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１． 行事スケジュール
月 日
８月 １日(火)

8 月 ８日(火)・9 日(水)

イベント名

会場・時間

あぐりトップセミナー

場所：市民学習センター多目的ホール
時間：15：00～

島根県認定農業者組織ネット

場所：松江ニューアーバンホテル

ワーク総会及び研修会

時間：14：30～

２． 紹介コーナー
いきいきファーマーズ ⑦
名前： 中島 貴博
年齢： ２４歳
住所及び営農場所： 益田市飯田町
営農類型： 施設野菜・露地野菜
益田で農業を始めたきっかけは？
小学校３年生の時に父が亡くなり、
家族を助けようと思ったから
将来の夢は？
人を雇えるような農家になりたい
趣味は？
音楽鑑賞
今後の意気込みを一言！
子どもが産まれたんで、やしなっていけるようにがんばります！
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３． お役立ちなんでも情報 ～各地イベント・情報提供～
夏本格化！熱中症に注意しましょう
暑い時期になりました。しっかりと熱中症対策を行い、安全な農作業を心がけましょう。
広島地方気象台が６月２３日に発表した３ヶ月予報によると、向こう３ヶ月の平均気温は、平年
と比べ高い確率５０%です。

中国地方の向こう3ヶ月の気温の確率（％）
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【熱中症チェック】
□ めまい
□ 立ちくらみ
□ 筋肉痛

軽度の熱中症
意識あり

□ 汗が止まらない

反応正常

□ 頭痛
□ 吐き気

・涼しい場所へ避難させる
・衣服を脱がせ、身体を冷やす
・水分・塩分を補給する

中度の熱中症

□ 身体がだるい
□ 意識がない
□ けいれん
□ 体温が高い

重度の熱中症

意識なし
反応異常

□ まっすぐに歩けない

・救急隊を要請する
・涼しい場所へ避難させる
・病院に搬送する

◎こんな日は熱中症に注意
・気温が高い

元気に過ごすために

・風がない

適度な水分補給と

・急に暑くなった

良い睡眠、規則正しい生活を♪
無理は禁物です！

今後も気象情報に注意しながら
作業計画を立てるようにしましょう。
〈参考：環境省資料〉
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知っていますか？『農業者年金』
☆農業者年金で生涯所得の確保を！
○あなたの老後生活への備えは十分ですか？
○年金は家族一人ひとりについて準備することが大切です。
○老後の備えは国民年金プラス農業者年金が基本です。
☆農業者年金に加入できる条件
①～③の 3 つの条件を満たしていれば、どなたでも加入できます
① 国民年金第 1 号被保険者（国民年金保険料納付免除者を除く）
② 年間 60 日以上農業に従事
③ 60 歳未満
☆農業者年金の特徴
・積立方式で安心
・加入・脱退も自由
加入も脱退も自由ですが、脱退された場合でも脱退一時金としてではなく、将来、年金として支
給されます。脱退後も、加入要件を満たしていればいつでも再加入できます。
・保険料は全額社会保険料控除
・保険料額はいつでも変更可能
農業者年金の保険料は 2 万円から 6 万 7 千円まで（千円単位で）加入者が自由に選択できます。
また、保険料の額はいつでも見直しできます。加入期間が短くても保険料を増やすことで豊かな
老後に備えることができます。
→月々の保険料を大きくすることで将来の支給額を増やすことも可能です
・農業の担い手には保険料補助
基準を満たす若手農業後継者には保険料の補助が発生します
・終身年金：80 歳までの死亡一時金あり
☆農業者年金に加入するには？
STEP1：JA もしくは農業委員会で申し込みをしましょう
STEP2：市役所で国民年金の付加保険料（400 円/月）の納付手続きを行いましょう
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あぐりトップセミナー2017

石西地域あぐりトップセミナーを開催します
平成２９年度あぐりトップセミナーを開催します。
講師は香川県でキウイの品種育成、技術開発から経
営指導やブランド化、マーケティングなど幅広い分

香川県で農業技術や経営指導、

野で活躍された末澤克彦氏をお招きします。これま

キウイフルーツの産地振興に携わってきた講師が

での多岐にわたる経験から、現在のご自身の農業経
験まで、身になる楽しいお話しを聞けること間違い

『新しい農業のあり方』について提案します

講師：末澤克彦 氏
（Orchard＆Technology（株）代表取締役）

なしです。ふるってご参加ください。

プロフィール
・香川県農業試験場で長年にわたり落葉果樹の研究を
行う
・キウイの新品種育成にたずさわり、「香緑」「さぬきゴー
ルド」「さぬきキウイっこ」などを育成
・その後専門技術員として技術開発から経営指導まで幅
広く活躍
・現在は農家として日々農作業にいそしむとともに
Orchard＆Technology（株）を立ち上げ農業の技術伝承
をサポート

