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いわて法人経営シリーズ／戸来昭男（有）千春農場（葛巻町）67

農業研究センター・試験研究レポート／高橋智宏

水稲の生育ステージを予測して冷害を予防し、適切な栽培管理を行う 4

地球温暖化Q＆A 7

2011・6・746号

C O N T E N T S

いわて農業のいま★みらいをリードするアグリ・マガジン

葉根菜／高橋大輔 36
りんどう／菊地淑子 37
りんご／今野泰史 38
ぶどう／藤田章宏 39

飼料作物／小松真弓 40
乳牛／神山　洋 41

特集

■表紙写真
水稲の育苗ハウス（奥州市）
写真右：岩崎澄人さん（青年農業者）
写真左：活動を支援している

奥州農業改良普及センター
千葉克彦上席農業普及員

食の匠にまなぶ／志田たつ子 アマランサス入りおやつ［小山麗子さん］（一関市千厩町）28

銘柄牛産地を築いた取り組みと、さらなる決意

鈴木松雄さん 30
Interview／橋本佑子

かがやく女性たち／佐藤利智子 さん（洋野町）78

大地が奏でる物語 岩手ワインが秘める可能性／松田　宰 80

こだわり加工房／志田たつ子 工房あらたま（一関市千厩町）70



星子の地産地消 de クッキング／千葉星子 アスパラのしっとりバターケーキ 69

盛岡 65
八幡平 65

中央 64
中央 64

大船渡 67
宮古 67

久慈 68
二戸 68

奥州 66
一関 66

普及現地情報

季節の農作業

読 み も の

水稲／藤田智美 34
畑作物／阿部　敦 35
きゅうり／松浦拓也 36
果菜／及川奈実絵 37

岩手県農業改良普及会　無断転載厳禁

話題の病害虫講座／阿部亜希子 雑穀の害虫② －アワノメイガとイネヨトウ－ 2

ルポルタージュ産地・人を訪ねて／高草木雅人

雑穀とともに未来へ（二戸地域）26

岩手県農村青年クラブ連絡協議会 73
颯爽 No.182／（社）岩手県農業公社 74
県立農業大学校だより 77
首都圏からこんにちは／大竹幾子 78
普及員（チーム）紹介／盛岡農業改良普及センター 80
農薬登録情報 81

食と農のはなし／永山久夫 82
婚活成功のカギ ／荒谷　慈 84
クロスワードパズル／ガリアン 87
読者の広場・しゃべこと汁 88
俳句・短歌／中村奈果・菊澤研一 89
あとがき 90

地域のチカラで地域おこしを！④／奥谷京子 46
戸別所得補償制度が農家・農業に及ぼす影響①／日暮賢司 50
農業におけるＩＴ活用の基本的な考え方①／塩　光輝 54

