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It was only 1950’s, after the end of World War II, when the
general public started consuming cheese in Japan. Ever since then
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the consumption has been on rise, but still the average consump-
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tion remains small compared to the worldwide consumption; Japan
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capita. The merits of cheese, especially goat milk cheese, have not
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generally consumes 295,000 tons of cheese per year or 2.3kg per
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been fully recognized by the consumers and therefore, we need to
work hard to disseminate useful information about goat cheese.
Although we trade principally imported cheese, we are glad
to know that the number of cheese producers has increased in Japan during the last two decades. Believing that importers and domestic producers should cooperate in order to promote cheese

国際ヤギ協会日本支部

consumption, I have been joining the Cheese Professional Association and the Japan Goat Network to exchange information with
consumers, producers, and goat farmers.
continued on page 3
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第12回国際ヤギ会議開催案内
2016年9月25～30日 トルコ アンタルヤ
ようこそ国際ヤギ会議へ！

学術講演のトピックス（大会公用語は英語）

国際ヤギ協会は、４年に一度の世界大会(ICG; International



生産システム

Conference on Goats) を来年９月にトルコの地中海に面したリ



栄養・飼養システム



遺伝･育種



繁殖技術



持続的生物生産のための病理・疾病学とヤギの健康

題し、様々な生産システムの研究と実践から高品質なヤギ製品



オーガニックおよび一般の乳および乳製品生産

生産に至る広範囲のトピックスを予定しています。基調講演およ



オーガニックおよび一般のヤギ肉、毛、その他の生産

び招待講演では、世界各国から各分野の専門家を招き、話題



ヤギ生産および製品加工の機械化と発明

を提供していただきます。さらに、ヤギの飼育生産、教育、管理お



ヤギの経済学、社会学とバリュー・チェーン

ゾート都市、アンタルヤで開催します。
この第12回大会のテーマは「ヤギを利用した耕畜（耕地・森林･
草地）連携生産システムの社会的および環境への貢献：地球規
模の変化に対峙するヤギのバリューチェーンを築く様々な戦略」と

よび研究分野における口頭発表とポスター発表も行います。特に
ポスターセッションでは、今大会内の様々なトピックスを網羅して討

会場： Kervansaray Lara ホテル & コンベンションセンター（シ
ングル120ユーロ、ダブル155ユーロ/2015年12月31日まで）

論の場を提供するとともに、若手研究者らに研究成果発表の場

参加費：

を提供します。
これまでの世界大会と同様、本大会でも多くの経験や情報が交
換されることでしょう。また、学術講演に加え、トルコの美しい自然
や有名な文化遺産を参加者の皆さんにぜひ楽しんでいただきた
いと思います。さらに会議中、展示会場ではヤギに関する最新の

〔早期：2016年6月15日までの申し込み〕一般400ユーロ、学
生200ユーロ、同伴者（参加者の家族など）150ユーロ
〔通常：2016年6月16日以降〕一般475ユーロ、学生250ユー
ロ）、同伴者150ユーロ

大会実行委員会は、参加者の皆さんを心より歓迎し、本大会が

〔当日会場登録〕一般525ユーロ、学生275ユーロ、同伴者
200ユーロ
*公式招待状は、オンラインによる登録完了後に同サイトから
プリントアウトできます。

皆さんにとって2016年の思い出深いイベントになることをお約束し

講演要旨提出期限：2016年3月1日

技術が紹介されます。

ます。

講演要旨審査通知：2016年6月1日
講演論文提出期限：2016年7月1日
公式ウエブサイト：http://icg2016.org/en/

共同大会実行委員長
Dr. İrfan DAŞKIRAN

Dr. Nazan KOLUMAN
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Goat Cheese and WASHOKU
continued from page 1
As noted above, a history of milk usage and consumption in Japan is relatively short. That is why both goat production and goat cheese are rather unfamiliar to Japanese livestock producers and the consumers. Therefore, it is essential to
educate goat producers on the merit of cheese; educate cheese consumers on
the merit of goat products (e.g. milk and cheese). Since Japan has been blessed
with a wide variety of agricultural fermented foods from ancient days, there is
great potential for Japanese consumers to accept cheese resulting increasing
(goat) cheese consumption in the future.
Relating that, we are proud of our original food culture, WASHOKU, which is now a
registered Intangible Heritage of Culture. The idea that adopting milk-related produces into our food culture will never conflicts with the concept of the Heritage of
Culture. In fact, we often witness that cheese goes well with our traditional fermented foods such as Miso, Shoyu and Sake. I would like to invite you to experience the fantastic marriage of Sake and goat cheese!
We are determined to further introduce to Japanese consumers delicious
cheese from all over the world, which I believe that will lead to a development of
unique cheese to match the dietary culture of Japan.

