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単 組 委 員 長  殿 

全  農  協  労  連 

中央執行委員長  砂山 太一 

 

 

「第 65回日本母親大会」のご案内と 

参加の要請 

 

 

 連日のご奮闘に敬意を表します。 

 8月 24日（土）～25日（日）の日程で、「第 65回日本母親大会」が静岡県（静岡市・焼津市）

を中心に開催されます。全農協労連女性部は、2016年度から、食料・農業・地域を守る「地域の

共同・共闘」の活動を具体化し、日本母親大会への参加を位置付けてきました。 

今大会は、前回大会に引き続き JA 全国女性組織協議会が後援団体として参加するほか、食や

農、地域をテーマとした分科会が複数設けられています。 

母親・女性という視点を大切にし、大会の趣旨である「命（いのち）を生みだす母親は 生命

を育て 声明を守ることをのぞみます」のスローガンは全農協労連女性部の方針・活動とも一致

しています。大会への参加を通じ、多彩な女性との共同を広め、静岡や東海の仲間との交流を深

めていきます。 

 各単組の女性労組員への周知と、たくさんの参加をめざしていただきますよう、お願いします。

参加に向けて同封のチラシをご活用ください。なお、母親大会は都道府県でもそれぞれ開催され

ていますので、そちらへの積極的な参加もお願いします。 

 

１、日時 

 8月 24日（土）12：30～ 25日（日）14：30 

 

２、日程と場所 

［24日＝1日目］ 

11：30～00：00  受付開始 

12：30～17：00  分科会（場所は別紙チラシ参照）・見学分科会（5コース） 

18：00～20：00  企画を計画中 ＊決まり次第チラシ等でお知らせします 

 

［25日＝2日目］ 

09：30～14：30  全体会・記念講演（静岡市「グランシップ」） 

 

＊分科会は 3ヵ所に分かれており、分科会によって場所が異なります。チラシで確認ください。 



＊全体会は記念講演が 2テーマで開催されます。希望する講演を申込に記入してください。 

＊各会場への移動は公共交通機関を利用してください。交通案内の詳細は別紙です。 

 

３、全農協労連女性部の企画 

 24日（土）の日程終了後に、女性部企画を予定しています。内容等は追ってご連絡します。 

 

４、参加費 

（１）参加券 

1日につき、一般 2,500円／学生 500円／ペア 4,000円（夫婦・親子） 

＊全日程参加の場合は 5,000円となります。移動見学分科会は別途料金がかかります。 

＊「アンダー49」の分科会は 1,000円です。全日程参加の場合は 3,500円です。 

（２）資料代 

  300円（大会しおり、ワッペンなど） 

（３）昼食代 

  弁当（お茶付き）750円 ＊2日目のみ 

＊弁当は 2日目（全体会の日）のみです。当日購入はできません。 

（４）保育 

保育費 無料 

子ども弁当 500円 ＊2日目のみ 

保育所 分科会＝グランシップ（静岡市）、焼津文化会館（焼津市）、あざれあ（静岡市） 

    全体会＝グランシップ（静岡市） 

＊原則として事前申込です。緊急連絡時に必要のため、必ず「分科会会場と No.」を記入し、

参加と合わせて申込みください。 

＊「子ども弁当」も 2 日目（全体会の日）のみです。保育申込み時に記入してください。1

日目は「昼食を済ませてから保育室」に、2日目は「一緒に食事」です。 

＊分科会分科会の会場ごとに弁当が準備されますので、必ず希望分科会を記入してください。 

（５）宿泊 

原則各自での手配となります。市内の宿泊施設・部屋数に限りがあるので早期の手配をお願

いします。 

 

５、移動 

 別紙の「交通案内」を参照ください。 

 

６、申込方法・期限 

 別紙の申込書に必要事項を記入し、7月 19日（金）までに全農協労連まで申込みください。 

 なお、移動見学分科会は専用申込書が必要です。定員の都合があるため、移動見学分科会を希

望される場合は、6月 17日（月）必着で申込みください。 

 TEL：03-3370-8327／FAX：03-3370-8329／E-mail：info@nokyororen.ne.jp 

以 上 



第 65 回日本母親大会参加申込用紙  

 

