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シンポジウム開催のご案内 

ゴミ弁連シンポジウム 2008 in 大村 

「汚し続けるのは、もうやめて」 

日 時：2008年 6月 22日（日）・23日（月） 

主 催：たたかう住民とともにゴミ問題の解決をめざす弁護士連絡会（ゴミ弁連） 

共 催：ゴミ弁連シンポ 2008 実行委員会（三浦の自然と大村湾の環境を守る会、あさがお会、針

尾川流域の環境を守る会、その他環境問題に取り組む長崎県内の多数の団体・個人） 

 

＊6月 22 日（日）ゴミ弁連シンポジウム 2008 

於：郡コミュニティセンター（長崎県大村市長崎県大村市富の原 2-382） 

参加費：500円（資料代） 当日会場でお支払いください 

 

12：00開場 

12：50開始 ごあいさつ 

13：00 ●Ⅰ部 「ゴミ問題の現場で」弁護士・専門家による報告（各 40分） 

①梶山 正三 先生（丹沢やまなみ法律事務所） 

②馬奈木 昭雄 先生（久留米第一法律事務所） 

③青山 貞一 先生（（株）環境総合研究所、武蔵工業大学環境情報学部教授） 

15：00 －休憩－（10分） 

15：10 ●Ⅱ部 「ゴミ問題に取り組む地域住民からの報告」（各 15分） 

④山口県下関市 ⑤福岡県筑紫野市 ⑥長崎県壱岐市 ⑦長崎県諌早市 

16：10 ●Ⅲ部 パネルディスカッション 

「たたかう住民とともにゴミ問題の解決を目指す」 

17：00終了 

 

＊懇親会 

18:00～、大村マリーナホテル 1F「杏」にて ￥3500／人（要事前申込） 

※シンポ会場から約 6km 離れています（JR 大村駅近く）。シンポご参加の方で懇親会にご

出席の方は、会場まで送迎します。 

 

＊ご宿泊のご案内 

ご宿泊予定の方は、ご希望に応じて下記より手配しますのでご連絡ください。 

①大村マリーナホテル（1泊朝食付）·································￥7140  

（大村市西本町 500-6  TEL：0957-54-1221） 

②ヤスダオーシャンホテル（朝食別途 700円） 

（大村市西本町 480  TEL：0957-53-4125） 

（1）シングル ···················································································································￥4800 

（2）ツイン·····························································································································￥9000（2名） 

（3）5～6人相部屋で可（10畳和室）·······························約￥2000／人 
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6 月 23 日（月）ゴミ弁連総会・現地見学 

＊ゴミ弁連総会 一般参加可 参加無料（要事前申込） 

9:00～12:00 於：大村マリーナホテル 7F会議室 

終了後昼食 費用は会場で集めます。昼食持参も可 

＊現地見学 

13:00～ 現地見学出発 

14:00～15:00 ①長崎三共有機処分場（三方山
さんぽうざん

）［長崎市］交通費￥3500（要事前申込） 

※船を利用しない方は、時津港に 13:20各自集合、マイクロバス利用・交通費￥1500 

16:00  長崎空港で一次解散（JRで帰る方はマイクロバスに乗換） 

16:30～17:15 ②大村市内の問題箇所（西部町または東大村） 

17:45 最終解散（JR大村駅・長崎空港まで車でお送りします） 

 

23日見学ルート 

お問い合せ：ゴミ弁連シンポ 2008実行委員会（野田 TEL&FAX：0957-53-8167） 

長崎空港

諫早 大村 諏訪 竹松

大村ﾏﾘｰﾅﾎﾃﾙ
22日懇親会
23日総　会

ﾔｽﾀﾞｵｰｼｬﾝﾎﾃﾙ

大村港

時津港

13:30　ﾏｲｸﾛﾊﾞｽに乗換

長崎三共有機
処分場

三方山

16:00　一次解散
引き続き有志で
もう1カ所見学
→ﾏｲｸﾛﾊﾞｽに乗換

16:30　西部町または
　　　　　東大村見学

JR利用で
帰る方下車

17:45　最終解散13:00　乗船

14:00-15:00
　見学

15:40　乗船

郡ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
22日ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ

大　　　村　　　湾

大村ＩＣ

商
店
街

往路

復路

有志コース
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＊シンポ会場への交通のご案内 
 

車・・・大村 ICより直進 1.2km、「桜馬場」交差

点右折、直進 2.1km、「宮小路」交

差点左折、直進 400m、バス停「黒

丸入口」横 

飛行機・・・空港よりタクシーで 10分 

（到着時刻を事前にお知らせくださ

れば送迎の手配します） 

JR・・・JR竹松駅より徒歩 30分 

 

（参考）福岡方面からの JRの便※日・祝 

諫早駅かもめ着 
かもめ 11号

10:39 
かもめ 13号

11:41 
かもめ 15号

12:08 
諫早駅発 

（大村・佐世保方面） 
10:41 11:53 12:12 

行き 

竹松駅着 10:57 12:09 12:32 
 

竹松駅発 17:26 17:58 
諫早駅着 17:42 18:16 

帰り 
諫早駅かもめ発 

かもめ 38号 
17:43 

かもめ 40号 
18:05 

かもめ 42号 
18:43 

 

 
 
 
＊ご参加いただく際は・・・＊ 
活発な情報・意見交換のために、自作の名札を付けていただけますと幸いです。 
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ゴミ弁連シンポジウム 2008 in 大村 

参加申込書 
 

ゴミ弁連シンポジウム 2008 実行委員会 

FAX：0957-53-8167（野田） 

e-mail：seibukankyokai@yahoo.co.jp 

お名前  所属  

TEL   

e-mail  
ご住所 

 

往路 交通手段（       ）便名（     ） 駅または空港到着時刻（    ：      ） 

帰路 交通手段（       ）便名（     ） 駅または空港到着時刻（    ：      ） 

 

・6/22ゴミ弁連シンポジウム （   ）参加する 500円 （   ）参加しない 

・6/22懇親会 （   ）参加する 3500円 （   ）参加しない 

（   ）要  （   ）不要 

 ①大村ﾏﾘｰﾅﾎﾃﾙ 7140円 朝食付 

 ②ﾔｽﾀﾞｵｰｼｬﾝﾎﾃﾙ 朝食別途 700円 

  (1)ｼﾝｸﾞﾙ 4800円  

  (2)ﾂｲﾝ 9000円 2名 

・6/22宿泊予約 

  (3)10畳和室＊ 約 2000円 5～6人相部屋 

・6/23ゴミ弁連総会 （   ）参加する 無料 （   ）参加しない 

・6/23昼食 （   ）要 現地集金 （   ）不要 

（   ）大村港発 3500円 
・6/23見学会 

（   ）時津港合流 1500円 
（   ）参加しない 

＊申込の状況によって、利用できない場合があります（その場合ご連絡します） 

 

（ご連絡等） 

 

 

 

 

 

 

 

 


