
食養庵．陽（ひかり）
さいたま丸ヶ崎自然農の会

330055--00007711
331199--22222211
333377--00000011
千葉自然農の会
229999--11990066
四街道自然農塾
228844--00000066
青梅「畑の学校」
119988--00004411
神奈川県藤野町自然農学びの場 118833--00001133
よこはま自然農の郷・遊山房 222244--00000011

茨城県つくば市稲岡449955--3322
茨城県常陸大宮市八田11113399--33
埼玉県さいたま市見沼区丸ヶ崎11885566
千葉県安房郡鋸南町横根221177--22
千葉県四街道市下志津新田22553377--2244
東京都青梅市勝沼22--334411
東京都府中市小柳町44--33--88
横浜市都筑区中川１--1188--1133--110033

中田  隆夫
斎藤  陽子
山本  壮一
米山  美�穂
木川  正美�
鈴木  真紀
山下  庸一
二宮  倫行

002299--883366--33777722
00229955--5522--33770033
004488--668866--77448844
00447700--5555--99005577
004433--442211--44772288
00442288--7788--33111177
004422--330022--77666677
004455--991133--22772255

■中部地方
LLOOVVEE自然農新潟
結まーる自然農園
八ヶ岳自然農の会・学びの会

995500--22000022 新潟県新潟市西区青山11--1177--1188

渡辺  和男

009900--77220000--22882277

440088--00002222 山梨県北杜市長坂町塚川661111

三井  和夫

00555511--3322--44770055

野風草
わくわく田んぼ
八ヶ岳自然生活学校
長野自然農学びの場  小諸
長野自然農学びの場  四賀村

440088--00003355
440088--00331177
339999--00110011
338844--00880099
339999--77441177

山梨県北杜市長坂町夏秋992222--66
山梨県北杜市白州町下教来石448899
長野県諏訪郡富士見町境77330088
長野県小諸市滋野甲33999911
長野県松本市刈谷原町669922

あずみの自然農塾

339999--88660022

長野県北安曇郡池田町会染555522--11
ゲストハウスシャンティクティ

富山自然農を学ぶ会
  八尾町大玉生学びの場
  上市町塩谷学びの場
  砺波市頼成学びの場
不耕起自然農を学ぶ一歩の会
農楽友の会  自然農学びの場

993399--22443333
993399--22445555
993300--00446677
993322--00221177
550011--00661199
550055--00000033
442222--88000055

富山県富山市八尾町清水552244
富山県富山市八尾町大玉生665511
富山県中新川郡上市町塩谷2299
富山県南砺市本町44--2299
岐阜県揖斐郡揖斐町三輪884488
岐阜県美�濃加茂市山之上町33443355--1199
静岡県静岡市池田33887755--111100

清沢塾

舘野  昌也
00555511--3322--33447733
おおえわかこ 00555511--3355--44113399
黒岩成雄・牧子 00226666--6644--22889933
009900--88668844--11113333
山崎賢司
松本  諦念

00226633--6644--22777766

臼井  健二

00226611--6622--00663388

石黒  完二
森  公明
石田  淳悦
磯辺  文雄
木村  君子
中山  千津子
中井  弘和

007766--445588--11003355（森）

007766--445588--11003355
007766--7722--55667777
00776633--8822--44225577
005588--552222--33222244
00557744--2255--66990099
005544--226611--88330099

静岡自然農の会
かぎしっぽ農園＜休塾＞
汐見坂自然農園

441100--00223322
443366--00007744
444411--11222222
447799--00000033

静岡県沼津市西浦河内660011
静岡県掛川市葛川663300--77
愛知県豊川市豊津町神ノ木222222--99
愛知県常滑市金山字金蓮寺33--33

高橋  浩昭
田中  透
伊藤  淳期
野田  宗敬

005555--994422--33333377
00553377--2211--66112222
00553333--9933--00223399
00556699--4433--44772222

551188--00111166 三重県伊賀上野市上神戸772200
551199--22550044 三重県多気郡大台町小切畑886666--33

柴田  幸子
佐藤  太平

00559955--3377--00886644
00559988--7766--00007777

■近畿地方
里の田 伊賀
農のある暮らし

あさゆふ

赤目自然農塾

三重県名張市・奈良県宇陀市
  

中村  康博

▶問い合わせ先・・柴田幸子  00559955--3377--00886644      余語規子  00774444--3322--44770077

・毎月第22日曜日と前日の土曜日（1122月は第11となります）。雨天でも行います。申込み不要です。
・土曜日は、午前1100時3300分より、田圃で共同作業の学び。夜は山荘にて、言葉を通しての学び。
・日曜日は、午前1100時0000分より、その季節の自然農の実習指導の学び。実践を通しての学び。
・別途に詳しい案内文があります。
（hhttttpp::////iiwwaazzuummii..ssaakkuurraa..nnee..jjpp//）
粟原自然農園
菟田野自然農園
生駒自然農園
明日香  風の畑
木津自然農
柏原自然農塾
仰木自然農学びの会
梅の里 自然農園
あさつゆ農園
もみじの里自然農学びの場

