第１３回

開催案内/参加募集

GMO フリーゾーン全国交流集会 ㏌ 東海
“ 食べせん！売らせん！作らせん！“
知ることから始めよう遺伝子組み換え食品
2018 年 3 月、名古屋市で GM 作物栽培拒否地域を広げ、地域での自給運動を後押しする
ため、GMO フリーゾーン全国交流集会を開催いたします。東海地方は、有機農業運動や
その販売を行う朝市の先進地域であり、地域に根差した作物の開発が活発な地域です。
かつて、愛知県農業試験場で行われたモンサント社の遺伝子組み換え米「祭り晴」の
試験栽培に反対し栽培試験を止め、さらに、遺伝子組み換えナタネ自生調査を全国に
先駆けて行うなど生産者と消費者が手を組んだ運動が活発に行われている地域です。
この交流集会を成功させることで、GMO フリーゾーン運動を拡大するとともに、市民に
よる GMO フリーな社会を足元から築き上げていきたいと思います。皆様の参加をお持ち
しています。
（第 13 回ＧＭＯフリーゾーン全国交流集会 in 東海実行委員会）

●と

き：2018 年 3 月 3 日（土曜日）～４日（日曜日）
12：30 開場 13：30 開会
●ところ：名古屋栄 東急 REI ホテル 2F オークルーム
（名古屋市中区栄 3 丁目 1 番 8 号）
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第 13 回 GMO フリーゾーン全国交流集会 in 東海にぜひご参加ください！

いま、世界の消費者運動そして農民運動が取り組んでいる最も大きなテーマのひとつが、
遺伝子組み換え作物・食品です。栽培の拡大とともに健康被害や生物多様性の破壊が顕著に
なっているばかりか、多国籍企業による世界の食料支配をもたらしています。とくに除草剤
に枯れない雑草が広がり、殺虫毒素で死なない害虫が増え、農薬の使用量が増えるなど負の
連鎖が起き、矛盾が露呈しています。にもかかわらず米国政府や多国籍企業は、さらに世界
中に栽培を拡大しています。
この現状に対抗して、市民も地球規模で連帯の輪を広げています。米国や台湾・韓国での
食品表示を求める運動は、私たち日本の運動にとっても大きな励みになっています。また、
EU 諸国やロシア・東欧など多くの国々が、遺伝子組み換え食品を拒否し続けています。い
までもヨーロッパでは遺伝子組み換え食品は流通していません。
それでも多国籍企業は、合併や連携を強め強大化し、アジアやアフリカをターゲットに売
り込みを強めており、日本でもいつ、遺伝子組み換え作物の栽培が始まるか分かりません。
さらにカナダでは遺伝子組み換え鮭が流通を始め、米国ではリンゴやパイナップルの栽培
や販売が始まりました。新たにゲノム編集や RNA 干渉法など新しいゲノム操作で開発され
たナタネやジャガイモの栽培・流通も始まりました。
その動きに対抗するため、私たちの取り組みもいっそう、地域に根ざし、地球規模での連
帯が求められています。それをもたらすものこそ GMO フリーゾーンの拡大です。遺伝子組
み換え作物・食品を拒否し、作らせない、流通させない、食べないという思いを、地域の小
規模で食の安全を目指した農業を日本中、そして世界中に広げ、食と農を守っていきたいと
思います。
私たちは、来年春に東海に集まり、全国の心ある人々とともに、GM 作物栽培拒否地域を
広げ、消費者の食べない運動を拡大し、地域での自給運動を後押しするため、GMO フリー
ゾーン全国交流集会を開催いたします。東海地方は、有機農業運動やその販売を行う朝市の
先進地域であり、地域に根差した作物の開発が活発な地域であり、遺伝子組み換えナタネ自
生調査を先進的に取り組んできた地域でもあります。この交流集会を成功させることで、
GMO フリーゾーン運動を拡大するとともに、市民による GMO フリーな社会を足元から築
き上げていきたいと思います。ぜひとも名古屋市で開催される交流集会に参加されるよう、
案内申し上げます。
2017 年月 12 日吉日
GMO フリーゾーン全国交流集会 in 東海
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実行委員長 水原博子

第１３回ＧＭＯフリーゾーン全国交流集会 in 東海【 開催概要 】

●日時：2018 年３月 3 日（土）

ＧＭＯフリーゾーン全国交流集会

●会場：名古屋栄 東急ＲＥＩホテル・2F オークルーム
（名古屋市中区栄 3 丁目 1 番 8 号）
市営地下鉄東山線・名城線「栄駅」8 番出口より徒歩約 8 分
市営地下鉄東山線・鶴舞線「伏見駅」4 番出口より徒歩約 8 分

（※）宿泊のご案内
会場の名古屋栄東急ＲＥＩホテル…１泊朝食付き\10,500
※ただし、先着受付順２０シングル限定。２/２０受付〆切。以後はお問合せ下さい。
「GMO フリーゾーン全国交流集会参加のため」とお伝えください。

