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1

●読みもの
34 ここが違う！売れる直売所

第1回／青木隆夫
44 「農本主義」とは、「農の本質」

の発見だったんだ ／宇根　豊

58 食と農のはなし／永山久夫
60 夫婦円満セミナー第4弾

／小林美智子

●季節の農作業
40 ピーマン・なす／菅野遥奈
41 肉牛／神山沙季

●REGULARS

2 指導士協会通信／古川　勉

3 4H Club

30 農業と気象／蒔苗　仁
33 普及員紹介／永田早紀さん
38 調査研究／中央農業改良普及センター
56 颯爽／岩手県農業公社　
67 クロスワードパズル
68 俳句／二階堂光江
69 短歌／菊澤研一
69 読者のひろば・しゃべこと汁
70 あとがき

4 地域おこし協力隊 三宅博都

雫石町地域おこし協力隊（雫石町）
5 こだわり加工房／澁谷まどか
よつ葉のまんま屋（石鳥谷町）

8 食の匠にまなぶ／山本明日香
「まめぶ」小向京子さん（久慈市）

10 県立農業大学校だより
「卒業研究の取りまとめ」に奮闘中！（花き経営科2年）

12 農業研究センター試験研究レポート／寺田道一
「ひとめぼれ」鉄コーティング湛水直播栽培での良質米安
定生産

14 らぼ・れたあ／有馬　宏
最新の実証研究をお目にかけます！
～「トマト栽培セミナー」を開催しました～

15 話題の雑草講座／尾形　茂
水稲の雑草「タイヌビエ」

16 星子の地産地消 de クッキング／
寒じめほうれんそうとあさりのクリ－ムスープ

17 すてきなあの人／昆野善孝
高岡朋子さん（九戸村）

18 自慢の逸品！隠れた名品！
安代りんどう染め（八幡平市）

19 特集

いわてのスマート農業最前線
32 首都圏からこんにちは／齋藤結衣

48 Interview／橋本佑子
及川千富さん（平成29年度農事功績者表彰事業 緑白綬有功章 受章）

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 あの人はいま？／三保野元紀
南黒沢直人さん

（表紙写真撮影／坂本廣美）

・前列左から 山屋祐太さん、中村
匡志さん、熊谷　優さん

・中列左から 山崎　敏さん、西塚
和貴さん、植村勇輝さん、荒谷祐
介（岩泉普及サブセンター）

・後列左から 阿部良二さん、佐々
木秀樹さん、笹　隆さん

「Iwaizumi Cattle Breeding & Management」は、岩泉町
の若手酪農家と関係者で構成されるグループです。
当グループでは、乳牛の飼養管理技術と繁殖成績の向上をテー

マとして、牛群検定成績を活用した飼養管理改善と和牛受精卵移
植を実施しています。
今後も検討会を重ね、これまでに得た成果を個々の経営に活か

せるよう取り組んでいきます。
また、昨年の台風10号被災に際しましては、県内の皆さま方

から暖かい御支援をいただき、この場をお借りしてお礼申し上げ
ます。

■表紙写真
研究グループ「Iwaizumi Cattle Breeding & Management」と酪農関係者の皆さん
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●読みもの
32 ここが違う！売れる直売所

第2回／青木隆夫
58 食と農のはなし／永山久夫
60 夫婦円満セミナー第4弾

／小林美智子

●季節の農作業
42 ピーマン・なす／菅野遥奈
43 花き／梅澤　学
44 りんご／秦　広和
45 特産果樹／柳本麻衣
46 乳牛／新井勇児

●REGULARS

2 指導士協会通信／岩崎　隆
3 4H Club

37 普及員紹介／数藤慶亮さん
38 調査研究／中央農業改良普及センター
40 農業と気象／齋藤賢悟
56 颯爽／岩手県農業公社　
66 農薬登録情報
67 クロスワードパズル
68 俳句／二階堂光江
69 短歌／菊澤研一
69 読者のひろば・しゃべこと汁
70 あとがき

