town information

town information

集

（第
64

川西町２分の３成人式
実行委員を募集

初級マメリエ ® 講座

齊藤

☎

修一 （大塚）

そ の 問 題 を 解 決 す る た め、

大塚地区でも他地区に続いて

① 積立方式で安定した財政運営。

基盤整備が始まり、農業法人

▼３つの加入要件

号） 問町農業委員会事務局

年度より農地利用最

①

義幸

■ 農地の売り渡しや貸付けのあっせんを行います

■ 農地パトロールを
実施します

農業委員会は、農地の適正

パトロール）を行うよう国に

森のことをもっと知りたい人向
中郡
時田全域
けの「森の案内人」養成講座です。
下奥田全域
▶日時・内容
高山全域
①９月１日㈰
上和合
９：１５～１６：００
御伊勢町
②１０月２７日㈰
中程
玉庭
９：１５～１６：００
柏ノ木西
▶場所
酒町・松尾
県源流の森センター（飯豊町）
朴沢全域
▶対象
大舟全域
東沢
高校生以上で森づくり活動やボ
上奥田全域
ランティア活動に興味のある方
洲島全域
▶定員：２５名程度（先着順）
吉田全域
吉島
▶受講料：無料（昼食持参）
尾長島全域
問置賜総合支庁森林整備課
下平柳全域
☎３５－９０５３

伊藤

農地を売りたい、貸したい場合、農地利用最適化推進委員へご相談を。

莅全域

左表の担当委員が受け手や、売買価格・賃借料を調整します。

養成講座

ー６６０５

■ 農業者年金に加入しましょう

▼６つのメリット
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３０歳の節目を祝い、交流を深
めることを目的とする「２分の３
成人式」の実行委員を募集します。
▶募集対象者
昭和６３年４月２日～平成元年
４月１日生まれの町出身者または
担当委員
町在住者など川西町に縁のある方。
▶募集人数：１５名程度
竹田 一弘
▶実行委員の役割
式の開催（来年１月予定）に向
渡部 泰徳
けて定期的に行う実行委員会に出
席し、内容の企画や事前準備、当
齊藤 修一
日の運営などを担います。
牛谷 清海
東大塚全域 ▶募集期限：９月１３日㈮
下小松全域 ▶応募方法
荒井
浩
応募用紙に必要事項を記入のう
大字小松全域
えご応募ください。応募用紙は、
犬川
高豆 全域 町ホームページから入手可能です。
江袋
實
問町まちづくり課
黒川全域
源流の森インタープリター
☎４２－６６６８
堀金全域

歳未満の方

な管理と利用を図るため、年

出し合いながら、問題解決に

■ 農地利用最適化推進委員として感じたこと

平成

農業者の高齢化を止める方

も設立されるなど、明るい兆

近感じていることは、農業者

法は無いことから、次代を担

適化推進委員という役目を推

の高齢化による離農が増えて

う後継者の育成が最優先課題

しが少し出てきています。

きていることであり、その中

であり、地域の方々と知恵を

されてから３年目となり、最

でも、今まで農地を集積して

規 模 拡 大 し て き た 農 業 者 が、

後継者がいないために貸借期

に一度の利用状況調査（農地

②加入・脱退も自由です。

③保険料は全額社会保険料控

より義務付られていて、農業

令和元年８月１
令和元年８月
１
５日
５日

募
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紅大豆をはじめとする多種多様
な豆の基礎知識を学び、楽しく「豆
のあるまち かわにし」で過ごし
ていただくため、初級マメリエ ®
講座を開講します。検定試験に合
格すると、初級マメリエ ® 認定
証が発行されます。
▶講座内容
座学、実践、筆記試験
▶受講資格：川西町在住者または
紅大豆オーナー 2019 登録者
▶受講料：5,000 円
（資料代、登録料）
▶有効期限：認定日より１年
地区
担当地域
（１年ごと更新手続き）
60
南区全域
▶日時：９月１５日㈰
１４：００～１６：００
西区全域
小松
▶会場：東沢活性化センター 北区全域
▶申込締切：８月３１日㈯ 中小松全域
問やまがた里の暮らし推進機構
西大塚全域
☎５４－３００６ 大塚 大字大塚全域

②国民年金の第１号被保険者

日以上従事し

委員と農地利用最適化推進委

除されます。

④保険料は自由に選択可能。

員を中心に今年も８月下旬に

実施します。

その際に、農地に立ち入る

▶内容・期日
①警報設備講習 １０月 ８日㈫
②消火設備講習 １０月 ９日㈬
③避難設備・消火器講習
１０月１０日㈭
▶会場：山形ビッグウイング
（山形市）
▶申請受付
８月１９日㈪～３０日㈮
▶受講案内・申請書
県庁消防救急課、置賜総合支庁
総務課、各消防署、県消防設備協
会から直接お受け取りください。
問（一社）消防試験研究センター
☎０２３－６３１－０７６１