663333--00224455
663333--22222233
663300--00226622
663344--00004433
661199--00221144
558822--00000099
552200--00553333
664455--00002222
665555--00004488
665566--00000066

奈良県宇陀市榛原笠間22116633
奈良県宇陀市菟田野宇賀志  11558855
奈良県生駒市緑ヶ丘11445544--3399
奈良県橿原市五条野町665577
京都府木津川市木津白口8844
大阪府柏原市大正三丁目11--3355
滋賀県大津市小野朝日11--1144--77
和歌山県日高郡みなべ町晩稲11445511
兵庫県神戸市垂水区西舞子88--11--88
兵庫県洲本市中川原町二ッ石9955

中村  康博
小倉  裕史
大田  耕作
三輪    淳子
細谷  泰高
山本  利武
森谷  守
勇惣  浩生
中野  信吾
大植  久美�

00774455--8822--77553322
00774455--8844--22665533
00774433--2255--77882233
009900--33552266--33440044
009900--33227799--44886644

777711--11661133
777799--33112200
777700--88007788
777733--00000011
779911--88009922

徳島県阿波市行峯220077
徳島県徳島市国府町南岩延888844--22
徳島県徳島市八万町橋本1122--44
徳島県小松島市小松島町領田1100--11
愛媛県松山市由良町991199

沖津  一陽
澤  祥二朗
岩野  泰典
貴田  収
山岡  亨

00888833--3366--44883300
008888--664422--22996688
008888--666688--44226688
008888--553322--33112233
008899--996611--22112233

770011--00111133
770099--22555511
771122--88001155
770099--33771122
771155--00001188
772222--00335544
773399--00000022
669900--00001155

岡山県倉敷市栗坂110088--33
岡山県加賀郡吉備中央町下土井116600--88
岡山県倉敷市連島町矢柄55887777--1111
岡山県久米郡美�咲町金堀556622賢治の楽交
岡山県井原市上稲木町118855  たつみや方
広島県尾道市御調町綾目11444433--22
広島県東広島市西条町吉行11554444
島根県松江市上乃木44--2211--1122

八木  真由美�
大北  一哉
難波  健志
前原  ひろみ
長谷川  淳
木村  宜克
池崎  友恵
周�藤  久美�枝

008866--446633--33667766
00886677--3355--11112255
008866--444444--55440044
00886688--6666--22113333
00886666--6622--11885511
00884488--7766--22551144
008822--442200--00008800
00885522--2211--00224433

881199--11662222
881100--00003333
881199--11662222
881100--00003333
881199--11112244
886611--00440044
888800--11110011
888800--11330022

福岡県糸島市二丈一貴山556600--1133
福岡県福岡市中央区小笹22--88--4477
福岡県糸島市二丈一貴山556600--1133
福岡県福岡市中央区小笹22--88--4477
福岡県前原市加布里883399
熊本県山鹿市菊鹿町上永野11774444--11
宮崎県東諸県国富町本庄44551122
宮崎県東諸県郡綾町北俣  22336655--11

00772299--7722--00446677
007777--559944--00665522
00773399--7744--22332244
008800--33003300--33008833
00779999--2288--00888833

■四国地方
一陽自然農園
自然農 石井実践の場
佐那河内自然農塾
貴楽農園
愛媛自然農塾

■中国地方
自然農学びの会  岡山
大北農園
共生わくわく自然農園
美�作自然農を楽しむ会
自然農園＠たつみや
自然農学びの会  広島＜休塾＞
東広島自然農塾
大庭自然農の会

■九州地方
福岡自然農塾
松国自然農塾
一貴山自然農塾
花畑自然農塾
木下農園
結熊（ゆうゆう）自然農園
自然農園 こころ
綾自然農塾

鏡山  悦子
村山  直通
鏡山  英二
村山  直通
木下  まり
こみどり  わこ
岩切  義明
北條  直樹

009922--332255--00774455
009900--77992277--22772266

009922--332255--00774455
009900--77992277--22772266
009922--332233--66660066
00996688--4411--66226644
00998855--7755--11001155
00998855--7777--22000088

■韓国 （日本からかける場合には、国際電話認識番号++8822++頭の00をぬいた右に記された電話番号）
地球学校

2255110099

韓国江原道洪川郡南面古音室路3344

崔成鉉

001100--99442277--55002266