4 地域おこし協力隊 石井扶佐子

NPO法人 体験村・たのはたネットワーク（田野畑村）
5 農家レストラン／氏橋明子
花と泉の公園内レストランはずみ（一関市花泉町）

8 食の匠にまなぶ／小原　幸
「麦ぞうすい」神楽栄子さん（宮古市）

10 県立農業大学校だより
われら果樹戦隊マジメンジャー（第2報）（果樹経営科2年）

12 農業研究センター試験研究レポート／高草木雅人
乗用型ポット苗田植機を用いた雑穀の機械移植技術

14 らぼ・れたあ／土谷のぞみ
おがってくれよ、未来の種雄牛！
～日本短角種産肉能力検定（直接法）が始まりました

15 話題の雑草講座／尾形　茂
水田の雑草「コウキヤガラ」

16 岩手生物工学研究センター IBRC／杉原永康
「地方自治法施行70周年記念総務大臣表彰」を受けて

17 すてきなあの人／田口礼人
佐藤瑠太さん（野田村）

18 自慢の逸品！隠れた名品！ 小笠原南美

雫石のなたね油「菜の雫」（雫石町）
19 特集

岩手県のGAP普及拡大の取り組み
36 いわての食財in首都圏レストラン／今野泰史

48 Interview／橋本佑子
榎本房枝さん（さいたま榎本農園）

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 あの人はいま？／阿部　陽
菅原　孝さん（北上市）

（表紙写真撮影／坂本廣美）

前列右から時計まわりに　
木元由美子さん（代表）、種市とし子
さん、齊藤ひろ子さん、荒川淳子さ
ん、齊藤和代さん、小林美奈子さん、

安代りんどう工房 潤は八幡平市安代地区でりんどう染め
に取り組んでいる、生産者7名のグループです。
日本一のりんどう産地「安代りんどう」の新たな魅力発信、

規格外品の有効活用、農閑期の収入アップをめざし、活動し
ています。
工房の皆さんが身につけている、ストールなど小物類のり

んどう染めや販売のほか、染めもの体験の受け入れなどにも
取り組んでいます。
商品の詳細は、農業普及1月号の自慢の逸品コーナーをご

覧ください。

■表紙写真
『安代りんどう工房 潤（じゅん）』の皆さん
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●読みもの
32 ここが違う！売れる直売所

第3回／青木隆夫
55 収入保険がはじまります

／NOSAI

66 食と農のはなし／永山久夫
68 夫婦円満セミナー第4弾

／小林美智子

●季節の農作業
42 水稲／渡邉紀之
44 畑作物／斎藤真理子
45 きゅうり・トマト／川原周祐
46 ピーマン・なす／菅野遥奈
47 葉根菜／武田純子
48 花き／梅澤　学
49 りんご／秦　広和
50 肉牛／神山沙季
51 飼料作物／小岩　茜

●REGULARS

2 指導士協会通信
3 4H Club

37 普及員紹介／吉田優里さん
38 調査研究／中央農業改良普及センター
40 農業と気象／藤原政志
41 農薬登録情報
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 地域おこし協力隊 渡辺苑子

一関市農村地域づくり活動支援員
5 こだわり加工房／ 小原　幸
よってけ市場 加工場（岩泉町）

8 食の匠にまなぶ
「手打ちそば」立花怜子さん（八幡平市）

10 県立農業大学校だより
農大での経験を自分の将来に生かす（野菜経営科2年）

12 農業研究センター試験研究レポート／佐藤　真
春期牧草播種と秋追播による植生改善技術

14 らぼ・れたあ／高草木雅人
第10回の節目を迎えて
～「平成29年度二戸地域雑穀推進大会」が
開催されました

15 話題の雑草講座
牧草地の雑草「エゾノギシギシ」

16 星子の地産地消 de クッキング／
ジューシーミートパイ

17 すてきなあの人／中村久美子
阿部和恵さん（一関市）

18 自慢の逸品！隠れた名品！ 高橋菜津美

手作りほうき（遠野市）
19 特集

労働力確保・雇用を考える
36 首都圏からこんにちは／齋藤結衣

56 Interview／橋本佑子
渡邉里沙さん（（有）秀吉食材事業部 取締役・いわて塩の道トレイルクラブ 代表）

58 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

63 あの人はいま？／佐藤　敬
菊池靖樹さん（奥州市）

（表紙写真撮影／坂本廣美）

前列左から　
吉田雄次郎さん（会長）、佐々木久江
さん（副会長）

後列左から　
山崎慎弥さん（事務局員）、伊藤敬治
さん（参与）、上野春和さん（事務局
長）

岩手県農村青年クラブ連絡協議会は、県内にある21地
区・地方連単位の4Hクラブで構成される組織です。
今年度は「熱誠・邁進～集え次世代のアグリニスト～」を

活動スローガンに、県内外の4Hクラブ員同士の交流や研鑚
を図ることを目的に、研修会やイベントを企画・運営してき
ました。
この写真は、「アグリネットワーク2018青年の集い」開

催前に撮影したものです。アグリネットワークの様子につい
ては、今月の4H Clubコーナーをご覧ください。

■表紙写真
岩手県農村青年クラブ連絡協議会　役員会メンバー
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●読みもの
34 ここが違う！売れる直売所

第4回／青木隆夫
70 食と農のはなし／永山久夫
72 夫婦円満セミナー第4弾

／小林美智子

●季節の農作業
48 水稲／渡邉紀之
50 畑作物／斎藤真理子
51 きゅうり・トマト／川原周祐
52 ピーマン・なす／菅野遥奈
53 葉根菜／武田純子
54 花き／梅澤　学
55 りんご／秦　広和
56 特産果樹／柳本麻衣
57 乳牛／新井勇児
58 飼料作物／小松真弓

