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　このメールマガジンは、普及事業に関する情報などを、登録された皆様に
無料でお届けするものです。もし、まわりに登録されていない方がいました
ら、ぜひ登録をお勧めください。
　登録先は、http://www.maff.go.jp/j/pr/e-mag/index.htmlをご覧ください。
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　◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎【　本　号　の　内　容　】◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎
　◎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎
　◎　☆技術普及課長　就任のご挨拶　　　　　　　　　　　　　　　　◎
　◎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎
　◎【技術普及課からのお知らせ】　　　　　　　　　　　　　　　　　◎
　◎　☆平成２７年度民間企業等派遣研修（６次産業化サポート事業）　◎
　◎　　について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎
　◎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎
　◎【農林水産技術会議事務局からのお知らせ】　　　　　　　　　　  ◎
　◎　☆農林水産技術会議事務局から研究成果情報等のお知らせ　　　　◎
　◎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎
　◎【施策情報等】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎
　◎　☆農業の未来をつくる女性活躍経営体１００選第２期公募のお知　◎
　◎　　らせ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎
　◎　☆「レギュラトリーサイエンス新技術開発事業」の研究成果報告　◎
　◎　　会の開催及び参加者の募集について　　　　　　　　　　　　　◎
　◎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎
　◎【シンポジウム等】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎
　◎　☆再エネ導入による農山漁村の活性化を検討してみませんか？　　◎
　◎　　再生可能エネルギーシンポジウムについて　　　　　　　　　　◎
　◎　☆平成２７年度新技術農業機械化推進研修のご案内　　　　　　　◎
　◎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎
　◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎
　　
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆技術普及課長　就任のご挨拶
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　はじめまして。10月1日付けで技術普及課長を拝命しました真鍋郁夫（まなべ
いくお）と申します。どうぞよろしくお願いします。
　「はじめまして」と申し上げましたが、実は、今から10年ほど前、平成17年
から18年にかけて、当時の経営局普及課で1年2か月と短い間でしたが、普及事
業を担当させていただいたことがあります。当時は、地方分権改革のうねりの
中で、普及センターの必置規制の廃止、普及指導員への一本化等を内容とする、
農業改良助長法の改正を行った直後で、普及事業の重点化・高度化を目指して
新たな取組みを開始しようとしていたところに、さらに、三位一体の改革によ
る地方への税源移譲により、普及事業交付金は8割以上の減額を余儀なくされ
てしまうという劇的な状況変化の真っ最中でした。
　その後も、普及事業は様々な大波、小波を受けたようですが、普及指導員の
皆さんが、引き続き、地域農業や農村の維持・発展や食料の安定生産・供給、
担い手の育成等に大きな役割を果たし続けてこられていることは心強い限りで
す。
　農林水産省では、今年３月に、新たな「食料・農業・農村基本計画」を策定
し、今後10年先までの農政の方向を示しました。これを踏まえ、5月には新た
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な普及事業の「運営指針」を策定しました。当面は、この指針に書かれている、
公的機関として担うべき分野での支援の強化、研究開発への参画、民間による
支援との分担・連携等を確実に推進していくことが重要だと考えています。
　我が国が直面する、いまだ経験したことのない経済社会の変化の中で、国民
の食を支える大切な農業・農村を守り、発展させていくためには、熱い情熱と
高い技術力を備え、中立的立場に立って指導・調整ができる普及組織の力が不
可欠です。これまでの長年にわたる普及事業の中で、皆さん方が連綿と蓄積し
てきた様々なノウハウを今こそ活かして、普及組織への期待に応えていただき
たいと思います。私も微力ながら皆様のお手伝いをさせていただきたいと考え
ておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
　最後になりましたが、普及組織のご発展と普及指導員の皆さんのますますの
ご活躍とご健勝をお祈り申し上げ、就任のご挨拶とさせていただきます。

　　　　　　　　　　　　　　　 農林水産省生産局技術普及課長　真鍋 郁夫

　　　　　　╋╋・‥…　技術普及課からのお知らせ　…‥・╋╋

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆平成２７年度民間企業等派遣研修（６次産業化サポート事業）について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      【生産局技術普及課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　農林水産省では、６次産業化の推進や支援を行う普及指導員等の皆様を対象
に、先進的な事業活動に取り組んでいる多様な民間企業の担当者を講師に招い
た座学研修や実地研修、受講生によるグループワーク等を通じて、派遣先のビ
ジネスノウハウを習得する「民間企業等派遣研修」を公募事業により実施して
います。