きらめく農業者たち／神山　洋 山崎　敏さん（岩泉町）56

よくわかる土づくり／島　輝夫 土壌の性質 3

ほのぼの家族／岩渕瑛子 さん一家（一関市大東町） 6

トピックス 東日本大震災津波の復旧・復興に向けた取り組み 22

いわて法人経営シリーズ／丹野惠一 （農）アグリ笹森（奥州市胆沢区）57

農業研究センター・試験研究レポート／横田　啓

ダイズ害虫ウコンノメイガに対する薬剤防除効果 4

いわての花 発展に向けたプランと取り組み 7

2011・7・747号

C O N T E N T S

いわて農業のいま★みらいをリードするアグリ・マガジン

葉根菜／高橋大輔 38
りんどう／菊地淑子 39
花き／中森久美子 40
ぶどう／藤田章宏 41

西洋なし／吉田昌史 42
飼料作物／小松真弓 43
肉牛／伊藤孝浩 44

特集

■表紙写真
写真右：新規就農で畑わさびの栽培に取

り組む吉澤 誠さん（岩泉町門）
「岩泉町特産のわさびを、これからたく
さんの方にPRできればと思っています」
写真左：活動を支援する

宮古農業改良普及センター
岩泉普及サブセンター
小原善一主任農業普及員

食の匠にまなぶ／成田恵美 小豆ばっとう［田中和子さん］（久慈市）30

おいしい加工品を作り、再出発を果たしたい

庭　静子さん 32
Interview／橋本佑子

かがやく女性たち／佐藤利智子 さん（花巻市石鳥谷町）70

青年海外協力隊ザンビア通信 ／千葉彩香 72

活き活き直売所／小田　豊 産直まちなか（久慈市）60



岩手の伝統食財／田沢光正 たかきび（もろこし、こうりゃん） 69

盛岡 65
八幡平 65

中央 64
中央 64

大船渡 67
宮古 67

久慈 68
二戸 68

奥州 66
一関 66

普及現地情報

季節の農作業

読 み も の

水稲／藤田智美 34
畑作物／阿部　敦 35
きゅうり／松浦拓也 36
果菜／及川奈実絵 37

岩手県農業改良普及会　無断転載厳禁

話題の病害虫講座／冨永朋之 リンドウ褐斑病 2

ルポルタージュ産地・人を訪ねて／及川奈実絵

県内一のピーマン産地を目指して！（JA岩手ふるさとピーマン専門部の挑戦）26

岩手県農村青年クラブ連絡協議会 73
颯爽 No.183／（社）岩手県農業公社 74
県立農業大学校だより 77
首都圏からこんにちは／大竹幾子 78
普及員紹介／河田道子 80
食と農のはなし／永山久夫 82

婚活成功のカギ ／荒谷　慈 84
クロスワードパズル／ガリアン 87
読者の広場・しゃべこと汁 88
俳句・短歌／中村奈果・菊澤研一 89
あとがき 90

高温が農業へ与える影響①／横沢正幸 20
地域のチカラで地域おこしを！⑤／奥谷京子 46
戸別所得補償制度が農家・農業に及ぼす影響②／日暮賢司 50
農業におけるＩＴ活用の基本的な考え方②／塩　光輝 52

きらめく農業者たち／細川　健 遠藤徳規さん（住田町）56

よくわかる土づくり／島　輝夫 たい肥の効果と特徴 3

希望郷いわて 農業・農村の復興に向けて／農村計画課・農村建設課 24

トピックス 「牛飼いのこだわり」が日本農業賞大賞の栄誉に 19

いわて法人経営シリーズ／石川　洋 （農）おくたま農産（一関市千厩町）57

農業研究センター・試験研究レポート／高橋昭喜

小麦の密条用小畦立て播種機の開発と効果 4

「農」の魅力でおもてなし
いわてのグリーン・ツーリズム 7

2011・8・748号

C O N T E N T S

いわて農業のいま★みらいをリードするアグリ・マガジン

葉根菜／高橋大輔 38
りんどう／菊地淑子 39
花き／中森久美子 40
りんご／今野泰史 41

乳牛／神山　洋 42
しいたけ／成松眞樹 43

特集

■表紙写真
写真右：つきざわワラビ園を運営する

「西和賀町特産のわらびは、アクが少な
く粘りが多いのが特徴です。毎年5～7
月上旬頃まで開園していますので、皆様
のお越しをお待ちしています！！」
写真左：活動を支援する

中央農業改良普及センター
西和賀普及サブセンター
安藤義一上席農業普及員

食の匠にまなぶ／櫻田弘光 麦みそもち［沢口友子さん］（八幡平市）30

ゆきちからで作る「南部生パスタ」を、いわて五大麺に育てたい

伊東拓郎さん 32
Interview／橋本佑子

かがやく女性たち／佐藤利智子 山口京子さん（宮古市）70

大地が奏でる物語 岩手ワインが秘める可能性 ／松田　宰 72

活き活き直売所／櫻田弘光 松っちゃん市場（八幡平市）60

すてきなあの人／菅　広和 さん（久慈市） 6



星子の地産地消 de クッキング／千葉星子 なすとオクラのとろ～り豆腐あんかけ 69

盛岡 65
八幡平 65

中央 64
中央 64

大船渡 67
宮古 67

久慈 68
二戸 68

奥州 66
一関 66

普及現地情報

季節の農作業

読 み も の

水稲／藤田智美 34
畑作物／阿部　敦 35
きゅうり／松浦拓也 36
果菜／及川奈実絵 37
葉根菜／高橋大輔 38

岩手県農業改良普及会　無断転載厳禁

話題の病害虫講座／横田　啓 マメシンクイガ 2

ルポルタージュ産地・人を訪ねて／川戸善徳

「安代りんどう」の一番星（大石平営農組合）26

岩手県農村青年クラブ連絡協議会 73
颯爽 No.184／（社）岩手県農業公社 74
県立農業大学校だより 77
首都圏からこんにちは／大竹幾子 78
普及員（チーム）紹介／久慈農業改良普及センター 80
農林水産部からのお知らせ 81

