
■表紙写真

「第62回岩手県農村青年
クラブ大会参加者」のみ
なさん
11月7日、紫波町のサ

ン・ビレッジ紫波を会場
に岩手県農村青年クラブ
大会が開催されました。
大会の様子は、今月号の
4HClubコーナーをぜひ
ご覧ください！
県内の4Hクラブ20組

織で構成される岩手県農
村青年クラブ連絡協議会
は、平成29年2月に創立
60周年を迎えます。多く
の先輩方の築いてきた歴
史を振り返るとともに、
自分たちにしかできない
活動をこれからも展開し
ていきたいと考えていま
す。
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■表紙写真

「遠野地方和牛改良組合
青年部」のみなさん
遠野地方和牛改良組合

青年部は遠野市および釜
石市の20代から40代の
繁殖農家で構成されてい
ます。
発足3年目を迎え、個性

豊かなメンバーがお互い
の存在を刺激に、いい牛
づくりや規模拡大に日々
貪欲に取り組んでいます。
撮影は岩手県中央家畜市
場、12月和牛子牛市場2
日目です。本日も高値連
発でした。

前列左から　
大上春樹さん、大里達矢
さん、菊池昌茂さん（部会
長）、北湯口勇気さん（事
務局）。
後列左から　
菊池福徳さん、鈴木　悟
さん、佐々木慎一郎さん、
千葉　彩（遠野普及サブセ
ンター）、菊池政光さん。
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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）
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■表紙写真

「二戸市舌崎地区のりん
ご生産者で構成する舌崎
剪定グループ」の皆さん
で、昭和35年に設立され、
代表は近藤照夫さんです。
グループに所属する生

産者は8人で、さまざまな
事情でりんごのせん定が
できないりんご生産者の
せん定作業を請け負って
おり、参加している若い
後継者にとっては地域に
伝わるせん定技術を学ぶ
絶好の機会となっていま
す。このように、50年以
上にわたって、舌崎剪定
グループは後継者の育成
と地域のりんご産業を支
え続けてきています。
後列左から、工藤一樹

さん、沼山博行さん、中
村和栄さん、工藤大輔さ
ん、近藤信雄さん、近藤
孝さんです。
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7 農家レストラン／氏橋明子
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■表紙写真

「県南農業女子プロジェ
クトGaluzu cRew（ガル
ズクルー）視察研修」参
加の皆さん
Galuzu cRew（メンバ
ー8名）は、「販売力の向
上」と「農業の魅力発信」
を目的に、メンバー同士
のコラボ商品の開発や、
イベントなどの活動を行
っています。
撮影は、2月に実施した

研修の視察先であるマリ
ズファーム（仙台市）の
ハウスにて行いました。
メンバー以外の一関地域
の若手女性農業者も参加
しました。
右列手前から／岩渕美香
さん、高山真里子さん
（マリズファーム）、小山
亜希子さん、阿部和恵さ
ん
左列手前から／岩渕智香
さん、池本奈津紀さん、
藤森ゆかさん、青木由美
子さん、高橋優希（一関
農林振興センター）、氏橋
明子（一関農業改良普及
センター）
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74 食と農のはなし／永山久夫
76 夫婦円満セミナー第3弾

／小林美智子

●季節の農作業

45 畑作物／藤澤由美子
46 水稲／太田　薫
48 きゅうり・トマト／柴田愛里
49 ピーマン・なす／安久津留奈
50 葉根菜／菊池紘子
51 花き／細越翔太
52 りんご／小野寺　理
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55 飼料作物／
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83 短歌／菊澤研一
84 あとがき