　平成２７年度の研修については、受講生の１次募集は終わりましたが、４コ
ース（大阪）の追加申込を受け付けています。
　普及指導員の皆様をはじめ、多くの方にご参加いただければと思います。

　受講希望者は都道府県普及主務課を通じてお申し込み頂くか、下記の連絡先
までお問い合わせ下さい。
　また、受講生募集案内の詳細につきましては、（株）パソナ農援隊のホーム
ページに掲載しております。

※民間企業等派遣研修募集案内
    http://www.pasona-nouentai.co.jp/minkanhaken2015/

※お問い合わせ先
　　株式会社パソナ農援隊コンサルティング事業部（担当：佐藤）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（０３－６７３４－１２６０）
　　　　　　　　　　URL：　http://www.pasona-nouentai.co.jp/　
　　農林水産省　生産局　技術普及課　研修指導班（担当：喜友名）　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（０３－３５０１－３７６９）

　　╋╋・‥…　農林水産技術会議事務局からのお知らせ　…‥・╋╋

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆農林水産技術会議事務局から研究成果情報等のお知らせ
　　　　　　　　　　　　　　　　　【農林水産技術会議事務局研究調整課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　農林水産技術会議事務局では、生産現場を革新する可能性のある成果等を
「食と農の研究メールマガジン」で月2回配信しています。
　その中から、普及指導員の皆様に産地の課題解決にご活用いただける情報を

ページ(2)



e-普及だより第137号271022.txt
以下のとおりご紹介します。

●小麦の製粉性に関わる遺伝子を多数発見 !
　-遺伝情報を用いた育種による品種開発の効率化に期待-
　小麦品種「きたほなみ」の育成の系譜を足がかりとして、小麦粉の性質(製
粉性)に関わる21個の遺伝子を発見しました。
　これら遺伝子のうち18個は、「きたほなみ」の育成過程で交配を繰り返し、
製粉性が優れる個体を選び続けた結果、集積されたことが分かりました。
　今回明らかにした遺伝子の情報を使うことで、より早く、正確な製粉性の改
良が期待できます。
[農研機構 東北農業研究センター]
http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/tarc/060116.html

●土壌中の深さ別の放射線を測定する装置を開発
　-深さ別の放射能分布の推定が短時間で可能!-
  土壌にセンサー部を挿入することで、深さ別の放射線を短時間で測定できま
す。
　土壌中の深さ別の放射能分布を推定できます。
　土壌の汚染状態を、深さ方向を含めて把握できるため、除染範囲の効率的な
特定や、適切な除染対策手法の選定につながります。
[農研機構、福島県土地改良事業団体連合会、応用地質株式会社]
http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/nkk/059924.html

●「土壌伝染性フザリウム病の被害軽減技術に関する 研究成果集」を公表 
　-長期間維持可能な土壌pH矯正による被害軽減技術を開発-
　土壌伝染性フザリウム病は、広範な作物に発生し、土壌消毒や耐病性品種に
よる防除対策では十分な効果が得られないことから野菜産地では脅威となって
います。
　農研機構では、転炉スラグを用い、これまで適正値とされていたpH6.5より
高いpH7.5程度を長期間維持することにより被害軽減を図る技術を開発しまし
た。
　本技術に土壌消毒や耐病性品種などを併用することで被害軽減効果が更に向
上し、野菜の安定生産に貢献します。
[農研機構 東北農業研究センター]
http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/tarc/059728.html

●木質バイオマス発電の事業採算性評価ツールを開発
  -簡単な入力で多種多様な事業評価が可能に-
　木質バイオマス発電の事業採算性評価ツールを開発しました。
　このツールは、簡単な入力で多種多様な事業評価ができます。
　木質バイオマス発電の実施検討等での活用が期待されます。
[森林総合研究所]
http://www.ffpri.affrc.go.jp/press/2015/20151009/index.html

●「アグリビジネス創出フェア2015」の開催について 
　農林水産省は、11月18日(水曜日)～11月20日(金曜日)の3日間、東京国際展
示場(東京ビッグサイト)において、「アグリビジネス創出フェア2015」を開催
いたします。
　本フェアは、全国の産学の各機関が有する、農林水産・食品分野などの最新
技術や研究成果を展示やプレゼンテーションなどで分かりやすく紹介し、研究
機関間や研究機関と事業者との連携を促す場として開催する「技術・交流展示
会」です。
　詳細は以下のフェアホームページをご覧ください。
[農林水産技術会議事務局]
http://agribiz-fair.jp/
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●地域マッチングフォーラムの開催について 
　農林水産省では、研究成果の農業現場等への迅速な普及・実用化を促進する
ため、地域マッチングフォーラムを全国8ブロックで開催しています。
　このたび東北地域、近畿地域において以下のとおり開催しますので、生産者、
普及指導員の皆様をはじめ、多数のご参加をお待ちしております。

