
e-普及だより第158号290714.txt
ｅ‐普及だより　　　　　　　 　　　  第１５８号（通算９２２号）

　　　　　　　　　　　　　平成２９年７月１４日
　　　　　　　編集・発行　農林水産省生産局技術普及課

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
　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。
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

　農業競争力強化プログラムに関する情報はこちらをご覧下さい。
　http://www.maff.go.jp/j/kanbo/nougyo_kyousou_ryoku/index.html

　　　　　　　　　【　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】
　☆「スマート農業推進フォーラム」を開催します！！
  ☆生産現場の「夢」を募集します！！
    ～アグリビジネス創出フェア2017での発表課題募集のご案内～
【病害虫発生予報情報】
　☆「平成29年度 病害虫発生予報第４号」の発表について
【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】
　☆『新・農業人ハンドブック2017』ができました！
　☆経営が学べる「オンラインアグリビジネススクール」をご活用下さい
　☆農産物のフードバンクへの寄付にかかるチラシを作成しました！
【研修・事業公募等のお知らせ】
　☆農作業安全指導・指導安全講習コースのご案内
　☆国際水準GAP認証取得支援事業の追加公募のお知らせ
　☆「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」（第４回選定）を募集してい
    ます！

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆技術普及課長　就任のご挨拶
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
  ７月10日付けで、原課長の後任として技術普及課長を拝命しました秋
葉一彦（あきばかずひこ）です。
  異動前は政策統括官付経営安定対策室長（ナラシ・ゲタ担当）を約６
ヶ月、その前は、農村振興局で鳥獣対策室長を2年間担当していました。
技術普及課は、協同農業普及事業の運営、先進技術の実用化や農業技術
の普及、資材、機械に関する様々な施策を担当していますが、この８月
からは、さらに農業競争力強化支援法の全体窓口を担うことになります。
  実は私、平成４年に入省しましたが、その後平成６年４月～平成８年
３月まで、富山県の砺波農業改良普及センターに改良普及員として出向
していました。ついに普及担当か！、という感慨を持っていますが、こ
れまでの業務の中でも、いつも各都道府県の普及指導員の方と情報交換
しながら、可能な限り現場主義で仕事をしてきたつもりです。大学の同
窓生、先輩後輩にも普及指導員や試験場の方が多く、また実家も農家と
いうこともあり、「普及」とは少なからず縁があると感じています。
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  普及の現場の状況を様々な分野の方に共有してもらうとともに、皆様
には新たな課題にも対応して生き生きと業務に当たっていただけるよう
な環境作りに尽力して参りたいと考えています。どうぞよろしくお願い
いたします。
　　　　　　　　　　　　　農林水産省生産局技術普及課長　秋葉一彦

　　　　╋╋・‥…　技術普及課からのお知らせ　…‥・╋╋
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆「スマート農業推進フォーラム」を開催します！！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【生産局技術普及課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　農林水産省生産局技術普及課では、都道府県や農業法人、営農指導員
の皆様を対象にＩＣＴやロボット技術等に関する情報収集、メーカーと
のマッチングの機会として「スマート農業推進フォーラム」を開催する
ことといたしました。
　普及指導員の皆様におかれましては、奮って御参加いただき、スマー
ト農業に関する知識を深め、現場でのスマート農業の推進及び御指導に
役立てていただくようお願いいたします。

　概要は以下のとおりとなっております。是非奮って御参加ください。
　詳細は農林水産省ホームページ（プレスリリース）をご覧ください。
http://www.maff.go.jp/j/press/seisan/sizai/170707.html

