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開催開催開催開催

 

現在、農業・農村は、農業就業者の高齢化や農地の荒廃など、極めて厳しい状況にありますが、

海外への輸出や

といった新たな動きも広がっています。今後、こうした「芽」を大きく育て、農業・農村の明る

い展望を切り拓くとともに、農地・農業

必要があると

我々の

業を知ることにより、

供いただき

を通じて
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プログラム

日時・場所

 

開催開催開催開催日時：平成２日時：平成２日時：平成２日時：平成２

開催開催開催開催場所：場所：場所：場所：岡山県岡山市北区津島中

岡山大学附属図書館中央岡山大学附属図書館中央岡山大学附属図書館中央岡山大学附属図書館中央

（開催場所位置図は裏面をご覧下さい）

TEL

    

「「「「児島湾干拓地

現在、農業・農村は、農業就業者の高齢化や農地の荒廃など、極めて厳しい状況にありますが、

海外への輸出や 6 次産業化へのチャレンジ、大規模経営の出現、若者を中心とした「田園回帰」

といった新たな動きも広がっています。今後、こうした「芽」を大きく育て、農業・農村の明る

い展望を切り拓くとともに、農地・農業

必要があると言われて

の身近に存在する児島湾干拓地の農業はどうなのでしょうか

を知ることにより、

いただき、それを

を通じて児島湖干拓地

開催趣旨 
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日時：平成２日時：平成２日時：平成２日時：平成２７７７７年年年年        

岡山県岡山市北区津島中

岡山大学附属図書館中央岡山大学附属図書館中央岡山大学附属図書館中央岡山大学附属図書館中央

（開催場所位置図は裏面をご覧下さい）

TEL 086-

    

岡大環境理工学部（実践型環境教育）岡大環境理工学部（実践型環境教育）岡大環境理工学部（実践型環境教育）岡大環境理工学部（実践型環境教育）

児島湖流域フォーラム児島湖流域フォーラム児島湖流域フォーラム児島湖流域フォーラム

児島湾干拓地

現在、農業・農村は、農業就業者の高齢化や農地の荒廃など、極めて厳しい状況にありますが、

次産業化へのチャレンジ、大規模経営の出現、若者を中心とした「田園回帰」

といった新たな動きも広がっています。今後、こうした「芽」を大きく育て、農業・農村の明る

い展望を切り拓くとともに、農地・農業

われています。

に存在する児島湾干拓地の農業はどうなのでしょうか

を知ることにより、児島湖流域の未来を考える一助にしよ

それを受けてワークショップを開催することに

干拓地の農業を知りましょう
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（開催場所位置図は裏面をご覧下さい）
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児島湾干拓地の農業を知ろう」

現在、農業・農村は、農業就業者の高齢化や農地の荒廃など、極めて厳しい状況にありますが、

次産業化へのチャレンジ、大規模経営の出現、若者を中心とした「田園回帰」

といった新たな動きも広がっています。今後、こうした「芽」を大きく育て、農業・農村の明る

い展望を切り拓くとともに、農地・農業用水などの地域資源を確実に次の世代へと継承していく

います。 

に存在する児島湾干拓地の農業はどうなのでしょうか

児島湖流域の未来を考える一助にしよ

受けてワークショップを開催することに

農業を知りましょう
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児島湖流域エコウェブ事務局（お問合せ・連絡先）
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（開催場所位置図は裏面をご覧下さい）
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の農業を知ろう」 ～児島湖

現在、農業・農村は、農業就業者の高齢化や農地の荒廃など、極めて厳しい状況にありますが、

次産業化へのチャレンジ、大規模経営の出現、若者を中心とした「田園回帰」

といった新たな動きも広がっています。今後、こうした「芽」を大きく育て、農業・農村の明る

用水などの地域資源を確実に次の世代へと継承していく

に存在する児島湾干拓地の農業はどうなのでしょうか

児島湖流域の未来を考える一助にしよ

受けてワークショップを開催することに

農業を知りましょう。皆様、お誘いあわせの上、奮ってご参加ください。
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～児島湖とのかかわり

