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■表紙写真
「いわての農業に関わる女子の大交流会」参加者の
皆さん
10月に開催した「いわての農業に関わる女子の大

交流会」には、県内各地から若手の女性たち45名が
集結しました。バリバリ農業経営されている方、これ
からの方等、さまざまですが、「農業の生活スタイル
が好き！」との思いは共通のようです。
彼女たちのキラキラとした笑顔が明日に向けて花開

くように、今後も各種セミナーや交流会により活動を
支援していきます。
写真は、交流会終了後、全員が集合してパチリ！新

年が彼女たちの笑顔のように明るく、輝きに満ちた年
になりますように撮影したものです（後方１列は普及
員たちも混ざっています）。

38 ピーマン・なす／山田　修
39 大家畜／及川　修

032 農林水産部からのお知らせ
057 首都圏からこんにちは／薄衣孝史
058 颯爽 No.236／岩手県農業公社
065 普及員（チーム）紹介／

農業農村活性化チーム（西和賀）
065 農薬登録情報
074 盛岡林務部からのお知らせ
075 クロスワードパズル／ガリアン
076 読者の広場・しゃべこと汁
077 俳句・短歌／中村奈果・菊澤研一
078 あとがき

季節の農作業

40 官邸農政にどう立ち向かうか／田代洋一
44 農業技術・技能をどう伝え、受け継いで
いくのか／南石晃明

60 食と農のはなし／永山久夫
62 続 夫婦円満セミナー／小林美智子
66 新たな機能性表示食品制度にどう対応す
るか2／池戸重信

70 知っておきたい穀物の科学／井上直人

REGULARS

02 岩手県農業農村指導士
福島昭彦さん（岩手町）熊谷匡章さん（奥州市）村上智之さん（紫波町）

03 4H Club／岩手県農村青年クラブ連絡協議会

04 ／小原　萌

今年の抱負・書き初め
06 自慢の逸品！隠れた名品！／富田典子
くしもち（あんこ）（一戸町）

07 農家レストラン／藤原千穂
森のそば屋（ 巻町）

10 食の匠にまなぶ／藤原千穂
「かきあえ(かぁげぇ)」八幡勢子さん（八幡平市）

12 県立農業大学校だより
2015 農大祭を開催

14 農に育つ
盛岡農業高等高校

16 農業研究センター試験研究レポート／藤田智美
ディスク式畑用中耕除草機を活用した大豆の一貫
栽培体系

18 らぼ・れたあ／畜産研究所総務課
家畜の「命」に感謝を込めて畜産研究所「畜魂祭」
を行いました

19 特集

36 アグリビジネスを拓く／成田恵美
黒沢菜穂子さん、一子さん（雫石町）

48 Interview／橋本佑子
辻村勝俊さん（南部杜氏）

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 星子の地産地消 de クッキング／
かぶと油揚げの炊き込みご飯

56 ほのぼの家族／
宮野亜由美さん、高橋沙織さん、山子澤晃太さん、
山子澤蘭さん（八幡平市）

県内で広がる
「農業女子プロジェクト」

読みもの
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FEBRUARY 2016  No.802

■表紙写真
農業女子セミナーのみなさん
二戸地方では、平成26年度より農業女子セミナー

を開催しています。
今年度は、6回シリーズの開催予定で、これまで

20名のべ42名の参加者がありました。
農業機械や農業経営視察など研修を既に行ってきて

います。今回は、パソコン実習を行い、表計算ソフト
を使い、売上伝票のまとめ方を学びました。
普段なかなか使う機会の少ないパソコンですが、将

来、経営に役立てたいと、テキパキと操作できるよう
になりました。
技術や経営を学びながら、将来の夢を語りあえる仲

間になってくれればと期待しています。

40 ピーマン・なす／山田　修
41 花き／佐藤成利
42 果樹／加藤真城
43 大家畜／及川　修

057 いわての一皿in首都圏レストラン
／川原周佑

058 颯爽 No.237／岩手県農業公社
065 普及員（チーム）紹介／

起業化支援チーム（盛岡）
065 農薬登録情報
075 クロスワードパズル／ガリアン
076 読者の広場・しゃべこと汁
077 俳句・短歌／中村奈果・菊澤研一
078 あとがき