【開催概要】
開催日時：平成29年７月27日（木）11:30～17:00
開催場所：一橋大学一橋講堂（東京都千代田区一ツ橋２－１－２）

【議題】
１）講演（13:00～15:30）
・生産現場におけるＩＣＴ導入事例の紹介
　－有限会社フクハラファーム 代表取締役 福原 昭一 氏
　　ICTを活用した大規模経営稲作複合経営について
　－有限会社西谷内農場 代表取締役 西谷内智治 氏
　　岩見沢地域におけるICT利活用について
・地方行政機関による取組事例の紹介
　－宮崎県農政水産部農業経営支援課 主査 黒木 史仁 氏
　　テラスマイル等民間企業と連携した農業ICTの推進
　－宮城県農林水産部農業振興課 農業革新支援専門員 木村 政浩 氏
　　農業ICTの活用により宮城県が目指すこと
２）ポスターセッション（11:30～17:00）
・スマート農業関連技術を扱う企業等より技術や取組等の紹介

【主な参集範囲】
○都道府県普及担当者、公設試験場担当者
○農業法人
○営農指導員
○スマート農業関連企業　等

【参加申込について】
＜都道府県普及担当者及び公設試験場担当者の皆様＞
　都道府県普及事業主務課又は農林水産省生産局技術普及課（下のお問
い合わせ先）までお尋ね下さい。
＜その他の皆様＞
　農林水産省ホームページ（プレスリリース）内の登録フォームから直
接お申込みをお願いいたします。
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※問い合わせ先
　　生産局　技術普及課（担当：大塚、我部山）
　　　　　　　　　　　（０３－３５０１－３７６９）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆生産現場の「夢」を募集します！！
～アグリビジネス創出フェア2017での発表課題募集のご案内～
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【生産局技術普及課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　農林水産省生産局技術普及課では、昨年度に引き続き、普及組織と民
間企業等との連携・マッチングを図る取組の一環として「アグリビジネ
ス創出フェア2017」において「生産現場の夢トーク2017」を開催するこ
とといたしました。
　普及指導員の皆様におかれましては、民間企業や研究機関等の来場者
に対し、セミナー発表とポスター展示を併用して、生産現場の課題とそ
の解決の「夢」について発表していただくことで、連携先とのマッチン
グに役立てていただくようお願いいたします。

（このご案内は、既に都道府県普及事業主務課に対してご案内している
内容と同じものです）
　概要は以下のとおりとなっております。是非奮って御応募ください。

【開催概要】
開催日時：平成29年10月４日（水）～６日（金）のうち１日開催（※）
（※セミナー発表日時を調整中のため、決定後のご連絡となります）
開催場所：東京ビッグサイト

【議題】
１）普及組織からのプレゼンテーション（セミナー発表）
・15分程度×約10人（組織）（予定）
２）個別情報交換
・各発表者がポスターを展示し、企業等が訪問
（普及担当者自らが、他の出展ブースを訪問することも可能）

【主な参集範囲】
○都道府県普及担当者
○民間企業、団体、試験研究機関　等

【昨年度の開催実績】
　昨年度の様子（当日資料や出展者リスト）は、農林水産省ホームペー
ジやアグリビジネス創出フェア2016ホームページをご覧ください。
http://www.maff.go.jp/j/seisan/gizyutu/hukyu/h_event/h_event/dream2.html
http://agribiz-fair.jp/2016/semi/index.html
http://agribiz-fair.jp/2016/list/

【応募資格】
普及指導員又は農業革新支援専門員で構成する個人又は集団

【応募方法について】
　都道府県普及事業主務課又は農林水産省生産局技術普及課（下のお問
い合わせ先）までお尋ね下さい。
（課題募集期間：～７月28日（金）まで）

※問い合わせ先
　　生産局　技術普及課（担当：大塚、我部山）
　　　　　　　　　　　（０３－３５０１－３７６９）
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　　　　╋╋・‥…　病害虫発生予報　…‥・╋╋
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆「平成29年度 病害虫発生予報第４号」の発表について
          　　　　　　　　　　　　　　 【消費･安全局植物防疫課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
  農林水産省は、平成29年７月12日(水)付けで、向こう１か月の農作物
の病害虫発生動向や防除について「病害虫発生予報第４号」を発表しま
した。
　普及指導員の皆様におかれましては、病害虫防除所との連携を密にし
ながら、地域での防除が確実に実施されるよう御指導をお願いします。