申込日 2019 年  月  日 

単組名：             

申込者：             

連絡先：             

 

 

8 月 25 日（日）の全体会は希望する記念講演を選択してください。 

①「ﾋﾞｷﾆ被災から 65 年－核兵器のない平和な未来を」 

②「女性差別撤廃条約採択 40 年－ｼﾞｪﾝﾀﾞｰ平等の実現めざして」 

 

氏名 

8月24日（土） 8月25日（日） 

参加券 

（○を） 

分科会 

番号※ 

保育 

（○を） 

参加券 

（○を） 

記念講演 

（○を） 

弁当 

（○を） 

保育 

（○を） 

子ども 

弁当（○を） 

 

一般 

学生 

ﾍﾟｱ 

  

一般 

学生 

ﾍﾟｱ 

① 

② 
   

 

一般 

学生 

ﾍﾟｱ 

  

一般 

学生 

ﾍﾟｱ 

① 

② 
   

 

一般 

学生 

ﾍﾟｱ 

  

一般 

学生 

ﾍﾟｱ 

① 

② 
   

 

一般 

学生 

ﾍﾟｱ 

  

一般 

学生 

ﾍﾟｱ 

① 

② 
   

 

一般 

学生 

ﾍﾟｱ 

  

一般 

学生 

ﾍﾟｱ 

① 

② 
   

 

申込期限 7 月 19 日（金） 

※移動見学分科会は別紙の専用申込書に必要事項を記入しお送りください。移動見

学分科会の申込み期限は 6 月 17 日（月）です。 

申込先 全農協労連 

 E-mail info@nokyororen.ne.jp 

  FAX  03-3370-8329 



12：15～00：00  JR 三島駅北口出発 ＊ﾊﾞｽ移動 

12：55～00：00  御殿場市・東富士演習場見学 

00：00～00：00  富士山樹空の森 

00：00～15：30  富士山新五合目 

15：30～00：00  東名御殿場 IC 

00：00～17：30  静岡駅南口着 

12：15～00：00  三島駅北口出発 

12：35～13：35  清水町・柿田川公園見学 

13：50～14：20  三島梅花藻の里散策 

14：20～00：00  ﾊﾞｽ移動 

00：00～00：00  源兵衛川の川歩き（15 分程度） 

00：00～00：00  白滝公園・水辺の文学碑めぐり 

00：00～15：30  三島大社見学 

15：30～00：00  東名沼津 IC 

00：00～17：30  静岡駅南口着 

第 65 回日本母親大会《見学分科会》  

 

見学分科会は 8 月 24 日（土）です。 

それぞれ定数があるため、応募多数の際は抽選となります。希望に添えないこともありますの

でご了承ください。抽選結果の発表は 6 月 20 日です。抽選に外れた場合は、見学分科会以外の希

望を伺います。なお、見学分科会はすべてﾊﾞｽ代 2,000 円がかかります。そのほか、以下に記載の

金額が母親大会参加費（24 日：2,500 円、25 日：2,500 円）と別途必要です。 

移動見学分科会の申込み期限は 6 月 17 日（月）必着です。 

 

 

◆  見学分科会  

No.31「東富士演習場見学と富士山五合目から雄大な富士山を仰ぐ」（定員 40 人） 

連日監視行動を行っている地元の平和活動家の案内で演習場見学。「富士山樹空の森」でほっと一息。富士山新五

合目からは雄大な富士山を体験できます。 

講師：渡辺希一さん（御殿場平和委員会） 

参加費： 2,000 円（ﾊﾞｽ代）＊事前集金 

 

 

 

 

 

 

 

No.32「三島のせせらぎ歩きと柿田川湧水」（定員 40 人）＊健脚ｺｰｽ 

柿田川公園で富士山からの美しい湧水を見学。三島ではどぶ川だった源兵衛川に清流をよみがえらせた「ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾜ

