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●読みもの
58 食と農のはなし／永山久夫
60 終活ってなんだろう／武藤頼胡
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／大熊廣一
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70 あとがき

4 自慢の逸品！隠れた名品！／阿部　洋
ゆず塩（陸前高田市）

5 アグリビジネスを拓く／藤原千穂
mi cafe（盛岡市）

8 食の匠にまなぶ／
「ぬっぺい汁」埜崎富江（岩手町）

10 県立農業大学校だより
農業現場の課題解決に取り組んでいます！（農産経営科2年）

12 農業研究センター試験研究レポート／寺田道一
鉄コーティング湛水直播栽培の倒伏を軽減する水管理

14 らぼ・れたあ／高草木雅人
アワを自脱型コンバインで収穫できるか？
機械収穫に適したアワ新品種開発への挑戦

16 日本の世界農業遺産
にし阿波の傾斜地農耕システム（徳島県にし阿波地域）

18 星子の地産地消 de クッキング／千葉星子
シャキシャキりんごのチーズケーキ

19 特集

協同農業普及事業、月刊「農業普及」
70周年記念

48 Interview／橋本佑子
上田幹也さん（岩手県農林水産部長）

50 普及現地情報
中央・盛岡・八幡平・奥州・一関・大船渡・宮古・久慈・二戸

55 がんばる農業ダンシ／ 薄衣麻里子
佐々木慶将さん（一関市）

「プエラリエワンズ」は、平成28年に葛巻
町で牛に携わる女性で立ち上げたグル－プで、
現在は会員27名で活動しています。
会の名称「プエラリエワンズ」は、葛巻町の

「葛」の属名「プエラリア」と個々の集まりを
表す「ワンズ」に由来します。生育が旺盛でか
れんな花を咲かせる葛のようでありたいとの思
いが込められています。
子育てから飼養管理まで、いつも話題の尽き

ない和気あいあいとしたグル－プで、今年度も

他のグル－プとの交流や飼養管理のスキルアッ
プ研修、共進会参加や酪農の郷くずまきのPR
などさまざまなことに取り組んでいます。
写真は、くずまきのアイドル「ミルンちゃん」
を囲んで撮影しました。

左前から、栗村優香さん、外山八千代さん、
栗畑友美さん、中央がミルンちゃん、右前から
村澤真澄さん、加賀谷真奈美さん、上山奈津美
さん

■表紙写真
牛飼い女子グル－プ「プエラリエワンズ」のみなさん

（表紙写真撮影／坂本廣美）
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／二戸農業改良普及センター　
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69 短歌／菊澤研一
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70 あとがき

4 自慢の逸品！隠れた名品！／永田早紀
いわて南牛（一関市）

5 活き活き直売所／ 織笠千夏
産直ろくちゃん（金ケ崎町）

8 食の匠にまなぶ／
「たかきび餅」佐々木サツさん（滝沢市）

10 県立農業大学校だより
完熟果実をいざ出荷（果樹経営科2年）

12 農業研究センター試験研究レポート／佐々木陽菜
水稲鉄コーティング湛水直播栽培の病害虫防除

14 らぼ・れたあ／羽田雅紀
新規基幹種雄牛「菊勝久」＆「平栄福」デビュー！

16 日本の世界農業遺産
みなべ・田辺の梅システム（和歌山県みなべ・田辺地域）

18 星子の地産地消 de クッキング／千葉星子
わかめとホタテのパングラタン

19 特集

土壌の化学性の改善と土壌診断の活用
30 岩手県協同農業普及事業70周年記念事業
48 Interview／橋本佑子
北川智博さん（株式会社MISO SOUP代表取締役）

50 普及現地情報
中央・盛岡・八幡平・奥州・一関・大船渡・宮古・久慈・二戸

55 すてきなあの人／ 佐藤　翼
佐藤隆生さん（花巻市）

平成31年１月29日、県内の農林漁業に携わ
る女性約150名が集まり、盛岡市の盛岡グラン
ドホテルで、意見交換や交流会が行われました。
午前中は、岩手県立大学総合政策学部長の吉
野英岐教授をファシリテーターに、「農林水産
物を効率的にPRするためには」「家庭と仕事を
両立するためには」「若い人を地域に呼び込むた
めには」という3テーマの意見交換をしました。
参加した皆さんからは、それぞれのテーマに対
して「メディアやSNS、各種イベントをもっ

と活用する」「家族の協力を得る、自分の時間を
作る」「仕事・収入・住居の確保、子供への教育
体験等の充実」などの意見が出されました。
午後には、牛飼い女子会、農業女子会、林業
女子会の3つに分かれ、それぞれ意見交換や講
演を行いました。
地域や分野の枠を超えての交流となりました
が、同じ悩みや考えを共有でき、意見交換も時
間が足りないくらい盛り上がった！との声も聞
かれました。

