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いわての農業教育のいま
■表紙写真
山田町大沢地区の復旧農地で、木村美由紀
さん・優喜恵さん・良一さんが作付けした
大豆を盛岡市玉山区武道地区営農組合の協
力を得ながら、関係機関も応援して収穫し
ました。
山田町豊間根、木村美由紀さん・優喜恵さ
ん・良一さん家族（写真中央）。同地区の
農家のお母さん2名。盛岡市玉山区武道地
区営農組合の皆さん3名。山田町役場農林
課職員3名。
宮古農林振興センター職員（他県からの派
遣職員含む）7名。宮古農業改良普及セン
ター職員7名。
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44 家畜の病気とその予防①／真瀬昌司
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季節の農作業

新企画

新連載
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地産地消の推進に向けた
産地直売施設の取り組み ■表紙写真

中村建設株式会社のみなさん
中村建設株式会社は普代村の県営農地開
発地区において平成16年から建設業の農
業新規参入として本格的に営農を開始し
ました。雨よけほうれんそうを主体に土
地利用型作物も積極的に取り入れた経営
を行っています。
前列右から2人目 中村美津さん（経営主
妻）、3人目 中村弘三さん（経営主）、4
人目 中村駿人さん（孫・県立農業大学校
生）5人目 村上大樹（久慈農業改良普及
センター・技師）他従業員の皆さん
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農業・農村の復興に向けて
立ち上がる産地

■表紙写真
岩手県立農業大学校で花きを専攻する学
生（花き経営科2年8名と研究科1名）
未来の本県農業を担う学生9名は、花を
生産・販売するだけでなく、花を使う立
場から、フラワーデザインを学んでいま
す。
花は観る人をいやし、安らぎを与え、

明日への活力を与えてくれます。写真は、
農大2年間の集大成として卒業制作に取り
組んでいるところですが、観る人を楽し
ませてくれる作品づくりに、みんな一生
懸命です。

前列左から千葉みなみ（研究科）、青野竜
大、菊池未歩、堀口観奈。後列左から北
村学、佐々木悠貴、峰川真治。最後列左
から千田涼太、木村昌也、佐藤弘（農大
助教授）※敬称略

（表紙写真撮影：坂本廣美）
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いわての花きをめぐる
■表紙写真
宮古地方食の匠の会では、食の匠同士

のネットワークを図るとともに、技術研
鑽、匠の技の伝承等を目的としています。
主な活動内容は、宮古・岩泉地方「郷

土料理の技認定者」との技術交換会、近
年では、みやこたろう災害FMと連携して、
仮設住宅で出前講座を実施し、その模様
をラジオで放送する取り組みなどを行っ
てきました。
この日は一般消費者を対象とした「食

の匠の技公開講座」を実施し、大盛況で
した。
後列左から邊見むつ子会長、佐々木タ

キ子さん、田代久枝さん、上野千枝子さ
ん、小林トキさん
中列左から昆東子さん、佐々木悦子さ

ん、小本英子さん
前列左から　宮古農業改良普及センタ

ー大井上席農業普及員、鈴木恊子さん
（表紙写真撮影：坂本廣美）
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136 県が奨励する主要農作物品種の特性

38 水稲／藤澤由美子
40 畑作物／高草木雅人
41 きゅうり・トマト／一沢あゆみ
42 ピーマン・なす／後藤純子

43 葉根菜／遠藤純子
44 りんどう／鈴木　翔
45 花き／佐々木　忍
46 りんご／井口歩美

January 2013  No.769

5

ご当地グルメを活用した
地域おこしの取り組み ■表紙写真

東葡萄倅倶楽部（とうぶどうせがれくら
ぶ）のみなさん。
東葡萄倅倶楽部は、紫波町のぶどう農家

後継者7名（欠席2名）で組織された研究
グループです。名前の由来は、「紫波町東
部のぶどうづくりの後継者（倅）」からも
じってネーミングしました。研究内容は、
ぶどう大粒系品種（サニールージュ等）の
半促成栽培における生産技術並びに販売体
制の検討を行っており、将来的には倶楽部
のオリジナルブランドでぶどうを販売する
のが目標です。