食と農のはなし／永山久夫 82
婚活成功のカギ ／荒谷　慈 84
クロスワードパズル／ガリアン 87
読者の広場・しゃべこと汁 88
俳句・短歌／中村奈果・菊澤研一 89
あとがき 90

高温が農業へ与える影響②／横沢正幸 20
地域のチカラで地域おこしを！⑥／奥谷京子 46
農業におけるＩＴ活用／沖野智寿子 52

きらめく農業者たち／長澤　亨 江川幸男さん（遠野市）56

よくわかる土づくり／島　輝夫 たい肥の使い方 3

トピックス 農地・水・環境保全向上対策の活動が拡充し
農地周りの水路などの長寿命化対策が始まります 24

いわて法人経営シリーズ／佐々木祥吉 （株）下重農園（洋野町）57

農業研究センター・試験研究レポート／中里　崇

9月下旬開花の切り花向け青色リンドウF1品種「いわてLB－2号」の育成 4

鳥獣害被害を防ぐ
～地域ぐるみで取り組む防止策～ 7

2011・9・749号

C O N T E N T S

いわて農業のいま★みらいをリードするアグリ・マガジン

りんどう／菊地淑子 39
花き／中森久美子 40
りんご／今野泰史 41
ぶどう／藤田章宏 42
西洋なし／吉田昌史 42

飼料作物／小松真弓 43
肉牛／伊藤孝浩 44
しいたけ／成松眞樹 45

特集

■表紙写真
（農）岩手山麓ディリーサポート構
成員と職員の皆さん（八幡平市）

後列左から 小野寺右センター長、
佐々木良治副センター長、藤江司、
高橋達矢、藤江智明、工藤嘉夫

中列左から 武田マリ子、八幡平農
業改良普及センター岩手町駐在　畠
山公子主査農業普及員、伊藤一稔代
表、藤江ユミ子、古川翔太、津志田
敏治

前列左から 森啓吾、遠藤光太、伊
藤博人、井上鮎香

「岩手山の麓で、350haの粗飼料生
産と良質なTMR供給に全力投球中
です。元気になろう。岩手の畜産！」

食の匠にまなぶ／高家幸恵 きびだんご［東山ヨウ子さん］（一戸町）30

内陸の食産業を盛り上げ、岩手の農業の発展につなげたい

佐々木桂三さん 32
Interview／橋本佑子

かがやく女性たち／佐藤利智子 小森アツ子さん（滝沢村）70

青年海外協力隊ザンビア通信 ／千葉彩香 72

活き活き直売所／藤原千穂 産直「もぎたて市」（二戸市）60

すてきなあの人／佐藤まり子 さん（奥州市江刺区） 6



岩手の伝統食材／伊東碩子 沼えび 65

盛岡 61
八幡平 61

中央 60
中央 60

大船渡 63
宮古 63

久慈 64
二戸 64

奥州 62
一関 62

普及現地情報

季節の農作業

読 み も の

水稲／藤田智美 34
畑作物／阿部　敦 35
きゅうり／松浦拓也 36
果菜／及川奈実絵 37

岩手県農業改良普及会　無断転載厳禁

話題の病害虫講座／羽田　厚 オオタバコガ 2

ルポルタージュ産地・人を訪ねて／今野泰史

仲間で築き上げた産地と技術を、次世代へ「繋げる」（JAいわて南果樹生産部会梨生産グループ）26

岩手県農村青年クラブ連絡協議会 69
颯爽 No.185／（社）岩手県農業公社 70
県立農業大学校だより 73
首都圏からこんにちは／大竹幾子 74
普及員紹介／藤原　敏 76
農薬登録情報 77

食と農のはなし／永山久夫 78
婚活成功のカギ ／荒谷　慈 80
クロスワードパズル／ガリアン 83
読者の広場・しゃべこと汁 84
俳句・短歌／中村奈果・菊澤研一 85
あとがき 86

