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第1回 10/06/15 暮坪の棚⽥ 6⽉15⽇ 暮坪の棚⽥ 棚⽥・暮坪・棚⽥20選

第2回 10/06/16 ゴミ調査 6⽉16⽇ ゴミ調査 ゴミ・用水路・除塵機

第3回 10/07/13 わくわく川遊び 7⽉13⽇ わくわく川遊び 幼稚園児・川遊び・米粉

第4回 10/07/24 生き物調査 7⽉24⽇ 生き物調査 指導員・生き物調査・地域活動

第5回 10/08/07 因幡魚つかみどり ふじしま夏まつり魚つかみどり 創造運動・水路掃除・魚

第6回 10/08/08 大山上池の蓮の花 8⽉8⽇ 大山上池 上池・蓮の花・お盆

第7回 10/08/27 花見交流会 8⽉27⽇ 花見交流会 上野曽根・愛花会・かた餅

第8回 10/09/02 飛鳥地区の癒しの場 9⽉2⽇ 飛鳥地区癒しの場 水路・動植物・工夫

第9回 10/09/10 インターンシップを経験して 〜インターンシップを経験して〜 関川しな織協同組合・羽越しな布・無農薬

第10回 10/09/15 稲刈りがはじまりました 9⽉15⽇ 稲刈りが始りました 大⾬・収量・一等米⽐率

第11回 10/09/17 お風呂場の脱衣所に美女が… 9⽉17⽇ お風呂場の脱衣所に美女が… おくりびと・鶴乃湯・庄内映画村

第12回 10/09/21 飛び出せ高校生︕ 9⽉21⽇ 飛び出せ高校生︕ 地域協働事業・ホトケドジョウ

第13回 10/09/22 ⼩水⼒発電0917 9⽉22⽇ 学校の電灯を⼩水⼒発電で 遊佐町・⼩水⼒発電・緑の分権

第14回 10/09/24 9⽉24⽇
支庁ロビーにて『つや姫』稲刈り 9⽉24⽇ 支庁ロビーにて『つや姫』稲刈り 展示・ほ場整備率・作付け

第15回 10/10/01 10⽉１⽇ 飛び出せ高校生︕Part２ 9⽉21⽇付けレポートの続きです。 鷺畑・生態系保全池・絶滅危惧ⅠB類

第16回 10/10/02 茨城県にて 霞ヶ浦 農村工学研究所・技術研修・農村環境

第17回 10/10/03 新米です 10⽉１⽇
因幡堰土地改良区の稲刈り体験がありました つや姫・新米農家・特価

第18回 10/10/12 冬支度 大鳥池(旧朝⽇村）の水門閉鎖作業 タキタロウ・貯水量・水門

第19回 10/10/12 秋の暮坪の風景 やまがたの棚⽥２０選 暮坪 暮坪・展望台・磯釣り

第20回 10/10/16 しな織り祭り 鶴岡市(旧温海町）のしな織り祭り ⽇本最古・古代布・伝統的工芸品

第21回 10/10/23 秋の風物詩１(⺟川回帰） 鮭の遡上 遊佐町・滝渕川・故郷

第22回 10/10/27 寒っ︕ 寒い⽇が続きますね… 鳥海山・りんご・甘味

第23回 10/10/31 キノコ祭り 農村環境保全指導員（旧朝⽇村）の活動 大鳥タキタロウ村・トレッキング・収穫

第24回 10/11/06 冬の訪れ もう冬？︕ 冠雪・落穂拾い・こも巻き

第25回 10/11/09 七五三掛の近況 現在の様子です。 地すべり・水路・白菜

