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① 募集要項 
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 または 日本橋駅 A1出口 

座学の講座については、すべて㈱パソナグループ 本部で実施します 

③ 受講料について 

② 開講場所について 

■住所 

東京都千代田区大手町 

２－６－４ 

建物外観 ※実地研修については、パソナ農援隊のチャレンジファーム栃木で実施。 

  (栃木県芳賀郡芳賀町) 

２０１４年 ７月１０日～２０１４年 ８月 ２日   

パソナグループ本部（東京都千代田区大手町）／チャレンジファーム栃木 

25名 

有機栽培に関心のある方、有機栽培を実施したい農業者 等 

カガク的に立証した次世代の有機栽培を学ぶ。 

平日（夜：１９：００－２１：００）もしくは 土日(１０：００～１５：００) 

各コースの受講料は以下の通りとなります 

※実地研修の際の現地までの交通費は別途ご負担ください。 

※テキスト等教材費すべてを含みます。 

※価格と講座数等に関しては年度によって変更の可能性がございます。 

期  間 

開講日時 

開講場所 

目  的 

募集定員 

対象者 

受講料  ： 75,000円(税込) 
 

         ※単発受講をご希望の方は事前に事務局にご連絡ください。 
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④ 開講スケジュールとカリキュラム 

食の安心・安全、環境への配慮という観点から、注目を集めている有機農業。 

日本国内だけでなく、世界的に推進されており、農法の一つのスタンダードとなっています。しかし、や
みくもに有機栽培をしても本当に安全でおいしく栄養価の高い作物は作れません。そこで、本講座では
有機栽培をカガク的に立証した栽培技術を学ぶことで、おいしい・栄養価の高い農産物の栽培技術を
習得して頂きます。 

全講座の２／３以上をご出席いただいた方には本講座の「修了証」をお渡しいたします。 

カリキュラム 

  分類 講義タイトル 講座の内容 日時 曜日 時間 教室 講師 

1 

－ オリエンテーション 
本事業の趣旨とカリキュラム内容・講
師の紹介を行います。 

7月10日 木曜日 

19：00 
～ 

19：20 パソナ 
グループ本部 

9Ｂ 

株式会社ジャパンバイオ
ファーム 

小祝 政明 氏 

座学 有機農業・有機農産物とは 
有機栽培・有機農産物に関する今まで
の考え方を整え、本当の有機栽培とは
何かを理解します。 

19：30 
～ 

21：00 

2 座学 作物別の土壌分析方法と演習 

野菜等を栽培するにあたって、基本と
なる土壌(土)の分析方法や分析する上
でのポイント等について、実際の分析
機器を使用して研修します。 

7月17日 木曜日 
19：00 
～ 

21：00 

パソナ 
グループ本部 

9Ｂ 

株式会社ジャパンバイオ
ファーム 

小祝 政明 氏 

3 座学 作物別の施肥設計の手法と演習 

様々な野菜に合った、最良の肥料の分
量や種類等を分析し、設計・構築をシ
ステムを活用してみなさんで演習を通
して理解してもらいます。 

7月24日 木曜日 
19：00 
～ 

21：00 

パソナ 
グループ本部 

9Ｂ 

株式会社ジャパンバイオ
ファーム 

小祝 政明 氏 

4 実地 農業機械の使用演習 

有機栽培を行うにあたって必要な、軽ト
ラ・耕運機・トラクター等の農業機械を
みなさんに操作体験をしてもらい、農業
機械の操作技術を習得してもらいます。 

7月26日 土曜日 
10：00 
～ 

16：00 
チャレンジファーム栃木 

株式会社ジャパンバイオ
ファーム 

原山 誠三 氏 
 

株式会社パソナ農援隊 
今村 理依 氏 

5 座学 微生物の活用と活性方法 

土の中の微生物がどのような役割を
持っているのかを理解する他、どの野
菜にどのような微生物を活用するのか
などを理解します。 

7月31日 木曜日 
19：00 
～ 

21：00 

パソナ 
グループ本部 

9Ｂ 

株式会社ジャパンバイオ
ファーム 

小祝 政明 氏 

6 

実地 ハウスの建て方 
実際にみなさんにハウスの建てる練習
を行ってもらいます。 

8月2日 土曜日 

10：00 
～ 

14：00 
チャレンジファーム栃木 

株式会社ジャパンバイオ
ファーム 

原山 誠三 氏 

－ 修了テスト 
全体の講座を通しての修了テストを実
施し、インプットした内容をアウトプット
してもらいます。 

14：00 
～ 

15：00 
栃木公民館 

株式会社ジャパンバイオ
ファーム 

小祝 政明 氏 
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【受講料お振込方法】 
  ・受講料につきましては、受講開始前日までに、下記の口座にお振込みください。 

  なお、ご面倒ではございますがお振込みが完了されましたら、事務局まで、ご一報頂きます 

  ようお願い申し上げます。 

  （ご連絡がない場合は、事務手続きの関係上講義をご受講できない場合があります。） 

    ・単発でのご受講のみ、当日現金でのお支払いを承ります。ご希望の方はご相談ください。 

  ・分割でのお支払いをご希望の方は、事務局までご相談ください。 
＜注意事項＞ 

 ※振込み手数料につきましては各自ご負担願います。 

 ※必ず受講申込者本人の名義でお振込み下さい。 

 ※いったんお振込み頂きました受講料の返還は開催中止の場合を除き出来ませんのでご了承下さい。 

 ※領収書の必要な方はお振込み名義人名（必ず領収書の宛名と同じ名義にてお願いします。）  

   を領収書発行希望の旨とあわせて事務局までご連絡下さい。 

【お振込先】 
振込先銀行名：三菱東京UFJ銀行 
支店名     ：新丸の内支店                    
口 座 番 号   ：普通 3135480  
振 込 先   ：株式会社パソナ農援隊 
振込名義  ：100＋お名前 を入力ください。 