●REGULARS

2 指導士協会通信
3 4H Club

43 普及員紹介／佐藤恵梨子さん
44 農業と気象／蒔苗　仁
46 調査研究／中央農業改良普及センター
59 農薬登録情報
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 地域おこし協力隊 平　真弓

やりたい！をカタチに。
私が感じた紫波町の魅力

5 こだわり加工房／ 山口恵子
モーちゃんアイス工房（奥州市）

8 食の匠にまなぶ
「重っこ料理（煮しめ）」石亀文子さん（雫石町）

10 県立農業大学校だより
最後の事例研究は兵庫県！
～黒毛和種の祖、但馬牛を学ぶ～
（肉畜経営科2年）

12 農業研究センター試験研究レポート／長嶺達也
生食用露地ほうれんそうの栽培法

14 らぼ・れたあ／澤田　建
検定も大詰め！期待の基幹種雄牛は！？
～平成28年度開始現場後代検定

15 話題の雑草講座
ほうれんそうの雑草「ゴウシュウアリタソウ」

16 岩手生物工学研究センター IBRC／和賀佳子
「公益財団法人岩手生物工学研究センター設立25周年を祝う会」開催

17 すてきなあの人／藤原千穂
今松真理さん（八幡平市）

18 自慢の逸品！隠れた名品！ 数藤慶亮

ボリューム満点！和山もりそば（釜石市）
19 特集

食料生産地域再生のための先端技術
（先端プロ）

38 ルポルタージュ産地・人を訪ねて／ 伊藤美穂
二戸・世界に愛される酒米（新岩手農協北部地域稲作部会二戸支部酒米研究会）

42 いわての食財 in首都圏レストラン／今野泰史

60 Interview／橋本佑子
松元　榮さん・良子さん（（有）プロスパーデーリーファーム）

62 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

67 あの人はいま？／永田早紀
須崎智博さん（一関市）

（表紙写真撮影／坂本廣美）

（農）BIG・FARM 橋は、金ケ崎町西根和光で乳牛210
頭を飼養し、自給飼料85haを管理する酪農場です。晃路さ
んは、平成19年度に就農し、農場では主に飼養管理と搾乳
を担っています。写真は、TMR（混合飼料）粒度の点検作
業の一コマで、粒度を適切に保つことは、牛が栄養をバラン
スよく摂取し健康を維持するために欠くことができません。
晃路さんは、原料と量の変更のたびにこのようなチェックを
こまめに行っています。この日も適切な粒度であることが確
認できました。

■表紙写真
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●読みもの
74 食と農のはなし／永山久夫
76 夫婦円満セミナー第4弾

／小林美智子

80 農家住宅推進モデル地区の取り組み
／岩手県農林水産部農業振興課 菅原良文

●季節の農作業
52 水稲／渡邉紀之
54 畑作物／斎藤真理子
55 きゅうり・トマト／川原周祐
56 ピーマン・なす／菅野遥奈
57 葉根菜／武田純子
58 花き／梅澤　学
59 りんご／秦　広和
60 特産果樹／柳本麻衣
61 肉牛／神山沙季
62 飼料作物／小松真弓

●REGULARS

2 指導士協会通信
3 4H Club

41 普及員紹介／織笠千夏さん
42 農業と気象／蒔苗　仁
46 農薬登録情報
50 調査研究／中央農業改良普及センター
72 颯爽／岩手県農業公社
79 クロスワードパズル
82 俳句／二階堂光江
83 短歌／菊澤研一
83 読者のひろば・しゃべこと汁
84 あとがき

県が奨励する農産物品種の特性

4 岩手県農業農村指導士・青年指導士 新規認定者

8 地域おこし協力隊
花巻農業女子プロジェクト
「農

のう

花
か

アグリヴィリーノ」
9 活き活き直売所／長 優子

道の駅 石神の丘・産地直売所（岩手町）
12 食の匠にまなぶ／皆川歌織
「かまもち」佐藤ミキ子さん（大船渡市）

14 県立農業大学校だより
平成29年度卒業式が挙行されました

16 農業研究センター試験研究レポート／
硬盤破砕と表層撹拌を組み合わせた草地更新技術の確立

18 らぼ・れたあ／飯村太一
TMRを活用して黒毛和種育成牛の発育改善に挑戦！

19 話題の雑草講座
大豆の難防除雑草「帰化アサガオ類」

20 星子の地産地消 de クッキング／千葉星子
だし巻き卵と高原野菜のサンドイッチ

21 ほのぼの家族／
合砂哲士さん一家（岩泉町）

22 自慢の逸品！隠れた名品！
桑茶ソフト（北上市）

23 特集

集落営農の園芸導入による収益向上
36 ルポルタージュ産地・人を訪ねて／ 藤井伸行
地域の団結により、地域営農を受け継ぎ次世代へ
～「農事組合法人月山」（住田町）の設立～

