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平成３１年１月２３日（水）１１時００分 配付

項

目

配付資料

内容及び
報道に当
たっての
お 願 い

農業女性ステップアップ講座等の開催について
北見地域
清里地域
遠軽地域

女性農業者ステップアップ講座 開催案内
第 3 回しゃきっ娘あぐりセミナー 開催案内
農業女性ステップアップ塾 開催案内

振興局では、女性農業者の経営参画の推進を支援しており、各地域におい
て、次のとおり研修会などが開催されますので、当日の積極的な取材につい
て、よろしくお願いします。

１

北見地域

記
第４回女性農業者ステップアップ講座「夢づくり農業塾」

(１)日時

平成 31 年 1 月 28 日(月)

(２)場所

網走農業改良普及センター(北見市大正 320 番地 8)

(３)主催

網走農業改良普及センター

(４)参加者

北見市・訓子府町・置戸町３町在住の女性農業者約 10 名

(５)内容

「農村社会における女性農業者に期待すること(仮題)」
講師：訓子府町長

２

清里地域

10:00～12：00

菊池

一春氏

第３回しゃきっ娘あぐりセミナー

(１)日時

平成 31 年 1 月 28 日(月)

(２)場所

小清水町

9:30～12：00

愛ホール多目的ホール
(小清水町南町１丁目３０番１８号)

(３)主催

斜里郡３町女性農業者支援チーム

(４)参加者

斜里郡３町在住の女性農業者約２０名、関係機関・団体等

(５)内容

「農薬の適正使用について(仮)」
講師：ホクレン農業協同組合連合会北見支所生産資材課係長 山谷 聡氏
「ＧＡＰに取組む意義～管内のＧＡＰ取組事例について」
講師：網走農業改良普及センター主査(情報・クリーン・有機) 浅田 洋平氏

３

遠軽地域

農業女性ステップアップ塾

(１)日時

平成 31 年 1 月 29 日(火)

(２)場所

湧別町コミュニティセンター２階大会議室

10:30～13：30
(湧別町上湧別屯田市街地 318 番地)

(３)主催

オホーツク総合振興局、オホーツク楽農カフェ(佐呂間町・遠軽
町・湧別町の酪農フレッシュ・ミズ世代が中心の自主学習グループ)

(４)参加者

オホーツク楽農カフェ会員、地域農業者、関係機関等

(５)内容

「キレイな牧場は儲かる～10 年後、笑って仕事しよう！～」
講師：釧路農業協同組合連合会酪農技術支援室長

担当窓口

オホーツク総合振興局
産業振興部農務課長 畠山（はたけやま）
直 通 電 話 ０１５２－４１－０６６０

永井

照久氏

女性農業者ステップアップ講座受講生各位

平成３０年度 第４回 女性農業者ステップアップ講座「夢づくり農業塾」
および閉講式のお知らせ
寒い日が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか。大変遅くなりましたが、
本年もよろしくお願いします。
平成３０年度女性農業者ステップアップ講座「夢づくり農業塾」も今回で最後
となります。閉講式も兼ねて行いますので、皆さんのご出席をお願いします。

日

時：平成

場

所：

3１年 1 月２８日(月)1０時～１２時

網走農業改良普及センター（北見市大正 320 番地８）
（道道 943 号夕陽丘通り９号線沿い、網走家畜保健衛生所隣り）

内

容：10:00～11:00 講演
『農村社会における女性農業者に期待すること（仮題）』
講師：訓子府町長
菊池 一春 様
11:15～12:00 閉講式
※閉講式終了後に写真撮影を行いますので、よろしくお願いします。

問 合 先：網走農業改良普及センター（担当：飯田・小森）
（電話 ３６－１４２１、ＦＡＸ ３６－００１６）

報告期限：1 月２２日（火）まで
普及センター飯田・小森行 ＦＡＸ送信（３６－００１６）

第４回女性農業者ステップアップ講座夢づくり農業塾

（1 月２８日（月））講座に

出席・欠席 します

氏 名：

網走農業改良普及センター（地図）
※各自、ご確認をお願いします。

平成３０年度しゃきっ娘あぐりセミナーに申込みのみなさまへ

平成３０年度 第３回しゃきっ娘あぐりセミナー開催案内！
平成 30 年度しゃきっ娘あぐりセミナーの第３回目の日程・内容をお知らせいたします。
出欠をご連絡ください。

