◆旬の野菜を使用したおすすめメニュー

作り方

材料（６個分）
□かぼちゃ・・・1/4 個

□牛乳・・・２００ｃｃ

□生クリーム・・・１５０ｃｃ

□砂糖・・・５０ｇ

□ゼラチン・・・５ｇ

□水・・・大さじ５

①水にゼラチンを振り入れふやかす。
②かぼちゃの種を取り、柔らかくなるまでレンジで
加熱する。
③かぼちゃの皮を取り、つぶす。
④鍋にすべて入れ、沸騰させないよう煮溶かす。
⑤ザルでこし、器に分け、冷やし固める。

◆野生きのこの出荷制限について
野生きのこの出荷・提供・販売はできません！！
県南地方におきましては、下記のとおり全市町村で
野生きのこの出荷制限等の指示が出されておりますの
で、野生きのこの出荷、提供、販売をしないよう御注意
ください。（森林林業部）
品目

市町村

野生きのこ

全市町村（棚倉町は摂取も制限）

なお、近隣市町村（他県を含む）は下記ホームペー
ジ等でご確認ください。
ふくしま新発売（福島県ホームページ）
http://www.new-fukushima.jp/

◆第４３回福島県林業祭
豊かな森林を未来に引き継ぎ、緑豊かなふるさと再
生を進めるとともに、森林林業木材産業への関心を持
って頂くことを目的に「林業祭」を開催します。
当日は、きのこや県内各地の名産品の販売、恒例
の森のオークションや木工体験やスタンプラリーなど、
多彩なイベントを準備し、子供から大人まで楽しめる祭
典ですので、是非ご来場ください。（森林林業部）
○日時 １０月２０日（土） １０：００～１６：００
１０月２１日（日） ９：３０～１５：３０
○場所 福島県林業研究センター（郡山市安積町）
○お問い合わせ先 県南農林事務所森林林業部
電話番号 0247-33-2121

稲刈りを行う塙小学校の５年生

◆田んぼの学校「稲刈り」を行いました
「ふくしまの農育」事業の一環として塙
町立塙小学校で実施している「田んぼ
の学校」も３回目の活動を迎え、今回は
５月に児童たちが田植えを行った稲の
「稲刈りとはせがけ」が平成３０年９月１２日（水）に行われま
した。
地元農家の方から稲刈りの方法を教わった後、児童たち
にも鎌が渡され、いよいよ開始です！

きのこや山菜の出荷制限等の状況について（林野庁ホ
ームページ）

はじめは慣れない手付きでしたが、農家の皆さんからアド
バイスを受けると、少しずつコツを掴んでいき、手際よく刈り

http://www.rinya.maff.go.jp/j/tokuyou/kinoko/
syukkaseigen.html

取っていました。

農林業関係の動き
田んぼの学校「稲刈り」を行いました
「平成 30 年度県南地方ＧＡＰ研修会」を開催
しました
「2018 夏休み森林教室ｉｎ矢祭町」を開催しま
した！
県南地域次世代を担う農業推進協議会現地
検討会を開催しました
「おいしい ふくしま いただきます！」キャンペ
ーンを開催しました
攻めの農業技術革新県南地域協議会（ブド
ウ）を開催しました
住宅宿泊事業法（民泊新法）について学習し
ました！

刈り取りが終わると、天日で乾燥させるた
お問い合わせ
福島県県南農林事務所 企画部 地域農林企画課
住所 福島県白河市昭和町２６９番地（白河合同庁舎４階）
TEL ０２４８－２３－１５７７ FAX ０２４８－２３－１５９０
ホームページ http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/36230a/

め、ヒモで束ねて棒につるす「はせがけ」の作

コラム
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業も行われました。
今後、１０月には脱穀を行い、１２月には学
校で行う収穫祭で、地元の伝統料理と共に
味わうこととしています。（農村整備部）

