
■ 主　催　酪農学園大学　■ 共　催　八雲町、新函館農業協同組合

〒069-8501　北海道江別市文京台緑町５８２番地

酪農学園大学　エクステンションセンター　生涯学習課
TEL：011-388-413１（直通） FAX：011-387-2805　E-mail：rg-ext@rakuno.ac.jp 

※裏面がお申し込み用紙になって
　おりますのでご利用ください

お問い合わせ・お申し込み先

日時

場所

2016年11月5日 土 【12：30～16：00】

定　   員  100名［先着］   申込期限   10月14日金［必着］

八雲町総合保健福祉施設 シルバープラザ
［ふれあいホール］  二海郡八雲町栄町13番地1

酪農公開講座

酪農生産基盤の再点検
第51回

講演１：「乳牛の哺育育成のポイント」 講演２：「草地の雑草対策」

受講料

無料

講師

酪農学園大学
獣医学群　教授   小岩　政照
概要

酪農経営を安定的に向上させるために
は、哺育育成を上手に行うことです。
そのためには、生まれた子牛を健康に
育てるのではなく、“健康な子牛とし
て産ませる”ことであり、母牛の乾乳
期の飼養管理が重要です。今回は、そ
のポイントをお話しします。

講師

酪農学園大学
農食環境学群　教授   三枝　俊哉
概要

現在、北海道の草地では、地下茎型イ
ネ科草やギシギシ類等の増加による草
種構成の悪化と、それに伴う収量・粗
飼料品質の低下が指摘されています。
草地における雑草問題の原因を今日的
に捉え、その対策を明らかにします。



お問合せ
お申込み

酪農学園大学　エクステンションセンター　生涯学習課（担当　木村）
〒069‒8501  北海道江別市文京台緑町582番地  TEL  011‒388‒4131  FAX  011‒387‒2805
E-mail  rg-ext＠rakuno.ac.jp

●ハガキ・FAX・E-mail・QRコード読みとりのいずれかにてお申し込みください。

申込締切日　　2016年10月14日（金）必着・先着100名
〒

電話/FAX
住所

会社・所属

〒　　　　　　　　　　　　  TEL　　　　　 ‒　　　　　‒　　　　　　　FAX　　　　　 ‒　　　　　‒

参加者名
※の欄に卒業生の
方は○を記入して
ください。

お名前・ふりがな ※ お名前・ふりがな ※

（  　　　　　　　　　） （  　　　　　　　　　）

（  　　　　　　　　　） （  　　　　　　　　　）

（  　　　　　　　　　） （  　　　　　　　　　）

第51回　酪農公開講座
「酪農生産基盤の再点検」

申し込み 
用　紙

申し込み用紙

＊ お預かりした個人情報は本講座以外の目的には使用致しません。

11月5日（土）
12：00 受付開始

12：30 開会挨拶 酪農学園大学　　　　　　　　　　　　　学　長　　　　竹花　一成
八　  雲　  町　　　　　　　　　　　　　町　長　　　　岩村　克詔
新函館農業協同組合北渡島地区　　　　　運営委員長　　舟田　進一

12：40 講 演 １ 「乳牛の哺育育成のポイント」
酪農学園大学　獣    医    学    群　　　　　　教　授　　　　小岩　政照

14：00 休憩・アイス配布

14：10 講 演 ２ 「草地の雑草対策」
酪農学園大学　農食環境学群　　　　　　教　授　　　　三枝　俊哉

15：30 パネルディスカッション

15：50 閉会挨拶 酪農学園大学　エクステンションセンター　次　長　　　　阿部　　茂

八雲町総合保健福祉施設
シルバープラザ　ふれあいホール
〒049－3117 
二海郡八雲町栄町13番地１
TEL：0137－64－2111

■アクセス
　JR八雲駅から徒歩で約17分

会場案内
八雲町
総合保健福祉施設
シルバープラザ

八雲小学校

北海道八雲高校

八雲町役場●

八雲神社●

函館本線

JR八雲駅

八雲町郷土資料館●

エーコープ・やくも店●

渡島森林管理署●

住初町

宮園町

八雲警察署●

八雲郵便局

富士見町

相生町

末広町 本町

栄町

八雲マリア幼稚園
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