40 首都圏からこんにちは／齋藤結衣

64 Interview／橋本佑子

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 あの人はいま？／安久津留奈
工藤美緒さん（二戸市）

「プティパルク高田」（代表：村上誉博さん）は、
陸前高田市の矢作川沿いにある16棟のハウスで花苗
を主体に取り組む、気仙地域における花苗生産の大
黒柱的な生産者です。
村上さんは震災前から花苗の生産に取り組んでお

り、7年前の津波により竹駒町にあった施設が出荷を
目前に流失するなど、大変な苦労を経験しましたが、
気仙地域の夏季冷涼な気象条件を逆手に取り、3～4
月と10～11月はパンジー・ビオラ、6～8月は日々
草を主力に、震災前から支えてくれるパートさんた
ちと共に、品質にこだわって栽培しています。
花苗の品質が評価され、数年前からホームセンタ

ーから依頼を受け、主力品目を管理する合間に「シ
ョウガ」や「ヤーコン」などの野菜苗生産にも取り
組むなど、施設を効率的に活用した経営に努めてお
り、気仙地域の担い手として益々活躍するものと期
待されます。

■表紙写真
「プティパルク高田」のみなさん

（表紙写真撮影／坂本廣美）

後列左より 吉田保正さん、菅野保子さん、
菅野　彩さん

中列左より 岩渕幸子さん、佐藤昌子さん、
村上千奈子さん、金野トキヨさん

前列左より 村上志保さん、村上誉博さん、外舘光一
（前大船渡農業改良普及センター）
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後列左より □□□□さん、□□□□さん、
□□□□さん

中列左より □□□□さん、□□□□さん、
□□□□さん、□□□□さん

前列左より □□□□さん、□□□□さん、
（□□□農業改良普及センター）

C O N T E N T S
JUNE 2018  No.830

6

●読みもの
33 『岩手県産業用無人ヘリコプターオ

ペレーター連絡協議会』活動紹介
／木村諭美野

36 モザイク型農業が求められている
／香川文庸

60 新体制下の農業委員会の組織と業
務はどうなったか
／柚木茂夫

74 食と農のはなし／永山久夫
76 夫婦円満セミナー第4弾

／小林美智子

●季節の農作業
50 水稲／多田周平
51 畑作物／斎藤真理子
52 きゅうり・トマト／川原周祐
53 ピーマン・なす／菅野遥奈
54 葉根菜／松浦拓也
55 花き／赤坂志保
56 りんご／秦　広和
57 特産果樹／柳本麻衣
58 乳牛／伊藤孝浩
59 飼料作物／小松真弓

●REGULARS

2 指導士協会通信
3 4H Club

18 農業と気象／齋藤賢悟
45 普及員紹介／小野寺真由さん
46 農薬登録情報
48 調査研究／中央農業改良普及センター
72 颯爽／岩手県農業公社
81 クロスワードパズル
82 俳句／二階堂光江
83 短歌／菊澤研一
83 読者のひろば・しゃべこと汁
84 あとがき

4 自慢の逸品！隠れた名品！
ほや塩ソフト（洋野町）

5 活き活き直売所／内田愛美
オドデ館（九戸村）

8 食の匠にまなぶ／小原　幸
「花ひゅうず」佐々木まき子さん（宮古市）

10 県立農業大学校だより
春作業に全力投球！！（農産経営科１年）

12 農業研究センター試験研究レポート／
水稲品種「銀河のしずく」の栄養診断基準の策定

14 らぼ・れたあ／小野直毅
薬用作物生産技術研修会で活発に意見交換

15 話題の雑草講座
飼料用とうもろこしの雑草「イチビ」

16 岩手生物工学研究センター IBRC／矢野　明
「いわて農林水産物機能性活用研究会」
シンポジウム開催告知

17 がんばる農業ダンシ／小笠原南美
袴田健太郎さん（盛岡市）

19 特集

岩手県農業研究センターで開発された
新技術

40 ルポルタージュ産地・人を訪ねて／ 河田道子
江刺りんご「40年の歩み」
～岩手江刺農協　りんご部会～

44 いわての食財 in首都圏レストラン／今野泰史

64 Interview／橋本佑子
山内貴義さん

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 あの人はいま？／ 菅野遥奈
佐々木輝昭さん（ ）

新入生42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、「桜花爛漫」という言葉にふさわしい満開の桜の下、全校

生徒84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、実習を一生懸命に頑張っています！

■表紙写真
「岩手県立農業大学校」のみなさん

（表紙写真撮影／坂本廣美）
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後列左より □□□□さん、□□□□さん、
□□□□さん

