
4 ひろしま農林水産振興ニュース

　毎週日曜日午前8時15分から10時にかけ
て平和大通り南側緑地帯（中区富士見町）
で「ひろしま朝市」を開催しています。
　地産地消と都市農漁村交流の推進を図る
ため、市内の農林漁業者自らが生産した新
鮮な野菜や果物、花や水産物、田舎寿司、
漬物などの加工品の販売のほか、年４回の
イベントも実施しています。
　随時、出店者を募集しています。あなた
も出店してみませんか。
　出店にかかる条件や費用など詳細は、
ホームページか、電話等でお問い合わせ下
さい。

公益財団法人 広島市農林水産振興センター
Hiroshima City Agriculture,Forestry and Fisheries Promotion Center

〒739-1751  広島市安佐北区深川八丁目30番12号
TEL(082)845-4770　FAX(082)842-2149
http://www.haff.city.hiroshima.jp
◆個人情報に関する方針◆
　皆様から提供していただいた個人情報は、当財団において
適正な管理のもと財団の活動の範囲内において保存、利用い
たします。
　なお、個人情報の第三者への提供については、法令に基づ
く場合、本人の同意があった場合、その他特別の理由のある
場合を除き、提供された目的以外の用途又は提供された目的
を超えて第三者に提供いたしません。
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就農して1年…農業経営者として日々頑張っています

農地利用集積円滑化事業とは

ひろしま活力農業経営者育成事業

目標に向かってがんばっています
16期生が安佐町に新規就農します
　１６期生が１年間の基礎研修を終え、農地利用集積円滑化事業を活
用し、安佐北区安佐町小河内で約３０ａのビニールハウス栽培により
実地研修を開始する予定です。
　コマツナなどの葉物野菜を栽培して年間売上１千万円程度（年間所得５００万円）を目指します。

　当財団は農地利用集積円滑化団体として農地の貸し借りを行っており、地元のご協力のもと研修事業
（活力・スローライフ）の修了生が、地域農業の担い手として就農しています。

ホームページアドレスを変更しました。「新しいホームページアドレスhttp://www.haff.city.hiroshima.jp」

※これまでのURL（http://www.hiroins-net.ne.jp/hiroagri）は、ドメインの変更に伴い平成26年2月23日をもって

アクセスできなくなりました。 大変ご迷惑をおかけして申し訳ありませんが、ブックマーク等の変更をお願いします。

　１５期生３人は昨年の４月から安佐北
区安佐町鈴張に就農し、１年が経過しま
した。地域の方やその他大勢の方のご支
援を受け、若さをバネに農業経営に全力
投球しています。
（左から青木さん、塗本さん、末光さん）

農業振興課 担い手育成係（☎842-4421）

お知らせ

農地の
所有者 利用権設定 利用権設定

借りる 貸す（公財）広島市農林水産振興センター
（農地利用集積円滑化団体）

研修修了生
（地域農業の担い手）

イ ベ ン ト 情 報
花みどり公園広島市水産振興センター

開 催 日 時：毎月第3日曜日（11月を除く）13時～15時
対 象：広島市在住の小学校３～６年生とその保護者
定 員 等：抽選１５組。無料
申込み･問合せ：
往復はがきに、郵便番号、住所、氏名（ふりがな）、電話番号、
学年、保護者名を記入し、毎月の締切日までに同センター
（郵便番号733-0833 西区商工センター八丁目5-1）へ
※詳しくは、同センターのホームページ
 「海辺の教室のご案内」をご覧下さい。
  (http://www.haff.city.hiroshima.jp/info/suisansc)

　花と緑を使った、はじめての方でも気軽に体験できる
講習会などを行っています。 

■海辺の教室

　小学生に魚と漁業について、もっとよく知ってもらう
ための体験教室を行っています。

※募集の案内は
　ホームページをご覧ください。

【春のシャクナゲふれあい祭り】

≪はなづくり講座≫
　ガーデニング講座など年７回
≪みどりづくり講座≫
　庭木や果樹の管理講座など年７回
≪シャクナゲ講座≫
　シャクナゲ栽培の基礎年５回

シャクナゲいっぱいの園内をゆっくり散策してみては？
講習会もやってます！（要予約） 
＜開催期間：平成２６年４月２７日～平成２６年５月６日＞
※期間中は無休 
【園芸教室】