講座・研修

向かわなければと考えます。

③農業に年間

ている方

（月額２万円～６万７千円）

庫補助があります。

歳まで保証がついた終身

⑤農業の担い手には手厚い国

⑥

令和元年８月
令和元年８月１
５日

消防設備士講習

ことや所有者にお話を伺うこ

▲まっ直ぐ屋さんのホームページ

年金です。

☎４２－６６１８

▶日時：９月１１日㈬
１３：００～１６：００
▶会場
タスパークホテル（長井市） 60
▶参加費：無料
▶内容
○置賜の障がい者福祉を語る
○障がい者雇用で働く方の講話
▶申込締切：９月２日㈪
問サポートセンターおきたま
☎０２３８－８８－５３５７
80

間終了時に地主に返す方が出

てきていることです。

そ こ で「 人・ 農 地 プ ラ ン 」

の役員の方々と相談しなが

ら、借り手を探していますが、

年々難しくなってきているの

が現状です。原因は第一に後

継者不足がありますが、さら

には水田一区画の面積が小さ

▶応募期限：９月２日㈪ ※当日消印有効

地域生活支援セミナー

とがありますので、ご理解と

jumiseika@town.kawanishi.yamagata.jp

問町住民生活課

▶入場料：無料
▶定員：２００名（申込不要）
▶内容
○結婚を希望する子を持つ親世代
に向けたアドバイス
○地域の結びつきやネットワーク
の強化に向けた取り組み
問米沢市企画調整部総合政策課
☎２２－５１１１