中列左より □□□□さん、□□□□さん、
□□□□さん、□□□□さん

前列左より □□□□さん、□□□□さん、
（□□□農業改良普及センター）

C O N T E N T S
JULY 2018  No.831

7

●読みもの
56 農産物のインターネット直販

／山田　稔

70 食と農のはなし／永山久夫
72 夫婦円満セミナー第4弾

／小林美智子

●季節の農作業
46 水稲／多田周平
47 畑作物／斎藤真理子
48 きゅうり・トマト／川原周祐
49 ピーマン・なす／菅野遥奈
50 葉根菜／松浦拓也
51 花き／赤坂志保
52 特産果樹／柳本麻衣
53 肉牛／神山沙季
54 飼料作物／小松真弓

●REGULARS

2 指導士協会通信
3 4H Club

34 農業と気象／蒔苗　仁
41 普及員紹介／太田美晴さん
44 調査研究／中央農業改良普及センター
68 颯爽／岩手県農業公社
77 農薬登録情報
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

4 自慢の逸品！隠れた名品！
鱈味噌おからパーフェクトマフィン
（宮古市）

5 活き活き直売所／小田島　裕
恵み市（けせん産直組合）（陸前高田市）

8 食の匠にまなぶ／内田愛美
「きんかもち」工藤潤子さん（二戸市）

10 県立農業大学校だより
雨にも負けず！風にも負けず！ハウスの暑さにも負けず！
（野菜経営科１年）

12 農業研究センター試験研究レポート／
りんご「紅いわて（岩手7号）」の特性と着果基準

14 らぼ・れたあ／羽田雅紀
ナイスなバディのニューフェイス！
新規基幹種雄牛「辰美継」選抜

15 話題の雑草講座
水田の雑草「イヌホタルイ」

16 星子の地産地消 de クッキング／千葉星子
枝豆の冷製スープ

17 ほのぼの家族／舘山保奈美
佐々木琢也 さん一家（奥州市）

19 特集

岩手で頑張る女性農業者
36 ルポルタージュ産地・人を訪ねて／
地域活性化と産地づくりの魅力ある担い手
紫波町 農事組合法人水分農産

40 首都圏からこんにちは／小野善明

60 Interview／橋本佑子
白石雄一さん（白石食品工業株式会社代表取締役社長）

62 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

67 あの人はいま？／
小岩　仁さん（ ）

野田村のカモミール栽培は、復興支援の一環とし
てカモミールを使った化粧品などの製品を製造・販
売するカミツレ研究所（東京都）より契約栽培の申
し出があったことがきっかけで始まりました。
平成25年12月に野田村カモミール生産組合（4

戸・1団体、弐又文雄会長）が設立され、現在はこ
の組合のみなさんが中心となって生産に取り組んで
います。
写真撮影の日は収穫にはやや早い時期ですが、数

日後には収穫が始まります。

前列左から
小野寺信子さん（副会長）、弐又文雄さん（会
長）、渡辺サトさん
中列左から
柏木貴美子さん、欠端まさ子さん、中野みね
子さん、弐又良子さん、丹治和子さん、駒木
幸子さん
後列左から
坂本良太さん（事務局：野田村産業振興課）、

修（久慈農業改良普及センター）

■表紙写真
「野田村カモミール生産組合のみなさんと収穫手伝い」のみなさん

（表紙写真撮影／坂本廣美）
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後列左より □□□□さん、□□□□さん、
□□□□さん

中列左より □□□□さん、□□□□さん、
□□□□さん、□□□□さん

前列左より □□□□さん、□□□□さん、
（□□□農業改良普及センター）

C O N T E N T S
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8

●読みもの
50 農産物のインターネット直販

／山田　稔

66 食と農のはなし／永山久夫
68 夫婦円満セミナー第4弾

／小林美智子

●季節の農作業
42 水稲／多田周平
43 畑作物／斎藤真理子
44 きゅうり・トマト／川原周祐
45 ピーマン・なす／菅野遥奈
46 葉根菜／松浦拓也
47 花き／赤坂志保
48 りんご／秦　広和
49 乳牛／伊藤孝浩

●REGULARS

2 指導士協会通信
3 4H Club

37 普及員紹介／佐藤　翼さん
38 農業と気象／齋藤賢悟
40 調査研究／盛岡農業改良普及センター
64 颯爽／岩手県農業公社
73 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 地域おこし協力隊
奥州市地域おこし協力隊