ｰｸ三島」の取り組みに学びます。川の仲の踏み石歩きも体験。 

講師：渡辺豊博さん（「ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾜｰｸ三島」事務局長） 

参加費： 2,000 円（ﾊﾞｽ代）＊事前集金 

注意：このｺｰｽは川の中の飛び石歩きがあるなど健脚向きです 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12：15～00：00  静岡駅南口出発 

12：45～00：00  日本平ﾛｰﾌﾟｳｪｲ 

13：10～14：20  久能山東照宮見学 

14：25～14：50  日本平散策 

15：30～16：50  興津清水寺見学・助言者のお話 

00：00～17：30  静岡県南口着 

12：15～00：00  静岡駅南口出発 

12：30～00：00  東名静岡 IC 

13：30～14：15  浜岡原子力館見学 

14：30～15：00  周辺から防波壁見学 

15：15～16：30  佐倉公民館で地元住民との話し合い 

00：00～17：30  静岡県南口着 

12：15～00：00  静岡駅南口出発 

12：30～00：00  東名静岡 IC 

13：15～15：15  茶の都ﾐｭｰｼﾞｱﾑ見学 

15：45～16：30  蓬莱橋（世界一長い木の橋）を歩く 

00：00～17：30  静岡県南口着 

No.33「久能山東照宮と興津清見寺」（定員 40 人）＊健脚ｺｰｽ 

国宝久能山東照宮の社殿を見学。日本平夢ﾃﾗｽから富士山を望み、興津清水寺では江戸時代の朝鮮通信使が描いた

扁額などを見ながら地元郷土史家のお話しを聞きます。 

講師：佐野明生さん（郷土史研究家） 

参加費：2,000 円（ﾊﾞｽ代）＊事前集金 

当日集金：1,990 円（ﾛｰﾌﾟｳｪｲ代 990 円＋東照宮・清水寺拝観料 1,000 円） 

注意：このｺｰｽは川の中の飛び石歩きがあるなど健脚向きです 

 

 

 

 

 

 

No.34「浜岡原子力発電所見学と地元住民との交流」（定員 40 人） 

浜岡原子力発電所を見学し、原発周辺とその南側から 22m の防波壁を見学します。また、地元住民の方々と交流

し、経済や生活への影響、原発への思いなどを聞きます。 

講師： 桜井和好さん（元教員） 

参加費：2,000 円（ﾊﾞｽ代）＊事前集金 

 

 

 

 

 

 

No.35「茶の都ﾐｭｰｼﾞｱﾑ見学とお茶にまつわる民衆の歴史を知る」（定員 40 人） 

日本一の大茶園の中に立地する「茶の都ﾐｭｰｼﾞｱﾑ」で、お茶伝来の歴史・文化・茶産業の歴史などを学ぶとともに、

復元された小堀遠州作の茶室で後水尾院仙洞御所の庭を眺めながら茶の湯文化も体験できます（希望者 500 円）。

明治以降の茶畑開墾にまつわる民衆の歴史や現代のお茶農家の現状についてお話しを聞きます。 

講師： 中澤久志さん（茶農家経営ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ） 

参加費： 2,000 円（ﾊﾞｽ代）＊事前集金 

 当日集金： 300 円（茶の都ﾐｭｰｼﾞｱﾑ入館料 200 円＋蓬莱橋 100 円） 

 

 

 

 

 

○入館料や入館条件に関係するため、必ず生年月日・年齢をお知らせく

ださい。 



第 65 回日本母親大会《移動見学分科会》申込用紙 

 

申込日 2019 年  月  日 

単組名：             

申込者：             

連絡先：             

※は健脚向きのｺｰｽです 

 

申込期限 6 月 17 日（月） 

申込先 全農協労連 

 E-mail info@nokyororen.ne.jp 

  FAX  03-3370-8329 

ｺｰｽを選択して○を 氏名（ふりがな）／生年月日 住所（市町村まで） 固定電話番号／携帯番号 

31 
東富士演習場見学と富士山新五

合目から雄大な富士山を仰ぐ 

 