　『向こう１か月の主要な病害虫の発生予察情報について』
１水稲では、斑点米カメムシ類の発生が一部の地域で多くなると予想さ
  れています。本虫の生息地となる水田周辺の雑草の草刈りを出穂期の
  10日前までに実施するとともに、水田の観察を行い、都道府県から発
  表される予察情報等を参考に適期に防除を実施してください。
２野菜類では、施設・露地栽培ともに、アザミウマ類、アブラムシ類等
  の微小害虫の発生が一部の地域で多くなると予想されています。早期
  発見に努め、適期に防除を実施してください。
３果樹では、ナシ黒星病の発生が一部の地域で多くなると予想されてい
  ます。り病部の除去、薬剤散布等の防除対策を徹底してください。
４茶では、カンザワハダニ、ハマキムシ類の発生が一部の地域で多くな
  ると予想されています。都道府県の発表する予察情報を参考に、適期
  に防除を実施してください。

＜参照＞
　詳細な情報については、下記ＵＲＬから御確認いただき、各県の発表
する病害虫発生予察情報と併せて御利用ください。
  〇「平成29年度 病害虫発生予報第４号」の発表について（７月12日
    付け農林水産省プレスリリース）
    http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/syokubo/170712.html
  〇過去の病害虫発生予報についてはこちら
    http://www.maff.go.jp/j/syouan/syokubo/boujyo/120104_yoho.html
  ※お問い合わせ先　消費･安全局　植物防疫課（担当：白石、渡邉）
                                    （０３－３５０２－３３８２）

　╋╋・‥…　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
情報を以下のとおりご紹介します。

◇化粧品材料などを作る新たな遺伝子組換えカイコの作出
　セリシンと呼ばれる保水力が極めて高いタンパク質だけでできた糸を
吐くカイコの作出に成功しました。モンシロチョウが持つピエリシンの
ホモログをカイコの後部絹糸腺で作らせることで、フィブロインを作ら
ず、セリシンのみの糸を吐く遺伝子組換えカイコの作出に成功しました。
[京都工芸繊維大学][農研機構]ほか
https://www.kit.ac.jp/2017/06/pnas_keisai/
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◇製パン適性に優れた寒冷地向け小麦新品種「夏黄金(なつこがね)」
- 食パンをはじめ、様々な種類のパン製造に適する -
  農研機構は、東北・北陸地域向けのパン用小麦品種「夏黄金」を育成
しました。「夏黄金」は、この地域のパン用主力品種「ゆきちから」よ
りもパン生地の力が強く、「ゆきちから」では難しかった食パンをはじ
め、様々な種類のパンを製造できます。また穂発芽しにくく、赤かび病
にも比較的強い品種です。
[農研機構]
http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/tarc/075822.html

◇西南暖地に向く早生モモ新品種「さくひめ」
- 冬の気温が高くても栽培可能で品質優良な品種 -
  農研機構は、開花に必要な低温にさらされる時間が日本の主要品種の
約半分に短縮されたモモ新品種「さくひめ」を育成しました。温暖化に
より冬の気温が高くても、安定した開花と結実が見込めることから、モ
モの安定生産に貢献します。
[農研機構]
http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/nifts/076023.html

◇DNAの違いから、芽生え段階でカンキツの様々な果実特性を高精度に
予測
- カンキツ品種改良へのゲノミックセレクションの有効性を確認 -
  大量のDNAマーカー情報から特性を予測する新技術「ゲノミックセレ
クション」により、芽生え段階で果実重、果実の硬さ、果皮の色、果皮
のむきやすさ、果肉の色、じょうのう膜のやわらかさといった果実の特
性を高い精度で予測することに成功しました。
[農研機構][東京大学][国立遺伝学研究所]
http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/nifts/076119.html