ブルーベリージャム
作りなど年４回

【食農体験教室】

「地域に貢献できるよう頑張りたいです」と意気込む３人
（左から沖政さん、神田さん、西佐古さん）

常連のお客さんとの会話も楽しみのひとつ

「ひろしま朝市」に出店しませんか

　　　農林体験推進課  市民園芸推進係（☎845-4347）
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スローライフ、ふるさと、チャレンジ研修修了
農業への自信がつきました

就農をフォローアップ！ 研修修了生への講習会

「スローライフで夢づくり」
定年就農者育成事業
　定年退職後に新たに農業を始めたい方に、1年間の野
菜や花の栽培実習、講義を行いました。
　研修生たちは、いよいよ今年の４月から農地利用集積
円滑化事業を活用し、本格的に農業をスタートします。
先輩たちに負けないように、研修で学んだことを活かし
て農業を頑張っていきたいと意気込んでいます。

ふるさと帰農支援事業
　市内に農地を持つ方に1年間、野菜や花の栽培につい
て基礎から研修を行いました。
　今までの自己流の栽培を改め、体系的な作業方法など
を習得することができ、４月から自信を持って営農でき
るようになりました。

“チャレンジ”女性農業者育成事業
　市内の農家女性で、野菜や花の生産販売農家を目指
す方に１年間の研修を行いました。
　今まで農業は手伝い程度しか携わっていませんでし
たが、野菜や花づくり、農産加工などの技術が習得で
き、これからは積極的に農業に取り組んでいくことが
できます。

　農業振興センターでは、昨年
の５月から毎月１回、当セン
ターで研修を受けた研修修了生
のための講習会を始めました。
活力とスローライフ・ふるさと
帰農・チャレンジ女性の２コー
スに分かれて、作物の栽培に関
する講義を行っています。これ
までに合計２７９人（１１月現
在）の修了生が受講しました。

作物の生育状況や管理方法を実際のほ場
で説明（スロー、ふるさと、チャレンジ）

毎月テーマを変えて肥料や土づくりにつ
いて講習（活力）

竹林整備指導（東区温品地区）
里山整備・遊歩道整備指導（安佐北区小河内地区）
公園周辺の整備計画づくり・指導（佐伯区美鈴ヶ丘）など

里山の整備活動

　広島市里山整備士会では、地域住民等からの依頼に基づき、里山整備の実施に向けての技術的助
言及び指導を行う広島市里山整備士を派遣しています。
　これまでに、３５人が広島市長より認定を受け、市内各地で里山整備指導等を行っています。

活動事例

広島市里山整備士派遣の流れ
助言・指導の依頼

依頼内容の協議

地域住民
森林ボランティア

学校等

助言・指導 連絡調整広島市里山整備士
（広島市里山整備士会）

広島市里山整備士会事務局
（公財）広島市農林水産振興センター

農林体験推進課  農林体験係（☎ 845-4348）

　　　水産部普及指導課（☎ 277-6609）

　水産振興センターでは、魚食普及の一環として、海
辺の教室などの体験事業で魚介類を使ったレシピを紹
介しており、これらをまとめたレシピ集をホームペー
ジに掲載しています。
　レシピ集では、特産のカ
キを中心に、魚やシジミを
使ったレシピも紹介してい
ますので、普段とは一味
違った料理で広島特産の魚
介類を味わってみてはいか
がでしょうか。

農業振興課 担い手育成係（☎842-4421）

刃物の手入れ指導 伐採方法の説明  しいたけ栽培の説明

里山づくりを応援します里山づくりを応援します

新鮮な魚介類をとっておきのレシピで！新鮮な魚介類をとっておきのレシピで！
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