
201８年 9 月 

第２０回全国山羊サミット in 茨城 開催案内（修正版） 

 

全国山羊サミット in 茨城 実行委員長 安江 健 

 

開催準備も最終段階に入った折、当初予定しておりました常陸太田市での 13 日（土）の会

場が使えない事態になりました。検討の結果、「茨城大学水戸キャンパス」を代替会場とするこ

とになりましたのでお知らせします。直前の会場変更にともない、皆様には多大なご迷惑をお

かけすることになり誠に申し訳ありません。なお、14 日（日）の水戸森林公園でのプログラム

には変更はありません。 

水戸市内での開催ですので、すでに常陸太田市内の宿泊施設を予約された方はそちらをキャ

ンセルいただき、各自水戸駅周辺のホテルをご予約いただくようお願いいたします。 

会場の変更に伴い、放牧果樹園の見学は取りやめになります。すでに大会事務局の方に料金

をご送金いただいている方におかれましては、同プログラム分（1000 円）を返金させていた

だきます。未送金の方におかれましては、当初申込額から果樹園見学分（1000 円）を差し引

いた額を送金ください。 

残された期間、サミットの成功に向けて我々実行委員一同精一杯努力いたします。皆様にも

ご迷惑をおかけすることが多々あろうかと思いますが何卒ご容赦いただけますとともに、一人

でも多くの方のご参加をお待ち申し上げます。 

 

【テーマ】 いばらきで山羊を語っぺよ！ 

 

【日程】 

月 日 時間帯 内 容 会 場 

201８年１０月１２日（金） １５：００～１７：００ 世話人会 水戸駅周辺 

１０月１３日（土） 

９：００～１０：００ 受 付 茨城大学水戸キ

ャンパス・講堂 

 

 

 

 

 

大学生協食堂 

１０：００～１１：３０ 20 周年記念 

＆基調講演 

１１：３０～１２：００ 昼食 

１２：００～１３：００ 総会 

１３：００～１７：００ 口頭発表会 

１７：００～１７：３０ ポスター発表 

１８：００～２0：００ 交流会 

１０月１４日（日） １０：００～１３：００ 

１０：００～，１２：００～ 

技術研修会 

体験実習 

水戸市森林公園 

【主催】 全国山羊サミット in 茨城実行委員会、全国山羊ネットワーク 

【後援】 茨城県、水戸市、茨城大学、（公社）畜産技術協会、（独）家畜改良センター茨城牧

場長野支場、（一財）水戸市農業公社、  

【場所】 ①大会 1 日目：茨城大学水戸キャンパス・講堂（講演会・発表会）ならびに生協食

堂（交流会）〔〒310-8512 茨城県水戸市文京 2-1-1 キャンパスマップは       



http://www.ibaraki.ac.jp/generalinfo/campus/mito/index.html〕 

※阿見キャンパス（農学部）や日立キャンパス（工学部）と間違えないようご注意 

ください。 

     ②大会２日目：水戸市森林公園（技術研修会，体験実習） 

〔〒311-4165 茨城県水戸市木葉下町 588-1  

http://www.mito-shinrinkoen.com/〕 

 

【費用・定員等】  （別添改訂版申込書参照） 

○参 加 費     2,000 円／人（講演要旨集・バス・会場費等） 

○交流会費     ６,000 円／人（申込書で事前予約） 

○昼    食     １,000 円／人×２（弁当・お茶付きで、申込書で事前予約） 

〇チーズ作り体験   300 円／人（材料代で、申込書で事前予約） 

○送迎バス      無料（水戸駅南口⇔森林公園研修会場の送迎バスを手配します。人数確認の

ため申込書に希望を記載ください） 

○定  員      講演会や発表会は 300 名、交流会は 200 名、牛乳を使ったチーズ作り体験

は４０組（２０組×２回）を定員とさせていただきます。 

○申込書提出期限  ８月末日 

〇料金納入期限   ９月 12 日 

〇会場へのアクセス １日目会場の茨城大学水戸キャンパスは自家用車の乗り入れができません。水

戸駅北口から茨城交通の路線バスを利用し、茨大前営業所、茨大正門前、茨大

前のいずれかで下車してください（所要時間は約２5 分）。2 日目会場である

水戸森林公園へは水戸駅南口ターミナルから無料バスを出します（申込書で事

前予約）が、広い駐車場もありますので自家用車でのご来場も可能です。 

 

【宿泊】 

水戸市内での開催となりましたので、駅前を中心にホテルはたくさんございます。実行委員会で

は確保・斡旋等はいたしませんので、各自でご予約いただけますようお願いいたします。 

 

【内容】プログラムの詳細については変更があり得ます。Facebook「山羊サミット in 茨城」上で

最新情報をご確認ください。 

 

○大会前日・・・１０月１２日（金） 

時間帯 内 容 

１５：００～ 

１７：００ 

世話人会 

水戸京成ホテル 会議室 

○大会 1 日目・・・１０月１３日（土）（敬称省略） 

時間帯 内 容 

９：００ 受付開始 （講堂ロビー） 

１０：００ 

 

