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　市内の養牛農家が協力して和牛

の一貫生産に取り組み、市民の皆

さんに経歴の分かる牛肉をお届け

しています。

　繁殖農家は、雌和牛を育てて人

工授精により和子牛を生産し、そ

の生まれた和子牛を肥育農家が牛

肉として出荷できるまで、育てます。

受精卵移植に酪農家が協力
しています
　通常、牛は卵子を１個しか排卵

しませんが、ホルモン剤を投与す

ることで複数の排卵が可能とな ります。その排卵した複数の卵子

に精子を人工授精させることで、

複数の受精卵を作ることができ

ます。

　この受精卵を雌和牛から取り出

し、複数の乳牛に移植することで、

複数の和子牛を生ませることがで

きます。

　酪農家は、繁殖農家の雌和牛か

ら採取した複数の受精卵を複数の

自家の乳牛に移植します。こうし

て生まれた和子牛を肥育農家が育

てます。（左図）

広島市やセンターも取組み
を支援しています
　広島市では、今年度から和牛の

一貫生産を支援するため、「肥育

用和子牛導入事業」などの補助制

度を開始しました。

　センターは、農家の要望に応じ

て和牛の受精卵を採取し、乳牛に

移植を行います。

　昨年の白木町農業祭では、受精

卵移植で生まれた和牛の精肉販売

とモモの丸焼きの実演販売を行

い、来場者に大変好評でした。

繁殖牛 肥育牛 乳牛

受精卵移植で生まれた和子牛

（２ページへ続く）

和牛の一貫生産に
取り組んでいます

平成５年に創刊号を発行してから第５０号の節目を迎えました
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ホームページでご確認いただくか、

下記までお問い合わせください。

問 農林体験推進課（☎845-4347）

りの現場を見ながら、栽培のポイ

ントなどを解説します。

　今年の春の講座は、次のとおり

です。野菜づくりに興味のある方

はお気軽に参加してください。

　講座への申込方法などは、「ひ

ろしま市民と市政」やセンターの

　毎年春と夏に、市内の地域福祉

センター（安佐南区、安佐北区、

安芸区、佐伯区）で、市民の皆さ

んを対象にした「野菜作り基礎講

座」を開催しています。

　また、毎年６月頃には広島市農

業振興センターのほ場で野菜づく

和牛の一貫生産に取り組ん
でいる皆さんを紹介します
〇正國牧場（繁殖農家、湯来町）
　繁殖雌和牛を育てて、肉質の

良い牛に育つような和子牛を生

産しています。

育ててみたい！ 初心者
でもできる野菜づくり

〇長岡牧場（肥育農家、白木町）
　人工授精や受精卵移植で生まれ

た和子牛を育て、牛肉として出荷

しています。平成29年に広島市

食肉市場で開催された「広島県畜

産共進会冬季枝肉の部」で、最優

秀賞を受賞しました。

〇山根牧場（酪農家、沼田町）
　乳牛を育てて生乳を生産しなが

ら、繁殖雌和牛も育てています。

その雌和牛から採取した受精卵を

自家の乳牛に移植しています。

（１ページより続く）

講義

モモの丸焼き（白木町農業祭）

正國牧場

井上牧場

長岡牧場

山根牧場

ほ場見学

〇�井上牧場（繁殖肥育一貫農家、
白木町）

　繁殖雌和牛を育てて和子牛を生

産し、牛肉として出荷できるまで、

育てています。 問 農業振興課（☎ 845-4378）

開催日 時間 場所 定員 申込

４/19（木）

午後２時～
３時15分

安佐北区地域福祉センター

各50人 当日会場で受付
（無料）

４/20（金） 安佐南区地域福祉センター

４/23（月） 安芸区地域福祉センター

４/24（火） 佐伯区地域福祉センター
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　講習会には、毎回約30人の就