第26回 10/11/12 干し柿作りしたことあるかな？ 柿むき縄ない 地域行事・わら工房・お正⽉

第27回 10/11/17 水⽥畑地化を進めよう 水⽥を畑として利用 暗渠排水・地下水位・耕地面積

第28回 10/11/22 収穫感謝祭 11⽉21⽇
因幡堰土地改良区の収穫感謝祭がありました。 農業用水・農業体験・環境活動

第29回 10/11/27 風に備えて これで冬の寒さも大丈夫 おくりびと・お地蔵さん・地吹雪

第30回 10/12/04 クリスマスリースと正⽉飾り 農村環境保全指導員酒⽥市（旧松山町）の活動 クリマスリース・正⽉飾り・うさぎの尾っぽ

第31回 10/12/08 農業水利施設ストックマネジメント 農業水利施設機能保全 水路・かぶり厚・老朽化

第32回 10/12/12 菅首相来県 庄内の大区画ほ場等を視察 農業生産法人・農地集積・大規模農家育成

第33回 10/12/16 モミタス実演会 モミガラ補填用の機械です。 暗渠排水・疏水材・特許

第34回 10/12/21 安産のお守り トンネル工事現場に行けませんでした︕ 山の神・落盤・岩石

第35回 11/01/04 ホームページリニューアル 【ごあいさつ】 情報・アーカイブス・旬

第36回 11/01/11 新年祈祷 羽⿊山山伏による祈祷 無事・卯年・ステキ

第37回 11/01/17 寒鱈祭り ⽇本海の味覚 鶴岡・寒鱈汁・食欲

第38回 11/01/20 雪にも負けず そり遊び♪ 風邪・栄養摂取・休養

第39回 11/01/24 メダカの学習会 ほ場整備を行った家根合地区の取組を紹介します。 絶滅危惧種・保全活動・環境保全

第40回 11/01/25 食欲の冬、スポーツの冬？ 庄内農林水産加工品フェア 農産物・豊富・運動

第41回 11/02/01 高嶺ルビー そば打ち＆試食in遊佐中学校 21世紀創造運動・風味・感動

第42回 11/02/07 七五三掛地区の近況 現在の様子 積雪・除雪・計測機器

第43回 11/02/14 先輩からの投稿 こんな話がありました。 ほ場整備・遊休放棄地・TPP

第44回 11/02/22 指導員の研修会 庄内ブロック 農村環境保全指導員研修会 ブナ林・ほ場整備・地域活動

第45回 11/02/28 七五三掛大吉桜穂木採取作業 大きくなってね。 地すべり・⻲裂・植樹

第46回 11/03/08 お雛様です 地元の⽅が参加している取組の紹介 生き物・保全・ワークショップ

第47回 11/03/15 お披露⽬会 ⼩学生の意見も大切に 生き物・ミズバショウ・移植

第48回 11/03/22 がんばろう 東北︕︕ 被災地の皆様にお見舞い申し上げます 東⽇本大震災・避難所・復興

第49回 11/04/15 知ってますか？ 地下で頑張る『暗きょ排水』 モミガラ・空洞化・フォローアップ

第50回 11/04/20 辞令交付式 農地地すべり巡視員辞令交付式 緊急時・安全・地域
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第51回 11/04/21 ミズバショウ 鶴岡市茨新⽥にて 湿原・保全池・増殖試験