5 活き活き直売所／小笠原南美
あづまね産直（紫波町）

8 食の匠にまなぶ／小原　幸
「ツルクビのいものこ汁」千葉安子さん
（一関市）

10 県立農業大学校だより
花きの栽培・研究・検定に日々奮闘中！（花き経営科）

12 農業研究センター試験研究レポート／
キビ品種「ひめこがね」の収穫適期

14 らぼ・れたあ／大野　浩
育てよ、新たなワイナリー
醸造用ぶどう栽培技術フォローアップ講座

15 話題の雑草講座
難防除雑草「アレチウリ」

16 岩手生物工学研究センター IBRC／西原昌宏
重イオンビームを用いた作物育種の取り組み
―突然変異育種の効率化をめざして―

17 がんばる農業ダンシ／小田島　裕
太田弘樹さん（陸前高田市）

18 自慢の逸品！隠れた名品！ 織笠千夏

手作りシフォンケーキ＆ねりきり（金ケ崎町）
19 特集

冬春期出荷できる新たな品目
30 ルポルタージュ産地・人を訪ねて／ 佐藤恵梨子
「菌床しいたけ」がアツい。～久慈地域～

34 農業農村整備紙芝居の舞台となった農地・農業用施設の今
／

～渋民村の船田堰（盛岡市玉山）～
36 いわての食財in首都圏レストラン／今野泰史

56 Interview／橋本佑子
藤江　修さん（農事組合法人 門崎ファーム代表理事組合長）

58 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

63 あの人はいま？／ 荒谷祐介
田河原憲幸さん（ ）

JAいわて中央管内では、平成25年から試験的
にズッキーニの栽培を開始しましたが、年々作付
けが拡大し、今年度は31ha、100名を超える東
北一の産地となりました。
JAでは、今年度新たに、部会を設立し、指導

会や巡回などを通じて相互の技術研鑽
さん

と生産拡大
につなげていく予定です。
写真は、営農組織で栽培に取り組んでいるズッ

キーニであり、収穫盛期をむかえたところです。

前列右から
川村良道さん（専門委員長）、及川美佳
（盛岡農業改良普及センター）
2列目右から
鷹觜　健さん（JAいわて中央）、ほか生産
者のみなさん

■表紙写真
「JAいわて中央野菜生産部会ズッキーニ専門委員会」のみなさん

（表紙写真撮影／坂本廣美）
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C O N T E N T S
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9

●読みもの
66 食と農のはなし／永山久夫
68 夫婦円満セミナー第4弾

／小林美智子

●季節の農作業
44 水稲／多田周平
45 畑作物／斎藤真理子
46 きゅうり・トマト／川原周祐
47 ピーマン・なす／菅野遥奈
48 葉根菜／松浦拓也
49 花き／赤坂志保
50 りんご／秦　広和
51 特産果樹／柳本麻衣
52 肉牛／神山沙季
53 飼料作物／小松真弓

●REGULARS

2 指導士協会通信
3 4H Club

39 普及員紹介／砂子田慎一郎さん
40 農業と気象／砂子幸弘
42 調査研究

／八幡平農業改良普及センター岩手町駐在

54 農薬登録情報
64 颯爽／岩手県農業公社
71 クロスワードパズル
72 俳句／二階堂光江
73 短歌／菊澤研一
73 読者のひろば・しゃべこと汁
74 あとがき

4 自慢の逸品！隠れた名品！ 小野浩司

小鳥谷ぶどうジュース（ ）

5 こだわり加工房／
工房ベリーマン（金ケ崎町）

8 食の匠にまなぶ／
「ゆべし」石川栄子さん（陸前高田市）

10 県立農業大学校だより
ウルトラマンエースのごとく（果樹経営科1年）

12 農業研究センター試験研究レポート／
四季成り性いちご品種「なつあかり」を
用いた2年栽培作型

14 らぼ・れたあ／
外来雑草の拡散を防げ！
ワルナスビの防除試験を始めました

15 話題の雑草講座
「ネズミムギ」

16 星子の地産地消 de クッキング／
なすのワイン煮

17 さわやかカップル／藤澤由美子
阿部隼人さん、美桜子さん（西和賀町）

19 特集

加工・業務用野菜の取り組み
32 ルポルタージュ産地・人を訪ねて／ 薄衣麻里子
黒星病から日本なしを守る
～いわて平泉農業協同組合果樹部会梨専門部～

36 農業農村整備紙芝居の舞台となった農地・農業用施設の今
／

～奥玉の地蔵田（一関市千厩町）～
38 首都圏からこんにちは／小野善明

56 Interview／橋本佑子
越戸俊男さん（ ）

58 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

63 あの人はいま？／ 細野ちはる
山中博喜さん、由美子さん夫妻（ ）

二戸地方観光農業推進協議会は、農業を活
用した観光事業の発展を図るため平成24年に
設立されました。
地域の観光農園の育成やブランド果物の知

名度向上をめざし、収穫体験の受け入れや百
貨店での試食販売に取り組んでいます。
この写真は、沖縄県からのさくらんぼ収穫

体験ツアーを受け入れ後に撮影したものです。
さくらんぼの収穫が最盛期を迎える中での

受け入れは大変なことも多いですが、これか

らも地域で協力して収穫体験を通じた消費者
交流に取り組んでいきます。
さくらんぼ収穫体験の詳細は、普及現地情

報のコーナーをご覧ください。

■表紙写真
二戸地方観光農業推進協議会が実施したさくらんぼ収穫体験

（表紙写真撮影／坂本廣美）

前列左より 二戸地方観光農業推進協議会会員
荒谷直大さん、荒谷一也さん

後列左より 二戸農業改良普及センター
小野浩司、戸田沢ひかる
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C O N T E N T S
October 2018  No.834