・東北地域マッチングフォーラム
　日時：11月20日 (金曜日) 13時～17時
　場所：山形テルサ (山形県山形市)
  テーマ：「野菜導入が新たな水田作経営を創る」
  話題提供
　1) 山形県における野菜作導入による水田農業活性化の現状と課題
　2) 土壌水分制御技術の導入で野菜作に挑む
　3) 新技術がネギの産地強化を支援する
　4) 山形県におけるタマネギ新作型導入の取り組み
　＊技術相談あり
　参加費無料
　定員：200名(先着順)
　事前申込締切：11月13日(金曜日) 
[農研機構 東北農業研究センター]
http://www.naro.affrc.go.jp/event/list/2015/10/059970.html

・近畿地域マッチングフォーラム
　日時：11月5日(木曜日) 11時～17時15分
　場所：新大阪丸ビル別館 (大阪府大阪市)
　テーマ：「中山間地域や都市近郊においてイチゴ栽培等で高収益生産を実現
するために」
　導入講演
　1) イチゴの収穫ロボットとパック詰めロボットの研究開発と導入に向けた
課題
　2) 栽培施設リノベーションと6次産業化による攻めのイチゴ生産実証
　基調講演
　・イチゴ栽培に必要な環境制御とのぞみファームでの取組
　技術講演
　1) 省力化に有効なイチゴ無育苗栽培技術の特徴と課題
　2) 高設イチゴ栽培における気化潜熱を利用した低コスト培地冷却技術の効
果と応用
　3) 設置の容易な中空培地を利用した高密度栽培の可能性
　4) 奈良県農業研究開発センターにおけるイチゴの栽培技術に関する最近の
取り組み
　参加費無料
[農研機構 近畿中国四国農業研究センター]
http://www.naro.affrc.go.jp/event/list/laboratory/warc/index.html

●国連大学主催「食料・環境問題解決のための途上国農業研究能力構築事業」
(OJCB)国際ワークショップの開催について
　本事業は、農林水産省の拠出により、国際連合大学サステイナビリティ高等
研究所が、途上国の先進的研究者が企画・実施する若手研究者のオン・ザ・
ジョブ・トレーニングを通じた人材育成を支援するものです。
　OJCBがこれまでにあげてきた人材育成の成果を確認するとともに、本事業の
今後の更なる発展を目指して、改善すべき事項等これからの方向性を提案する
ため、有識者による国際ワークショップを開催しますので、是非ご参加くださ
い。
　詳細及び参考申し込み(入場無料)につきましては以下URLをご参照ください。
　日時：10月27日(火曜日) 10時～12時
　場所：国連大学委員会室2-3 (東京都渋谷区)

ページ(4)



e-普及だより第137号271022.txt
[国連大学]
http://ias.unu.edu/jp/events/upcoming/ojcb-workshop.html#overview
[農林水産省]
http://www.maff.go.jp/j/kokusai/kokkyo/yosan/pdf/h27_18_unu.pdf
(418KB)

●FRPM管の継手部の離脱を防止する技術を開発
　大規模な地震時に発生する強化プラスチック複合管(FRPM管)の継手部の離脱
を防止する継手及び部材を開発しました。
　開発した継手及び部材は、ゴムを用いており、簡便に施工することができま
す。
　本技術を適用することにより、継手部の離脱しにくさが大幅に向上します。
[農研機構 農村工学研究所、株式会社栗本鐵工所]
http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/nkk/059447.html

●古代米の起源に迫る！
　-紫黒米の育種が容易になります-
　古代米として知られる黒いお米(紫黒米＝しこくまい)の原因遺伝子を特定し
ました。
　約50品種のイネの遺伝子を調べ、紫黒米がいつ頃、どの系統で発生したかが
分かりました。
　この成果により、栽培されている白いお米の品種に黒米原因遺伝子を導入す
ることが容易になります。
[農業生物資源研究所、富山県農林水産総合技術センター]
http://www.nias.affrc.go.jp/press/2015/20150914/