第52回 11/04/25 桜だより１ 花曇り 春・満開・感謝

第53回 11/04/26 今年も完成しました。 「メダカライス純米酒」 庄内町・NPO・事業実施

第54回 11/04/28 出発︕ 岩手へ 被災地支援隊・岩手県・救援物資

第55回 11/05/09 暖かくなりました。 農作業の様子 特A・融雪・中山間部

第56回 11/05/10 七五三掛での営農再開︕ あれから２年 地すべり・耕起作業・大吉桜

第57回 11/05/11 「エイ、エイ、エイ︕」 ⻄郷北部地区 安全祈願祭 ほ場整備・安全・鍬入れ

第58回 11/05/12 泥だらけ 大きくなあれ ⽥植え・手植え・園児

第59回 11/05/13 見頃ですよ。 咲いていました。 いこいの村庄内・チューリップ・かたくり

第60回 11/05/16 海が見える棚⽥ 農業体験 鶴岡市暮坪 暮坪・⽥植え・イモリ

第61回 11/05/17 待ってました︕ 七五三掛の⽥植え 直播・8条植え・⾥のゆき

第62回 11/05/18 ほぼまん丸 ⽉あかり 水⽥・蛙・農村

第63回 11/05/19 『風車市場』 新鮮一番 感謝・新鮮・野菜

第64回 11/05/23 広域農道の沿線紹介 眺め良し︕ 総光寺・薬師堂・庄内平野

第65回 11/05/24 お引越し 新しい場所で ほ場整備事業・生き物・引越し

第66回 11/05/25 おいしくなあれ︕ 大きくなってね。 メダカ水⽥・NPO・⽥植え

第67回 11/05/30 地域に花を 農村環境保全指導員（旧温海町）の活動 ベゴニア・地域・活動

第68回 11/05/31 ⽥植え＆孟宗掘り体験 農村環境保全指導員（旧藤島町）の活動 ⽥植え・⽥んぼ・因幡堰

第69回 11/06/03 神秘的 心も澄んで 丸池様・湧水・水源

第70回 11/06/06 犬祭り ワッショイ︕ めっけ犬・山車・椙尾神社

第71回 11/06/13 さくらんぼマラソン 参加者からの投稿 ランナー・高橋尚子・千葉真子

第72回 11/06/15 山菜祭り 農村環境保全指導員（旧朝⽇村）の活動 トレッキング・農園作業・タキタロウ

第73回 11/06/20 蒸気機関車 珍客 ⿊い煙・汽笛・風景

第74回 11/06/22 おしんレース 元気よ届け︕ レース・ボランティア・アスリート

第75回 11/06/27 測量競技会 正確さを競いました。 測量技術・平板測量・座標値

第76回 11/06/29 もうすぐ巣立ち 来年も待ってます。 ツバメ・親鳥・餌

第77回 11/07/05 ブナの植樹 農村環境保全指導員（旧羽⿊町）の活動 ため池・苗木・地元

第78回 11/07/08 大鳥池 原始の地にひっそりとたたずむ大鳥池と農業用水 花岡岩地・タキタロウ・制水門施設

第79回 11/07/14 川遊び 笹川土地改良区の活動 21世紀創造運動・米粉・粒度

第80回 11/07/15 鳥海山火合わせ神事 五穀豊穣を祈ります。 神輿行列・かがり火・豊作

第81回 11/07/19 夏空︕ 梅⾬明けです。 節電・海・プール

第82回 11/07/20 土門拳記念館のあじさい あじさいまつり 白鳥池・白鳥・写真

第83回 11/07/22 暑さしのぎ 涼しい遊び場 水車・水路・鯉

第84回 11/07/25 酒⽥農林水産加工品フェア JA庄内みどりの店内にて 農家・消費者・米粉

第85回 11/07/28 農山漁村づくり情報誌創刊︕ 農楽⾥ norari 手作り・地域情報誌・フリーマガジン

第86回 11/08/01 庄内の水源を知ろう︕Part1 遊佐地区（⽉光川水系編） 水源調査・澪筋・梅花藻

第87回 11/08/03 ひゅ〜〜〜、どん︕ 花火大会 （in遊佐） 海水浴・夏祭り・被災者

第88回 11/08/05 稲の花が咲きました 暮坪の近況 棚⽥・手刈り・杭掛け

第89回 11/08/08 今も続く「焼畑」 焼畑あつみかぶ体験ツアー 熱風・一霞・⿊こげ

第90回 11/08/09 魚つかみ取り 藤島夏祭り 魚つかみ取り 藤島体育館・せせらぎ・水路

第91回 11/08/11 希望の光 花火大会 in赤川 パラグライダー・⽇本国旗・被災

第92回 11/08/15 そばの種まき いい汗かきました。 鳥海南麓そば・そばオーナー畑・山楯

第93回 11/08/19 ひまわり畑 一面に︕ 川上代・⽉山高原牧場・庄内映画村

第94回 11/08/31 いっぱいいるね つかまえた〜♪ 生き物・老朽化・改修工事

第95回 11/09/09 秋の棚⽥です 秋ですね〜 棚⽥20選・郷清水・トレッキング

第96回 11/09/12 植樹体験 生⻑を楽しみに︕ ブナ・ナラ・苗木

第97回 11/09/20 加茂のまち歩き 歩いてみよう。 地域資源・魅⼒・再認識

第98回 11/09/22 復興への想い 参加者からの投稿 交流会・復興・震災

第99回 11/09/27 秋晴れの中で 海が見える棚⽥で稲刈り体験 棚⽥20選・手刈り・杭掛け

第100回 11/09/28 七五三掛の稲刈り ”七五三掛で３年ぶりに稲刈りができたよ” ひとめぼれ・稜線・営農再開
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第101回 11/10/06 イベント情報︕ 農楽⾥・食楽⾥・農村散歩 いでは文化記念館・シンポジウム・農家民宿