季節の農作業

44 名水が育む高原野菜づくりと6次産業化
を推進 農業を通じて、集落の新たな魅力
を築きたい／橋本佑子

60 食と農のはなし／永山久夫
62 続 夫婦円満セミナー／小林美智子
66 環境保全型農業のススメ／農業普及技術課
70 知っておきたい穀物の科学／井上直人

REGULARS

02 岩手県農業農村指導士
橋 康さん（金ケ崎町）中六角保広さん（ 巻町）

吉田拓真さん（八幡平市）
03 4H Club／八幡平市アグリプロダクション

04 ／田村真理子

冬、なにしてる？
06 自慢の逸品！隠れた名品！／鈴木　元
門崎「めだか米（特別栽培米）」（一関市）

07 こだわり加工房／澁谷まどか
夢の里工房はらたい（奥州市）

10 食の匠にまなぶ／澁谷まどか
「酒粕のおづけ～鮭の粕汁」佐藤愛子さん（奥州市）

12 県立農業大学校だより
平成27年度農業創造シンポジウムを開催しました

14 農に育つ
紫波総合高等高校

16 農業研究センター試験研究レポート／伊藤孝浩
経産牛用TMRを利用した乳用育成牛の早期育成技術

20 らぼ・れたあ／仲條眞介
次代の品種候補はどれだ！？
～ 水稲個体選抜

21 特集

32 アグリビジネスを拓く
入倉康彦さん（遠野市）

34 寄稿／白浜　淳
釜石市に生息するニホンザル管理を考える

48 Interview／橋本佑子
茂木素子さん（ナドダーノ店主）

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

56 ほのぼの家族／
伊藤　諒さん、翠さん、昴汰くん一家、（大船渡市）

「食の匠」
制度創設20年を迎えて

読みもの



■表紙写真
「ビーフレディースきたかみ」のみなさん
「ビーフレディースきたかみ」は、平成13年に結

成されました。「いわて発元気な牛飼い女子応援事業」
を活用し、地元のブランド牛である「きたかみ牛」の
消費拡大に向けた取り組みを行っています。グループ
の雰囲気はとても明るく、牛の飼養管理や料理などに
ついて情報交換をしながら、元気いっぱいに活動をし
ています。
今回は、きたかみ牛のスネやスジを使った料理の研

修を開催しました。
・前列左から 橋由衣さん、千葉洋子さん、 橋

瑠唯さん、星華ちゃん（ 橋瑠唯さ
んの次女）

・前列右から　照井照子さん、橘　久美子さん、 橋
郁子さん

CONTENTS
MARCH 2016  No.803

34 水稲／長谷川　聡
35 畑作物／小綿寿志
36 きゅうり・トマト／菊池真奈美
37 ピーマン・なす／山田　修
38 葉根菜／洞口博昭
39 花き／佐藤成利
40 果樹／加藤真城
41 飼料作物／山口直己

057 首都圏からこんにちは／薄衣孝史
058 颯爽 No.238／岩手県農業公社
065 普及員紹介／新井勇児
075 クロスワードパズル／ガリアン
076 読者の広場・しゃべこと汁
077 俳句・短歌／中村奈果・菊澤研一
078 あとがき

