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■農業振興センター　☎（082）845-4770
■花みどり公園 ☎（082）837-1247
■水産振興センター　☎（082）277-6609
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　春の花みどり公園は、花木の女

王と呼ばれるシャクナゲが咲き乱

れ、桜や藤などの花が楽しめます。

春のシャクナゲふれあいまつり
【4月15日（土）〜4月30日（日）】

〜4月29日（祝）は、シャクナゲの苗

500鉢を無料配布〜

　期間中は無休で、「春のこけ玉

づくり」や「春のガーデニング」な

どの講習会も開催します。

　（申込みは、4ページをご覧ください。）

問 花みどり公園（☎837-1247）

「ドッグラン」もあります
藤棚の下でゆっくり休憩

小型犬用 大型犬用

　平成27年3月にオープンした「ドッグラン」

のコーナーが、愛犬家の皆さんに好評です。

　大型犬用と小型犬用に分かれ、広いス

ペースで愛犬のリードをはずし、自由に遊

ばせることができます。

　昨年は、8,800人の愛犬家と5,800匹の愛

犬が利用しました。

　皆さんも休みの日などは、ワンちゃんと

一緒にくつろいでみませんか。

■利用時間　午前９時〜午後４時
■利 用 料　無料
■休 園 日　�火曜日（火曜日が祝日の場合

は翌日）、年末年始

問 花みどり公園（☎837-1247）

休みの日は愛犬
とのんびり

春は花みどり公園に
出掛けませんか



ひろしま農林水産振興ニュース

　皆さんの思いを聞き、どのよう

な整備をしたら理想の里山に近づ

けるのか、皆さんと一緒に計画を

立てます。また、実際の作業では、

技術的な助言や危険なことがない

ように安全対策をするなど、色々

な面でアドバイスをしてくれます。

　写真は、放置された里山に手を

加えることで、花の咲く樹木や大

木が生長するように整備し、景観

を向上させた事例です。

　地域住民の皆さんの力で、放置

された里山を快適な空間にしてみ

ませんか。

問 農林体験推進課（☎845-4348）

　皆さんは、広島市里山整備士を

ご存じですか。

　広島市里山整備士とは……
　健全な里山の再生・整備を行
う際の指導者のことで、植生調
査や整備方法などの養成講座を
２年間受講し、広島市長の認定

「食」とそれを支える
「農」の大切さを学びます

広島市里山整備士がアドバイスします

「収穫体験（ブロッコリー）」

「うねづくり体験」

（整備前）

（整備後）

「食の体験」「植え付け体験」

市民の皆さんを対象に、種まき

や植付け、そして収穫から食べる

ところまでの一貫した「食農体験」

を行っています。

昨年は、広島市農業振興セン

ターで約40名の参加者が、トウ

モロコシやブロッコリーの種まき

から食べることまでを体験し、

「食」の大切さとそれを支える「農」

の重要性に理解を深めました。

♦参加者の声♦

●�「日頃体験できない農作物の

栽培や季節の野菜を使った美

味しい料理をいただきまし

た。」

●�「まったく知識がありません

でしたが、食と農に分けて体

験する取り組みはわかりやす

かったです。」

●�「農作物の生育について知る

ことができ、食べ物に対して、

本当に感謝できるようになり

ました。」

問 農林体験推進課（☎845-4347）

里山の整備がしたい…

でも方法がわからない…

安全にできるか心配…

放置された里山…
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を受けた方々です。
　平成17年に養成講座が始まっ
てから、これまでに50人の方が
認定を受けられ、里山の保全や
整備方法、シイタケ栽培、木工
クラフトづくりなど、様々な分
野の知識を持っておられます。