1列目：（右から）吉田貴浩さん（会長）、梅
沢直哉さん、吉田学さん、半田透さん
（副会長）、吉田和希さん。
2列目：（右から）石川勝規（盛岡農業改良
普及センター）、工藤加奈恵さん（JAい
わて中央）、加藤真城（盛岡農業改良普及
センター）、欠席の会員／富山知倫さん、
高橋望さん。

（表紙写真撮影：坂本廣美）

36 農作業の合間にリフレッシュ①／荒木達雄
52 これからの人材確保と育成の方向③
54 家畜の病気とその予防⑤／川嶌健司

読みもの

季節の農作業

47 西洋なし／藤田章宏
48 飼料作物／小野寺真希子
49 肉牛／佐々木　貴
50 しいたけ／成松眞樹

目次  13.4.11 4:58 PM  ページ 1



CONTENTS

02 4H Club／雫石町農業振興青年クラブ

03 岩手県農業農村指導士・青年農業士紹介
柿木　茂さん（雫石町）千葉孝子さん（奥州市）

04 こだわり加工房／藤澤静香
松尾八幡平物産館加工組合（八幡平市）

08 食の匠にまなぶ／藤澤静香
雑穀じゃがもち 中軽米こう子さん（八幡平市）

10 県立農業大学校だより
希望を胸に新たなスタート

12 らぼ・れたあ／ 横田　啓
冬越し回避で8月にたまねぎ収穫

13 特集

26 ルポルタージュ 産地・人を訪ねて／菊池奈美
ヤマブドウの魅力を全国へ届けよう！

32 Interview／橋本佑子
佐々木 宏さん（株式会社 紫波フルーツパーク）

49 岩手の伝統食財／岩手食文化研究会事務局
二子芋

50 かがやく女性たち／佐藤利智子
大野ふるさと物産館運営会（洋野町）

52 自慢の逸品！隠れた名品！／小川　陽
アジサイのプリザーブドフラワー

53 すてきなあの人／高草木雅人
泉山真由美さん（二戸市）

54 農業研究センター試験研究レポート／佐藤　喬
石灰資材の施用による土壌pH改良で大豆の増収が図れます！

56 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

61 磨こう！農産加工のコツのコツ／三保野元紀
ジャムづくりのポイント

64 デジカメ上達法／冨田きよむ

166 颯爽 No.205／岩手県農業公社
169 普及員紹介 小梨　茂
170 首都圏からこんにちは／菊池修二
172 食と農のはなし／永山久夫
178 婚活成功のカギ パート3／荒谷　慈
181 クロスワードパズル／ガリアン
182 読者の広場・しゃべこと汁
183 俳句・短歌／中村奈果・菊澤研一
184 あとがき

34 水稲／藤澤由美子
35 畑作物／高草木雅人
36 きゅうり・トマト／一沢あゆみ
37 ピーマン・なす／後藤純子

38 葉根菜／遠藤純子
39 りんどう／鈴木　翔
40 りんご／井口歩美
41 ぶどう／田口礼人

June 2013  No.770

6

岩手県農業研究センターで
開発された新技術
～平成24年度の主な試験研究成果の概要～ ■表紙写真

「自営描夢
じ ぇ い え む

研究会」のみなさん
（二戸市・軽米町）

「自営描夢研究会」は、おうとうの「夏
か

恋
れん

」、りんごの「冬恋
ふゆこい

」等、二戸地方のブ
ランドフルーツの生産者で組織されていま
す。地域の果樹の将来を考える時、知的財
産権で保護される新品種が大きな力となる
ことから、すでにりんごで解明されている
着色に関与する遺伝子について学び、「赤
いはるか」の育種に利用していく計画を立
てています。