季節の農作業

42 知っておきたい穀物の科学／井上直人
60 食と農のはなし／永山久夫
62 続 夫婦円満セミナー／小林美智子
67 農業マンガ・農業ブログ

（五十嵐大介）／松島恵利子

71 農業マンガ・農業ブログ
（三上亜希子）／橋本佑子

REGULARS

02 岩手県農業農村指導士
八幡勝幸 下谷地敦雄さん（軽米町）
下川原幸子さん（洋野町）

03 4H Club／岩手県農村青年クラブ連絡協議会

04 ／菅原紋子

餅つきしてみました！
06 自慢の逸品！隠れた名品！／内田愛美
ずいき（北上市）

07 活き活き直売所／田口礼人
大野ふるさと物産館（洋野町）

10 食の匠にまなぶ／佐藤真澄
「けぇの汁」東大野清子さん（洋野町）

12 県立農業大学校だより
卒業研究成果発表会を開催しました

14 農に育つ
花巻農業高等高校

16 農業研究センター試験研究レポート／中西商量
ポット苗田植機を汎用利用した雑穀の畑移植技術

20 らぼ・れたあ／鈴木朋代
甘さも歯ごたえもしっかり！
～種子繁殖型イチゴ新品種「よつぼし」の試食会を開催

21 特集

30 アグリビジネスを拓く
工藤勝博さん、秋子さん（八幡平市）

48 Interview／橋本佑子
高橋喜和さん（高橋葡萄園代表）

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 星子の地産地消 de クッキング／
干し柿のワインコンポート

56 ほのぼの家族／
川原木 正さん、知美さん、詩音ちゃん、琉星くん一家（軽米町）

震災復興
～新たに芽生える取り組み～

読みもの



■表紙写真
「いわてまち紅娘会

べ こ か い

」のみなさん
「いわてまち紅娘会」は、岩手町在住の「牛に携わ

る女性」で構成されている牛飼い女子グループです。
平成27年度の「いわて発元気な牛飼い女子応援事業」
を契機に結成されました。
会員同士が楽しく交流しながら、測尺による肉用子

牛の発育調査や子牛の手入れ等の研修を行っていま
す。また、産業まつり等のイベントでは、いわて牛の
消費拡大や産地PRなどの活動を行っています。
この日は、おそろいのユニフォームを着て撮影に臨

みました。

左より　武田七恵さん、福士好子さん、早坂八四一さ
ん、横田アエ子さん、佐藤智恵美さん、柳本
裕美さん。

CONTENTS
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50 水稲／長谷川　聡
52 畑作物／小綿寿志
53 きゅうり・トマト／菊池真奈美
54 ピーマン・なす／山田　修
55 葉根菜／洞口博昭
56 花き／佐藤成利
57 果樹／加藤真城
58 飼料作物／山口直己
59 大畜産／及川　修

073 いわての一皿in首都圏レストラン
／川原周佑

074 颯爽 No.239／岩手県農業公社
077 普及員（チーム）紹介

／経営・担い手チーム（中央）
089 クロスワードパズル／ガリアン
090 読者の広場・しゃべこと汁
091 俳句・短歌／中村奈果・菊澤研一
092 あとがき

季節の農作業

60 環境保全型農業のススメ／菅原豊司
78 食と農のはなし／永山久夫
80 続 夫婦円満セミナー／小林美智子
84 日本の農畜産物輸出の現状と課題／下渡敏治

REGULARS

02 指導士協会通信

03 4H Club／久慈市農村青年クラブ

04 岩手県農業農村指導士・青年指導士

10 ／吉田真帆

冬、なにしてる？パート2
12 自慢の逸品！隠れた名品！／藤原千穂
いちごの森クリームシュー（八幡平市）

13 農家レストラン／藤澤真澄
レストランぶどうの樹（紫波町）

16 食の匠にまなぶ／成田恵美
「フキノトウの酢味噌和え」井上キミエさん（滝沢市）

18 県立農業大学校だより
東日本プロジェクト発表会・交換大会で堂々と発表！

20 農に育つ
遠野緑峰高等高校

22 農業研究センター試験研究レポート／大野　浩
不織布ポットを用いたりんごＪＭ7台フェザー苗の
育成方法

24 らぼ・れたあ／松浦拓也
光に照らされ「お色直し」
～パプリカの光照射追熟技術

25 特集

38 ルポルタージュ産地・人を訪ねて／ 多田和幸
次世代を担う若手肉用牛繁殖農家への規模拡大支援
（一関管内における繁殖巡回指導の取り組み）

42 アグリビジネスを拓く 西田絵梨香

「権七園」中里　敬さん（二戸市）
46 IAFS終了生（アグリ管理士）紹介
田村真理子さん（八幡平市）菊地利正さん（一関市）
北田晴男さん（盛岡市）安ケ平一也さん（二戸市）