■表紙写真

「平成30年度農林漁業に携わる若手女性の交流会」を開催！！

（表紙写真撮影／坂本廣美）
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8 自慢の逸品！隠れた名品！／藤澤真澄
ハンドメイド キャンドル＆ハーバリウム（八幡平市）

9 アグリビジネスを拓く／小原　幸
Vege fru ハーモニー（渡邊淳子さん）（一関市）

12 食の匠にまなぶ／
「干し魚の煮しめ」駒木幸子さん（野田村）

14 県立農業大学校だより
卒業研究を自分の将来や地域農業に生かす（野菜経営科2年）

16 農業研究センター試験研究レポート／田代勇樹
かん水同時施肥技術を用いた露地きゅうり栽培の
収量向上事例

18 らぼ・れたあ／越川志津
自給飼料ですくすく育て！
トウモロコシ子実サイレージの乳牛への給与

20 岩手生物工学研究センター IBRC／和賀佳子
先端研究で夢と希望を創造する

21 特集

農業者の学びの場の紹介
32 ルポルタージュ産地・人を訪ねて／ 林尻雄大
産官等連携による「もち性小麦」を核とした地域振興
（盛岡農業改良普及センター管内）

36 農業改良普及センター組織の見直し

42 「農村漁業に携わる若手女性の交流会」を開催しました！

44 いわて純情米おにぎり・おにぎらずコンテスト

64 Interview／橋本佑子
宮治勇輔さん（NPO法人農家のこせがれネットワーク代表理事 等

66 普及現地情報
中央・盛岡・八幡平・奥州・一関・大船渡・宮古・久慈・二戸

71 がんばる農業ダンシ／ 小崎洋平
合砂哲行さん（宮古市）

工房めぐ海は、陸前高田市広田町の村上豊
子さんが地元農産物や海産物を活用した加工
品を提供しようと広田半島営農組合女性部の
仲間とともに平成22年に立ち上げた工房で
す。工房を通じて地域の活性化を図りたいと
の想いを胸に、加工品作りに取り組んでいま
す。
看板商品の「工房めぐ海のおやき」は、地
元産素材にこだわった添加物不使用の人気商
品です。皮には営農組合で生産された米を原
料とした米粉を使用しています。種類は、広

田湾でとれた海産物を使用した「ワカメ」味
や地元産の素材を使った「しょうが」味など
8種類あります。このほかに、「がんづき」
や「ゆべし」などの昔懐かしいお菓子や地場
産大豆を原料とした味噌も製造・販売してい
ます。
近くにお越しの際は、ぜひご賞味ください。
前列左から、臼井美奈子さん、村上豊子さん、
佐藤八千代さん
後列左から、村上安江さん、小松和枝さん、
大和田麻衣子さん、村上きよみさん

■表紙写真 広田半島営農組合『工房めぐ海
み

』の皆さん

（表紙写真撮影／遠藤史弥）
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  2　  指導士協会通信
  3　  4H Club
15　  首都圏からこんにちは／小野善明

15　  普及員紹介／上出拓海さん

44　  普及活動年報
／一関農業改良普及センター　

68　  颯爽／岩手県農業公社　

77　  クロスワードパズル
78　  俳句／二階堂光江

79　  短歌／菊澤研一

79　  読者のひろば・しゃべこと汁
80　  あとがき

  4   自慢の逸品！隠れた名品！／赤坂尚生

ホワイトアスパラガス「白い果実」（二戸市）

  5   こだわり加工房／土田泰輔

母ちゃんの味手づくりとっぴい工房（土畑登美江さん　久慈市）

  8   食の匠にまなぶ／織笠千夏

「ふるさとの味を楽しむ会」での郷土料理の伝承活動
（胆江地方食の匠研究会）

10   県立農業大学校だより
平成 30 年度卒業式が挙行されました

12   農業研究センター試験研究レポート／岩舘康哉

ナス果実の小陥没病
14   らぼ・れたあ／吉津祐貴

貴重な資源を守るために  雑穀種子を缶詰にして長期保存！
16   日本の世界農業遺産

阿蘇の草原の維持と技術的農業（熊本県阿蘇地域）　
18   星子の地産地消 de クッキング／千葉星子

お野菜たっぷり！スパニッシュオムレツ
19   特集

岩手県農業研究センターで開発された
新品種・新技術

32   ルポルタージュ産地・人を訪ねて／ 千田　裕

薬用作物の安定生産に向けて（（農事組合法人）岩手薬草生産組合）

40   平成30年度幸せ創る女性農村漁業者育成事業成果発表会を開催しました！
60   Interview ／ 橋本佑子

伊東悠太郎さん（水稲種子農家 兼 事業承継士）

62　普及現地情報
革新・盛岡・八幡平・中部・奥州・一関・大船渡・宮古・久慈・二戸

67   がんばる農業ダンシ／ 鍬形幸平

中野琢磨さん（野田村）

　洋野町山菜栽培研究会では、「う
るい」「たらの芽」「行者にんにく」
を重点３品目として掲げ、産地化に
向け活動しています。
　3 月 22 日に開催された「久慈地
域山菜栽培見学会」には、洋野町以
外の生産者や関係機関も参加して現