写真の左から、小野寺謙寛さん、畑澤清
隆さん、荒谷直大さん、工藤一樹さん、竹
原　巧さん、中里　敬さん、活動を支援す
る西田絵梨香技師。

（表紙写真撮影：坂本廣美）

30 農作業の合間にリフレッシュ②／荒木達雄
44 家畜の病気とその予防⑥／小西美佐子
74 これからの人材確保と育成の方向④／脇坂真吏

読みもの

季節の農作業

42 飼料作物／小野寺真希子
43 乳牛／峠舘大介

※「いわて法人経営シリーズ」は6月号は休載します
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※「いわて法人経営シリーズ」は6月号は休載します

CONTENTS

02 4H Club／岩手県農村青年クラブ連絡協議会

03 岩手県農業農村指導士・青年農業士紹介
町場洋一さん（雫石町）川崎和志さん（洋野町）

04 活き活き直売所／佐藤　敬
産直はまなす陸前高田直売組合（陸前高田市）

08 食の匠にまなぶ／及川しげ子
磯花寿司 梅澤洋子さん（大船渡市）

10 県立農業大学校だより
「花きセンターまつり2013」を開催

12 らぼ・れたあ／ 桐山直盛
県産農産物の安全・安心な生産に向けて

13 特集

30 農業農村整備事業の効果／農村計画課・農村建設課
暗きょ排水（転作小麦・大豆）編

32 ルポルタージュ 産地・人を訪ねて／浦中慶大
本県一のトマト産地を目指して（JAいわい東トマト部会）

36 自慢の逸品！隠れた名品！／奥平麻里子
冷凍豆すっとぎ

37 すてきなあの人／鈴木　元
尾形真理さん（千厩町）

40 Interview／橋本佑子
伊藤勝康さん（ロレオール）

63 星子の地産地消 de クッキング／千葉星子
夏野菜の揚げびたし

64 かがやく女性たち／佐藤利智子
畠山カヨさん（宮古市田老町）

66 磨こう！農産加工のコツのコツ／三保野元紀
米粉利用のポイント①

68 農業研究センター試験研究レポート／久保田真衣
水稲出穂期以降の斑点米カメムシ対策

70 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

75 いわて法人経営シリーズ／佐々木富雄
農事組合法人みどり

78 デジカメ上達法／冨田きよむ

155 農薬登録情報
180 颯爽 No.206／岩手県農業公社
183 普及員紹介 小崎洋平
184 首都圏からこんにちは／菊池修二
186 食と農のはなし／永山久夫
188 婚活成功のカギ パート3／荒谷　慈
191 クロスワードパズル／ガリアン
192 読者の広場・しゃべこと汁
193 俳句・短歌／中村奈果・菊澤研一
194 あとがき

42 水稲／藤澤由美子
43 畑作物／高草木雅人
44 きゅうり・トマト／一沢あゆみ
45 ピーマン・なす／後藤純子

46 葉根菜／遠藤純子
47 りんどう／鈴木　翔
48 花き／佐々木　忍
49 ぶどう／田口礼人

July 2013  No.771

7

女性起業が実現させた
6次産業化

■表紙写真

「マリンマザーズきりきり」のみなさん
（大槌町）

大槌町吉里吉里で、震災後いち早く（平成

23年8月）海産物の加工の復活と軽飲食

「よってったんせぇ」をオープンさせ、ボラ

ンティアの皆さんや地元の人に喜ばれており

ます。

後列左から、北田美代子さん、芳賀カンナ
さん（事務局）。
中列左から、笹谷ヒロ子会長、前川悦子さん。
前列左から、大船渡農業改良普及センター志
田上席農業普及員、芳賀紀子さん、前川静子
さん。

（表紙写真撮影：坂本廣美）

38 農作業の合間にリフレッシュ③／荒木達雄
56 近年の農業気象の特徴と生産上の対策①／菅野洋光
60 家畜の病気とその予防⑦／永田礼子

読みもの

季節の農作業

50 西洋なし／藤田章宏
51 飼料作物／小野寺真希子
52 肉牛／佐々木　貴
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※「いわて法人経営シリーズ」は6月号は休載します