お知らせ
野生きのこの出荷制限について
第４３回福島県林業祭

◆「平成 30 年度県南地方ＧＡＰ研修会」を開催しました

◆「おいしい ふくしま いただきます！」キャンペーンを開催しました

平成３０年９月１４日（金）、白河市表郷公民館で「平成３０年度県

平成３０年９月８日（土）、今年６月にオープンした「まるごと西郷

南地方ＧＡＰ研修会」が開催され、生産者・市町村・ＪＡ・県関係者等

館」で、『ふくしまからはじめよう。「食」と「ふるさと」新生運動』の一環

約５０名が出席しました。

として、農産物 PR キャンペーンを開催しました。

始めにイオンアグリ創造株式会社から県へ出向している遠藤芳美

当日は小雨が降る天気でしたが、月１回敷地内で行われる物販イ

GAP 推進員から、GAP の基礎と GAP 活用の優良事例について講演を

ベント「まるごとマルシェ」が同日開催されたことから、たくさんの方に

いただき、次に JGAP 個人認証を取得された白河市表郷の「星農園」

お越しいただきました。じゃがバターの試食をはじめ、アンケートに回

の星哲也様と、JGAP 団体認証を県内で初めて取得された JA 夢みな

↑研修会の様子

答いただいた方に県内産の野菜や、西郷村の名物である「ポテトまん
↑キャンペーンの様子

み三神支店 TC トマト班の班長坂路様から事例発表をしていただきました。星様からは「認証取得によって自分で生産
した農産物に対して責任と自信を持つことができて良かった」とのお話をいただき、坂路班長からは「今回の認証がゴ

じゅう」をプレゼントして、県産農産物の安全性や魅力をＰＲしました。

次回のキャンペーンは、１０月頃に実施する予定です。お楽しみに！（企画部）

ールではなく改善の繰り返しが重要」との意見をいただきました。（農業振興普及部）

◆攻めの農業技術革新県南地域協議会（ブドウ）現地研修会を開催しました

◆「2018 夏休み森林教室ｉｎ矢祭町」を開催しました！

平成３０年９月１１日（火）、白河市表郷地区で、「水稲育苗ハウスを活用したブドウ短梢栽培

平成３０年８月７日（火）、東白川地方

技術」の現地研修会を開催し、生産者、ＪＡ職員など１６名にご参加いただきました。本技術

公民館連絡協議会、県南地方林業協

は、田植え以降遊休化しがちな水稲育苗ハウスを有効利用できる技術として、平成２８年

会、県南農林事務所の三者主催に

度から当地域において技術の実証試験に取り組んでいます。

より、「２０１８夏休み森林教室ｉｎ矢

研修会では、参加者に実証ほ場の

祭町」を開催しました。

↑「森のクイズ」の様子

この森林教室は、東白川郡内の

現状を確認いただきながら、技術導入

小学生を対象に毎年開催しておりま

上のメリットや留意点、これまでの取組

す。今年は、矢祭町内の矢祭山キャ

経過などを説明しました。参加者から
は多くの質問をいただき、活発な意見交

ンプ場を会場として、９４名の小学生が参加しました。

換の場となりました。今後、栽培マニュアル

参加者は、開会式、オリエンテーションの後、各班に分かれて、森のクイズ、フィールドビ

の作成・配布を行い、本技術を普及推進して

ンゴ、綱渡り、ターザンロープ、測量ゲーム、こけ玉作りなど様々な活動を体験しました。

いきます。（農業振興普及部）

来年は、塙町内で開催する予定です。（森林林業部）

↑研修会の様子

◆住宅宿泊事業法（民泊新法）について学習しました！

◆県南地域次世代を担う農業推進協議会現地検討会を開催しました

平成３０年８月３１日（金）、白河市立図書館にて福島県県南地方グリーン・ツーリズム研修会を開催しました。この
「県南地域次世代を担う農業推進協議会」では、白河市表郷の株

研修会では、６月から施行された住宅宿泊事業法（民泊新法）について学習しました。

式会社吉野家ファーム福島の協力を得て、加工用キャベツを対象に

従来、宿泊所の営業には旅館業法の許可を取得することが必須

高性能作業機械の実証を行っています。平成３０年８月２７日（月）

条件でしたが、住宅宿泊事業法（民泊新法）が施行されたことで県

に、乗用全自動野菜移植機（（株）ヤンマーアグリジャパン）による冬

への届出により年間１８０日間の制限の範囲内で営業が可能になり

キャベツ移植作業の省力化について現地検討を行いました。セルトレ

ました。

イをセットするだけで、田植え機のように自動で１株ずつ苗を抜き取

住宅宿泊事業法（民泊新法）の施行により、構造設備が不足して

り、２条同時に設定した一定の深さできれいに植えつけることができま
す。管内で広く使われている歩行型の半自動移植機に比べて作業が

いて許可の取得を断念した方、いずれは旅館業法の許可を取得し
↑植え付けの様子

たいけれど、踏み出せなかったといった方も気軽に宿泊業チャレン

楽で能率アップも図れそうだと、参加者からも好評でした。本機はハクサイやブロッコリーにも対応しており、今後、作業

ジすることができます。農林事務所では今後も地域活性化を目指

効率やコストから適切な導入利用規模を明らかにしていく予定です。（農業振興普及部）

す動きをサポートして参ります！（企画部）

↑制度について学ぶ参加者
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