参加者
くまもと農業を愛する海外人材育成講座 募 集
くまもとの農業の特徴や高品質なくまもと農産物づくりの取組みを
知ってもらうため、研修会を開催します。
～
○

留学生の皆様の参加をお待ちしております！ ～
参加費

３６円（普通傷害保険料実費負担）

○ 服 装 軽装（暖かい服装で参加ください）
○

雨天時

○開催日

雨具持参

2019年 2月23日（土）12時30分～17時

※バスは12時45分になりましたら出発します。

○集合場所

市民会館シアーズホーム夢ホール前
（※熊本市民会館）

○定

員

○対

象

○申込締切

30名
（一社）大学コンソーシアム熊本加盟校の留学生
2019年 2月18日（月）午前中
※ただし、定員になり次第、申込を締切ります。

○お申込先

留学生コミュニティ

1. 「留学生コミュニティ」 にあなたのアカウントを 作成してください。
2. すでにメンバー登録済の方は、ログインして「くまもと農業を愛する
海外人材育講座」のグループに参加してください。
グループURL: http://consortium-kumamoto.jp/?linker=ag2019

申込みはこちらから

○主な研修内容
１

くまもと農業の概要（車内）

２

高品質なイチゴ・米麦の生産出荷の取組み
（ＪＡ熊本うきの生産施設を見学）
・イチゴのパッケージセンター
・米麦の拠点施設
（富合城南広域カントリーエレベーター）
・直売所（道の駅「宇城彩館」

○主 催
○後 援

熊本県立農業大学校（くまもと農業アカデミー）
〒861-1113 熊本県合志市栄3805番地 ＴＥＬ096-248-6600 FAX096-248-4432
一般社団法人 大学コンソーシアム熊本 E-mail jimu@consortium-kumamoto.jp
〒860-8555 熊本県熊本市中央区黒髪２丁目39番1号 ＴＥＬ096-342-3924 FAX096-342-3925

Join us
now

Workshop for International Students
Who Love Kumamoto’s Agriculture

This program provides a workshop to introduce the distinctive features, quality
products, and challenges of agriculture in Kumamoto.
All foreign students are invited and welcome to join this program!
-Participation Fee: 36 yen for accident insurance
-Attire: Casual and warm
-Please bring rain gear in case of rain.

When: February 23, 2019 (Saturday) 12:30 – 17:00
The bus will be leaving at 12:45

Meeting Place: In front of Kumamoto Citizens Hall
Enrollment Limit:

30

Participants: International students attending any school of the
Consortium of Universities in Kumamoto
Registration Deadline: February 18, 2019 (Monday) at noon
Note: When maximum enrollment is reached, registration will be closed

Register at: International Student Community
Please create your account on the online community. If you are already
a member, please log in to your account and request the group:
“The Agricultural tour of Kumamoto”

Application’s here.

Workshop Outline
1.) Introduction to agriculture in Kumamoto
(while riding bus)
2.) Approaches to producing and shipping high quality
strawberries, rice and wheat
Tour of JA Kumamoto Uki Facilities
- Strawberry packing site
- Country elevator of Tomiai and Jounan aria
as sharing facility of crop-drying and storage of
rice and wheat
- Farmers market ( Michi-no-Eki Ukisaikan)
○主 催
○後 援

熊本県立農業大学校（くまもと農業アカデミー）
〒861-1113 熊本県合志市栄3805番地 ＴＥＬ096-248-6600 FAX096-248-4432
一般社団法人 大学コンソーシアム熊本 E-mail jimu@consortium-kumamoto.jp
〒860-8555 熊本県熊本市中央区黒髪２丁目39番1号 ＴＥＬ096-342-3924 FAX096-342-3925