CONTENTS

02 4H Club／八幡平市アグリプロダクション

03 岩手県農業農村指導士・青年農業士紹介
那須元一さん（一関市）高野寛子さん（奥州市）

04 活き活き直売所／澁谷まどか
ＪＡ岩手ふるさと産直来夢くん（奥州市）

08 食の匠にまなぶ／澁谷まどか
ひっつみ 渡邉美喜子さん（奥州市）

10 県立農業大学校だより
東日本農業大学校等親善球技大会に参加！

12 らぼ・れたあ／ 佐藤　喬
未利用有機質資源の高度利用化を図る

13 特集

28 「希望郷いわて」農業・農村の復興に向けて⑦
／沿岸広域振興局農林部宮古農林振興センター・農林水産部農村計画課・農村建設課

30 ルポルタージュ 産地・人を訪ねて／米澤智恵美
低コストで安定的な自給飼料生産への取り組み
（有限会社 ＴＭＲうべつ）

34 磨こう！農産加工のコツのコツ／和賀佳子
岩手県産米粉の現状と製パン性について

38 Interview／橋本佑子
松本直子さん（mi cafe）

57 岩手の伝統食財／岩手食文化研究会事務局
うに（きたむらさきうに）

58 かがやく女性たち／佐藤利智子
小山亜希子さん（一関市）

60 自慢の逸品！隠れた名品！／大村美嘉子
おおの夢みるくソフトクリーム

61 すてきなあの人／高橋　司
菊池一由樹さん（奥州市）

62 農業研究センター試験研究レポート／仲條眞介
黄金色の糯(もち)アワ新品種「アワ岩手糯3号」

64 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

69 いわて法人経営シリーズ／紺野忠一
農事組合法人 姉体営農生産組合

72 デジカメ上達法／冨田きよむ
137 トピックス
174 颯爽 No.207／岩手県農業公社
177 普及員紹介 菊池紘子
178 首都圏からこんにちは／菊池修二
180 食と農のはなし／永山久夫
182 婚活成功のカギ パート3／荒谷　慈
191 クロスワードパズル／ガリアン
192 読者の広場・しゃべこと汁
193 俳句・短歌／中村奈果・菊澤研一
194 あとがき

42 水稲／藤澤由美子
43 畑作物／高草木雅人
44 きゅうり・トマト／一沢あゆみ
45 ピーマン・なす／後藤純子

46 葉根菜／遠藤純子
47 りんどう／鈴木　翔
48 花き／佐々木　忍
49 りんご／井口歩美

August 2013  No.772

8

水田における麦・大豆の
生産拡大の取り組み

■表紙写真
奥州市江刺区は昭和40年代からトマトが
生産されており県内有数の産地となってい
ます。
夏のハウス内作業は大変ですが、お客様

においしいトマトを届けるために頑張って
います。

左奥　鴨志田上席農業普及員、菅野聖さん
手前　研修生の勝山邦夫さん

（表紙写真撮影：坂本廣美）

52 家畜の病気とその予防⑧／彦野弘一・内田裕子・西藤岳彦
84 近年の農業気象の特徴と生産上の対策②／菅野洋光
88 海外における日本企業等の農業進出の取り組み①／本間正義

読みもの

季節の農作業

50 乳牛／峠舘大介

51 しいたけ／成松眞樹
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※「いわて法人経営シリーズ」は6月号は休載します