2 指導士協会通信／ 橋　信

海外農業事情視察研修会
3 4H Club／西和賀農業青年クラブ

4 岩手県農業農村指導士・青年指導士　新規認定者

8 牛飼い女子／小松真弓
八幡平和牛女子倶楽部（八幡平市）

9 活き活き直売所／ 菊地雄大
道の駅にしね・生産物直売所（八幡平市）

12 食の匠にまなぶ／成田恵美
「かまやき」中川フミ子さん（雫石町）

14 県立農業大学校だより
卒業研究のまとめ、フラワーアレンジメ
ント卒業作品の作製を終えて（花き経営科）

16 農業研究センター試験研究レポート／飯村太一
生育速度の速い草種を併用した播種当年
利用技術の確立

18 らぼ・れたあ／小野直毅
平成28年度『二戸地域雑穀推進大会』
が行われました

19 話題の病害虫講座／佐藤美和子
ピーマンモザイク病（PMMoV）

20 星子の地産地消 de クッキング
／

岩手の牛乳たっぷり！
フレンチトースト

21 むらの伝統／小野寺俊彦（岩手県立博物館）
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（奥州市胆沢区）

22 自慢の逸品！隠れた名品！／田口礼人
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23 特集

本県果樹産地における
生産基盤の維持と
次世代への承継に向けて

34 ルポルタージュ産地・人を訪ねて／高橋　司
若手りんご生産者グループ
「THE RINGO STAR」の取り組み
（JAいわて花巻）

38 いわての一皿in首都圏レストラン／川原周祐

64 Interview／橋本佑子
遠藤勝哉さん
（有限会社コマクサファーム代表取締役社長）

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／荒谷祐介
熊谷　優さん（岩泉町）
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（表紙写真撮影／坂本廣美）
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■表紙写真

JA岩手ふるさとピーマン
専門部担い手班「GROW
S」の皆さん
「GROWS」とはJA岩

手ふるさと管内のピーマ
ン若手生産者（20～30
代）で組織されたグルー
プで、「仲間と共に成長し
ていきたい」という想い
から名づけられました。
現在、9名が在籍し、店頭
でのピーマン試食販売な
どの活動を行い、JA岩手
ふるさとのピーマンをPR
し て い ま す 。 そ ん な
GROWSを支えるJA担当
者とともに、今後もJA岩
手ふるさとのピーマン産
地を盛り上げていきま
す！

右列手前から
千田　裕さん、阿部進一
さん、佐藤彰紀さん、川
原田　朗さん、吉田勝也
さん、五十嵐　学さん

左列手前から
渡邊冬美さん※、佐々木
恵那さん※、細川史絵主
査農業普及員、千田涼太
さん※

佐藤　司さん※、秦　広
和農業普及員
※はＪＡ岩手ふるさと園芸課
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74 食と農のはなし／永山久夫
76 加入しましょう農業共済

／岩手県農業共済組合

78 夫婦円満セミナー第3弾
／小林美智子

●季節の農作業
48 水稲／木村　薫

50 畑作物／藤澤由美子
51 きゅうり・トマト／柴田愛里
52 ピーマン・なす／安久津留奈
53 葉根菜／菊池紘子
54 花き／細越翔太
55 りんご／小野寺　理
56 特産果樹／浅川知則
57 肉牛／西田　清
58 飼料作物／

●REGULARS

42 調査研究
／中央農業改良普及センター県域普及グループ

46 農業と気象
／藤原政志（盛岡地方気象台）

59 Topics／菊池清子
63 普及員紹介／戸田沢ひかる
81 クロスワードパズル
82 読者のひろば・しゃべこと汁
82 俳句／二階堂光江
83 短歌／菊澤研一
84 あとがき
132 県が奨励する農産物品種の特性
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牛を追いつつ、牛に引（魅）かれて

3 4H Club／

4 牛飼い女子／
ビーフレディースきたかみ（北上市）

6 アグリビジネスを拓く／小笠原南美
703NK カフェ＆雑貨の店（紫波町）

8 食の匠にまなぶ／
「カッテージチーズ入りミートローフ」
峠舘登美代さん（一戸町）

10 県立農業大学校だより
平成28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／
春まきたまねぎにおけるアザミウマ被害
実態と有効薬剤

