
2019年 5月 17日 

留学生ならびに外国人研究者各位 

農学研究科・農学部国際交流室 

 

日帰り見学会のお知らせ 
 

今回は、大阪府羽曳野市にある大阪府立環境農林水産総合研究所を訪ねます。大阪の環境の保全、
農産物・水産物の安全と安心を総合的に支える研究所です。今回は、ICT活用の水ナス栽培、ぶど
うラボ、ダイオキシンやアスベストの分析室を見学します。研究所見学の後は、柏原市にあるカタ
シモワイナリーを訪ね、自社農園でのぶどう栽培や、そのぶどうを使用したワインの醸造について、
お話を聞きます。 

昼食に立ち寄る道の駅では、地元の農産物を買うこともできます。ぜひご参加ください！ 

 

記 

 

対 象: 農学部と農学研究科の留学生および外国人研究者 

年 月 日: 2019年 6月 24日（月） 

行  程: 全行程バス移動 

8:30 京大発 → 10:00-12:00 大阪府立環境農林水産総合研究所見学 → 

12:10-13:30 道の駅しらとりの郷（昼食） → 14:00-15:30 カタシモワイナリー見学 

→ 17:00 京大着 

参 加 費: 無料。昼食を持参するか、道の駅で食事をするための昼食代を持って来てください。
道の駅にはパン&パスタやうどんなどがあります。 

申 込 方 法: メール（fsao@kais.kyoto-u.ac.jp）でお申し込みください。メールの件名は「日帰 

り見学会」とし、氏名、身分、所属（専攻）、携帯電話番号を記入してください。 

申 込 締 切: 2019年 6月 10日（月）17:00 

定  員: 30名（定員を超えた時は抽選。ただし初めて参加する方を優先。） 

問 合 先: 農学研究科・農学部国際交流室（農学部総合館 S131室） 

今枝 咲季子 

電話：075-753-6320 

E-mail: fsao@kais.kyoto-u.ac.jp 

 
 
 

 
 
  

Eメールは 
こちらから 

mailto:fsao@kais.kyoto-u.ac.jp


May 17th, 2019 

 
To International Students and Researchers 

International Exchange Section 

Faculty and Graduate School of Agriculture 

 

ONE-DAY STUDY TRIP 
 

On this One-Day Study Trip, we are going to visit the Research Institute of Environment, 

Agriculture and Fisheries, Osaka Prefecture in Habikino City, Osaka Prefecture. This institute’s 

mission is to provide comprehensive support for environmental conservation and safety of 

agricultural and marine products in Osaka Prefecture. We will learn about eggplant cultivation using 

ICT, grape laboratories, and dioxin and asbestos analysis laboratories. After the tour at the institute, 

we will visit Katashimo Winery in Kashiwara City to learn about their grape cultivation at their 

vineyards and wine production. We will stop by at a farmer’s market for lunch where you can buy 

fresh local produce. We look forward to seeing you! 

 

Who can join?: International students and researchers in the Faculty and the Graduate School of  

Agriculture 

Date: Monday, June 24th, 2019 

Schedule: We will be traveling by bus. 

8:30 Leave Kyoto University → 10:00-12:00 Tour at the Research Institute → 

12:10-13:30 Lunch at a farmer’s market → 14:00-15:30 Tour at Katashimo Winery  

→ 17:00 Arrive at Kyoto University 

Free: Free! Please bring your own lunch or lunch money for eating at the farmer’s market. Bread &  

pasta, Japanese noodles, etc. are available at the market. 

Application: Please send us an email (fsao@kais.kyoto-u.ac.jp) titled “One-Day Study Trip 

Application” with your name, status, division and lab, and cell phone number included. 

Application Deadline: Monday, June 10th, 5 pm 

Capacity: 30 people (If there are more than 30 applicants, participants will be chosen by lot. 

First-time applicants will be prioritized.) 
Contact: Sakiko Imaeda 

 International Exchange Section Office (Room S131)  
Phone: 075-753-6320 
E-mail: fsao@kais.kyoto-u.ac.jp 

E-mail 
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