CONTENTS

02 4H Club／岩手県農村青年クラブ連絡協議会

03 岩手県農業農村指導士・青年農業士紹介
（遠野市） （西和賀町）

04 活き活き直売所／加藤　藍
摂待駅前直売所（宮古市）

08 食の匠にまなぶ／大井祥子
するめの酢漬 小本英子さん（宮古市）

10 県立農業大学校だより
雨の中でもにぎわった「農大産直」

12 らぼ・れたあ／ 寺田道一
「岩手スタイル」鉄コーティング湛水直播栽培技術の
確立に向けて

13 特集

28 自慢の逸品！隠れた名品！／藤澤静香
でんがくもち

29 さわやかカップル／村上大樹
越戸　翔さん・望美さん（久慈市）

30 「希望郷いわて」農業・農村の復興に向けて⑦
／沿岸広域振興局農林部宮古農林振興センター・農林水産部農村計画課・農村建設課

36 フラワーアレンジメント講座／八重樫光代
敬老の日に贈るプレゼント

38 Interview／橋本佑子
田沢光正さん（岩手食文化研究会事務局長）

57 星子の地産地消 de クッキング／千葉星子
トマトスコーン

58 かがやく女性たち／佐藤利智子
大西英子さん（二戸市）

60 磨こう！農産加工のコツのコツ／藤原千穂
味噌製造（麹造り）のポイント

62 農業研究センター試験研究レポート／漆原昌二
露地ピーマンの増収を図るかん水とリン酸肥料の削減

64 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

69 いわて法人経営シリーズ／高橋武俊
農事組合法人折舘

72 デジカメ上達法／冨田きよむ

132 トピックス
174 颯爽 No.208／岩手県農業公社
177 普及員紹介
178 首都圏からこんにちは／菊池修二
180 食と農のはなし／永山久夫
182 婚活成功のカギ パート3／荒谷　慈
191 クロスワードパズル／ガリアン
192 読者の広場・しゃべこと汁
193 俳句・短歌／中村奈果・菊澤研一
194 あとがき

40 水稲／藤澤由美子
41 畑作物／高草木雅人
42 きゅうり・トマト／一沢あゆみ
43 ピーマン・なす／後藤純子
44 葉根菜／遠藤純子

45 りんどう／鈴木　翔
46 花き／佐々木　忍
47 りんご／井口歩美
48 ぶどう／田口礼人
48 西洋なし／藤田章宏

September 2013  No.773

9

活躍するいわての農業者たち

■表紙写真
「西和賀花き青年部」のみなさん
西和賀花き青年部は、西和賀花き産地の

これからを担う若手生産者、後継者が集ま
り平成24年から活動しています。技術研
鑽や、他地区青年との交流などの活動を通
して産地を担う経営の確立を目指していま
す。

前列左から
大堰　円さん、南川美加子さん、戸巻政
美さん、佐々木政則、高橋裕之さん（代
表）、大堰巧太さん
後列左から
田中　勲さん、菅原裕之さん、三浦友幸
さん、中央農業改良普及センター西和賀
普及サブセンター佐々木洋一上席農業普
及員

（表紙写真撮影：坂本廣美）

52 家畜の病気とその予防⑨／下地善弘
84 海外における日本企業等の農業進出の取り組み②

読みもの

季節の農作業

49 飼料作物／小野寺真希子
50 肉牛／佐々木　貴

51 しいたけ／成松眞樹
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※「いわて法人経営シリーズ」は6月号は休載します

CONTENTS

02 4H Club／岩手県農村青年クラブ連絡協議会

03 岩手県農業農村指導士・青年農業士紹介
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ほ場整備地区における取り組み

■表紙写真
「八幡平市アグリプロダクション」のみな
さん
八幡平市アグリプロダクションは、地域

農業を盛り上げるべく活動している八幡平
市の4Hクラブです。
撮影は、気温１℃の八幡平市花き研究開

発センター雪冷房培養施設の氷雪貯蔵庫で
行いました。この雪山、実は雪解け水に浮
かんでいます。

左上：工藤佳輝さん、右上：古川佑史さん、
中上：八幡有城さん
中下：八幡平農業改良普及センター葛巻主

任農業普及員
左下：北口和幸さん

（表紙写真撮影：坂本廣美）
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52 家畜の病気とその予防⑩／岩丸祥史
84 次代を拓く経営者能力とは／石田正昭
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季節の農作業