〒 

 

（固定電話番号） 

 

32 
三島のせせらぎ歩きと柿田川湧

水 ※ 

33 久能山東照宮と興津清水寺 ※ 
（携帯番号） 

 

34 
浜岡原子力発電所見学と地元住

民との交流 
生年月日 

M・S・H   年 

   月  日（  歳） 35 
茶の都ﾐｭｰｼﾞｱﾑ見学とお茶にま

つわる民衆の歴史を知る 

31 
東富士演習場見学と富士山新五

合目から雄大な富士山を仰ぐ 

 

〒 

 

（固定電話番号） 

 

32 
三島のせせらぎ歩きと柿田川湧

水 ※ 

33 久能山東照宮と興津清水寺 ※ 
（携帯番号） 

 

34 
浜岡原子力発電所見学と地元住

民との交流 
生年月日 

M・S・H   年 

   月  日（  歳） 35 
茶の都ﾐｭｰｼﾞｱﾑ見学とお茶にま

つわる民衆の歴史を知る 

31 
東富士演習場見学と富士山新五

合目から雄大な富士山を仰ぐ 

 

〒 

 

（固定電話番号） 

 

32 
三島のせせらぎ歩きと柿田川湧

水 ※ 

33 久能山東照宮と興津清水寺 ※ 
（携帯番号） 

 

34 
浜岡原子力発電所見学と地元住

民との交流 
生年月日 

M・S・H   年 

   月  日（  歳） 35 
茶の都ﾐｭｰｼﾞｱﾑ見学とお茶にま

つわる民衆の歴史を知る 



写真提供　静岡県観光協会

日本母親大会
in静岡を
応援します

日本母親大会
in静岡を
応援します

日本母親大日本母親大日本母親大日本母親大日本母親大日本母親大
第65回

茶畑と富士山

主催 第65回日本母親大会実行委員会　東京都千代田区二番町12-1　TEL03-3230-1836　FAX03-3230-1837
静岡県母親大会実行委員会　静岡県静岡市葵区春日2-9-1　三上工業２F　TEL・FAX054-253-6081
東海各県母親大会実行委員会（愛知・岐阜・三重）

開催

協力

後　援
〈マスコミ〉  朝日新聞社、読売新聞社、毎日新聞社、ＮＨＫ、フジテレビジョン、ＴＢＳテレビ、
テレビ東京、朝日新聞静岡総局、沼津朝日新聞、毎日新聞静岡支局、中日新聞東海本社

〈自治体・教育委員会〉  静岡市・同教育委員会、浜松市・同教育委員会、沼津市・同
教育委員会、熱海市・同教育委員会、三島市・同教育委員会、富士宮市・同教育委員会、
伊東市・同教育委員会、島田市・同教育委員会、富士市・同教育委員会、磐田市・同
教育委員会、焼津市・同教育委員会、藤枝市・同教育委員会、御殿場市・同教育委員会、
袋井市・同教育委員会、裾野市・同教育委員会、湖西市・同教育委員会、伊豆市・同
教育委員会、伊豆の国市・同教育委員会、東伊豆町、河津町・同教育委員会、南伊豆町・

同教育委員会、西伊豆町、函南町・同教育委員会、清水町・同教育委員会、長泉町・
同教育委員会、小山町・同教育委員会、吉田町・同教育委員会、川根本町・同教育委員会、
森町・同教育委員会

〈団体〉 JA 全国女性組織協議会、主婦連合会、全国消費者団体連合会、日本宗教者平
和協議会、公益財団法人第五福竜丸平和協会、静岡県消費者団体連盟、静岡県保険医
協会、プラムフィールド、静岡市女性の会連絡会、静岡女性史研究会、静岡大学教職員
組合、生活協同組合パルシステム静岡、静岡 YMCA・静岡県学校給食ネットワーク
他 32団体（4／ 16現在）