ひろしま農林水産振興ニュース

広島市水産振興センターでは、

小学校の児童など小さなお子さん

にセンターの仕事を知ってもら

い、水産業への理解を深めていた

だくため、小学校や子供会など団

体の社会見学を受け入れていま

す。

毎年９月頃から、広島市内の小

学校を中心に多くの児童が本セン

ターを訪れ、広島カキの養殖方法

 “ひろしま活力農業”経営者育成
　センターでの研修を終えた第

19期生の３名が、佐伯区や安芸

太田町などの圃場で実地研修を行

います。約30アールのビニール

ハウスで、コマツナやホウレンソ

ウなどの葉物野菜を栽培します。

「スローライフで夢づくり」
新規就農者育成

　セカンドライフとして新たに農

業を始めようとする第12期生の7

名が、安佐南区や安佐北区で就農

する予定です。研修で学んだ野菜

や花の栽培技術を活かし、生産販

売に取り組みます。

「ふるさと帰農」支援
　市内に農地を持つ第11期生の

10名が、野菜や花の基礎的な栽

培実習と講義を終え、生産販売農

家としてスタートします。

担い手育成の研修が終わります

社会見学を受け入れています

スズキのエサやり体験

資料展示室の見学 種苗生産施設の見学カキ養殖の学習

"ひろしま活力農業"経営者育成

「ふるさと帰農」支援

「スローライフで夢づくり」新規就農者育成 "チャレンジ"女性農業者育成

広島市水産振興センター

などを学んだり、種苗生産施設や

資料展示室などを熱心に見学して

います。

昨年は、180を超える団体の来

館があり、約8,000名の方々が学

びました。

社会見学を希望される場合は、

下記まで連絡してください。

問 普及指導課（☎277-6609）

“チャレンジ”女性農業者育成
　第7期生の農家女性5名が、野

菜や花の基礎的な栽培実習と講義

を終え、生産や加工・販売などに

取り組みます。

問 農業振興課（☎842-4421）

4コース、25名の皆さんが1年間汗を流しました
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ひろしま農林水産振興ニュース

　花や庭木・果樹などを題

材とする、初めての人でも

気軽に参加できる講習会

です。

■時間� 午後１時〜３時
� (4／29（祝）は午前10時〜12時)

■定員� 表のとおり（申
込多数の場合は抽選）

■申込� 往復はがきに①
住所、②氏名、③電話番号、

④講座名を記入して、各講

座の締切日までに下記へ。

必着。

〒731-3362�広島市安佐北

区安佐町久地2411－１花

みどり公園

問 同園（☎837-1247）

魚と漁業のことを楽し

く知り、体験できる教室

です。無料。

■時間� 午後１時〜３時
■定員� 各15組（抽選）
■申込� 往復はがきに①
住所、②氏名（ふりがな）、

③電話番号、④学年、⑤

保護者氏名、⑥教室名を

記入して、各教室の締切

日までに下記へ。必着。

〒733-0833� 広島市西区

商工センター八丁目５－

１広島市水産振興セン

ター　普及指導課

問 同課（☎277-6609）

開催日 講座名 定員 材料費等 申込締切

４/15（土）
４/16（日）
４/22（土）

春のコケ玉づくり 25人 500円
電 話
又 は
当 日

４/23（日） 春のガーデニング 25人 1500円 ４/12（水）

４/29（祝） シャクナゲ栽培の基礎 25人 無料 ４/15（土）

４/30（日） 春の庭木管理 25人 無料 ４/15（土）

５/３（祝）
５/４（祝）
５/５（祝）

春のコケ玉づくり 25人 500円
電 話
又 は
当 日

５/14（日） シャクナゲの花がら摘みと植え替え 25人 無料 ５/１（月）

６/４（日） 初夏のガーデニング 25人 1500円 ５/25（木）

６/11（日） 初夏の庭木管理
25人 無料 ５/31（水）

６/18（日） 初夏の果樹管理

７/22（土） 親子でブルーベリージャム作り①

15組 1000円 ７/１（土）
７/23（日） 親子でブルーベリージャム作り②

８/４（金） 親子でブルーベリージャム作り③

８/５（土） 親子でブルーベリージャム作り④

開催日 教室名（内容） 申込締切

４/16（日） プランクトン ４/７（金）

５/21（日） メダカの観察 ５/８（月）

６/18（日） 育てる漁業：マコガレイ ６/７（水）

７/16（日） チリメンモンスター ７/７（金）

８/20（日） カキ養殖（採苗） ８/７（月）

９/17（日） 魚のからだと年齢 ９/７（木）

10/15（日） 魚の飼い方 10/６（金）

12/17（日） カキ養殖（歴史など） 12/７（木）

１/21（日） かまぼこ作り １/９（火）

２/18（日） 海藻の役割 ２/７（水）

３/18（日） 魚のおろし方 ３/７（水）

※開催日は変更になる場合があります。

　広島市では、土に触れ、野菜や

花の成長を楽しんで、収穫の喜び

を味わいたい人のため、①自然に

囲まれた「市民農園」、②栽培指

導が受けられる「市民体験農園」、

自然に囲まれた郊外にあり、施設が充実した「市民農園」 栽培指導が受けられる「市民体験農園」 都市近郊で便利な「市民菜園」

春のコケ玉づくり

花と緑の講習会
花みどり公園

春のガーデニング

海辺の教室
水産振興センター

小学校３～６年生と保護者（４月～８月）

カキ養殖 海藻の役割 チリメンモンスター

市民農園 利用者を募集しています

③都市近郊で便利な「市民菜園」

を市内各地に設けています。あな

たも手軽に野菜や花を作り、健康

的でゆとりのある農園ライフを楽

しんでみませんか。

空き区画の状況は、ホームページ

（http://www.haff.city.hiroshima.

jp/nouenn/nouenmiryoku.htm）

で確認されるか電話でお問い合わ

せください。

問 農林体験推進課（☎845-4347）

市民菜園
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農園ライフを楽しんでみませんか