◇平成28年度安全鑑定結果について
  平成28年度分の安全鑑定適合型式数は、177型式(10機種)、「その他
機種」に分類されたものは、8型式(3機種)であった。
[農研機構]
http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/iam/076140.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：田丸）
　　　　　　　　　　　　　　　　　（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　…‥・╋╋
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆『新・農業人ハンドブック2017』ができました！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【経営局就農・女性課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　「農業をやってみたいけど、誰に相談したらいいか分からない」、
「どんな支援策があるのかな」こんな疑問をお持ちの方向けに、『新・
農業人ハンドブック2017』を作成しました。
　就農相談窓口や就農体験（インターンシップ）等の情報、研修中に受
けられる資金の情報、就農開始直後に受けられる資金や無利子融資等の
情報、経営確立後も受けられる収入保険や補助金の情報など、それぞれ
のステージ別に活用可能な情報がこのハンドブック１冊でまるごと分か
ります。
　普及指導員の皆様におかれましては、就農希望者や新規就農者等とお
話しする際に、当ハンドブックも御活用いただければ幸いです。

ページ(5)



e-普及だより第158号290714.txt

https://www.facebook.com/nogyokeiei/posts/1543514925723716
（農水省経営局のFacebookページよりハンドブックをご覧ください）

※お問い合わせ先　
農林水産省　経営局　就農・女性課　企画グループ（担当：佐藤、有坂）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（０３－３５０１－１９６２）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆経営が学べる「オンラインアグリビジネススクール」をご活用下さい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【経営局就農・女性課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　『オンラインアグリビジネススクール』（運営：(株)サラダボウル）
では、経営マネジメント等のカリキュラムをオンラインで配信しており、
原価管理・人材・販売など経営の基礎を、１コマ10分程度の講義（現在
約1250コマを配信中）で体系的に習得できます。受講料は無料！ネット
環境さえあれば、いつでも・どこでも、受講できます。
　さらに、今年度からスマートフォンのアプリを使用して講義を視聴す
ることができるようになりました。予め通信環境がある場所で講義をダ
ウンロードしておけば、通信環境がない場所でも視聴が可能です。
　自己学習のみならず、皆様が集まる勉強会の場での活用にもお薦めで
す！是非、多くの農業経営者の方にご活用いただけるよう普及指導員の
皆様からもお知らせいただき、また今後の普及指導活動にお役立て下さ
い。
　是非、一度HPをご覧下さい。

■オンラインアグリビジネススクールHP
　→ http://www.agri-school.com/
※初めて受講される方は受講登録（無料）をお願いします。

■アプリでの視聴方法について
　→ http://www.agri-school.com/news/project/131.html

※オンラインアグリビジネススクールに関するお問い合わせ先
株式会社オンラインアグリビジネススクール事務局（株式会社サラダボ
ウル）
ＴＥＬ：055-273-2688（担当：諏佐、篠原）

※農林水産省お問い合わせ先　
経営局　就農・女性課　農業教育グループ（担当：土屋）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（０３－６７４４－２１６０）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆農産物のフードバンクへの寄付にかかるチラシを作成しました！　
                          　　【食料産業局バイオマス循環資源課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　日本の食品ロスは、国民１人当たり、毎日、お茶碗約一杯分のご飯を
捨てている量に相当しています。また、農産物の生産・流通には、多く
のエネルギーや資材、労働力が費やされているにも関わらず、規格外農
産物など、未利用の“もったいない”農産物が捨てられることがありま
す。
　一方で、食品衛生上の問題が無いにも関わらず、通常の販売が困難な
農産物や食品を、農家や企業などから引き取り、必要な方に届けるフー
ドバンク活動が、ＮＰＯ法人を中心に広がっています。
　このような中で、農産物のフードバンクへの寄付を促進するため、フ
ードバンク活動の紹介等に関するチラシを作成しました。生産者、ＪＡ、
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市場関係者の皆さんに対して、利用されていない野菜や果物、お米等の
フードバンクへの提供について、ぜひチラシを活用し普及をお願い致し
ます！

※関連リンク（チラシの掲載場所）
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syoku_loss/foodbank.html#kikakugai

※お問い合わせ先
食料産業局　バイオマス循環資源課（担当：鈴木、松本）
                                （０３－６７４４－２０６６）