日

程

平成３１年１月２８日（月）9：３0～12：00

開催場所

小清水町 愛ホール

内

「安全・安心な作物生産を目指して」

容

・受付

多目的ホール（斜里郡小清水町字小清水 682 番地）

９:００～９:３０

・開会 ９:３０
・第１講

農薬の適正使用について（仮） ９:４0～1０:４0
ホクレン農業協同組合連合会 北見支所 生産資材課 係長 山谷 聡 氏）

農薬は安定的な農作物生産に欠かすことのできないものです。正しい知識を身につけ、
正しく使いましょう。

・第２講

GAP に取り組む意義～管内の GAP 取組事例について

１０:５０～１１:５０

網走農業改良普及センター 主査（情報・クリーン・有機） 浅田 洋平 氏
そもそも GAP ってなに？オホーツク管内の事例を参考に、疑問を解消し、
GAP の手法を取り入れてみてはいかがでしょう。
・閉会 １２:００
受講を希望される方は、１月１５日（火）までに網走農業改良普及センター清里支所
（電話：０１５２－２５－２１２４

ＦＡＸ：２５－３７９６）

に、電話または下記申し込み用紙にご記入の上ＦＡＸでお申し込み下さい。
網走農業改良普及センター清里支所（担当：久郷、清水、浦中、笹原、遠藤）

◎第３回しゃきっ娘あぐりセミナー１月２８日（月）に 出席
氏

・ 欠席

します

名：

◎託児について
※託児は午前中のみとなっております。ご希望の方は、下記の項目を記入の上、１月１１日（金）
までにご連絡下さい。人数によっては個別に相談させていただきます。

託

児：１人目

連絡欄

名前：

年齢：

才

２人目 名前：

年齢：

才

農業女性ステップアップ塾

～１０年後、笑って仕事しよう！～
今年の「農業女性ステップアップ塾」は、酪農技術に関する研修会を開催します。
「キレ
イな牧場は儲かる」と題して、釧路農業協同組合連合会の永井照久先生を講師に招いて開
催します。
参加者の皆様が、日頃の作業で疑問に思っていることを解決したり、牧場改善のヒント
が得られる研修会にしたいと思います。夢を実現できる経営者を目指す、意欲ある女性農
業者の皆さんを応援する「ステップアップ塾」に、是非ご参加ください。
日 時
場 所

平成３１年１月２９日（火） １０：３０～１３：３０
湧別町コミュニティセンター２階大会議室
湧別町上湧別屯田市街地３１８番地（湧別町役場となり）

参加費

無 料 （昼食にお弁当を希望する方は５４０円で斡旋します）

プログラム
１０：３０
～１２：３０

講演 「キレイな牧場は儲かる ～１０年後、笑って仕事しよう！～」
釧路農業協同組合連合会 生産振興課
酪農技術支援室
永井 照久 先生
・どうして「キレイにすると」儲かるの？
・経営がうまくいく、いかないポイント
・これからの酪農について

１２：３０
意見交換会
～１３：３０
＜対象者＞

昼食をとりながら、永井先生を囲んで
意見交換します

オホーツク楽農カフェ会員及び地域農業者、各関係機関（遠軽町・佐呂間町・湧別町・
JA えんゆう・JA サロマ・JA ゆうべつ町）ほか

＜主

催＞ オホーツク総合振興局、オホーツク楽農カフェ

＜〆

切＞

平成３１年１月２２日（火）

＜申込み＞ 網走農業改良普及センター遠軽支所（担当：高橋・早川）まで、以下の内容をご報告
ください。TEL 0158-42-4175

FAX 0158-42-4128

＜その他＞ 昼食は各自としますが、お弁当（５４０円）を注文する方は申し込みください。