農者が参加し、先進農家から経営

内容や付加価値を高める出荷方法

など「儲かる農業」の話を聞いた

り、税務申告や簿記など農業経営

に欠かすことのできない専門性の

高い講義を受けています。

　ほ場の視察では、センター職員

森林づくりのリーダーを育
成しています
　「森林を守り育てたい」、「自然

に親しめる場所をつくりたい」な

どの思いは、多くの市民の皆さん

が持っておられるのではないで

しょうか。

　センターでは、そんな思いを抱

く皆さんのために、下刈や間伐、

枝打などの森林づくりに必要な知

識と技術を学べる「もりメイト育

　“ひろしま活力農業”経営者育

成や「スローライフで夢づくり」

新規就農者育成などの担い手育成

研修を修了し、広島市や安芸太田

町など連携市町で野菜や花の栽培

に取り組んでいる就農者を対象

に、毎月第４火曜日に「営農支援

講習会」を開催しています。

成講座」を毎年開催しています。

平成８年にスタートし、約
600人が修了しました
　講座を修了された皆さんは、そ

の身に付けた知識と技術を活かし

ながら、市内の各地域で市民ボラ

ンティアとして活動しています。

　森林の恩恵を将来にわたって受

けるためには、森林所有者だけで

なく、より多くの市民が自然や森

林に関心をもち、お互いに協力し

ながら森林づくりに参加していく

ことが大切です。

　講座への申込方法などについ

ては、下記までお問い合わせく

ださい。

問 農林体験推進課（☎845-4348）

講義

開講式 間伐 枝打ち

竹林整備

夏のほ場視察（果菜類）

秋のほ場視察（根菜類）

春のほ場視察（豆類）

の説明に耳を傾けながら、作型や

栽培管理の確認などを行っていま

す。

問 農業振興課（☎ 842-4421）

就農者を支援しています
「営農支援講習会」

受講生を募集します
“もりメイト育成講座”
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　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大区画で施設が充実

した「市民農園」、②栽培指導が

受けられる「市民体験農園」、③

「市民農園」 「市民体験農園」 「市民菜園」

市民農園 利用者を募集しています

小区画で気軽に楽しめる「市民菜

園」を市内各地に設けています。

あなたも野菜や花を作りながら、

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、センターの

ホームページ（http://www.haff.

city.hiroshima.jp）で確認される

か下記ま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

農園ライフを楽しんでみませんか

　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

■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（必着）までに

下記へ。

〒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（内容）

を記入して、各教室の締切

日（必着）までに下記へ。

〒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

４/14（土）
４/15（日）
４/21（土）

春のコケ玉づくり 25人 500円
電 話
又 は
当 日

４/22（日） 春のガーデニング 25人 1500円 ４/12（木）

４/28（土） 春のコケ玉づくり 25人 500円 電話又は
当 日

４/29（祝） シャクナゲ栽培の基礎 25人 無料 ４/14（土）

４/30（祝） 春の庭木管理 25人 無料 ４/14（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

５/13（日） シャクナゲの花がら摘みと植え替え 25人 500円 ４/28（土）

６ /3（ 日 ） 初夏のガーデニング 25人 1500円 ５/25（金）

６/10（日） 初夏の庭木管理
25人 無料 ５/28（月）

６/17（日） 初夏の果樹管理

７/28（土） 親子でブルーベリージャム作り①

15組 1000円 ６/30（土）
７/29（日） 親子でブルーベリージャム作り②

８/４（土） 親子でブルーベリージャム作り③

８/５（日） 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

４/15（日） 魚の体と年齢 ４/６（金）

５/20（日） メダカの観察 ５/８（火）

６/17（日） 育てる漁業（マコガレイ） ６/７（木）

７/15（日） カキ養殖（採苗） ７/６（金）

８/19（日） チリメンモンスター ８/７（火）

９/16（日） プランクトン ９/７（金）

10/21（日） 魚の飼い方 10/９（火）

12/16（日） カキ養殖（歴史など） 12/７（金）

１/20（日） かまぼこ作り １/７（月）

２/17（日） 海藻の役割 ２/７（木）

３/17（日） 魚のおろしかた ３/７（木）

※開催日は変更になる場合があります。

ガーデニング

花と緑の講習会
花みどり公園

コケ玉づくり

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）

カキ打ち プランクトンの採取マコガレイの放流