●ブドウ「シャインマスカット」ウェブページを新たに開設しました!
　-「シャインマスカット」の生産・消費拡大に向けて-
　ブドウ「シャインマスカット」の品種特性、栽培方法、産地、加工品等の情
報をまとめたウェブページを新たに開設し、「シャインマスカット」の栽培技
術の向上や消費拡大につなげます。
[農研機構 果樹研究所]
http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/fruit/059547.html

○「食と農の研究メールマガジン」についてのお問い合わせ先
農林水産技術会議事務局　研究調整課（担当：吉田）（03-3502-7407）
　※上記の品種・技術についての内容は、各機関に直接お問い合わせ願います。

　　　　　　　　╋╋・‥…　施策情報等　…‥・╋╋

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆農業の未来をつくる女性活躍経営体１００選（“ＷＡＰ１００”※）第２期
公募のお知らせ（１１月２０日（金）１７時必着）　                  
　　　　　　　　　　　　　　　　【経営局就農・女性課　女性活躍推進室】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
  今年度の農林水産省補助事業「輝く女性農業経営者育成事業」により、公益
社団法人日本農業法人協会が、女性活躍に向けて先進的な取組を実践している
農業経営体を「農業の未来をつくる女性活躍経営体１００選」（“ＷＡＰ１００”）
として選定し、表彰を行います。
　１０月１日より本表彰の第２期公募が始まりました。
　農業の未来をつくる女性活躍経営体とは、（１）女性の活躍を推進する各種
の取組や環境整備を実施しており、（２）経営上の成果が現れている農業経営
体を指します。農畜産物の生産を事業とし、女性の活躍を推進している農業経
営体であれば、法人・個人を問わず応募できますので、是非積極的に応募いた
だくよう働きかけをお願いします。
詳細・応募方法は、「農業の未来をつくる女性活躍経営体１００選」ホーム
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ページをご覧ください。
http://hojin.or.jp/standard/100/

※WAP１００（ワップ１００）とは、本表彰の愛称です。「農業経営（体）に
おける女性の積極的な参画」の英訳「Women’s Active Participation in 
Agricultural Management」から名付たものです。
※第２期公募結果の公表は１２月下旬を予定しています。
※本年度は３０経営体程度を選定、表彰する予定です。

◆◇お問い合わせ先◇◆
公益社団法人　日本農業法人協会「農業の未来をつくる女性活躍経営体１００
選」事務局
担当：岸本・古澤
〒102-0084 東京都千代田区二番町9-8 中央労働基準協会ビル1 階
TEL：03-6268-9500　FAX：03-3237-6811　メール：wap100@hojin.or.jp
受付時間：平日9:30-17:00（土日祝を除く）

※本記事に関するお問い合わせ先
農林水産省経営局就農・女性課　女性活躍推進室（千葉、鈴木）
TEL:03-3502-6600

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆「レギュラトリーサイエンス新技術開発事業」の研究成果報告会の開催及び
参加者の募集について　　　　　　　　　【消費・安全局　食品安全政策課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　農林水産省は、「レギュラトリーサイエンス新技術開発事業」の研究成果報
告会を開催します。生産者、普及指導員の皆様をはじめ、多数の御参加をお待
ちしております。

 日時：平成27年11月5日（木曜日）10時30分～17時25分（予定）
 会場：中央合同庁舎第4号館 12階 共用会議室1219-1221号室
 所在地：東京都 千代田区 霞が関3-1-1

 申込締切：平成27年10月30日（金曜日）
 以下のプレスリリースから、インターネット又はFAXにてお申込みください。
[プレスリリース]
 http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/seisaku/151007.html

報告研究課題
1 高病原性鳥インフルエンザの野生動物による感染の確認及び消毒方法の開発
2 寄生虫（クドア・セプテンプンクタータ）に対するリスク管理に必要な技術
  開発
3 高温加熱により生成する有害化学物質を低減した調理法の評価・検証
4 ジャガイモシストセンチュウの根絶を目指した防除技術の開発と防除モデル
  の策定

※お問い合わせ先　
　　農林水産省　消費・安全局　食品安全政策課（担当：青木、横沼）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　                  （03-3502-5722）