14 らぼ・れたあ／
高校野球は「春のセンバツ」、水稲品種の
「センバツ」は…？

15 話題の病害虫講座／
たまねぎの害虫「アザミウマ類」

16 岩手生物工学研究センター IBRC／西原昌宏
岩手県の園芸作物の生産をサポートする
先端的な基礎研究―りんどうの先端県と
しての取り組み―

17 むらの伝統／ （岩手県立博物館）

芸能色豊かな田植踊（紫波町山屋）
18 自慢の逸品！隠れた名品！／
特別純米酒「微笑みがえし」（奥州市）

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

34 ルポルタージュ産地・人を訪ねて／ 山口直己
地域酪農生産体制の確立に向けて一翼を
担う（農事組合法人洋野ＴＭＲセンター利用組合）

38 首都圏からこんにちは／齋藤結衣

64 Interview／橋本佑子
菊池敏洋さん
（岩手江刺農業協同組合りんご部会部会長）

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／多田周平
兼澤　悟さん（大槌町）

72 颯爽／岩手県農業公社

（表紙写真撮影／坂本廣美）
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■表紙写真

4月11日の入学式で新
入生45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24
日に、満開の桜の下、全
校生徒94名（農産園芸学
科68人、畜産学科26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、桜の
満開時には近隣の方々の
憩いの場となっており、
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
懸命に頑張っています！
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6

●読みもの
42 特別寄稿／五條満義
48 農畜産業における税務・会計講座

／島田哲宏

74 食と農のはなし／永山久夫
76 夫婦円満セミナー第3弾

／小林美智子

80 農家の相続／清田幸弘
82 加入しましょう農業共済

／岩手県農業共済組合

84 「農業競争力強化プログラム」
から見えるもの（上）／村田泰夫

87 トピックス／農林水産部流通課

●季節の農作業
51 水稲／木村　薫
52 畑作物／藤澤由美子
53 きゅうり・トマト／柴田愛里
54 ピーマン・なす／安久津留奈
55 葉根菜／菊池紘子
56 花き／細越翔太
57 りんご／小野寺　理
58 特産果樹／浅川知則
59 乳牛／千葉　彩
60 飼料作物

●REGULARS
46 調査研究

／八幡平農業改良普及センター岩手町駐在

50 農業と気象
／高橋　勉（盛岡地方気象台）

61 農薬登録情報
63 普及員紹介／小笠原南美
89 クロスワードパズル
90 読者のひろば・しゃべこと汁
90 俳句／二階堂光江
91 短歌／菊澤研一
92 あとがき

2 指導士協会通信／岩手県農業農村指導士協会事務局
平成29年度 岩手県農業農村指導士感謝
状贈呈式が行われました

3 4H Club／胆江地方農村青年クラブ

4 牛飼い女子／茂呂勇悦
金ケ崎DairyMother’s （金ケ崎町）

6 こだわり加工房／山口恵子
お米シスターズの店 ごっつぉ家

や

（奥州市）

8 食の匠にまなぶ／山本明日香
「つぼ」大向ヨシエさん（久慈市）

10 県立農業大学校だより
チームワークの良さは抜群です！！
（農産経営科）

12 農業研究センター試験研究レポート／仲條眞介
県産米をリードする極良食味新品種
「金色の風」

14 らぼ・れたあ／澤田　建
熱い要望に応えるニューフェイス！
新規種雄牛「雪福秀」を選抜

15 話題の病害虫講座／福田拓斗
キャベツの害虫「コナガ」

16 星子の地産地消 de クッキング／千葉星子
なすの煮浸し～ゴマ風味～

17 むらの伝統／小野寺俊彦（岩手県立博物館）
婚礼習俗 どげ（道化・道迎）（大船渡市）

18 自慢の逸品！隠れた名品！／
そばかりんとう（宮古市）

19 特集

野生動物の見分け方と被害
対策技術・方策

34 ルポルタージュ産地・人を訪ねて／岩渕瑛子
未来に続く産地をめざして
（JA江刺トマト専門部）

38 県内のスマート農業活用を推進します！
／農林水産部農業普及技術課

40 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
山口　弘さん
（猪去自治会　自治会長）

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／鈴木　翔
芦　謙二さん（一関市）

72 颯爽／岩手県農業公社（表紙写真撮影／坂本廣美）
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■表紙写真