「新型世界食料危機」と中国農業・農民の現状／高橋五郎 46
農業におけるＩＴ活用／石井知治 50

きらめく農業者たち／尾形　茂 千田幸男さん（奥州市）52

よくわかる土づくり／高橋彩子 たい肥の連用効果 3

希望郷いわて／農村計画課・農村建設課 農業・農村の復興に向けて② 24

いわて法人経営シリーズ／高橋善一（有）あしろ農場（八幡平市）53

農業研究センター・試験研究レポート／山形広輔

乾物収量性に優れた飼料用トウモロコシ極早生品種「パイオニア95日（38H20）」 4

コメの消費拡大に米粉の活用を
～米粉最前線レポート～ 7

2011・10・750号

C O N T E N T S

いわて農業のいま★みらいをリードするアグリ・マガジン

葉根菜／高橋大輔 38
花き／中森久美子 39
りんご／今野泰史 40
ぶどう／藤田章宏 41

飼料作物／小松真弓 42
乳牛／神山　洋 43
しいたけ／成松眞樹 44

特集

■表紙写真
農業者が起業活動への計画づくり
を学ぶ「アグリビジネス創業塾」
の受講生（半分より手前）と、各
地域で支援する農業普及員（半分
より後方）

県内各地から集まった受講生の皆
さんは全5回の講座受講で創業計画
書の完成を目指します！

（最前列左）講座を主催する、中央
農業改良普及センターの吉田純子
主査農業普及員

食の匠にまなぶ／藤澤真澄 きりせんしょ［細川玲子さん］（紫波町）30

「三陸とれたて屋台」で食材王国いわての復興を目指す

32
Interview／橋本佑子

かがやく女性たち／佐藤利智子 久保愛子さん（一戸町）66

大地が奏でる物語 岩手ワインが秘める可能性 ／松田　宰 68

活き活き直売所／藤澤真澄 ルート396長岡（紫波町）56

すてきなあの人／澁谷まどか さん（遠野市） 6



星子の地産地消 de クッキング／千葉星子 リンゴと紅茶のふわふわロールケーキ 69

盛岡 65
八幡平 65

中央 64
中央 64

奥州 66
一関 66

大船渡 67
宮古 67

久慈 68
二戸 68

普及現地情報

季節の農作業

読 み も の

水稲／藤田智美 34
畑作物／阿部　敦 35
きゅうり／松浦拓也 36

岩手県農業改良普及会　無断転載厳禁

話題の病害虫講座／斎藤真理子 雪腐病 2

ルポルタージュ産地・人を訪ねて／米澤美穂

個性ある「産地づくり」を目指して（二子トマト組合）26

岩手県農村青年クラブ連絡協議会 73
颯爽 No.186／（社）岩手県農業公社 74
県立農業大学校だより 77
首都圏からこんにちは／大竹幾子 78
普及員紹介／西舘孝治 80
食と農のはなし／永山久夫 82

婚活成功のカギ ／荒谷　慈 86
農薬登録情報 88
クロスワードパズル／ガリアン 91
読者の広場・しゃべこと汁 92
俳句・短歌／中村奈果・菊澤研一 93
あとがき 94

「新型世界食料危機」と中国農業・農民の現状／高橋五郎 42
農業におけるＩＴ活用／横石知二 46
二極分化する日本農業センサスに見る日本農業／村田泰夫 48
これだけは知っておきたい放射能・放射線の基礎知識／左巻健男 52
天ぷらにソースをかける日本人／齋藤　隆 84

きらめく農業者たち／佐藤真澄 谷地アサ子さん（雫石町）56

よくわかる土づくり／島　輝夫 窒素含量を高めた発酵鶏ふんの開発と利用 3

希望郷いわて／農村計画課・農村建設課 農業・農村の復興に向けて③ 24

いわて法人経営シリーズ／高橋　功（農）MSG23（奥州市水沢区）57

農業研究センター・試験研究レポート／畠山隆幸

11月上旬に成熟する大玉で果汁の多い赤色品種りんご「岩手5号」 4

岩手農業の担い手確保・育成対策 7
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いわて農業のいま★みらいをリードするアグリ・マガジン