現在、農業・農村は、農業就業者の高齢化や農地の荒廃など、極めて厳しい状況にありますが、

次産業化へのチャレンジ、大規模経営の出現、若者を中心とした「田園回帰」

といった新たな動きも広がっています。今後、こうした「芽」を大きく育て、農業・農村の明る

用水などの地域資源を確実に次の世代へと継承していく

に存在する児島湾干拓地の農業はどうなのでしょうか

児島湖流域の未来を考える一助にしようと考え、地元

受けてワークショップを開催することにしました。

。皆様、お誘いあわせの上、奮ってご参加ください。
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児島湖流域エコウェブ事務局（お問合せ・連絡先）
〒703-8261

Mail：kaiin@kojimako

ページ：http:
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とのかかわりは

現在、農業・農村は、農業就業者の高齢化や農地の荒廃など、極めて厳しい状況にありますが、

次産業化へのチャレンジ、大規模経営の出現、若者を中心とした「田園回帰」

といった新たな動きも広がっています。今後、こうした「芽」を大きく育て、農業・農村の明る

用水などの地域資源を確実に次の世代へと継承していく

に存在する児島湾干拓地の農業はどうなのでしょうか。今回は、児島湾干拓地の農

と考え、地元

しました。異世代

。皆様、お誘いあわせの上、奮ってご参加ください。
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児島湖流域エコウェブ事務局（お問合せ・連絡先）
61 岡山市中区

kaiin@kojimako-eco.net

://www.kojimako
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現在、農業・農村は、農業就業者の高齢化や農地の荒廃など、極めて厳しい状況にありますが、

次産業化へのチャレンジ、大規模経営の出現、若者を中心とした「田園回帰」

といった新たな動きも広がっています。今後、こうした「芽」を大きく育て、農業・農村の明る

用水などの地域資源を確実に次の世代へと継承していく

。今回は、児島湾干拓地の農

と考え、地元の方々に話題

異世代・異社会

。皆様、お誘いあわせの上、奮ってご参加ください。
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児島湖流域エコウェブ事務局（お問合せ・連絡先）
中区海吉 2156-14

eco.net 

//www.kojimako-eco.net/ 

入場無料

来聴

    

現在、農業・農村は、農業就業者の高齢化や農地の荒廃など、極めて厳しい状況にありますが、

次産業化へのチャレンジ、大規模経営の出現、若者を中心とした「田園回帰」

といった新たな動きも広がっています。今後、こうした「芽」を大きく育て、農業・農村の明る

用水などの地域資源を確実に次の世代へと継承していく

。今回は、児島湾干拓地の農

話題をご提

・異社会の交わり

。皆様、お誘いあわせの上、奮ってご参加ください。 
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児島湖流域エコウェブ事務局（お問合せ・連絡先） 
14（西川） 

 

入場無料  

来聴大歓迎 
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自然科学系図書（470-499）

＜開催場所位置図＞ 

岡山大学附属図書館 中央図書館 〒 700-8530 岡山市北区津島中 3 丁目 1 番 1 号 

＜交通アクセス＞ 

JR 岡山駅東口から岡電バス「岡山大学・妙善寺（17 系統）」行に乗車、「岡大西門」で下車 

JR 岡山駅西口から岡電バス「岡山理科大学（47 系統）」行に乗車、「岡大西門」で下車 

JR 津山線「法界院」駅で下車、徒歩 10 分 

            （できるだけ、公共交通機関をお使いください） 

 

中央図書館 3F 案内図 

３F セミナー室 

下の案内図を参照 

バス停（岡大西門） 

岡山駅東口17系統 

バス停（岡大西門） 

岡山駅西口47系統 

至 ＪＲ法界院 


