2018 年 10 月 9 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、大阪府枚方市にある JA 北河内ライスセンターを訪ねます。ライスセンターでは米粒の光
選別機を見学し、最先端の光選別技術について学びます。
ライスセンター見学の後は、京都府内で最も有名な神社の一つである、京都府八幡市の石清水八幡
宮にて、国宝に指定されている境内を参拝します。また、四季彩館の農産物直売所と映画のロケ地
としても有名な流れ橋にも立ち寄ります。
最先端の農業機械技術を見学したり、秋の良い気候のなかで散策したりできるとてもいい機会です。
ぜひご参加ください！
記
対
年

象: 農学部と農学研究科の留学生および外国人研究者
月

行

日 : 2018 年 10 月 30 日（火）
程 : 全行程バス移動
9:30 京大農学部発 → 10:30 JA 北河内ライスセンター見学 → 12:00 石清水八幡
宮（昼食・参拝） → 14:30 四季彩館・流れ橋見学 → 16:30 京大農学部着

参

加

費 : 無料。ただし、昼食は持参してください。（石清水八幡宮に食事処はありますが、
少し金額が高いので、自分で持参することをおすすめします。）

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: 2018 年 10 月 16 日（火）12:00
定
問

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。）
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

October 9th, 2018

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 JA (Japan Agricultural Cooperatives)
Kitakawachi Rice Center to see the optical sorter and learn about the cutting-edge optical rice
sorting technology.
After the tour at JA, we will visit Iwashimizu Hachimangu Shrine which is designated as a national
treasure. We will also visit a farmer’s market and Nagare-Bashi, a bridge in Kyoto which is famous
as a filming location, on our way back to the university.
Come and join us on this great opportunity to learn about state-of-art technology and enjoy a stroll
in a nice autumn weather!

Who can join: International students and researchers in Faculty and Graduate School of
Agriculture
Date: Tuesday, October 30th, 2018
Schedule: We will be traveling by bus.
9:30 Leave Kyoto University → 10:30 Tour at JA Kitakawachi Rice Center → 12:00
Lunch and tour at Iwashimizu Hachimangu → 14:30 Farmer’s Market & Nagare-Bashi
→ 16:30 Arrive at Kyoto University
Cost: Free! *Please bring your own lunch. (There is a restaurant at Iwashimizu Hachimangu, but
we recommend you bring your own lunch because the food at the restaurant is a bit
expensive.)
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: Tuesday, October 16th, 12 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