果菜／及川奈実絵 37
りんどう／菊地淑子 38
りんご／今野泰史 39

西洋なし／吉田昌史 40
肉牛／伊藤孝浩 41

特集

■表紙写真
陸前高田市広田町の津波で浸水した
水田において、コンバインでのはじ
めての収穫を実施、苦難を明るさで
乗り越え復興の第一歩を踏む。

広田半島営農組合の組合員のみなさ
ん（陸前高田市広田町）
臼井剛組合長、村上順一郎副組合長、
臼井清人副組合長、志田忠一栽培管
理部長、伊藤一男、村上十九哉、村
上栄二、長野忠男、村上豊子、臼井
美奈子、村上ミエコ、吉田繁子、熊
谷千登子、臼井マリ子
農業大学校
藤井智克技師、小原幸（学生）
大船渡農業改良普及センター
古川勉所長、菅原明普及課長、藤原
敏主査普及員、佐藤敬主査普及員

食の匠にまなぶ／佐々木きし子 きゅうりの加工漬［後藤リツ子さん］（金ヶ崎町）30

被災地に花を届ける。活動の輪は全国、そして世界へ。
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かがやく女性たち／佐藤利智子 福士好子さん（岩手町）70

青年海外協力隊ザンビア通信 ／千葉彩香 72

こだわり加工房／山本明日香 おやつ屋（奥州市胆沢区）60

すてきなあの人／一沢あゆみ さん（住田町） 6



岩手の伝統食財／平澤郁子 矢越かぶ 61

盛岡 57
八幡平 57

中央 56
中央 56

奥州 58
一関 58

大船渡 59
宮古 59

久慈 60
二戸 60

普及現地情報

季節の農作業

読 み も の

花き／中森久美子 34

岩手県農業改良普及会　無断転載厳禁

話題の病害虫講座／大友令史 果樹カメムシ 2

ルポルタージュ産地・人を訪ねて／石川勝規

地元製麺会社と協働したソバの里つくり～ソバの里組合～（釜石・大槌地域）26

岩手県農村青年クラブ連絡協議会 65
颯爽 No.187／（社）岩手県農業公社 66
県立農業大学校だより 69
首都圏からこんにちは／大竹幾子 70
普及員（チーム）紹介／一関農業改良普及センター花き振興チーム 72
食と農のはなし／永山久夫 74
婚活成功のカギ ／荒谷　慈 78

農薬登録情報 80
クロスワードパズル／ガリアン 85
読者の広場・しゃべこと汁 86
俳句・短歌／中村奈果・菊澤研一 87
あとがき 88
総目次 94

「新型世界食料危機」と中国農業・農民の現状／高橋五郎 38
強い農業をつくる～伝える農業（上）～／青山浩子 42
どうなる？どうする？日本の食卓／酒井仙吉 45
天ぷらにソースをかける日本人／齋藤　隆 76

きらめく農業者たち／遠藤純子 （岩手町）48

よくわかる土づくり／島　輝夫 適正施肥の取り組み 3

希望郷いわて／農村計画課・農村建設課 農業・農村の復興に向けて④ 24

いわて法人経営シリーズ／上野昭成（株）ドリームキッチンあごづ（奥州市）49

農業研究センター・試験研究レポート／増田隆晴

トラクタ搭載型GPSを活用した大規模草地の肥料散布作業精度の向上と作業時間の短縮 4

「農林水産技術立県いわて」
の確立に向けて 7
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乳牛／神山　洋 35

特集

■表紙写真
農村起業講座（二戸地域）
農村起業講座は、県北広域圏の農
村起業者の発展を目的に実施して
います。今回は、米粉パンの製造
技術を習得しました！
平成23年度農村起業講座生の皆さ
ん（敬称略）
前列左より）上山りえ、高村民子、
久保愛子　2列目左より）尾田川
ユキ、久保満子、山内ひさえ
3列目左より）小西みえ子、岩手
山つせ、二戸農業改良普及センタ
ー高家幸恵主任農業普及員、（講師）
武山照愿、4列目左より）沼台景
子、笹山ひとみ、長瀬晶子、真下
アヤ子、久保田笑美子、
最後列）安ヶ平素子

食の匠にまなぶ／和賀佳子 けいらん［中屋敷恵子さん］（遠野市）30

農商工連携による新商品開発で、新たな食文化を発信する。
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かがやく女性たち／佐藤利智子 藤原政子さん（釜石市）62

大地が奏でる物語 岩手ワインが秘める可能性 ／松田　宰 64

こだわり加工房／和賀佳子 はなまき農産物加工生産組合（花巻市）52

すてきなあの人／内藤善美 さん（二戸市） 6