地で山菜栽培の様子を見学し、活発
な意見交換が行われました。
　その後行われた栽培講習会では、
たらの芽の収量アップを狙った実証
結果の報告、さらに山菜フルコース
を囲んでの交流会も行われました。

■表紙写真  『洋野町山菜栽培研究会』の皆さんとサラダうるい

（表紙写真撮影／坂本廣美）

128　  県が奨励する農作物品種の特性



左より
□□□□さん、□□□□さん、□□□□さん、
□□□□さん、□□□□さん、□□□□さん、
□□□□さん、□□□□さん、□□□□さん、
□□□□さん、□□□□さん、□□□□さん、
□□□□さん、□□□□さん、□□□□さん、
□□□□さん、□□□□さん、□□□□さん、
□□□□さん、□□□□さん、□□□□さん、
□□□□さん、□□□□さん、□□□□さん、
□□□□さん

C O N T E N T S
June 2019  No.842

6

●読みもの      

38　  事業承継ブックを活用した
　　　事業承継支援／佐藤祐太朗

66　  食と農のはなし／永山久夫

68　  自分の終活をみつけよう／武藤頼胡

●季節の農作業
46　  水稲／佐々木俊祐

47　  畑作物／佐藤拓也

48　  きゅうり・トマト／赤坂尚生

49　  ピーマン・なす／松橋伊織

50　  葉根菜／及川美佳

51　  花き／小野寺真由

52　  りんご／遊佐公哉

53　  特産果樹／髙橋　藍

54　  乳牛／荒谷祐介

55　  飼料作物／舘山保奈美

● REGULARS
  2　  指導士協会通信
  3　  4H Club
15　  いわての食財 in 首都圏レストラン

／小野寺真希子

15　  普及員紹介／細野ちはるさん

44　  普及活動年報
／久慈農業改良普及センター　

64　  颯爽／岩手県農業公社　

73　  クロスワードパズル
74　  俳句／二階堂光江

75　  短歌／菊澤研一

75　  読者のひろば・しゃべこと汁
76　  あとがき

  4   自慢の逸品！隠れた名品！／阿部　陽

ぶどうソフトクリーム（紫波町）

  5   活き活き直売所／内田愛美

キッチンガーデン（二戸市）

  8   食の匠にまなぶ／皆川歌織

「豆餅」藤原政子さん（釜石市）
（胆江地方食の匠研究会）

10   県立農業大学校だより
成長が楽しみです！（農産経営科 1 年）

12   農業研究センター試験研究レポート／小田島芽里

水稲品種 ｢金色の風｣ の栄養診断基準
14   らぼ・れたあ／土谷のぞみ

良質な精液は十分な観察から
～日本短角種種雄牛の凍結精液生産

16   日本の世界農業遺産
清流長良川の鮎（岐阜県南部美濃地方）　

18   岩手生物工学研究センター IBRC ／和賀佳子

生工研の年間行事
19   特集

農福連携の取り組み
～農業と福祉、相互の理解促進と連携に向けて～

34   ルポルタージュ産地・人を訪ねて／ 鈴木涼介

胆江地域における「金色の風」の取り組み
～最高級品種としてのブランド化をめざして～（胆江地域）

56   Interview ／ 橋本佑子

鈴木厚志さん（京丸園株式会社代表取締役）

58　普及現地情報
革新・盛岡・八幡平・中部・奥州・一関・大船渡・宮古・久慈・二戸

63   がんばる農業ダンシ／ 赤坂志保

若山元気さん（二戸市）

　新入生 55 名を迎え、1 年
生にとっては学校生活や寮生
活に慣れ始めた 4 月 23 日に、
満開の桜の下、全校生徒 96
名で写真撮影を行いました。　　　
　校内には約 200 本のソメイ
ヨシノがあり、知る人ぞ知る

桜の名所です。
　この素晴らしい環境の中、
将来の岩手の農業を担うべく、
学生たちは今日も授業、実習
に一生懸命頑張っています！

■表紙写真  『岩手県農業大学校の学生』の皆さん

（表紙写真撮影／坂本廣美）



左より
□□□□さん、□□□□さん、□□□□さん、
□□□□さん、□□□□さん、□□□□さん、
□□□□さん、□□□□さん、□□□□さん、
□□□□さん、□□□□さん、□□□□さん、
□□□□さん、□□□□さん、□□□□さん、
□□□□さん、□□□□さん、□□□□さん、
□□□□さん、□□□□さん、□□□□さん、
□□□□さん、□□□□さん、□□□□さん、
□□□□さん

 