10

●読みもの
60 食に関するリスクを考える

／大熊廣一

74 食と農のはなし／永山久夫
76 夫婦円満セミナー第4弾

／小林美智子

●季節の農作業
48 水稲／多田周平
49 畑作物／斎藤真理子
50 きゅうり・トマト／川原周祐
51 ピーマン・なす／菅野遥奈
52 葉根菜／松浦拓也
53 花き／赤坂志保
54 りんご／秦　広和
55 特産果樹／柳本麻衣
56 乳牛／伊藤孝浩
57 飼料作物／小松真弓

●REGULARS

2 指導士協会通信
3 4H Club

34 農業と気象／蒔苗　仁
43 普及員紹介／柳本麻衣さん
46 調査研究

／大船渡農業改良普及センター　

58 農薬登録情報
72 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

4 地域おこし協力隊
北上市地域おこし協力隊

5 活き活き直売所／ 土田泰輔
JA新いわてふれあい産直ショップ 花野果（久慈市）

8 食の匠にまなぶ／織笠千夏
「ジュウネ料理」ジュウネ料理普及会（ ）

10 県立農業大学校だより
機械大好き！農業女子をめざして！（ ）

12 農業研究センター試験研究レポート／大野　浩
ぶどう醸造用品種への垣根仕立て法の導入効果

14 らぼ・れたあ／熊谷初美
主流は秋から春へ！
春まきたまねぎの収穫が始まりました

15 話題の雑草講座 高草木雅人

雑穀の除草技術
16 岩手生物工学研究センター IBRC／阿部　陽
独自の遺伝資源と基礎研究で品種開発をアシスト

17 がんばる農業ダンシ／小笠原南美
（ ）

18 自慢の逸品！隠れた名品！ 鈴木　翔

菜の花こーん＆菜の花こーんのかき揚げ（ ）

19 特集

排水対策の重要性
36 ルポルタージュ産地・人を訪ねて／ 太田美晴
八幡平の山菜ブランド確立に向けて！
～八幡平山菜栽培研究会、設立10年の歩み～

40 「希望郷いわて」農業・農村の復興に向けて
／

～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～

42 いわての食財 in首都圏レストラン／今野泰史

64 Interview／橋本佑子
五日市亮一さん（ ）

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 あの人はいま？／ 木村陽子
平賀恒樹さん、悦子さん（ ）

若手りんご生産者グループ「ＴＨＥ ＲＩＮＧ
Ｏ ＳＴＡＲ」は平成26年に結成された20～
40代の生産者が集まったグループで、現在は
20名で活動しています。
デニム生地のエプロンをユニフォームに、り
んごにもっと興味を持ってもらえるよう、小学
校への出前授業や保育園児のりんご収穫体験会
を開催し、「地元においしいりんごがあること」
や「りんご栽培の苦労やよろこび」を子供たち
にアピールしています。今年度は出前授業用Ｄ

ＶＤ「りんご畑の1年」を製作し、花巻市内の
19小学校へ配布するなど、関係機関からもます
ます注目される存在になっています。
写真は、収穫期を迎えた極早生品種「紅ロマ
ン」の前で撮影しました。

■表紙写真
花巻農協果樹部会 若手りんご生産者グループ「ＴＨＥＲＩＮＧＯＳＴＡＲ」のみなさん

（表紙写真撮影／坂本廣美）

左より
晴山昌晃さん、小原　忍さん、宇津宮邦昭
さん（会長）、浅沼慶宣さん、阿部真也さん、
高橋　司（中央農業改良普及センター地域
普及グループ）
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●読みもの
66 食と農のはなし／永山久夫
68 夫婦円満セミナー第4弾

／小林美智子

72 食に関するリスクを考える
／大熊廣一

●季節の農作業
46 水稲／多田周平
47 畑作物／斎藤真理子
48 きゅうり・トマト／川原周祐
49 ピーマン・なす／菅野遥奈
50 花き／赤坂志保
51 りんご／秦　広和
52 肉牛／神山沙季

●REGULARS

2 指導士協会通信
3 4H Club

18 農業と気象／齋藤賢悟
43 普及員紹介／皆川歌織さん
44 調査研究

／久慈農業改良普及センター　

53 農薬登録情報
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！
手づくり ブルーベリーソース＆りんごソース（ ）