Shigeru Mihara
Chevalier du taste fromage
Cheese Professional certified by C.P.A.
Quality Management Group
CHESCO LTD.
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Japanese Society
of Goat Science
The scientific division of the Japan Goat Network
held the 16th meeting at Utsunomiya University,
Utsunomiya, Tochigi on March 27, 2015.
The Japanese Society of Goat Science (JSGS)
meeting, held as a related program of the 119th
Annual Meeting of the Japanese Society of Animal Science, had 43 participants. The scientific
program included an invited lecture, oral presentations and case studies.
Invited Lecture “The charms of the goat in the
farming systems involving livestock.”
Koji Takayama, PhD, Associate Professor, Animal
Science, Agricultural Sciences and Natural Resources, Faculty of Agriculture, Kagoshima University, Kagoshima city, Kagoshima.
Oral Presentation
1. The aversive influence of dried starfish in the
open-field on domestic goat (Capra hircus aegagrus). Eri Kobayashi, Naoshige Abe, Department
of Bioenvironmental Systems, College of Agriculture, Tamagawa University, Machida, Tokyo.
2. An investigation of behavioral characteristics
of goats using an acceleration data logger - a
research of 2014 Mongolian summer pasture -.
Naekawa Hirofumi1, Batarchingjin Myakhdadag2,
1 Teacher Education and Scientific Information,
Tokyo University of Agriculture, Atsugi, Kanagawa. 2 Standing Committee on Nature Environment, Food and Agricultural, Mongolia.
3. The effect of contact with young goat (Capra
hircus aegagrus) on autonomic nerve system and
feeling in human. Airi Saitou, Naoshige Abe, Department of Bioenvironmental Systems, College
of Agriculture, Tamagawa University, Machida,
Tokyo.

4. A questionnaire survey about discrimination and
the palatableness of the meats including the goat.
Hitoshi Ogawa, Naoshige Abe, Department of Bioenvironmental Systems, College of Agriculture,
Tamagawa University, Machida, Tokyo.
5. The effect of feeding dried herbs on milk production and sensory characteristics of milk in domestic goat (Capra hircus aegagrus). Raibu Okawa,
Naoshige Abe, Department of Bioenvironmental
Systems, College of Agriculture, Tamagawa University, Machida, Tokyo.
6. Effects of feeding fresh spineless cactus
(Opuntia spp.) on milk production, blood constituents and antioxidant capacity of goats. Hitomi
Ichimura1, Satoshi Ishikawa1, Naoki Isobe2, Yoshiaki Hayashi1, 1 Faculty of Agriculture, Meijo
University, Nagoya, Aichi. 2 Graduate School of
Biosphere Science, Hiroshima University, HigashiHiroshima, Hiroshima.
7. Establishment of simple artificial insemination
technology using liquid semen in goat
Kentaro Okabe, Shoko Tanaka, Yoshio Nagura,
Nagano Station, National Livestock Breeding Center, Saku, Nagano.
8. Processing of string cheese and cheddar
cheese using goat milk. Yoshiaki Hayashi, Hitomi
Ichimura, Yukihiko Ogawa, Satoshi Ishikawa, Faculty of Agriculture, Meijo University, Nagoya,
Aichi.
(Reported by Dr. Yoshiaki Hayashi, Meijo University/JSGS secretariat)
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お知らせ
Scaling-Up Successful Practices on Sustainable Pro-Poor Small Ruminant Development（貧困地域
における持続可能なヤギ・ヒツジ生産をもちいた成功を続ける地域開発）
2011～2013年にIGAの専門家らによって実施された、ヤギ･ヒツジを用いた地域開発の最終報告書が完成し
ました。このプロジェクトは、貧困地域の政策立案者、国際協力機関、援助団体らに貧困削減の戦略とし
てヤギ･ヒツジをもちいた地域開発の役割と有効性を示すために、国際農業開発基金（IFAD)がIGAに委託し
た事業で、ILRI、Heifer International、FAO Business Center、Heifer India, SIDAI等各国の機関の協力
を得て行われましたt。報告書には、1）本事業の目的と方法論、2）各地域における事例報告、3）事業評
価、4）重要な問題点と教訓、5）ヤギバリューチェーンツールキットが章ごとにまとめられ、巻末に概要がまとめら
れています。この報告書は、IGAのウェブサイトからダウンロードできます。http://www.iga-goatworld.com/
scaling-up-successful-practices.html
大会情報
第28回メキシコ全国ヤギ生産会議が2015年10月12-16日にオアハカ州で開催されます。
IGAメンバー特典：IGAのウエブサイトに新しく会員専用のページができました。ニュースレターなどは会員専用
ページからのみ閲覧可能となります。会員の方でもし会員専用ページの案内Eメールを受け取っていない方、
パスワードを忘れた方は、admin@iga-goatworld.com（英語のみ）あるいはigajapancr@gmail.com（英
語または日本語）までご連絡ください。
IGA日本支部のウェブサイトご案内
IGAのホームページの“OTHER LANGUAGES”にIGA日本支部のウェブサイトがあります。 http://www.igagoatworld.com/iga-in-japanese.html このページは、国際ヤギ協会日本支部が管理しており、『IGA Japan』のニュースレターと『ラングストン通信』のバックナンバーは、いつでもこのサイトからカラーで閲覧できます。
また、世界へ発信したいヤギ情報やご自慢のヤギ写真を随時募集しています。IGA日本支部メールアドレス：
igajapancr@gmail.comまで、どしどしお寄せください。

