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受入農家訪問！
新米や果物など、美味しい作物がたくさん出回る季
節になりました。早いもので、あっというまに今年も 10
月となり、事務局が活動を仲介するのも今月で最後と
なりました。
現在事務局では、これまでサポーター通信で活動の
様子を紹介できなかった受入農家さんを中心に農家訪
問させていただいています。皆さんの活動時にお邪魔
しましたら、活動の感想などをお聞かせください。
今回も 3 軒の農家さんを紹介させていただきます。
西蒲区角田浜：（農）アグリ悠悠さん
（農）アグリ悠悠さんは受入農家になって 3 年目。野
菜・果樹を栽培しています。サポーターさんにお願いし
たい作業はいちじく・柿・トマトの収穫、出荷作業になり
ます。今回は、話題のトマト「天使の唇」、そして今が旬
のいちじく「越の雫」を見せていただきました。
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西区赤塚：真田さん
真田さんは、農業サポーター制度がはじまって以来
ご協力いただいている 11 年目の受入農家さんです。
野菜・果樹を栽培しています。6 月中頃から 8 月にか
けては、メイワサンピア手前の直売所も賑わい、とうも
ろこし、スイカ、メロンなどを販売し、お客さんが遠くか
らも買い求めに来られたそうです。
伺った日、サポーターさんはネギの出荷作業・収穫
のお手伝いをしていました。サポーター歴 9 年。ご自
身の健康維持のためにも続けられているそうです。
箱作りのお手伝いです。
サポーターさんは手際よく作
っていきます。60 箱ほど作っ
たとのことです。「サポーター
さんには出来ることを出来る
分だけしてもらえればいいん
ですよ。」と真田さん。

＜トマト「天使の唇」＞
伺った日、ハウスのトマトを見せていた
だきました。ブドウのように房をつけ、粒は
光沢があり、見た目はサクランボのように
かわいらしく実をつけいていました。アグリ
悠悠さんではハウス 5 棟ほどで「天使の
作業の休憩時間に真田さん、サポーターさんからお
唇」を栽培しています。2016 年 7 月に野菜
話を伺いました。「作業は、できるだけサポーターさん
ソムリエサミットで金賞を受賞しています。
2 名 1 組でお願いしています。サポーターさん 1 人に
皮が薄く食べやすい、そしてとても甘く、フ
はせず私たち誰かと一緒に作業するようにしていま
ルーツに近い美味しさです。
＜いちじく「越の雫」＞
次に広大ないちじく畑にお邪魔しまし
た。新潟市では 8 月下旬から 11 月上
旬が旬で出荷時期となるそうですが、
今年は寒さの影響でピーク時期が遅
れているそうです。
伺った日は、収穫を午前 9 時に終了
し箱詰め作業をしていました。
さて、みなさん、ヤスダヨーグルト期
間限定（9 月 15 日から 3 月中頃）のい
ちじく味があるのはご存知でしたか。こ
れがまた美味しい！いちじくは 100％
アグリ悠悠さんが納めていて今年は
6t のいちじくを納品したそうです。

す。」と真田さん。「とくにハウス内での作業は、集中す
ると自分の体調変化に気づくタイミングが遅れる時が
ある。2 人で作業していると相手を気遣うことが出来る
ので安心です。お互いに無理をしないように声かけし
ます。」とサポーターさん。農家さんはサポーターさん
が安全に活動できるよう、作業を割り振りしています。
次は収穫です。トラクターで
根を掘り起こしたネギをサポ
ーターさんは手で収穫してい
きます。ネギの持ち方、向き、
抜き方など詳しく丁寧に指導
を受けながらの作業です。安
心してお手伝いできますね。
ご指導ありがとうございます。

※農業サポーターと受入農家は，「互いを気づかう心」でより良い関係を築いています。
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西区神山：太田さん
受入農家になって 7 年目の太田さんです
さんです。かぶ・ス
イカ・メロン・長ネギの栽培をしています
をしています。サポーター
さんには、収穫・出荷作業をお願いしています
いしています。太田
さん宅は、ご家族 3 世代で農業をされています
をされています。
この日は息子さん（誠さん）にお話を
を伺いました。

伺った日、サポーターさんは長ネギの
ネギの根をハサミで
処理する作業のお手伝いをしていました
いをしていました。この日は、
大雨です。作業小屋でご家族と一緒に
に作業します。
曜日を決めて週 1 回、太田さん宅で活動
活動されている
サポーターさんですが、他の農家さんへも
さんへも曜日を決
め、週 4 日ほど活動しているそうです。
。
前日のうちに収穫した大量の長ネギが
ネギが並んでいま
す。今年のネギは良い出来になり、サイズも
サイズも 2Ｌが 3
割、L が 6 割ほどとのことです。太くみずみずしいネ
くみずみずしいネ
ギがたくさん並んでいました。
今年から県外（愛知県）へ長ネギ・にんじんを
ネギ・にんじんを出荷
し始め、好評だということです。これからの
これからの時期は、か
ぶ・にんじんの収穫・出荷作業があります
があります。11 月以降
は、今まで太田さん宅に行かれたことのあるサポータ
かれたことのあるサポータ
ーさんは直接太田さんへ連絡してください
してください。初めての
方は事務局まで連絡をお願いします。
今年 5 月、食を旅する「レストランバス
レストランバス」で太田農
園さんもスポットの 1 つとしてマスコミから
つとしてマスコミから取り上げら
ました。テレビでご覧になった方もいらっしゃるのでは
もいらっしゃるのでは
ないでしょうか。
レストランを手掛けて
また、太田さんは佐潟で農家レストランを
います。太田さんが愛情かけて育てた
てた美味しい野菜
をいただけます。
若手ならではの
多方面で活躍されている太田さん。若手
発想で農業を盛り上げていらっしゃいます
げていらっしゃいます。

事務局からお知らせ
●11 月から 3 月までの活動
活動について
今年度もたくさんのサポーターさんから
もたくさんのサポーターさんから活動いただき、
ありがとうございました。農家
農家さんからサポーターさんへ
の感謝の言葉をよく耳にしました
にしました。
事務局が作業予定表を送
送ってサポーターさんの希望を
取りまとめるのは、10 月の活動
活動までとなります。11 月か
ら 3 月までの活動は、農家さんとの
さんとの直接やりとり（相対）
でお願いいたします。初めて
めて行く農家さんでの活動を希
望される場合は必ず事務局
事務局へご連絡ください。各農家さ
んの受入予定は、同封の別紙案内
別紙案内をご参照ください。
ちょっと
一息

まだまだ
まだまだ秋の作業もたくさんある
ことかと思います。農作業は集中し
ことかと
てしまいがちです
てしまいがちです。サポーターさん
はご自身
自身の体調管理には引き続き
お気を
を付けください。無理のない範
囲で活動
活動をお願いします。また、農
家さんにはサポーターさんのケガ
さんにはサポーターさんのケガ
や事故
事故を防止する目的も含めて、
適切な
な休憩時間を取れるようご配
慮をお
をお願いいたします。

秋のイベント
のイベント紹介
10 月 21 日（土）はＪＡ
ＪＡ新潟市農業祭！！
日時：10 月 21 日（土） 10:00〜15:00
10:00
会場：いくとぴあ食花
主催：JA 新潟市
新米や旬の農産物の販売
販売、お楽しみ抽選会、
JA 女性部によるふるまいや
によるふるまいや
青年部による餅つきなど・・・
つきなど・・・
イベントもりだくさん♪
ぜひ、お越しください。

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 （※10 月の休館日は 10 日（火）、24 日（火）です）
◆電子メール アドレス 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。