C O N T E N T S
July 2019  No.843

7

●読みもの      

54　  事業承継ブックを活用した
事業承継支援／佐藤祐太朗

66　  食と農のはなし／永山久夫

68　  自分の終活をみつけよう／武藤頼胡

71　  中山間地域に人と仕事を
取り戻す／藤山　浩

●季節の農作業
42　  水稲／佐々木俊祐

43　  畑作物／佐藤拓也

44　  きゅうり・トマト／赤坂尚生

45　  ピーマン・なす／松橋伊織

46　  葉根菜／及川美佳

47　  花き／小野寺真由

48　  特産果樹／髙橋　藍

49　  肉牛／大㟢　翔

50　  飼料作物／舘山保奈美

● REGULARS
  2　  指導士協会通信
  3　  4H Club
15　  首都圏からこんにちは／小野善明 15　
15　  普及員紹介／菅原真澄さん

40　  普及活動年報
／前中央農業改良普及センター　

64　  颯爽／岩手県農業公社　

74　  農薬登録情報
75　  クロスワードパズル
76　  俳句／二階堂光江

77　  短歌／菊澤研一

77　  読者のひろば・しゃべこと汁
78　  あとがき

  4   自慢の逸品！隠れた名品！／織笠千夏

地元産生乳100％使用 こだわりジェラート（金ケ崎町）

  5   活き活き直売所／澁谷まどか

さらきの里ふれあいセンター（北上市）

  8   食の匠にまなぶ／澁谷まどか

「アスパラガスピクルス」高橋マサ子さん（北上市）

10   県立農業大学校だより
「華」がある人に！（花き経営科）

12   農業研究センター試験研究レポート／大野　浩

ぶどう「シャインマスカット」の
短梢栽培における適正着果量

14   らぼ・れたあ／土谷のぞみ

短角牛よ、旅立ちのときは来た
～日本短角種の貸付開始

16   日本の世界農業遺産
       クヌギ林とため池がつなぐ

国東半島・宇佐の農林水産環境
（大分県国東半島宇佐地域）　

18   星子の地産地消 de クッキング／千葉星子

新にんじんの冷製スープ
19   特集

岩手県内のグリーン・ツーリズム、  
農業体験、観光農園などの取り組み

34   ルポルタージュ産地・人を訪ねて／ 木村　薫

県北雑穀の千年の歴史に新たな１ページを刻む
56   Interview ／ 橋本佑子

オガサワラ ユウダイさん（OGA GRAPHICS）

58　普及現地情報
革新・盛岡・八幡平・中部・奥州・一関・大船渡・宮古・久慈・二戸

63   すてきなあの人／ 菅野遥奈

菅野　昌さん（住田町）

　12 戸の農家で構成される JA 新いわて
くじ短角牛肥育部会では、地元の公共牧
場を活用し、地元産の飼料（飼料用とう
もろこしや籾米サイレージ）を使用する
など、地域内で育てることにとことんこ
だわった、旨味の強い良質な赤身肉「い
わて山形村短角牛」を生産しています。
　部会では以前から、短角牛が育てられ

る環境の良さを知ってもらうために、消
費者との交流を活発に行っています。
　今年も公共牧場の開牧にあわせ、毎年
恒例の「山あげツアー」が開催され、首
都圏から『大地を守る会』の消費者の皆
さんが大勢参加し、放牧されたばかりの
牛たちとふれあい、久慈市山形の大自然
を満喫しました。

■表紙写真 『JA 新いわてくじ短角牛肥育部会』と『大地を守る会』の皆さん

（久慈農業改良普及センター／高畑博志）（表紙写真撮影／坂本廣美）



左より
□□□□さん、□□□□さん、□□□□さん、
□□□□さん、□□□□さん、□□□□さん、
□□□□さん、□□□□さん、□□□□さん、
□□□□さん、□□□□さん、□□□□さん、
□□□□さん、□□□□さん、□□□□さん、
□□□□さん、□□□□さん、□□□□さん、
□□□□さん、□□□□さん、□□□□さん、
□□□□さん、□□□□さん、□□□□さん、
□□□□さん

 

 

C O N T E N T S
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●読みもの      

50　  新・農業でうまくいく人 いかない人
　　　／澤浦彰治

54　  事業継承ブックを活用した事業
　　　継承支援／栗山賢陽

66　  食と農のはなし／永山久夫

68　  自分の終活をみつけよう／武藤頼胡

●季節の農作業
42　  水稲／佐々木俊祐

43　  畑作物／佐藤拓也

44　  きゅうり・トマト／赤坂尚生

45　  ピーマン・なす／松橋伊織

46　  葉根菜／及川美佳

47　  花き／小野寺真由

48　  りんご／遊佐公哉

49　  乳牛／荒谷祐介

● REGULARS
  2　  指導士協会通信
  3　  4H Club
15　  いわての食財 in 首都圏レストラン
             ／小野寺真希子