48 がんばる農業ダンシ／佐々木　貴
舘石政裕さん（宮古市）

64 Interview／橋本佑子
菊地静江さん（JA江刺参与）

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

農福連携の取り組み

読みもの



■表紙写真
「宮古地方農村青年クラブ連絡協議会」のみなさん
宮古地方農村青年クラブ連絡協議会は、宮古市・山田

町の2つの市町の農業青年で構成されており、視察研修、
女子会、消費者を対象とした料理教室など様々な取り組
みを行っています。また、年数回、近隣の農村青年クラ
ブと互いの圃場の見学やバーベキューを楽しむなど、交
流活動も活発です。この日は岩泉町農村青年クラブとの
交流会の一環として、新会長吉濱孝明さんのいちご栽培
施設の視察研修を行い、皆でとれたての甘いいちごを堪
能しました。
右列手前から　佐々木映実さん、木村美由紀さん、卯名

根口加奈子さん、山崎慎也さん、小原幸
（宮古農業改良普及センター）

中列手前から　飛澤敦美さん、吉濱孝太郎くん、吉濱孝
明さん、早川博史（宮古農業改良普及セ
ンター）、熊谷憲幸さん

左列手前から　岩城創さん、芳賀隆さん、上坂喜和さん

CONTENTS
MAY 2016  No.805

36 水稲／長谷川　聡
38 畑作物／小綿寿志
39 きゅうり・トマト／菊池真奈美
40 ピーマン・なす／山田　修
41 葉根菜／洞口博昭
42 花き／佐藤成利
43 果樹／加藤真城
44 飼料作物／山口直己

046 農薬登録情報
057 首都圏からこんにちは／薄衣孝史
058 颯爽 No.240／岩手県農業公社
065 普及員（チーム）紹介

／花き振興チーム（一関）
073 クロスワードパズル／ガリアン
074 読者の広場・しゃべこと汁
075 俳句・短歌／中村奈果・菊澤研一
076 あとがき
124 県が奨励する主要農作物品種

の特性

季節の農作業

60 食と農のはなし／永山久夫
62 続 夫婦円満セミナー／小林美智子
66 農業現場の情報を効率的に取得するフィ
ールドサーバ／深津時広

REGULARS

02 指導士協会通信
県中部ブロック北上支部

03 4H Club／岩手県農村青年クラブ連絡協議会

04 ／山本早苗

ご当地なスイーツ開発をしました
06 自慢の逸品！隠れた名品！／大船渡農業改良普及センター
ピーマンがんづき（大槌町）

07 こだわり加工房／小原　幸
田野畑レディース虹の橋（田野畑村）

10 食の匠にまなぶ／小原　幸
「お団子」佐藤ミノリさん（山田町）

12 県立農業大学校だより
卒業研究、技能五輪県大会に向けて奮闘中

14 農に育つ
北上翔南高等高校

16 農業研究センター試験研究レポート／小原公則
超強力小麦「銀河のちから」の加工特性を引き出
す後期窒素追肥法

18 らぼ・れたあ／吉田徳子
「生産技術体系」の作成に向けて
ただ今調査＆検討中！

19 特集

30 ルポルタージュ産地・人を訪ねて／ 小松真弓
先代の思いを受け継ぎ酪農経営を次のステージへ
（八幡平市 農事組合法人前森山集団農場）

34 アグリビジネスを拓く 澁谷まどか

農事組合法人 SUファーム長志田（金ケ崎町）
48 Interview／橋本佑子
小森彰宏さん（たきざわグリーンワークス会長）

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 星子の地産地消 de クッキング／
岩手野菜で！エッグスラット