ご協力をお願いします。

メール

（NPO 法人全国地域結婚支援センター代表）

務局まで。

川西町住民生活課 生活環境グループ

▶日時：９月２１日㈯
１３：１５～１５：１５
▶会場
置賜総合文化センター（米沢市）
▶講師：板本 洋子 氏

※ご相談は、町農業委員会事

川西町大字上小松１５６７

環境クロスワードパズル

〒９９９－０１９３

親世代が学ぶ
婚活支援セミナー

▲西大塚地区基盤整備事業がスタートした

【農業者のご紹介】

荒井 和子 さん （下奥田）

として、とてもうれしく思い

自分で作成したのですか

▶あて先

ました。

りください。
― 充 実 し た ホ ー ム ペ ー ジ は、

簡易包装の品物を選んで〇〇ようにする

下記までハガキ・メールのいずれかでお送
周囲の方のご指導により自

⑤

キーワード・住所・氏名・電話番号・今

月号の感想や良かったページを明記のうえ、

分で作成しました。今は、ス

一本の木からとれるつなぎ目のない木材「〇〇材」 10

年 経 過 し、

④

マホ対応のＨＰに作り直し中

で す。 創 業 か ら

多くのお客様が丸ナスを待っ

年目を迎えての抱負は

てくださっています。

―就農を目指す女性に対して

県や町などの支援策は

これから新しく始める人が

気軽に相談できる窓口を、置

賜総合支庁農業技術普及課や

役場などに設置していただけ

何度試作しても上手くでき

れば、より安心して取り組め

ると思います。

―

完成させたいと思います。

CO ２を減らし○○○〇〇な社会を目指す

▶応募方法

いことも大きな要因となって

新野 勝廣 （吉島）

―販売にあたって苦労したこ

最初は販売する場所が無く

工夫して○○○○に夏を乗り切る

③

←これは、COOL CHOICE の〇〇マーク

とは。また、販売先は

数多くのイベントに参加しま

した。現在の販売先は、森の

マルシェ、南陽愛菜館、そし

て、置賜総合支庁売店です。

―米粉食品で多くの受賞歴が

年はシフォンケーキ

ありますが

【キーワード】

います。

■ おきたま園芸ステーションを見学して

農業委員

▲荒井和子さん（工房にて）
したエコバッグ」をプレゼント！

29

年に町独自制度「認定女性農業者」の認定を

抽選で１名に「エアバッグを再利用

ルールのこと

11 町報かわにし
15

公演

今回は、平成

ご応募いただくと、正解者の中から

受けた荒井和子さんをご紹介します。

字を並べ替え、キーワードに入れて

荒井さんは自家生産にこだわり、薄皮丸ナスの通信販売や米

いて知識を深めよう！青枠の欄の文

粉菓子・パンの製造販売を工房「まっ直ぐ屋」を拠点に活動す

クロスワードを解いて、環境につ

①

⑥

過去→〇〇→未来

る先駆的女性農業者です。

―農業を始めるきっかけは

平成

24

11
４ 環境大臣は、内閣〇〇〇大臣が任命します
②

県南農家の所得増大と労働

売による農家所得の向上を目

指していくと、担当の方から

心強い説明がありました。

▶参加費：無料
▶服装・持ち物
長袖・長ズボン、帽子、飲み物
問里山と下小松古墳群を守る会
青木 ☎４２－４６７６

３ 「宅配便できるだけ１回で受け取り〇〇〇〇」キャン

ヨコのカギ

▲おきたま園芸ステーションの中の様子

（やまがた公益の森づくり支援センター）

小さくなったプラスチック「〇〇〇〇プラスチック」
ペーン実施中

小松豊年獅子踊

▶案内人：白壁洋子 氏

会社員時代に薄皮丸ナスの

で「 お い し い 山 形 賞 」、 翌 年

年に

28

イベント

▶期日：８月２７日㈫
▶時間・場所
９：００ 諏訪神社
下小松古墳群には、秋の七草（キ
９：４５ あおぞら保育園
キョウ、オミナエシなど）が自生
おきたま園芸ステーション
１０：１５ かがやきの丘
しています。散策しながら可憐な
処理能力 １１：００ 北斗幼稚園
その姿を観察してみませんか？
１１：４０ 旧 肉の齋藤 前
▶日時：８月２４日㈯
トン
枝豆
３１７
問小松豊年獅子踊会 原田
９：００～１１：３０
トン
アスパラガス １７４
☎０９０－７５２４－２６６１
▶集合場所：下小松古墳群駐車場

風鈴など涼しげな〇〇〇〇を取り入れ、体感温度を下
げよう

力の軽減の一翼を担う、Ｊ Ａ

全 農 山 形「 お き た ま 園 芸 ス

テーション」を、オープン間

もない今年４月に見学しまし

下小松古墳群
「秋の七草」観察会

特 に 興 味 を 持 っ た 設 備 は、

通販をしたいと思い、加工所

は米粉スノーボールで「山形

４

た。

を建て、栽培を始めました。

はやまがた土産菓子コンテス

トで季節の米粉スイーツが

―薄皮丸ナスや米粉菓子・パ

⑤

３

６ 次 産 業 化 賞 」、 平 成

ンをなぜ選んだか

①

丸ナスはこの地方の伝統野

２

「優良賞」。すべて自家製米粉

１

菜であり、全国の置賜出身の

タテのカギ

を１００％使用、本当に信じ

この受賞は、娘が名付けた

⑥

られません。

工房「まっ直ぐ屋」のように、 ない「米粉クロワッサン」を

誠心誠意取り組んできた結果

④

人に故郷の味をお届けしたい

③

２

と思いました。また、この頃

②

から米粉ブームが起こり、講

１

習会に参加し、米粉菓子・パ

ンの試作を繰り返しました。

山形県女声コーラス連盟の１５
団体による発表会です。心を込め
て精一杯美しい歌声を会場に響か
せます。ぜひお越しください。
▶日時：９月８日㈰
１３：３０～
▶会場：町フレンドリープラザ
▶入場料：無料
問実行委員長 五十嵐
☎０９０－８４２３－４８０６

枝豆の色選別機システムでし

た。現在、国内で最も高性能

な機械とのことで、大きな期

待感を持ちました。

おきたま農協の枝豆の作付

面積が大きな伸びとなり、一

年目から目標面積に近づいて

いるとお聞きし、今後、国の

産地パワーアップ事業を活用

し、一億円産地に早くなれる

ことを期待しています。

山形県女声コーラス
置賜大会

この施設は、枝豆、アスパ

▶日時：９月２９日㈰
８：３０～
▶会場：町民総合体育館
▶申込締切：９月２０日㈮
問町民総合体育館
☎４６－２２７７

ラガスの選別と袋・箱詰めの

設備のほか、農産物の包装加

工や西洋ナシなどの予冷に利

用できる施設です。

見学会の折には、アスパラ

ガスの選別作業が行われてい

ましたが、８月頃に枝豆の選

別作業に切り替わるとのこと

でした。また、集荷と処理・

出荷の一元化により、有利販

町民バスケットボール大会

農業委員会だより

まちからのお知らせ

まちからのお知らせ

町営住宅入居者を募集
山田
良一
齋藤

幸雄

▶名称：町営舘之北住宅
竹田 総一
▶部屋数：８畳、６畳、ＤＫ
▶戸数：１戸（１階）
市川 博幸
▶家賃
１３，９００～２７，３００円
▶区分：一般用
須貝 寿裕
▶選考方法
住宅困窮度判定基準による選考
後藤 昌弘
▶募集日時
８月２６日㈪～３０日㈮
内山雄次郎
８：３０～１７：１５
髙梨 裕晃
▶入居時期：１０月上旬
小形 泰弘
問町地域整備課
☎４２－６６４７

※農業委員も相談に応じます。

町報かわにし
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