　　　　　　　　╋╋・‥…　シンポジウム等　…‥・╋╋

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆再エネ導入による農山漁村の活性化を検討してみませんか？
　再生可能エネルギーシンポジウムについて
　　　　　　　　　　　　　　【食料産業局　再生可能エネルギーグループ】
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＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　農山漁村に豊富に存在する森林資源などのバイオマス、水、風、土地などの
資源を、再生可能エネルギーとして活用し、売電収入の一部を農業振興や交流
人口の拡大等に活用することで地域活性化を図る取組、農業の6次産業化に活
用することで集落の維持・振興につなげる取組も見られます。
　例えば熊本県山都町水増集落は、10世帯18人、平均年齢約70歳の地域です。
入会地にテイクエナジー・コーポレーション（株）が設置した２MWのメガソー
ラーの売電収益から、約500万円/年の借地料に加え、500万円／年の6次産業化
（棚田米ブランド化、加工品開発、農村カフェ）や集落維持管理等の経費（発
電設備管理費含む）の地域還元を得て、これを呼び水に子供たちが戻ってくる
農山村集落の再生、地域活性化を図る取組が見られます。
　また、徳島県佐那河内村では（一社）徳島地域エネルギーが県民を中心に集
めた寄付金を活用して120kWの佐那河内みつばちソーラー発電所を建設。当初
５年間は売電収益で地元の特産品を購入して寄付者に送り、地元特産品の良さ
を知ってもらうことで村のファンを増やし、その後は売電収益の一部を地域の
基金に寄附するかたちで地域の農業振興や環境保全活動を支援する取組が見ら
れます。
　こうした再エネ導入により農林漁業の発展、活性化を図る取組の普及を目指
し、自治体、農業者、事業者等を対象とするシンポジウムを農林水産省の補助
事業により全国３カ所で開催します（10/6東京、10/14仙台、11/4長野）。実
際に地域で取り組む団体からの報告や有識者とのパネルディスカッション等を
通し、農山漁村の活性化につながる再エネ事業のあり方を考えます。開催案内、
参加申込及び結果概要は（一社）日本再生可能エネルギー協会のHP
（http://www.jrep.or.jp/）に掲載します。普及指導員の皆様におかれまして
も、参加をご検討いただくとともに、関心のある農業者等に周知をお願いしま
す。

※お問合先：農林水産省食料産業局再生可能エネルギーグループ　清水、篠原
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（０３－６７４４―１５０８）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆平成２７年度新技術農業機械化推進研修のご案内
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【農林水産研修所つくば館】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　農林水産研修所つくば館では、農業機械化研修において農業機械を利用した
新技術の普及促進を図る新技術農業機械化推進研修を実施しています。
　１２月１０～１１日に、加工・業務用野菜の低コスト化・省力化に資する機
械化の普及促進を目的とした「加工・業務用野菜の低コスト化生産技術コース」
を実施しますので、ご案内いたします。本研修ではキャベツ収穫機やホウレン
ソウなど軟弱野菜の加工向け専用収穫機の収穫実習も予定していますので、皆
様の資質向上を図る一環として是非ご利用ください。なお、本研修は農業者の
方も受講対象ですので、ご関心のある方への周知にご協力をお願いいたします。

加工・業務用野菜の低コスト化生産技術コースについてはこちらのページをご
覧ください。
  http://www.maff.go.jp/j/kanbo/tukuba/mito/kensyu/ken.html

※ お問い合わせ先
     農林水産研修所つくば館（担当：飯田）　（０２９－８３９－９４８１）

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　　　　　　　　　　　　　 　編集後記
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　今月は日本各地で五穀豊穣を祈ったお祭りが開催されました。筆者もかつて
はこの時期に山車を曳きまわしたものです。日本全国には、山車を川の中に投
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げ入れたり、棒を振り回したりするなど多種多様なお祭りがありますが、きっ
とその形態に至ったのには何らかの理由があるはずで、地元のお祭りの起源に
ついて調べてみるとその土地の新たな一面が発見できそうですね。　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎　編集担当Ｈ　◎

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
※メルマガの配信登録はこちら
　　http://www.maff.go.jp/j/pr/e-mag/index.html

※バックナンバーはこちら
　　http://www.maff.go.jp/j/seisan/gizyutu/hukyu/h_mailmag/index.html

※ＰＤＦ形式のファイルの閲覧について
  メールマガジンに記載したＵＲＬで、一部ＰＤＦ形式のものがあります。
  ＰＤＦファイルをご覧いただくためには農林水産省ホームページ
  ⇒  http://www.maff.go.jp/j/use/link.html
  「３　ＰＤＦファイルについて」をご覧になり、「Get Adobe Reader」
  のボタンでAdobe Readerをダウンロードしてください。
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