56 すてきなあの人／高橋菜津美
菊池美穂さん（遠野市）

いわてオリジナル品種
ブランド化戦略

読みもの



■表紙写真
「株式会社oi Line」の及川徹さん、愛さん夫妻
株式会社oi Lineは奥州市江刺区できゅうりを生産す

る農業法人です。果菜類で新規就農し、8年後の平成
27年に51ａまで規模拡大を行い、法人化しました。
春とはいえハウス内での作業は暑くて大変ですが、お
いしいきゅうりを消費者に届けるため、日々頑張って
います。及川さん夫妻の今後のさらなる活躍に期待で
す！
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■表紙写真
「株式会社JAおおふなとアグリサービス」のみなさん。
「株式会社JAおおふなとアグリサービス」は、JAお
おふなとなどが出資し、平成24年8月に設立した農業
生産法人で、震災からの農業復興と農業の担い手を育
成するために、陸前高田市が浜田川地区に設置した大
規模園芸施設の管理運営等を行っています。大規模園
芸施設ではトマトといちごの栽培に取り組んでおり、
今後も、地域農業の推進役として更なる活躍が期待さ
れています。
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■表紙写真
「ＪＡいわて平泉トマト部会担い手班」のみなさん。
一関市および平泉町では、県最南端の温暖な気候を生
かし、複数の作型を組み合わせたトマト栽培が行われ
ています。担い手班員は部会の若手生産者が中心とな
っていますが、産地の将来を担う意欲のある生産者な
らば、年齢に関係無く参加することができます。毎年
この時期にはお互いの圃場を巡回して、栽培技術の向
上を図るとともに、担い手同士で楽しく交流していま
す。
1列目左から、菅原香織さん、小山　育さん、柴田愛里
(一関農業改良普及センター)
2列目左から、立川正和さん、小山　智さん、菅原　清
さん
3列目左から、高橋正洋さん、菅原良博さん、小野寺勝
義さん
4列目左から、鈴木弘也さん、小山　健さん、佐藤和弘
さん、村上　真さん
5列目左から、三浦　毅さん、佐々木俊之さん（JAい
わて平泉）、後藤忠行さん（JAいわて平泉）
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■表紙写真
県内有数のりんどう産地である奥州市衣川区でりん

どうの収穫作業中の 橋勇太さん。
平成25年に就農し、りんどう30aを経営していま

す。暑い中での収穫作業ですが、アームレスリングで
鍛えた自慢の腕で乗り切ります！
左：秦　広和（奥州農業改良普及センター）
右： 橋勇太さん
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■表紙写真
玉山区黒平豆研究会の皆さん。
盛岡市旧玉山区の在来種である黒平豆は雁喰い豆

（がんくいまめ）と呼ばれ、古くから地元の特産品とし
て愛されてきました。
研究会では栽培方法や栄養成分、加工品、販売方法

等を研究し、広く黒平豆の魅力を発信するため、熱心
な活動を行っています。

左から　山本早苗さん　伊藤善隆さん　山本藤幸さん
荒屋新一さん。
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■表紙写真
岩手県立農業大学校畜産学科肉畜経営科
2年生6名（男子3名、女子3名）
1年生9名（全員男子）
男ばかりでやんちゃな1年生と、それを優しく諭し

指導する2年生、学年の枠を超えチームワークのよい
肉畜経営科です。そろいもそろって牛が大好きな15名、
夢に向かって頑張ってます！
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■表紙写真
「野田村山ぶどう生産組合」のみなさん。
野田村では平成11年ごろからやまぶどうが盛んに栽

培されており、平成18年に「野田村山ぶどう生産組合」
を結成、現在は県内でも有数のやまぶどう産地となっ
ています。
今年10月には農業者の経営安定と地域の活性化等を

目的として村内に「涼海
す ず み

の丘ワイナリー」が整備され、
やまぶどうのみを原料としたワインの醸造が開始され
ました。
今後も野田村のオリジナルワイン作りに向けて、高

品質なやまぶどうを生産します。
後列左から　佐藤嘉美さん、佐々木雄治さん（事務局）
中列左から　田井洋一さん、小野寺健二さん
前列左から　渡辺サトさん、中塚マツノさん
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