・日時：８月１日（火）１５：００～
・場所：市民学習センター多目的ホール
・お問い合わせ、お申し込み：

8/1（火）15：00～

西部農林振興センター益田事務所

17：00

日時

市民学習センター多目的ホール（益田市元町11-26）
7/19（水） お電話、FAXにてお申し込みください

TEL：0856-31-9615

場所

申込み締め切り

FAX：0856-31-9608

お問い合わせ・申込み先：西部農林振興センター益田事務所農業普及部 TEL 0856-31-9615

FAX 0856-31-9608

・主催：石西地域農林振興協議会
・共催：益田市農業再生協議会、津和野町農業再生協議会、吉賀町農業再生協議会、島根県農業協同組合西いわみ地区本部、島根県西部農林振興セン
ター益田事務所
・後援：益田市認定農業者連絡協議会、益田市農林改良青年会議

島根県農業技術センター試験研究成果発表会が開催されます
7 月 18 日（火）
、出雲市にある島根県農業技術
センター花振興棟において、県農業技術センター試
験研究成果発表会が開催されます。この発表会は、
新たな農業技術の早期普及定着と生産振興を目的に
開催されているものです。今回のテーマは「果粒の
大きい優良系統‘デラウェア’の画期的なジベレリ
ン処理方法」及び「近年発生が目立つようになった
害虫への対策」等で以下の内容について発表があり
ます。
１．優良系統‘デラウェア'の特性を活かした省力栽
培の確立と改植の推進
（１）優良系統‘デラウェア’の特性とジベレリン
処理法の改善
（２）ブドウ栽培における新しい防除方法と今後被
害拡大が懸念される害虫について
（３）優良系統‘デラウェア'への改植推進
２．農作物安定生産への取り組み
（４）メロンにおけるトロ箱連用培地へのヤシ殻チップ加用による排水不良対策
（５）1 月出荷作型における秋ギク有望品種の低温栽培下での比較
（６）島根県における QoI 剤耐性イネいもち病菌の発生状況について
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（７）コメが吸収するカドミウムとヒ素を同時に低減させる栽培技術の検討
（８）栽培環境条件がクワ葉に含まれる機能性成分含有量に及ぼす影響
また、成果発表の前後の時間に、所内研究ほ場の栽培状況の視察ができる見学コースが用意され
ます。
「果樹コース」は 12：30 から 12：50 まで（12:30 までに花振興棟の玄関前に集合）
、
その他の品目(作物、野菜、花き)のコースは 16：10 から 16：30 まで（品目別の集合時間･場所
は当日発表）です。

４． 益田市認定農業者連絡協議会からのお知らせ
平成 29 年度 益田市認定農業者連絡協議会 通常総会が開催されました。
平成２９年４月 1８日、益田市役所大会議室にて益田市認定農業者連絡協議会通常総会が開催さ
れ、山本浩章市長をはじめ、西部農林振興センター益田事務所長塩冶隆彦様、ＪＡしまね西いわみ
地区本部常務理事本部長田村清己様より祝辞をいただきました。議事では、平成 2８年度の活動報
告と収支決算、平成 2９年度の活動計画と収支予算が承認されました。
○主な活動計画
4月

通常総会

8月

あぐりトップセミナー
島根県認定農業者組織ネットワーク総会（松江市）
3 市町（益田・鹿足郡）相互視察研修会（津和野町）

１０月 農政研究会との意見交換会
第２０回全国農業担い手サミットｉｎこうち
1月

講演会

◇◇雑談コラム◇◇
7 月も半ばとなりいよいよ本格的な夏到来といったところですが、皆さんはいかがお過ごしでし
ょうか。最近、私は健康維持のため週 2 回ウォーキングをしています。以前から運動不足を気にし
てはいたものの根が出不精ということもあり、なかなか行動に移すことができませんでした。しか
し年を重ねる毎に疲れが取れにくくなったことや、夫のおなか周りが気になってきたことをきっか
けに夫婦で始めることに決めました。まだウォーキングを始めて 1 ヶ月足らずですが、継続してい
けるよう頑張りたいと思います。
（T.N）
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