　　　　　╋╋・‥…　研修・公募のお知らせ　…‥・╋╋
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆農作業安全指導・指導安全講習コースのご案内
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【農林水産研修所つくば館】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
  平成２９年９月２１～２２日に農林水産研修所つくば館水戸ほ場にお
いて農作業安全指導・指導安全講習コースを開催致します。この研修は、
普及指導員やＪＡの職員等農作業安全に係る推進者が農業者に向けた農
作業安全講習会を実施するための基礎知識やポイント等について学ぶ研
修です。普及指導員の皆様におかれましては、効果的な農作業安全講習
会の取組推進に良い機会となっておりますので、参加についてご検討い
ただくとともにＪＡ等に研修の周知をお願いいたします。
　農作業安全指導・指導安全講習コースに関する情報はこちらのページ
をご覧ください。
http://www.maff.go.jp/j/kanbo/tukuba/mito/anzen/29anzen8_9.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）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆国際水準GAP認証取得支援事業の追加公募のお知らせ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  【生産局農業環境対策課】　　　
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　農業者の国際水準GAP（GLOBALG.A.P.、JGAP）の認証取得支援を目的
とした「国際水準GAP認証取得支援事業」の追加公募を、（一社）全国
農業改良普及支援協会が行っています。
　認証審査費用や、認証取得に必要な研修の受講、施設改修資材等の費
用が支援の対象となります。
  普及指導員の皆様におかれましては、国際水準GAPの認証取得に興味
をお持ちの地域の農業者、農業法人、市町村、JA等農業に関わる皆様に
広く情報提供していただきますとともに、認証取得に向けた取り組みを
支援いただきますようよろしくお願いします。

【公募期間】平成29年６月30日（金）～平成29年８月４日（金）まで
　詳しくは、下記URLをご覧ください。
（一社）全国農業改良普及支援協会HP
        http://www.jadea.org/
※お問い合わせ先　　　
（一社）全国農業改良普及支援協会
      　GAP担当　（０３－５５６１－９５６２）
  生産局　農業環境対策課（担当：近藤、渡邊、後藤）
                 　　　 （０３－６７４４－７１８８）
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＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」（第４回選定）を募集してい
  ます！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　【農村振興局都市農村交流課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝　
  内閣官房及び農林水産省では、平成26年度より農山漁村が有する資源
等を活用し、地域の活性化や所得向上等に取り組んでいる団体を選定・
顕彰する「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」を実施しています。
  今年度も第４回選定に向け募集を行っています。選定の対象は、農林
漁業や農山漁村の振興に取り組むものであれば幅広く対象となります。
  選定されますと、内閣総理大臣が出席する交流会に出席、都内で開催
するマルシェ出展いただくことなど、全国的に取組をPRすることができ
ます。
  本年度の募集期間は８月21日（月曜日）までです。（他薦いただく場
合の締め切りは８月７日までです。他薦いただいた団体には、事務局か
ら連絡し、応募についての意向を確認します。）
  日々、現場でご尽力をいただいている普及指導員の皆様におかれては、
農山漁村の活性化に関する様々な活動事例をご存じと思います。地域の
皆様に「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」の取組をお知らせいただ
くとともに、関係者と協働しつつ、本取組にご応募いただけますようご
協力をお願いいたします。

※参考URL
http://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/discover.html

※問い合わせ先
農村振興局都市農村交流課（担当：佐藤、山口）
                        （０３－３５９２－５９４６）

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　　　　　　　　　　 　編集後記
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　今号より編集担当がＨからＴに代わりました。初めまして、Ｔです。
以後よろしくお願いします。７月なのに今年は暑い日が続きますね。こ
れも地球温暖化の影響でしょうか。私の地元は、最近猛暑日になると夕
方のニュースの右上に出る最高気温ランキングに名を連ねるようになっ
てしまいました。１位ならともかくベスト５圏内程度では、町興しにも
ならず、ただ物凄く暑いだけなので勘弁してほしいです。
　今後は暑さに負けず、「熱い」メルマガを送れるよう頑張ります！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎編集担当Ｔ◎

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
※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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