田んぼアートの田植え
を行った一方井小学校5年
生と一方井地区営農組合
の皆さん
岩手町の農事組合法人

一方井地区営農組合では
毎年、一方井小学校5年生
の田植え体験学習を受け
入れています。
今年は初の試みとなる

「田んぼアート」に挑戦。
6月1日に、児童18名と
組合、岩手町役場、JAが
協力し合って、赤と黒色
の品種の苗で「一方井」
の文字と太陽のマークを
描きました。
秋の稲刈り体験が楽し

みです！。
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●読みもの
42 農畜産業における税務・会計講座

／島田哲宏

58 農地を守るとはどういうことか
／楜澤能生

62 「農業競争力強化プログラム」
から見えるもの（下）／村田泰夫

74 食と農のはなし／永山久夫
76 夫婦円満セミナー第3弾

／小林美智子

●季節の農作業
45 水稲／木村　薫
46 畑作物／藤澤由美子
47 きゅうり・トマト／柴田愛里
48 ピーマン・なす／安久津留奈
49 葉根菜／菊池紘子
50 花き／細越翔太
51 特産果樹／浅川知則
52 肉牛／西田　清
53 飼料作物

●REGULARS
40 調査研究

／中央農業改良普及センター県域普及グループ

44 農業と気象
／井上真吾（盛岡地方気象台）

57 普及員紹介／菊地雄大
83 クロスワードパズル
84 読者のひろば・しゃべこと汁
84 俳句／二階堂光江
85 短歌／菊澤研一
86 あとがき

2 指導士協会通信／清水畑京子
子どもたちからのパワーを糧に！

3 4H Club／岩手県農村青年クラブ連絡協議会

4 牛飼い女子／堀間久己
プエラリエワンズ

5 活き活き直売所／ 澁谷まどか
北上産地直売所 あぜみち（北上市）

8 食の匠にまなぶ／高橋菜津美
「ひなまんじゅう」佐藤スガ子さん（遠野市）

10 県立農業大学校だより
なすの接ぎ木作業を実習、うまく接ぐこと
ができました！（野菜経営科1年）

12 農業研究センター試験研究レポート／中野央子
水稲出穂期以降のアカスジカスミカメ防
除対策

14 らぼ・れたあ／伊勢智宏
「耳に痛い」意見こそが大事です！
～「農研センターと生工研との連携会議」を開催

15 話題の病害虫講座／岩舘康哉
ピーマンの病気「ピーマン疫病」

16 岩手生物工学研究センター IBRC／矢野　明
農林水産物の持つ健康機能を研究し地域
の活性化をめざす

17 むらの伝統／近藤良子（岩手県立博物館）
義経「北行伝説」（普代村）

18 自慢の逸品！隠れた名品！／小笠原南美
健康仕込み味噌（矢巾町）

19 特集

いわて青年農業者企業家塾の歩み
～修了生の今と新たな研修体系～

32 ルポルタージュ産地・人を訪ねて／木村　薫
岩手の畑作物種子生産を担う

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
／

～角鼻堰を開いた宇夫方清左衛門
（遠野市綾織）～

38 首都圏からこんにちは／齋藤結衣

39 建設足場資材利用園芸ハウス
／岩手県農業研究センター

64 Interview／橋本佑子
さん（酪農家・歌手）

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／小岩央幸
清水　勇さん（久慈市）

72 颯爽／岩手県農業公社

（表紙写真撮影／久保田翔也）
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■表紙写真

水稲青空指導会に参加
いただいた、大船渡市日
頃市町の皆さん
気仙地域の関係機関で

構成される大船渡地方農
業振興協議会では、毎年
６月末に水稲青空指導会
を開催しています。
日頃市町は県立自然公

園に指定されている五葉
山の麓に位置し、美しい
棚田が広がる中山間地域
ですが、水稲栽培に熱心
な方が多く、青空指導会
には毎年たくさんの方が
出席されます。
皆さんの熱心な栽培管