開会・主催者挨拶 

（実行委員長・安江 健、全国山羊ネットワーク代表・中西良孝） 

１０：１０ 「ヤギによる国際協力及び開発計画」 



基調講演 

 ２０周年記念

講演 

斎藤博（日本大学上席研究員・元 JICA 国際協力専門員） 

「全国山羊ネットワーク 20 年の歩みとこれから」 

今井明夫（全国山羊ネットワーク前代表） 

１１：３０ 昼食（生協食堂が利用可能ですが混雑が予想されます。総会出席の方は弁当の

事前予約をお勧めいたします） 

１２：００ 全国山羊ネットワーク総会 

１３：００ 

一般発表 

各発表１５分+質

疑 5 分 

Ⅰ．「茨城の山羊」を語る 

① 「茨城県における山羊を取り巻く現状」 

安江 健（第 20 回大会実行委員長・茨城大学農学部） 

② 「森のシェーブル館の歩み」 

三宅正人・小川真二（水戸市農業公社） 

③ 「コミュニティーガーデンにおけるヤギ導入実験」 

新保奈穂美（筑波大学） 

④ 「宿泊施設と里山におけるヤギによる保全の試み」 

堀田 誉（元里山ホテルときわ路） 

⑤ 「山羊のいる私たちの学校」 

浦 貴洋（古河第一小学校） 

休憩＆時間調整（20 分） 

Ⅱ．山羊の飼育管理と衛生 

⑥ 「日本ザーネン種の泌乳前期および中期の乳汁中に観察されたトリプシン 

処理により消失する抗菌効果」 

上園美紗（家畜改良センター茨城牧場長野支場） 

⑦ 「吸血性寄生虫制御のための FAMACHA システムの正しい使い方」 

塚原洋子（国際ヤギ協会ラングストン大学アメリカヤギ研究所） 

Ⅲ．各種事例報告（応募演題） 

⑧ 「幼児教育におけるヤギ飼育導入の現状と課題」 

 前田尚子（富山県出町青葉幼稚園） 

⑨ 「香川『しろとり動物園』日本 2 例目 ヤギとヒツジの混血子が 

3 頭誕生」 

  山崎博道（淡路島開業獣医師） 

１６：２０ 総合討論（座長：全国山羊ネットワーク代表・中西良孝） 

１７：００ Ⅳ．ポスター発表（講堂ロビー） 

⑩ 「ヤギも頭絡を使ってみよう」 

織田和子（里馬プロジェクトいばらき） 

⑪ 「雌雄の混合が夏期放牧ヤギ群による階層型休息舎の利用と空間分布に及

ぼす影響」 

本山貴己・安江 健（茨城大学農学部） 

⑫ 「ウシ・ヤギの誘導作業を含む農作業活動が参加者に及ぼす生理的・心理

的影響」 

浅岡丈楽・安江 健（茨城大学農学部） 

 



⑬ 「さつき・めいとの暮らし」 

江波戸宗大・亜記・結郁（茨城県つくば市やぎ愛好家） 

１７：３０ 移動・自由時間（休憩） 

１８：００～ 

２０：００ 

交流会（要事前予約） 

生協食堂（キャンパス内） 

 

○大会 2 日目・・・１０月１４日（日）（敬称省略） 

時間帯 内 容 

９：００ 研修会場に向けて出発（水戸駅南口⇒森林公園へバス、または自家用車で移動） 

９：４５ 研修会受付（防疫準備のため要事前予約） 

１０：００ 

技術研修会 

＆ 

体験実習 

（グループ単

位で交代しま

す） 

開会挨拶 

「初級者・中級者のための山羊の飼養管理」 

今井明夫（全国山羊ネットワーク前代表）・羽鳥和吉（畜産技術協会） 

「人工授精・周産期管理（仮）」 

小林孝至・上園美紗（家畜改良センター茨城牧場長野支場） 

「牛乳によるチーズづくり」（要事前予約） 

小川真二（森のシェーブル館） 

１１：００ 昼食（弁当・要事前予約） 

森林公園内にはレストラン等がありません。公園内を散策される方は事前に弁

当を予約してください。 

１２：００ 

１２：４５ 

１３：３０ 

各時刻に送迎バス出発（森林公園⇒ＪＲ水戸駅・要予約※） 

【注意】開催前１週間以内（１０月５日以降）に海外から帰国・入国された方は、防疫上の理由か

ら「動物管理区域」内への立ち入りはご遠慮願います。つまり山羊とは接触できませんのでご了解

ください。 

【お問合せ】  

第２０回全国山羊サミット in 茨城実行委員会 委員長 安江 健 

住所 ：〒300-0393 茨城県稲敷郡阿見町中央 3-21-1 茨城大学農学部内 

応用動物行動学研究室  Email：tyasue.goat@gmail.com 

電話：０２９－８８８－８５７６ FAX：０２９－８８８－８５７６ 