15　  普及員紹介／今井裕之さん

40　  普及活動年報
／前中央農業改良普及センター　

64　  颯爽／岩手県農業公社　

75　  クロスワードパズル
76　  俳句／二階堂光江

77　  短歌／菊澤研一

77　  読者のひろば・しゃべこと汁
78　  あとがき

  4   自慢の逸品！隠れた名品！／早川博史

西わらびピクルス（西和賀町）

  5   こだわり加工房／阿部　陽

パン工房「Hiro Neige」（雫石町）

  8   食の匠にまなぶ／八重樫恵子

「かぼちゃけっこ」千葉靜子さん（岩手町）

10   県立農業大学校だより
「野心」を持った期待の13 名！（野菜経営科 1 年）

12   農業研究センター試験研究レポート／佐々木陽菜

ダイズ紫斑病に効果のある新規薬剤の使用法
14   らぼ・れたあ／石川菜津美

斑点米カメムシに関する最新の防除技術を学ぶ
～令和元年度岩手県病害虫防除員等指導者研修会

16   日本の世界農業遺産
       静岡水わさびの伝統栽培

発祥の地が伝える人とわさびの歴史（静岡県わさび栽培地域）　
18   岩手生物工学研究センター IBRC ／和賀佳子

日本育種学会賞を受賞しました！
19   特集

6次産業化における委託加工の利用
32   ルポルタージュ産地・人を訪ねて／ 皆川和弘

関係機関・団体が一体となった、県南産地の明日を担う　
新規就農者の確保・育成の取り組み
一関地方新規就農トータルサポートシステム

36   農業農村整備事業優良事例地区の紹介
／岩手県農林水産部農村計画課・農村建設課・県南広域振興局農政部北上農村整備センター

有限会社鍋割川ユニオン・小瀬川地区（花巻市）

58　普及現地情報
革新・盛岡・八幡平・中部・奥州・一関・大船渡・宮古・久慈・二戸

63   がんばる農業ダンシ／ 太田美晴

髙村祐太郎さん（八幡平市）

　任意組合「野菜天国おもと」は、岩泉町
小本地域の生産者４名により、共同による
生産性向上や収益の向上を図るため、平成
30 年 4 月に設立されました。
　小本地域は平成 28 年台風第 10 号で甚
大な被害を受けた地域ですが、「災害を乗り
越え、営農再開と地域農業の維持発展のた
めに何かできないか」と若手野菜生産者で
話し合いが行われ、組織が設立されたもの

です。
　今年度は、共同雇用や乗用管理機・全自
動移植機などの共同購入を計画し、各組合
員が、復旧水田を中心にブロッコリー、だ
いこん、にんじん、ピーマンなどを作付け
する予定となっています。
　「野菜天国おもと」の組合員は、小本地域
の担い手として位置付けられており、今後
のさらなる経営発展が期待されています。

■表紙写真 『野菜天国おもと』の皆さん

（岩泉普及サブセンター／菅野史拓）（表紙写真撮影／坂本廣美）



左より
□□□□さん、□□□□さん、□□□□さん、
□□□□さん、□□□□さん、□□□□さん、
□□□□さん、□□□□さん、□□□□さん、
□□□□さん、□□□□さん、□□□□さん、
□□□□さん、□□□□さん、□□□□さん、
□□□□さん、□□□□さん、□□□□さん、
□□□□さん、□□□□さん、□□□□さん、
□□□□さん、□□□□さん、□□□□さん、
□□□□さん

 

 

C O N T E N T S
September 2019  No.845
9

  4   自慢の逸品！隠れた名品！／皆川歌織

なべ焼き（陸前高田市）

  5   活き活き直売所／加藤清吾

道の駅いわいずみ産直会（岩泉町）

  8   食の匠にまなぶ／米澤美穂

「じゅうねもち」田屋礼子さん（岩泉町）

10   県立農業大学校だより
果樹栽培の楽しさを学んでいます（果樹経営科 1 年）

12   農業研究センター試験研究レポート／白木正俊

りんごにおける補給型施肥基準の検証
14   らぼ・れたあ／病害虫防除所

田んぼに、りんご園に、野菜畑に出没中！
～農作物病害虫発生予察のための巡回調査

16   日本の世界農業遺産
       トキと共生する佐渡の里山（新潟県佐渡市）　
18   星子の地産地消 de クッキング／千葉星子

なすとズッキーニの肉巻き
19   特集

いわて農業農村活性化推進ビジョン
32   ルポルタージュ産地・人を訪ねて／ 熊谷親一

国産原料供給を支える日本一の畑わさび産地（岩泉町）

36   農業農村整備事業の紹介
／岩手県農林水産部農村計画課・農村建設課

「農地耕作条件改善事業」の実施状況
56   Interview ／ 橋本佑子

五十嵐正一さん（本寺地区地域づくり推進協議会事務局長）

58　普及現地情報
革新・盛岡・八幡平・中部・奥州・一関・大船渡・宮古・久慈・二戸

63   すてきなあの人／ 今井裕之

三上恒史さん（滝沢市）

　昭和 51 年に設立された西和賀花卉生産
組合には現在約 80 名の組合員がおり、西
和賀の冷涼な気候と昼夜の温度差を利用し
てりんどうやゆり、グラジオラスを中心に
高品質な花きの生産に取り組んでいます。
特にりんどうでは平成７年からオリジナル
品種の育成に組織的に取り組み、今では西
和賀で栽培されるりんどうの７割以上がオ
リジナル品種となっています。
　花きの出荷が本格化する８月に向けて開