理により、今年の秋も地
域一帯が見事な黄金色に
輝くことでしょう。
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●読みもの
52 農畜産業における税務・会計講座

／島田哲宏

74 食と農のはなし／永山久夫
76 夫婦円満セミナー第3弾

／小林美智子

●季節の農作業
55 水稲／木村　薫
56 畑作物／藤澤由美子
57 きゅうり・トマト／柴田愛里
58 ピーマン・なす／安久津留奈
59 葉根菜／菊池紘子
60 花き／細越翔太
61 りんご／小野寺　理
62 乳牛／千葉　彩

●REGULARS
50 調査研究

／中央農業改良普及センター西和賀普及サブセンター

54 農業と気象
／藤原政志（盛岡地方気象台）

63 普及員紹介／佐藤拓也
81 農薬登録情報
83 クロスワードパズル
84 読者のひろば・しゃべこと汁
84 俳句／二階堂光江
85 短歌／菊澤研一
86 あとがき

2 指導士協会通信／阿部祐一
指導士活動雑感

3 4H Club／岩手県農村青年クラブ連絡協議会

4 牛飼い女子
岩泉うしあわせ女子部

5 活き活き直売所／ 阿部　洋
農業組合法人採れたてランド高田松原
（ ）

8 食の匠にまなぶ／成田恵美
「そばがゆ餅（きゃもち）」大坪薫子さん（滝沢市）

10 県立農業大学校だより
効率的な農作業の実現をめざし、日々奮闘！
（ ）

12 農業研究センター試験研究レポート／輪達公重
9月中下旬開花の切り花向け青色リンド
ウF1品種「いわてLBー5号」および「い
わてLBー6号」の育成

14 らぼ・れたあ／佐々木康仁
籾米を利用した特徴ある豚肉生産に向けて
農家実証試験を開始しました

15 話題の病害虫講座／中野央子
水稲の害虫「イネミズゾウムシ」

16 星子の地産地消 de クッキング／
岩手県産豚肉の和風バターソース

17 むらの伝統／小野寺俊彦（岩手県立博物館）
お盆（トオロギ、舟っこ流し）（ ）

18 自慢の逸品！隠れた名品！／藤澤真澄
はきはき美人（ ）

19 特集

女性農業者が活躍する経営体
42 ルポルタージュ産地・人を訪ねて／菅野史拓
恵まれた立地・気候を生かして伸びる宮古
地域のブロッコリー

46 農業農村整備事業優良事例地区の紹介
／

～みつくら農事組合法人・満倉地区（奥州市）～
48 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
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 がんばる農業ダンシ／細川史絵
佐藤　征さん（金ケ崎町）

72 颯爽／岩手県農業公社（表紙写真撮影／坂本廣美）
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■表紙写真

田代おじょ会の皆さん
「田代おじょ会」は、

宮古・山田地域の畜産に
携わる女性農業者6名から
なる牛飼い女子グループ
です。
飼養管理技術の向上や

交流促進を目的に、平成
27年度から、頭絡作成や
削蹄の技術研修、畜産物
を用いた料理の試作など
さまざまな活動を行って
います。
撮影場所は、黒毛和種

繁殖牛の放牧地である宮
古市の亀ヶ森牧野で、当
日は、牧野から遠く太平
洋が見渡せるほど、晴天
に恵まれました。
放牧されている牛たち

は、写真撮影が始まると、
最初は不思議そうに見て
いましたが、慣れてくる
と会員の皆さまのところ
に寄ってきて、愛らしい
姿を見せてくれました。
左から皆川静江さん、