 

⑤ お申込み手続きについて 

【お申込方法】 
 「受講申込書兼同意書」をご記入・ご提出ください。  

 「受講申込書兼同意書」はパソナ農援隊 WEBサイト上からもダウンロードできます。 

パソナ農援隊 ＷＥＢサイト ：  http://www.pasona-nouentai.co.jp/  

⑥ 個人情報のお取扱いについて 

・本事業に関してご提供頂いた個人情報は、資料の送付や日程のご連絡、参加後のフォロー活動の目的  
 に利用いたします。また、今後、当社が主催するイベント･セミナー等のご案内をお送りさせて頂く場合が  
 ございます。 
 
・ご提供を頂いた個人情報は法令で認められる場合を除き第三者に提供することはございません。 
 
・個人情報を扱う業務を委託する場合は当社の定める基準を満たした委託先に限るものとしま す。 
 
・個人情報についてご提供頂けない項目がある場合は、本サービスを提供できない場合があります。 
 
・個人情報についてのご相談、苦情、開示、訂正、利用停止等につきましては、株式会社パソナ農援隊宛 
 に文書でお申し出下さい。 

情報管理責任者  

株式会社パソナ農援隊 代表取締役社長 

 

住所： 〒100-8228  東京都千代田区大手町2-6-4 

FAX：０３－６７３４－１２６０ 

E-Mail：agri@pasona-nouentai.jp 
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⑦ 受講規約 

－受講申し込みの際は、本募集要項・受講規約を良くお読みいただき、受講申込書兼同意書
に所定事項をご記入の上㈱パソナ農援隊 アグリベンチャー大学校事務局（以下、「事務局」と
いいます。）までお申し込みください。 
 

－講師の急病や、天候による交通機関の遅れ等の理由により、事務局より緊急にご連絡を取 

 らせていただくことがございます。 

 その為、ご登録の氏名･ご住所・ご連絡先等に変更があった場合はすみやかにお申し出下さ 

 い。なお、お申込時に個人情報のご提供が無い場合（受講申込みの際、一部の記入事項が 

 未記入の場合など）は、ご連絡が出来ないことがございますので、あらかじめご了承下さい。 

 

 

 

－お申し込み後のキャンセルならびにコース変更には応じかねますので、十分にご確認のうえ、 

 お申し込みください。 
 

－上記の通り、いったん納入した受講料・教材費は開催中止の場合を除き返金、返還等いたし 

 かねます。ただし、やむを得ない事情がある場合は開講１週間前までに書面にてその事由 

 をご連絡のうえ、事実を証明するものをご提示ください。  

 事務局が認めた場合は、受講料・教材費（事務手続き料1,000円と振り込み手数料をお引き 

 した額）をお返しいたします 
 

－最少催行人数（１３名）に満たない場合は開催を中止させて頂きます。その際は開講前に事
務局よりご連絡させて頂くとともに、受講料・教材費の全額を返還させて頂きます。 

 

－受講時の写真撮影、録画、録音はご遠慮下さい。 
 

－受講の際は貴重品の盗難・紛失に十分ご注意下さい。手荷物のお預かりはしておりませんの 

 で、各自での管理をお願いします。 
 

－受講中にて発生した盗難紛失、もしくは怪我、病気、事故等について、パソナ農援隊は応急処 

 置を行いますが、その他一切の責任を負いません。 
 

－受講中の受講生間における物品販売や金品の授受等はお断りいたします。 
 

－受講中に他の受講生に迷惑をかけるような行為、当社の信用を損なうような行為または違法 

 行為が判明した場合は、受講をお断りし、当社から契約を解除して退校して頂く場合がございます。         
  また申込書その他において虚偽の申告があった場合も同様といたします。いずれの場合でも受講料 

 教材費の返金はいたしません。 
 

－講師の都合または交通機関のストライキ、天災地変など、やむを得ぬ事由により、代理による 

 講座の実施、または講座を休講、延期、中止する場合がございます。 

 休講の場合は原則として補講をいたしますが、場合によっては補講が出来ないことがございま 

 すのでご了承下さい。 
 

－本養成講座の実施に関してパソナ農援隊が負う責任は、請求原因を問わず、受講料相当額を 

 上限とします。 
 

－内容は、変更になる場合もございますのであらかじめご了承下さい。 

【受講申し込み】 

【受講取消の扱い】 

【その他受講上のご注意】 
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事務局連絡先 

株式会社パソナ農援隊     アグリベンチャー大学校事務局 

●TEL:０３－６７３４－１２６０ 

●FAX:０３－６７３４－１２６９ 

●MAIL： agri@pasona-nouentai.jp 

●URL： http://www.pasona-nouentai.co.jp/ 

〒 １００－８２２８ 東京都千代田区大手町２－６－４ 

アグリベンチャー大学校に関する各種お問い合わせは下記までお願いいたします 