１歳以上の子どもさんを保育します。（両日）
申し込みは8月9日（金）までに各県実行委員会へ。

25日（日）にお弁当が必要な方は各県実行委員会
に注文してください。

子どもと教育、くらしと権利、女性の地位
向上、平和と民主主義など30のテーマで
話し合います。

12：30～17：00
（受付開始11：30～）

9：30～14：30
（受付開始8：45～）

会員券 1日 2,500円

子どもと教育、くらしと権利、女性の地位

静岡
子どもと教育、くらしと権利、女性の地位子どもと教育、くらしと権利、女性の地位

静岡静岡in
8月24日22

分科会

全体会

土

第1日

8月25日 日第2日

記念
講演

講師 冨田宏冶さん（関西学院大学教授）

「ビキニ被災から65年
   ―核兵器のない平和な未来を」

記念
講演

講師 浅倉むつ子さん（早稲田大学名誉教授）

「女性差別撤廃条約採択40年
   ―ジェンダー平等の実現めざして」

●オープニング 和太鼓「濱鼓僧」
●文化行事 横尾歌舞伎

●オープニング
　ハレルヤ君の津軽三味線
●文化行事 「三社祭礼囃子」

■ 見学分科会（5コース）

グランシップ　大ホール・海会 場 グランシップ　中ホール・大地会 場

グランシップ  焼津文化会館  静岡県男女共同参画センター「あざれあ」会 場

両日とも大物産展　母親売店
書籍バザールを開催

静岡静岡静岡静岡i

い の ち

生命を生みだす母親は　生命を育て　生命を守ることをのぞみます

2019年
第65回



各分野の先輩たち

長谷川友彦（高校教師）

関根佳恵 （愛知学院大学）
杵塚　歩 （ちいとらっつ農舎）
難波清芽 （森の蘇り）
二平　章 （全国沿岸漁民連）

内田聖子（アジア太平洋資料センター）

天笠啓祐（ジャーナリスト）

本田　宏（医師）

岩田孝仁（静岡大学）

鳥畑与一（静岡大学）

横山昭吾（人形劇団茶問屋ショーゴ）
斉藤照正（おもちゃコンサルタントマスター）

聞間　元（医師）
市田真理（第五福竜丸平和協会）

展示ギャラリー
100人

会議室901～903
各30人

会議室1001-1
120人

会議室1002
72人

会議室910
138人

会議室1003
60人

会議室904
72人

会議室1001-2
180人

桜田照雄（阪南大学）

小森陽一（東京大学）

リラン・バクレー（映画監督）

田代　博（日本地図センター）
静岡県富士山世界遺産センター

会議室1101
45人

映像ホール
94人

交流ホール
400人

会議ホール・風
498人

木村美登里（全国学童保育協議会）

小畑雅子（全日本教職員組合）

広木克行 （神戸大学）

南　寿樹（NPO法人くるみの会）

絹田敬子（きょうされん）

津富　宏（静岡県立大学）

和田　武（自然エネルギー市民の会）

504会議室
42人

第2研修室
56人

第3会議室
81人

大会議室
144人

小ホール
70人

502会議室
63人

会議室908
72人

中ホール・大地
1200人

中澤秀一（静岡県立大学）

浦狩知子（LGBTの家族と友人をつなぐ会）

第２会議室
48人

林　克（リニア新幹線を考える静岡県民ネットワーク）

児島芳樹（ＮＨＫディレクター）

永田浩三（武蔵大学）

中村　司（沖縄統一連）

練習室
70人

小ホール
600人

第1・2会議室
120人

展示室
100人

大ホール
1300人

横湯園子（心理臨床家）
望月　彰（名古屋経済大学）
掛川亜季（弁護士）
伊藤由紀夫（NPO非行克服支援センター）

501会議室
99人

第１研修室
88人

505会議室
42人

大ホール
358人

角田由紀子（弁護士）

運営委員会

グランシップ会場

第65回分科会 12：30～17：00
（受付開始11：30～）

静岡県男女共同参画センター「あざれあ」会場