5 アグリビジネスを拓く／澁谷まどか
豆蔵おしきり（花巻市）

8 食の匠にまなぶ／
「かっけ（そば、むぎ）」柳下アイ子（ ）

10 県立農業大学校だより
なりたい自分を作り上げていく時間（ ）

12 農業研究センター試験研究レポート／吉田　登
トウモロコシ子実・飼料用米ＳＧＳを多給した
南部かしわの発育及び産肉成績

14 らぼ・れたあ／
黒毛和種肥育期間短縮技術の開発に向けて
3回目の試験が始まりました

15 話題の雑草講座
たまねぎ春まき作型における雑草防除法

16 星子の地産地消 de クッキング／千葉星子
さといもたっぷり！簡単混ぜご飯

17 さわやかカップル／一沢あゆみ
中屋敷　稔さん、めいさん（久慈市山形町）

19 特集

農業気象災害対策（台風・豪雨）
32 ルポルタージュ産地・人を訪ねて／
二子さといものさらなるブランド確立に向けて

37 岩手ぅんめぇ～もん！！グランプリ2018レポート／岩手県農林水産部流通課

40 地下水位制御システムを導入している先進地の取り組み
／

42 首都圏からこんにちは／小野善明

56 Interview／橋本佑子
袴田大輔さん（ ）

58 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

63 あの人はいま？／
細川勝浩さん（ ）

宮古地域銀河のしずく研究会は、岩手県オリジナル水稲品
種「銀河のしずく」のデビューに伴い、3年前に設立された組
織です。
この日は、佐々木政司研究会会長の圃場で「刈取適期の判
断」方法を学ぶ現地研修会が開催され会員が集合しました。
今年度は「銀河のしずく」を栽培する仲間が増え、「おいしい
お米を生産し、消費者の皆さんに届けよう！」と生産者、関
係機関・団体が一体となって取り組んでいます。

（宮古農業改良普及センター佐藤　翠）

■表紙写真
宮古地域銀河のしずく研究会のみなさん

（表紙写真撮影／坂本廣美）
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●読みもの
58 食と農のはなし／永山久夫
60 夫婦円満セミナー第4弾

／小林美智子

64 食に関するリスクを考える
／大熊廣一

●季節の農作業
44 きゅうり・トマト／川原周祐
45 花き／赤坂志保
46 乳牛／伊藤孝浩

●REGULARS

2 指導士協会通信
3 4H Club

18 農業と気象／蒔苗　仁
37 普及員（チーム）紹介

／集落営農推進チーム
42 調査研究

／二戸農業改良普及センター　

56 颯爽／岩手県農業公社
67 農薬登録情報
69 クロスワードパズル
70 俳句／二階堂光江
71 短歌／菊澤研一
71 読者のひろば・しゃべこと汁
72 あとがき
78 総目次

4 自慢の逸品！隠れた名品！
草木染めハンカチ、ストール（ ）

5 活き活き直売所／
道の駅むろね（ ）

8 食の匠にまなぶ／
「いものこ汁」
ふたごいものこ母ちゃんの会代表 小原澄子（ ）

10 県立農業大学校だより
夢の実現をめざして（ ）

12 農業研究センター試験研究レポート／
乗用型管理機を用いたほうれんそう軽労生産技術体系と
大規模経営モデル

14 らぼ・れたあ／
「牛の・牛による・牛のための」放牧地再生へ
蹄耕法による草地更新の様子を紹介します

15 話題の雑草講座
牧草地の雑草「ワルナスビ」

16 岩手生物工学研究センター IBRC／矢野　明
健康機能を有する農林水産物の活用による
地域振興プロジェクト

17 ほのぼの家族／
藤村　正さん、恵さん、晄士くん（ ）

19 特集

外部専門家の活用による経営改善の
取り組みの有効性

30 ルポルタージュ産地・人を訪ねて／
復旧農地から地域復興に向けた取り組みを発信

34 農業水利施設の維持管理
～土地改良区（水土里ネット）の取り組みとアドプト活動～
／

36 いわての食財 in首都圏レストラン／今野泰史

48 Interview／橋本佑子
大西智史さん（ ）

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 あの人はいま？／
西　正輝さん（ ）

〈設立経緯〉
長年地域活性化を追い求めて視察研修を重

ね、高齢者でも取り組める羊の飼養にたどり着
き平成28年に「下大桑ヒツジ飼育者の会」を
設立しました。
「年寄りには生きがいを、若者には希望の持
てる地域づくり」をスローガンに、設立から3
年目の現在、会員は15名、飼養頭数は仔羊を
含め19頭まで増えています。

〈今後の目標〉
①羊の肉と羊毛と皮の販売拠点を作る。
（地元農産物や加工品も開拓販売）
②教育機関や福祉施設と協力し、羊によるセラ
ピーで地域貢献する。

③観光農園として都市農村交流につなげる。
④飼養頭数100頭をめざす。

■表紙写真
下大桑ヒツジ飼育者の会のみなさん

（表紙写真撮影／坂本廣美）
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