催された西和賀花卉出荷大会では市場関係
者や関係機関からの期待と激励の言葉をい
ただき、花き販売額 2 億 86 百万円という
出荷目標達成のために一致団結しました。
　西和賀花卉生産組合では新技術検討の中
心となる技術アドバイザーや若手生産者育
成のための青年支部を設置し、土壌改良試
験や鮮度保持試験など産地を維持するため
のさまざまな活動や研修を行っています。

■表紙写真 『西和賀花卉生産組合』の皆さん

（西和賀普及サブセンター／鎌田和樹）（表紙写真撮影／坂本廣美）

●読みもの      

52　  新・農業で うまくいく人 いかない人
　　　／澤浦彰治

66　  食と農のはなし／永山久夫

68　  自分の終活をみつけよう
        ／武藤頼胡

●季節の農作業
42　  水稲／佐々木俊祐

43　  畑作物／佐藤拓也

44　  きゅうり・トマト／赤坂尚生

45　  ピーマン・なす／松橋伊織

46　  葉根菜／及川美佳

47　  花き／小野寺真由

48　  りんご／遊佐公哉

49　  特産果樹／戸田沢ひかる

50　  肉牛／大㟢　翔

51　  飼料作物／舘山保奈美

● REGULARS
  2　  指導士協会通信
  3　  4H Club
15　  首都圏からこんにちは／小野善明

15　  普及員紹介／佐藤　優さん

40　  普及活動年報
／大船渡農業改良普及センター　

64　  颯爽／岩手県農業公社　

72　  農薬登録情報
75　  クロスワードパズル
76　  俳句／二階堂光江

77　  短歌／菊澤研一

77　  読者のひろば・しゃべこと汁
78　  あとがき



左より
□□□□さん、□□□□さん、□□□□さん、
□□□□さん、□□□□さん、□□□□さん、
□□□□さん、□□□□さん、□□□□さん、
□□□□さん、□□□□さん、□□□□さん、
□□□□さん、□□□□さん、□□□□さん、
□□□□さん、□□□□さん、□□□□さん、
□□□□さん、□□□□さん、□□□□さん、
□□□□さん、□□□□さん、□□□□さん、
□□□□さん

 

 

C O N T E N T S
October 2019  No.846

10

  4   自慢の逸品！隠れた名品！／佐々木貴法

鴨ワカメコロッケ（田野畑村）

  5   活き活き直売所／皆川歌織

橋野どんぐり広場産地直売所（釜石市）

  8   食の匠にまなぶ／内田愛美

「五目ふかし」野村光子さん（一戸町）

10   県立農業大学校だより
夢に向かって前進中！（肉畜経営科 1 年）

12   農業研究センター試験研究レポート／金森　靖

加工・業務用途向け寒玉系キャベツの栽培法
14   らぼ・れたあ／佐々木　忍

ただいまオリジナル品種育成真っ最中！！
～日本一のりんどうの更なる出荷拡大をめざして

16   日本の世界農業遺産
       宮崎県 高千穂郷・椎葉山地域　
18   岩手生物工学研究センター IBRC ／矢野　明

おいしい三陸の恵みで元気な体と地場産業を育てよう！
19   特集

光と色を使った防除技術「光防除」の開発
38   ルポルタージュ産地・人を訪ねて／ 外舘光一

秋まきと春まきの組み合わせで長期出荷が可能な
たまねぎ産地をめざして（花北地域）

42   農業農村整備事業の紹介
／岩手県農林水産部農村計画課・農村建設課

農業用ため池の防災・減災対策
56   Interview ／ 橋本佑子

久保田龍介さん（志戸平温泉 湯の杜ホテル志戸平取締役経営管理本部長）

58　普及現地情報
革新・盛岡・八幡平・中部・奥州・一関・大船渡・宮古・久慈・二戸

63   がんばる農業ダンシ／ 岩渕瑛子

高橋　尚さん（奥州市）

　JA いわて中央 OH ゆり研究会は、出荷
率や品質の向上を活動目標に掲げ、相互
圃場巡回、品種試作試験、先進地視察な
どの活動を行っています。
　年４回開催される「検見会」では、生
育状況や開花状況を相互確認することに

より、生産意欲の向上や技術研鑽
さん

が図ら
れています。
　７月 23 日に開催された今年度３回目
の検見会は、生産者をはじめ関係機関も
参加してお盆需要期に出荷する作型を見
てまわり、活発に意見を交わしました。