第102回 11/10/12 稲刈りのあとは「でかプリン」︕？ 参加者からの投稿です。 杭掛け・米粉・新米

第103回 11/10/17 第11回  羽⿊山石段マラソン全国大会 ⾬にも負けず・・・完走︕︕（参加者からの投稿） 杉並木・国宝五重塔・三神合祭殿

第104回 11/10/19 秋号発刊︕ 農楽⾥（のらり） 大鳥・タキタロウ・パプリカ

第105回 11/10/21 鶴岡市関川にて しな織りまつり 赤カブ・とちの実・伝統工芸品

第106回 11/10/26 大鳥タキタロウ村 東北農政局⻑賞受賞 農園活動・ヤーコン・雪祭り

第107回 11/11/07 越沢のそば 新そばまつり 赤カブ・とち餅・郷清水

第108回 11/11/14 餅つきフェスティバル 参加者からの投稿 収穫・菱津産・ヒメノモチ

第109回 11/11/22 新そば祭り 地元のそば粉を使って タキタロウ・でわかおり・雪祭り

第110回 11/11/29 庄内砂丘地の排水開始 いよいよです 湛水状態・浸透地・地下水観測

第111回 11/12/05 冬水⽥んぼ 逃げないで・・・︕ 白鳥・化学肥料・化学合成農薬

第112回 11/12/08 マップづくり みんなで作ろう。 ワークショップ・加茂地区・まち歩き

第113回 11/12/13 ⽅言カルタとそば打ち体験 因幡堰土地改良区 ⽥んぼの学校 収穫感謝祭・酒⽥⽅言・手打ちそば

第114回 11/12/14 来年の干支は⿓ オリジナル正⽉飾り うさぎの尾っぽグループ・古代米・地元産

第115回 11/12/26 新商品です 干し柿チップ 産業創出事業・自然の甘み・補助対象経費

第116回 12/01/21 加工品フェア 手作りです。 庄内農林水産加工品・地場・手づくり

第117回 12/01/22 マップづくり（その２） 地域のマップ完成に向けて 加茂地区・ワークショップ・完成披露会

第118回 12/02/01 冬号発刊︕ 農楽⾥（のらり） ⻤坂峠・地すべり・フリーマガジン

第119回 12/02/06 冬祭り 大鳥タキタロウ村の活動 タキタロウ・かんじき・うさぎ狩り

第120回 12/02/09 めだか米贈呈式 NPOから余⽬第一⼩学校へ 家根合・給食・民生委員

第121回 12/02/13 大山新酒・酒蔵まつり 第17回大山新酒・酒蔵まつり スタンプラリー・カクテル・⽇本酒

第122回 12/02/16 美味しい〜︕︕ ”めだか米”の試食会 NPO・家根合・民生委員

第123回 12/02/20 ⿊森歌舞伎 雪の中、今年も上演︕ 雪中芝居・⽇枝神社・歌舞伎休み

第124回 12/02/29 心の交流 農村環境保全指導員の研修会 タキタロウ・暮坪・農業体験

第125回 12/03/07 「メダカライス純米酒」 新酒お披露⽬会 家根合・NPO・めだか米

第126回 12/03/26 完成しました 「加茂そぞろ歩き」 マップ・地域づくり・大漁フェスティバル

第127回 12/04/10 春号発刊︕ 農楽⾥（のらり） 棚⽥20選・暮坪・フリーマガジン

第128回 12/04/13 雪解け 大鳥の春はまだ・・・ 朝⽇連峰・薪ストーブ・森林資源

第129回 12/04/18 巡視員辞令交付式 お願いします︕ 地すべり・仕事人・新潟

第130回 12/04/25 ⻄郷北部のミズバショウ ご覧下さい ほ場整備事業・⻄郷・花

第131回 12/05/02 雪解け（その２） 春のきざし 大鳥・カメムシ・大雪予報