Announcement


The National Goat Summit entitled “The power of Goats to Connect Agribusiness, Food,
and People” will take place October 2 - 4, 2015 at the Rindoko Royal Hotel, Nasu, Tochigi, Japan. There will be invited lectures, case study presentations, and management
seminars. More information is available at <Japan Goat Network http://
japangoat.web.fc2.com/index.html>



The first Yamanami Goat Summit, the Chugoku regional goat summit, was held on July
25—26, 2015 in Matsue, Shimane. The summit was organized by the committee members
from Japan Goat Network, the Shimane prefectural goverment, and educational institutions. There made 8 oral presentations by producers, students, and government officials
in addition to the keynote address by Dr. Fujiwara, Professor Emeritus of Shimane University. The total of 80 participants discussed various utilization of goats, such as dairy
production and products, weed control, and educational purposes.
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The only global organization on goats and small livestock

IGA入会のご案内
国 際 ヤ ギ 協 会（IGA）で は、皆 様 の 入 会 を 随 時 受 け 付 け て い ま す。IGAの ホ ー ム ペ ー ジhttp://www.igagoatworld.com/より入会申込書（Membership Application）をダウンロードし、郵送、Faxまたはメールでお申し込みく
ださい。
年会費は、$50.00（オンラインジャーナルのみ）で、申込み受付日（支払い完了日）から１年間有効です。学術誌Small
Ruminant Researchの印刷版をご希望の場合は、年会費$150.00です。会費は、クレジットカード（ビザ、マスターカー
ド、ディスカバー）、小切手、電子送金、Paypalでの支払いを受け付けています。
会員特典：オンラインジャーナル”Small Ruminant Research”とニュースレターへのオンラインアクセス（すべて英語）
詳細は、http://www.iga-goatworld.com/をご覧ください。

IGA本部
International Goat Association
12709 Grassy Dr. Little Rock, Arkansas 72210
http://www.iga-goatworld.com/
Email: admin@iga-goatworld.com
Tel&Fax: +1-501-251-9391

IGA日本支部とニュースレターについて

国際ヤギ協会（IGA）日本支部は、IGAの活動を振興するとともに、海外のヤギ情報を日本へ、日本のヤギ情報を
海外へ発信することを趣旨として、全国山羊ネットワークおよびその研究部会である日本山羊研究会と連携して
ニュースレターを発行し、IGAのウェブサイトへ掲載しています。また、日本の全国山羊ネットワークの会員の皆様に
は「ヤギの友」を通じて、世界のIGA情報をお届けしたいと考えています。そのためこのニュースレターでは日本語と英
語が混在しています。なお、IGA日本支部では、皆さんからのご質問やご意見、海外へ発信したい情報などを随時
受け付けていますので、以下のアドレスへご連絡ください。
メールアドレス：igajapancr@gmail.com

IGA日本代表 塚原洋子