■表紙写真 『JA いわて中央  OH ゆり研究会』の皆さん

56   Interview ／ 橋本佑子

渡辺和義さん（オフィス SUGOROKU 代表、経営士、産業カウンセラー）

●読みもの      

68　  食と農のはなし／永山久夫

70　  自分の終活をみつけよう
        ／武藤頼胡

72　  新・農業で うまくいく人 いかない人
　　　／澤浦彰治

●季節の農作業
46　  水稲／佐々木俊祐

47　  畑作物／佐藤拓也

48　  きゅうり・トマト／赤坂尚生

49　  ピーマン・なす／松橋伊織

50　  葉根菜／及川美佳

51　  花き／小野寺真由

52　  りんご／遊佐公哉

53　  特産果樹／戸田沢ひかる

54　  乳牛／荒谷祐介

55　  飼料作物／舘山保奈美

● REGULARS
  2　  指導士協会通信
  3　  4H Club
15　  首都圏からこんにちは／小野寺真希子

15　  普及員紹介／及川優介さん

44　  普及活動年報
／宮古農業改良普及センター岩泉普及サブセンター　

64　  颯爽／岩手県農業公社　

79　  クロスワードパズル
80　  俳句／二階堂光江

81　  短歌／菊澤研一

81　  読者のひろば・しゃべこと汁
82　  あとがき

※ OH ゆり：オリエンタル・ハイブリッドゆり
（盛岡農業改良普及センター／小野寺真由）（表紙写真撮影／坂本廣美）



左より
□□□□さん、□□□□さん、□□□□さん、
□□□□さん、□□□□さん、□□□□さん、
□□□□さん、□□□□さん、□□□□さん、
□□□□さん、□□□□さん、□□□□さん、
□□□□さん、□□□□さん、□□□□さん、
□□□□さん、□□□□さん、□□□□さん、
□□□□さん、□□□□さん、□□□□さん、
□□□□さん、□□□□さん、□□□□さん、
□□□□さん
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  4   自慢の逸品！隠れた名品！／畠山公子
姫ケ森牧場の乳製品（軽米町）

  5   活き活き直売所／八重樫恵子
産直ハウスくずまき高原（葛巻町）

  8   食の匠にまなぶ／一沢あゆみ
「鮭のあら汁」土畑登美江さん（久慈市）

10   県立農業大学校だより
基本に返って安全運転（研修科）

12   農業研究センター試験研究レポート／浅川知則
ポット養成フェザー苗＋かん水技術で早期成園化！

14   らぼ・れたあ／髙村聡美
ポスト「クンプウ」はどれだ！？
～牧草チモシーの極早生品種比較試験～

16   日本の世界農業遺産
       静岡県掛川市、菊川市、島田市、牧之原市、川根本町地域　
18   星子の地産地消 de クッキング／千葉星子
長芋たっぷり！もっちり純白ケーキ

19   特集

GAP取り組みの基本と認証制度
32   ルポルタージュ産地・人を訪ねて／ 高畑博志
こだわりの短角牛生産は新たなステージへ（久慈市山形町）

36   「希望郷いわて」農業・農村の復興に向けて／岩手県農林水産部農村計画課・農村建設課
東日本大震災津波により被災した農地・農地海岸保全施設の復旧状況

56   Interview／ 橋本佑子
髙橋久祐さん（盛岡市外山森林公園管理人）

58　普及現地情報
革新・盛岡・八幡平・中部・奥州・一関・大船渡・宮古・久慈・二戸

63   がんばる農業ダンシ／ 及川愛貴
佐々木公輔さん（一関市）

68   農地中間管理事業がさらに使いやすくなりました／公益社団法人岩手県農業公社
73   岩手ぅんめぇ～もん！！グランプリ2019レポート／ 岩手県農林水産部流通課

　二戸地域では、歴史ある雑穀産地として
さまざまな雑穀が生産されており、暮らし
に根ざした地域食文化の伝承においても欠
かせない存在となっています。
　近年は、ミネラルや繊維質を多く含む栄
養価の高い「健康食材」として注目される
ようになり、さらに需要が高まっています
が、現地では長年産地を支えてきた農家の
高齢化が進んでいます。

　そんな中、20～30代の若手生産者（写
真：前列）が、率先して「移植栽培」や「機
械化一貫体系」などの新たな技術導入に取
り組み、規模拡大を叶えています。
　生産現場の最前線で奮闘する彼らを支え
るべく、ＪＡ・普及・研究センター（写真：
中～後列）も一体となって産地の未来を考
えていきます。
　今後も県北雑穀にご期待ください！

■表紙写真 『雑穀産地を牽引する若手生産者』の皆さん
        撮影場所：紫蘇に似た香りが漂う稲庭高原のエゴマ畑（二戸市浄法寺町）

●読みもの      
38　  地域を元気にさせる地域おこし
       協力隊に期待！／佐藤啓太郎
76　  新・農業で うまくいく人 いかない人
　　　／澤浦彰治
80　  食と農のはなし／永山久夫
82　  自分の終活をみつけよう／武藤頼胡