その他周辺のホテル
＊名古屋栄ワシントンホテルプラザ
＊名古屋国際ホテル
＊ドーミーイン PREMIUM 名古屋栄
＊名古屋ガーランドホテル
＊ハミルトンホテルレッド
＊ホテルトラスティ名古屋白川
＊プリンセスガーデンホテル など
宿泊条件などはホームページなどで検索するか、直接お問合せください。
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2018 年 3 月 3 日（土）GMO フリーゾーン全国交流集会 in 東海
～ スケジュール ～
【第一部】
12：30 受付開始
13：30 交流集会スタート
・開会あいさつ
基調講演
『「食べない、売らない、作らない」から地域自給を！』
天笠啓祐さん、河田昌東さんによる GMO 掛け合いトーク
東海地域の取り組み報告
①「種籾作りからはじまる音羽米｡食料自給は種の自給から」
（音羽米を育てる研究会・生活クラブ生協愛知）
《休憩》
②「流域自給をつくる取り組み」
（あいち有機農業推進ネットワーク）
③「GM ナタネ抜き取り活動と雑種調査」
（遺伝子組換え食品を考える中部の会）
2017 年度の GMO フリーゾーン登録状況報告
（キャンペーン！事務局）
海外取り組み報告
『韓国での遺伝子組換え反対運動』
（㈱あいのう流通センター）
参加団体報告
①生協ネットワーク 21
・コープ自然派事業連合
・あいコープみやぎ
・なのはな生協
②グリーンコープ
③生活クラブ生協
大会宣言
バトンの引継ぎ（東海から千葉へ）
第二部案内ほか
17：25 終了予定

【第二部】
18：30 開場
18：40 第二部スタート 進行
開会あいさつ
乾杯
懇談
催し（「結の輪バンド」演奏♪）
＊月に 1 度、岐阜県の蛭川村・東白川村・白川町・八百津町で暮らす 6 家族で行って
いる結作業（労働力の循環）を通して生まれたバンドです。グループを結わう、百姓
音楽を奏でています。
それぞれのバックグラウンドに基づく知恵を持ち寄り、できるだけお金に頼らず、
循環を大切にしながら生きていける道を模索中。

参加者リレートーク
閉会あいさつ
二日目案内
20：30 終了予定
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2018/03/04 Sun. ＧＭＯフリーゾーン全国交流集会㏌東海
《オプショナルツアー》

A コース
『こだわりの漬物屋と有機農業産地をめぐるツアー

こだわり弁当付』

【バスツアー】
＊漬物本舗道長＆福津農園見学交流
08：20
08：30
10：10
11：10
11：50

名古屋栄集合
出発
漬物本舗道長 見学
移動
福津農園
（昼食…豊橋有機農業の会の野菜をメインに使ったこだわりのお弁当！）
12：30 （見学）
14：00 移動
14：45 名鉄「国府」駅解散
①中部国際空港行き ¥1,500
14：53 15：02 15：23
国府駅
↓
↓
↓
（名鉄名古屋本線特急・名鉄岐阜行）
15：30 15：48 16：00
神宮前駅
15：37 15：57 16：07
神宮前駅
↓
（※1）
↓
（名鉄常滑線特急・中部国際空港行）
16：06 16：18 16：36
中部国際空港駅
（※1…名鉄常滑線ミュースカイ・中部国際空港行）※全席指定 ¥1,860
②名古屋駅行き ¥980
14：53 15：02 15：23
↓
↓
↓
15：38 15：56 16：08

国府駅
（名鉄名古屋本線・岐阜行）
名鉄名古屋駅
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B コース
『愛知の醸造・発酵文化＆八丁味噌煮込みうどんツアー』
【電車移動ツアー】
＊まるや八丁味噌見学＆八丁味噌煮込みうどん
08：30 名古屋駅桜通口（金時計前）集合
08：54 名鉄名古屋駅 ¥660
（名鉄名古屋本線・東岡崎行）
10：13 岡崎公園前駅
（徒歩 5 分）
10：30 まるや八丁味噌
（見学 11：00 まで+買物）
11：45
（徒歩 5 分）
12：00 大正庵釜春本店（昼食）※八丁味噌煮込みうどん定食
13：00
（徒歩 1 分）
①中部国際空港行き ¥1,240
12：56 12：56 13：14 13：26
岡崎公園前駅
↓
↓
↓
（名鉄名古屋本線・名鉄犬山 or 岐阜 or 犬山行）
14：08 14：08 14：22 14：38
神宮前駅
14：27 14：22 14：37 14：57
神宮前駅
（※2） ↓
↓
（※2）
（名鉄常滑線特急・中部国際空港行）
14：48 15：03 15：06 15：18
中部国際空港駅
（※2…名鉄常滑線ミュースカイ・中部国際空港行）※全席指定 ¥1,600
②名古屋駅行き ¥660
12：56 13：14 13：26 13：44
↓
↓
↓
↓
14：16 14：31 14：46 15：01

岡崎公園前駅
（名鉄名古屋本線・岩倉 or 犬山行）
名鉄名古屋駅 解散
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〈 参加費 〉
・全国交流集会
500 円
・懇親会
6,000 円
・オプショナルツアー Ａコース（※バス参加
（※自家用車参加

3,700 円昼食代含む）
1,000 円昼食代のみ）

Ｂコース（※昼食代 1,600 円

電車賃実費）

〈 参加集約 〉
別紙、参加申込書に必要事項を記入のうえ、下記へ FAX またはメールにて、
お申し込みください。
参加申込締め切り・・・・・2018 年 1 月３１日（水）
※参加費は、参加申込書受付後、請求書を送付いたしますので、指定の口座へ
お振込みください。

〈 申込み・問い合わせ先 〉
★第 13 回 GMO フリーゾーン全国交流集会㏌東海
〒491-0918
愛知県一宮市末広 2 丁目 19 番 1 号
一宮生活協同組合
TEL：0586-45-3232
FAX：0586-45-9126
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実行委員