焼津文化会館会場

会場 グランシップ／焼津文化会館／静岡県男女共同参画センター「あざれあ」

見学分科会

テーマ 助言者・パネリスト会場/参加人数 テーマ 助言者・パネリスト会場/参加人数

テーマ 助言者定員

＊ 参加については、各県母親大会実行委員会（静岡県をのぞく）に事前申し込みが必要です。当日参加はできませんのでご注意ください。
 申込期間 ６月１日(土)～２０日(木)　費用：バス代2000円、分科会によっては、入館料などが必要です。
 各コースとも定員を超えた場合は抽選になります。参加の決定は県連絡会を通じてお知らせします。

8月24日 土

消費税増税と私たちのくらし

カジノ導入は誰のため
― 子ども・地域・経済への影響

東海道  心ほっこりおしゃべり茶屋
アンダー49の分科会

ききたい・いいたい・つながりたい ― 子育て・介護・働き方etc ―

親子で遊ぼう

ネット社会に生きる子どもたち
― インターネット・SNS・スマホの功罪

地域を農業・林業・漁業の力でよみがえらせよう
「家族農業10年」のスタートにあたって

ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）をどう生かす
― 貧困　安全な水　食料　気候変動　海洋汚染
日本の食を考える
― 食品ロス　農薬などの環境汚染  遺伝子組み換え食品

災害に強い街づくり
― 自然災害から命を守る　行政・地域の役割
人権としての社会保障
― 誰もが安心して受けられる医療・介護・福祉・年金を

いまこそくらしに憲法をいかそう

特別企画

映画「ザ・思いやり　Ⅱ」を観て税金の使われ方を考える 

冨士山の自然と歴史・文化　富士山を守るために

豊かな放課後を子どもたちに
― 学童保育　子どもたちに安心・安全な「居場所」を

学校はいま
― 改訂学習指導要領　教科書　部活動　長時間労働　民営化　産業化

すべての子どもの豊かな発達を
― 発達障害　特別支援学校と進路

お金の心配なく学べる教育を
― 授業料　給付型奨学金 就学支援制度

子どもの心によりそって
― 引きこもり　不登校・登校拒否

障がい者も豊かな人生を
― 就労　働き方　性のもんだい

未来のエネルギーと原発を考える

「働き方改革」でどう変わる私たちの働き方

シンポジウム

母親運動の歴史を学び引き継ごう
― 各県・地域の運動交流

子どものいのちと尊厳をどう守る
― 子どもの権利条約をいかして

多様な性を認め合う社会へ
― ＬＧＢＴQのことなど
女性と人権
―ジェンダー平等　DV　セクハラ・パワハラ　＃Ｍｅ　too

リニア中央新幹線はほんとに必要？
― 自然破壊　水　残土　電磁波

「沖縄」と連帯して

歴史の真実を学ぼう
― 戦争の被害と加害　俳人金子兜太の戦争体験
メディア
― フェイクニュースと民主主義

特別企画
ビキニ水爆被災と核廃絶運動
― 『西から昇った太陽』上映　核被災を次の世代へ

1

2

8

9

10

11

12

14

東富士演習場見学と富士山五合目から雄大な富士山を仰ぐ 渡辺喜一（御殿場平和委員会）40人31

久能山東照宮と興津清見寺 〈健脚コース〉
～江戸時代の朝鮮通信使の足跡をたどる

佐野明生（郷土史研究家）40人33

浜岡原子力発電所見学と地元住民との交流 桜井和好（元教員）40人34

三島のせせらぎ歩きと柿田川湧水 〈健脚コース〉
～ＮＰＯ法人「グランドワーク三島」のとりくみに学ぶ

渡辺豊博（「グランドワーク三島」事務局長）40人32

茶の都ミュージアム見学とお茶にまつわる民衆の歴史を知る 中澤久志（茶農業経営コンサルタント）40人35
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16

24

28

30
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