●季節の農作業
44　  水稲／佐々木俊祐
45　  畑作物／佐藤拓也
46　  きゅうり・トマト／赤坂尚生
47　  ピーマン・なす／松橋伊織
48　  花き／小野寺真由
49　  りんご／遊佐公哉
50　  肉牛／大﨑　翔

● REGULARS
  2　  指導士協会通信
  3　  4H Club
15　  首都圏からこんにちは／小野善明
15　  普及員紹介／柄澤真梨歩さん
42　  普及活動年報／八幡平農業改良普及センター
52　  農薬登録情報　
64　  颯爽／岩手県農業公社　
87　  クロスワードパズル
88　  俳句／二階堂光江
89　  短歌／菊澤研一
89　  読者のひろば・しゃべこと汁
90　  あとがき

（二戸農業改良普及センター／木村　薫）（表紙写真撮影／坂本廣美）



左より
□□□□さん、□□□□さん、□□□□さん、
□□□□さん、□□□□さん、□□□□さん、
□□□□さん、□□□□さん、□□□□さん、
□□□□さん、□□□□さん、□□□□さん、
□□□□さん、□□□□さん、□□□□さん、
□□□□さん、□□□□さん、□□□□さん、
□□□□さん、□□□□さん、□□□□さん、
□□□□さん、□□□□さん、□□□□さん、
□□□□さん
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  4   自慢の逸品！隠れた名品！／鍬形幸平
久慈みどりのダイヤビール

  5   活き活き直売所／小原　幸
街なか産直　「新鮮館おおまち」（一関市）

  8   食の匠にまなぶ／藤原千穂
「里いもだんご汁」田村禮子さん（盛岡市）

10   県立農業大学校だより
将来が楽しみな６名登場です！（酪農経営科１年）

12   農業研究センター試験研究レポート／篠﨑　創
黒毛和種種雄牛「菊勝久」の作出

14   らぼ・れたあ／下川原　智
飼料用水稲品種「たわわっこ」の現地検討会を開催しました

16   日本の世界農業遺産
       石川県能登地方　
18   岩手生物工学研究センター IBRC／矢野　明
機能性表示で生まれ変わった「寒じめほうれんそう」

19   特集

岩手県内のGAP実施事例
34   ルポルタージュ産地・人を訪ねて／皆川歌織・菅野遥奈
ラグビーボールかぼちゃの生産振興・活用の取り組み（釜石市）

38   農業農村整備事業の紹介／岩手県農林水産部農村計画課・農村建設課
農業水利施設を活用した小水力発電の取り組み

52   Interview／橋本佑子
葛西亮介さん（有限会社かさい農産  取締役社長）

54　普及現地情報
革新・盛岡・八幡平・中部・奥州・一関・大船渡・宮古・久慈・二戸

59   すてきなあの人／宍戸貴洋
大坪弘美さん（西和賀町）

　両磐４Hクラブは一関市、平泉町の青年
農業者で組織し、クラブ員の連携を図りな
がらさまざまな取り組みを行っています。
　イベントや研修を通して、クラブ員の連
携強化、一関地方農業の活性化を図ってい
きます。
　主な取り組みとしていちのせき市民フェ
スタなどの市内各種イベントへ出店し４H

クラブ活動のPRを行うとともに消費者と
の情報交換をしています。
　また、各自の経営改善に資する両磐４H
クラブ自主研修、クラブ員の圃場巡回、農
業農村指導士との意見交換、一関商工会議
所などの各関係機関団体との積極的な連携
活動により、クラブ活動や地域農業の活性
化に資する活動をしています。

■表紙写真 『両磐４Hクラブ』の皆さん

●お知らせ      
33　  いわてアグリベンチャーネット
49　  令和２年度農作物病害虫・雑草
　　  防除指針の購入申込について

●読みもの      
64　  「エッジ効果」を利用した
       新しい色彩捕虫シート／八瀬順也
69　  新・農業で うまくいく人 いかない人

／澤浦彰治

72　  食と農のはなし／永山久夫
74　  自分の終活をみつけよう／武藤頼胡

●季節の農作業
46　  きゅうり・トマト／赤坂尚生
47　  乳牛／荒谷祐介

● REGULARS
  2　  指導士協会通信
  3　  4H Club
15　  いわての食財 in首都圏レストラン

／小野寺真希子

15　  普及員紹介／松橋伊織さん
40　  普及活動年報

／前中央農業改良普及センター県域普及グループ

48　  農薬登録情報　
60　  颯爽／岩手県農業公社
79　  俳句／二階堂光江
80　  短歌／菊澤研一　
81　  クロスワードパズル
82　  読者のひろば・しゃべこと汁
84　  あとがき
90　  総目次

（一関農業改良普及センター　東海林　豊）（表紙写真撮影／坂本廣美）