42 飼料作物／小野寺真希子
43 乳牛／峠舘大介

44 しいたけ／成松眞樹

1-目次  13.9.10 3:24 PM  ページ 1



※「いわて法人経営シリーズ」は6月号は休載します

CONTENTS

02 4H Club／花巻市農村青年クラブ

03 岩手県農業農村指導士・青年農業士紹介
（岩手町） （滝沢村）

04 活き活き直売所／及川美佳
夢産直かみごう（遠野市）

08 食の匠にまなぶ／内田愛美
かねなり 菊池国博さん（遠野市）

10 県立農業大学校だより
第２５回県立農大海外農業研修実施される！

12 らぼ・れたあ／ 齋藤浩和
国産大豆で乳牛用飼料の安定供給を
大豆ホールクロップサイレージの自給飼料実用化

13 特集

26 「農業農村整備事業の効果」③ 畑地かんがい編
／岩手県農林水産部農村計画課

28 ルポルタージュ 産地・人を訪ねて／佐藤千秋
西和賀産大豆・そばの消費拡大に向けて

32 磨こう！農産加工のコツのコツ／加藤　藍
商品パッケージデザインのポイント

36 Interview／橋本佑子
早野　崇さん　早野由紀子さん（有限会社 早野商店）

53 星子の地産地消 de クッキング／千葉星子
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■表紙写真
「東雲会（しののめかい）」のみなさん
遠野郷農村青年クラブでは、遠野市内

外・農業・一般青年・男女問わずお祭り好
きを集めて「東雲会」を結成して、遠野ま
つりに参加します。祭りでは、お神輿を担
ぎながら市内を練り歩いて、クラブ員が作
った花や野菜などを観客に振舞い、遠野の
農産物をＰＲしています。

（中央農業改良普及センター遠野普及サブセ
ンター　長澤主任農業普及員）

（表紙写真撮影：坂本廣美）

48 家畜の病気とその予防⑪／秦　英司
80 野菜レストラン人気の理由／田代由紀子

読みもの

季節の農作業

44 西洋なし／藤田章宏
45 肉牛／佐々木　貴

岩手農業の新たな担い手の
確保・育成に向けて
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※「いわて法人経営シリーズ」は6月号は休載します

CONTENTS

02 4H Club／西和賀農業青年クラブ

03 岩手県農業農村指導士・青年農業士紹介
（紫波町） （八幡平市）
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28 磨こう！農産加工のコツのコツ／高橋由紀子
加工食品の食品表示

32 Interview／橋本佑子
佐藤　航さん（世嬉の一酒造（株））

49 岩手の伝統食材／
そば

50 かがやく女性たち／佐藤利智子
中屋敷宏子さん（雫石町）

52 自慢の逸品！隠れた名品！／石川聡子
北上コロッケ

53 すてきなあの人／中野央子
小原　忍さん（花巻市）

54 農業研究センター試験研究レポート／松浦貞彦
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61 いわて法人経営シリーズ／千田　勉
農事組合法人アグリティック真城

64 デジカメ上達法／冨田きよむ
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166 颯爽 No.211／岩手県農業公社
169 普及員紹介 佐藤聡太
170 首都圏からこんにちは／菊池修二
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■表紙写真
「一関りんご研究会」は、一関・平泉地域
の若手りんご生産者11名が今年4月に設立
した研究グループです。
このグループの目的は、新たな技術の研

究や会員同士の交流を通じてりんごの栽培
技術や知識を高めていくことで、今年は担
い手育成基金助成事業を活用してりんごの
新技術や鮮度保持剤の試験などに取り組ん
でいます。
当日は、鮮度保持剤（スマートフレッシ

ュ）の処理試験を実施しました。まだ活動
が始まったばかりですが、今後の活動が期
待されます。
前列左から 浅利　博さん、佐藤健一郎さん
中列左から 今野泰史農業普及員（一関農業

改良普及センター）、菅原　哲
さん

後列左から 三浦慶照さん（会長）、及川
務さん

（表紙写真撮影：坂本廣美）

34 若者は農村に向かう／水越園子
44 家畜の病気とその予防⑫／秋庭正人

読みもの 季節の農作業

地域農業マスタープランの
作成と実践で地域農業を
元気にしよう
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