皆川美保子さん、田代寛
子さん、西野トモ子さん、
高田節子さん

CONTENTS
SEPTEMBER 2017  No.821
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●読みもの
44 農畜産業における税務・会計講座

／島田哲宏

58 収入保険がはじまります／NOSAI
70 食と農のはなし／永山久夫
72 夫婦円満セミナー第3弾

／小林美智子

76 種子法廃止の経緯と影響について
／久野秀二

●季節の農作業
47 水稲／木村　薫
48 畑作物／藤澤由美子
49 きゅうり・トマト／柴田愛里
50 ピーマン・なす／安久津留奈
51 葉根菜／菊池紘子
52 花き／細越翔太
53 りんご／小野寺　理
54 特産果樹／浅川知則
55 肉牛／西田　清
56 飼料作物／

●REGULARS
41 農薬登録情報
42 調査研究

／大船渡農業改良普及センター

46 農業と気象
／藤原政志（盛岡地方気象台）

63 普及員紹介／遊佐公哉
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

2 指導士協会通信／東海林　豊
これまでの農業経営と今後の展望（小岩菜摘子さん）

3 4H Club／岩手県農村青年クラブ連絡協議会事務局

4 牛飼い女子 高橋良乃

奥中山楽農女子会（一戸町）
5 活き活き直売所／ 内田愛美
浄南ママ直（二戸市）

8 食の匠にまなぶ／皆川歌織
「秋刀魚の塩炊き」渡辺マサ子さん（大船渡市）

10 県立農業大学校だより
農大産直で自分たちが栽培した花を出品
しました（ ）

12 農業研究センター試験研究レポート／西田絵梨香
果実軟化を防ぐ「紅いわて」の収穫適期

14 らぼ・れたあ／佐藤　真
圃場管理システムを上手に使って、効率
的に作業しよう！

15 話題の病害虫講座／加藤真城
果樹の害虫「シンクイムシ類」

16 岩手生物工学研究センター IBRC／和賀佳子
「のぞいてみよう いわてのバイオ最先端！」
～2017岩手生物工学研究センター公開デーのお知らせ～

17 むらの伝統／近藤良子（岩手県立博物館）
横間の虫追いまつり（八幡平市）
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■表紙写真

久慈市山根地区在来の
大豆品種「山白玉」を栽
培している地域おこし協
力隊と地元農家の皆さん
平成27年度から地域お

こし協力隊の清水さんを
中心に、「山白玉」を活用
した久慈市山根地区の地
域おこしに取り組んでい
ます。
「山白玉」の栽培は平

成28年度から取り組んで
いますが、昨年は台風10
号の影響により圃場が流
され、収穫することがで
きませんでした。
今年はそのリベンジを

果たすべく、決意を新た
に、地元農家の協力を得
ながら栽培に取り組んで
います。

前列左から　
清水勇さん（地域おこし
協力隊）、韮山正一さん
後列左から　
小岩央幸農業普及員、松
野下冨則さん
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■表紙写真

花巻地域「銀河のしず
く」栽培研究会の皆さん
小金色に色づいた「銀

河のしずく」の水田を巡
り、収穫時期の目揃いを
行いました。
品質と食味をもっとも

意識した栽培管理を行っ
てきた生産者の皆さんで
す。
消費者においしい「銀

河のしずく」を届けるよ
うに、収穫作業に励むと
意気込んでいました！
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■表紙写真

いわて中央牛愛女子会
の皆さん
盛岡市、矢巾町、紫波

町の和牛繁殖、肥育経営
に関わる女子が集まって
会を結成しました。
和！輪！環！みんなで

学び、苦労の中にも楽し
みを見つけ、環境に負け
ない知識とブランド推進
で輝いていくことをめざ
しています。
詳しい活動の内容は、4

ページの牛飼い女子コー
ナーをご覧ください！
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