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事前説明会と顔合わせ会を開催しました
新年度のサポーター活動に向け、農業
農業サポーター事
前説明会と受入農家との顔合わせ会を 2 月 21 日（日）
に、食育・花育センターにて開催しました
しました。H28 年度
は、新規受入農家 6 軒にご協力いただき
いただき、計 55 軒の
農家さんに農業サポーターの皆さんの受
受け入れをお願
いすることになりました。
さんからサポータ
当日の顔合わせ会では、受入農家さんからサポータ
ーさんに向けて、自己紹介をしていただきました
をしていただきました。その
後はフリータイムとなり、サポーターさんは
サポーターさんは興味のある
農家さんと直接情報交換をしました。
夕方のニュースで
また、当日は NHK の取材が入り、夕方
紹介されました。（ご覧になった方もいらっしゃるでしょう
もいらっしゃるでしょう
か。）

前半は説明会を行いまし
た。多くの方にご参加いただ
き、ありがとうございました。

後半は、受入農家
受入農家さんとの顔
合わせ会で
です。4 月からの活
動に向けて、
、農家さんから直
接お話を聞きました
きました。

当日は、5 名の継続サポーターさんより
サポーターさんより受付の
お手伝いをしていただきました。
ご協力いただき、本当にありがとうございました
にありがとうございました。
新規受入農家の紹介
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農業サポーター活動の
の流れについて
○活動希望の申込みについて
みについて
事務局が毎月 10 日頃に
に翌月の「受入農家作業予
定表」を送りますので、20 日頃までに
日頃
FAX・メール・郵
送・電話・「申請・届出の総合窓口
総合窓口」のいずれかで活動
希望をお申込みください。皆
皆さんの希望を取りまとめ、
定員を超えた場合など調整
調整が必要になった場合の
み、電話かメールでご連絡します
します。月末までに事務局
から連絡がなければ、ご希望通
希望通り活動決定です。希
望した日時・希望した農家さんで
さんで活動してください。な
お、勤務の都合などで期限内
期限内に申込むことが難しいと
いう方は、事務局へご相談下
相談下さい。
○市ホームページ「申請・届出
届出の総合窓口」の使用に
ついて
活動希望の入力は１回の
の申し込みで 5 日まで入力
できます。5 日以上活動する
する場合は、この手続きを繰
り返してください。
新規サポーターさんの ID、
、パスワードも登録済みで
すので、ご活用ください。

H28 年度ご協力
協力いただく、6 軒の新規受入農家さんです。

○朝妻 幸雄 さん（西区中権寺）

スイカ
スイカ、メロン、カブ、ネギの栽培

○大嶋 喜芳 さん（西区勘助郷屋）

米作り

○田沢 利英 さん（西区黒鳥）

枝豆
枝豆、カリフラワーの栽培

○石本 崇 さん（江南区日水）

枝豆
枝豆、サツマイモ、ネギの栽培

○高松 利行 さん（江南区沢海）
○佐藤 慎一 さん（東区寺山）

ニラ
ニラ、スイートコーン、キャベツ、梨の栽培
イチゴ
イチゴ、キャベツ、トマト、キュウリの栽培

※農業サポーターと受入農家は，「互いを気づかう心
心」でより良い関係を築いています。

新潟市農業サポーター通信
通信
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受入農家訪問！
西蒲区羽田：石田さん
石田さんは、ボケの鉢花やトルコギキョウなどの
やトルコギキョウなどの切り
花を作っている花農家です。
伺った日は、ご家族でボケの出荷作業
出荷作業をしていまし
た。うららこすどで開催される「日本ボケ
ボケ展」直前という
こともあり、大忙しのところお話を聞かせていただき
かせていただき、あ
りがとうございました。

江南区二本木：原さん
いつも原さんのお手伝いに
いに行っているサポーターさん
から、「雪の降るなかキャベツの
るなかキャベツの収穫作業をしていま
す。冬の農作業を紹介してください
してください！」という情報をい
ただき、キャベツの収穫日に伺ってきました。
広大なキャベツ畑です。
広大
この
この日は冬の合間の陽気でした。

石田さんが大切
大切に育てたボケが
これだけ広い畑を 1 人で
で管理しているので、「サポー
所狭しと並び
び、出荷を待っていま
ターさんが来てくださってとてもありがたいです
てくださってとてもありがたいです」と原さ
す。この後、箱
箱に詰められ、関
、一緒に収穫作業をしたそう
東・関西を中心
中心とした県外へ出荷 ん。雪の日もカッパを着て、
されるそうです
されるそうです。
です。この日活動していたサポーターさんは
していたサポーターさんは、週 1〜2
こちらは石田
石田さんが作った新品
種だそうです
だそうです。優しそうな色が
春らしく、とても
とても素敵です。ボケ
生産の第一人者
第一人者である石田さ
んは、数多くの
くの新品種を作って
います。

回原さん宅で活動されているとのことで
されているとのことで、慣れた様子で
収穫用の包丁を使いこなし
いこなし、収穫をしていました。サポ
ーター活動に参加してからは
してからは、スーパーで野菜を見る
目が変わったそうです。また
また、最近は野菜を使った料理
にも挑戦しているとのことです
しているとのことです。

サポーターさん
が
が種をまいた
トルコギキョウ
が
が発芽していま
した
した！

第 39 回 日本ボケ展について
「日本ボケ展」が、3 月 13 日（日）まで
まで開催されていま
す。会員展では、石田さんが農林水産大臣賞
農林水産大臣賞を受賞さ
れました。週末は、うららこすどへ出かけてみてはいか
かけてみてはいか
がでしょうか？
・開催期間：3 月 4 日（金）〜13 日（日））
9:00〜17:00（13 日は 16:00 まで）
・会場：うららこすど（秋葉区小須戸 893
893-1）

原さんは、キャベツのほか
キャベツのほか、梨やスイートコーンなども
栽培しています。冬の作業
作業が終わると、春からもたくさ
んの作業があります。ぜひ
ぜひ、サポーターさんのお手伝
いをお願いいたします。
農家さん、サポーターさんから
サポーターさんからの「今の時期は
こんな作業をしています
をしています」「今年から新しい作物を
栽培しています」「いつも
いつも行っている農家さんをぜ
ひ紹介してほしい！」等
等、サポーター通信で取り
上げてほしい情報を、事務局
事務局までぜひお寄せくだ
さい。お待ちしています
ちしています！

新潟市農業サポーター 事務局 （新潟市食育
新潟市食育・花育センター内）
住所：新潟市中央区清五郎 401 番地
電話番号：（025）282-4181 FAX：（025）282-4987
休館日：不定休（3 月の休館日は 8 日・22
22 日です）
◆電子メール アドレス：shokuikuhanaiku@city.niigata.lg.jp
shokuikuhanaiku@city.niigata.lg.jp
◆ Web サイトのアドレス http://www.city.niigata.lg.jp/business/shoku̲hana/nougyo/supporter/supporter̲kiroku.html
◆ブログ版「農業サポーター通信」 http://agri
http://agri-supporter.shokuhana.com/

携帯電話
携帯電話はこちらから⇒

※農業サポーターと受入農家は，「互いを気づかう心
心」でより良い関係を築いています。