第132回 12/05/08 自然観察学習会（イベント情報） 山野草をたのしむ会 大鳥・春の野草・自然の春

第133回 12/05/14 暮坪⽥植え 元気いっぱいです︕ 手植え・収穫・棚⽥

第134回 12/05/17 孟宗掘体験 農村環境保全指導員（旧鶴岡市）の活動紹介 三瀬・竹林・⼋森山・

第135回 12/05/21 山野草を楽しむ 農村環境保全指導員（旧朝⽇村）の活動紹介 大鳥・散策・マップ

第136回 12/05/22 金環⽇食 部分⽇食観望会 観測会・コスモス童夢・太陽

第137回 12/05/28 孟宗掘り＆⽥植え ⽥んぼの学校10周年 添川・自然現象・地下茎

第138回 12/05/29 タキタロウまつり 晴天の中で 大鳥・炭火・カヌー

第139回 12/05/30 「大鳥タキタロウ村」イベント情報 大鳥タキタロウ村 山野草・山菜・村民

第140回 12/06/04 わらび採りとあく抜き体験 農村環境保全指導員（旧温海町）の活動紹介 出羽商工会・わらび園・体験者

第141回 12/06/18 飛島にて ボランティアで汗をかきました。 トビシマカンゾウ・トビウオ・泥上げ

第142回 12/06/25 春の山菜祭り 大鳥タキタロウ村10周年 わらび採り・朝⽇⾳頭・魚釣り

第143回 12/06/26 案内板の設置に向けて 加茂地区の取組 ワークショップ・マップ・大漁フェスティバル

第144回 12/07/03 羽⿊植樹活動 農村環境保全指導員（旧羽⿊町）の活動紹介 ブナ・21世紀創造運動・苗木

第145回 12/07/12 川遊び 笹川土地改良区21世紀創造運動 手作り・米粉・カップケーキ

第146回 12/07/23 農林水産加工品フェア JA庄内みどりの店内で 米粉・おとめ心・アンテナショップ

第147回 12/07/24 大漁フェスティバル IN 加茂 鳥海丸・つかみ捕り・マップ

第148回 12/07/25 霧の朝 水⽥の生きもの クモの巣・タニシ・出穂期

第149回 12/07/27 メダカの引越し 家根合地区メダカ保全活動 メダカ子米・中干し・減農薬

第150回 12/07/30 因幡堰⽥んぼの学校 除草・カヌー体験 合鴨・有機栽培・救命講習
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第151回 12/08/06 魚つかみ取り大会 ふじしま夏まつりで せせらぎ水路・イワナ・金魚

第152回 12/08/13 わんぱくザッコつり大会 農村環境保全指導員（旧立川町）の活動紹介 荒鍋・アサザの会・風車

第153回 12/08/17 大鳥川フェスタ 地域ぐるみの活動 タキタロウ・イワナ・渓流ながしそば

第154回 12/08/20 桜鱒フォーラム 幻の高級魚 加茂・素焼き・磯貝汁

第155回 12/08/22 ヒマワリ畑 今年も鮮やかに 畑一面・庄内映画村・看板

第156回 12/08/28 槇島ほうきび 「ほうきび」刈り取り ほうき・固有品種・脱穀

第157回 12/09/05 ⼋久和ダム研修 東北電⼒さんのご協⼒により 潅漑用水供給・水⼒発電・漏水量

第158回 12/09/07 夕⽇の暮坪 きれいですね。 棚⽥・夕焼け・杭掛け

第159回 12/09/24 因幡堰稲刈り体験 シーズンですね。 ⽥んぼの学校・杭掛け・稲株

第160回 12/09/25 手刈りと杭掛け 地域の人達の手で 粟島・沢水・水不足

第161回 12/09/27 ふれあい支援農道ウォーキング大会 歩いてみよう♪ 中山間地域・⾥山・ため池

第162回 12/10/03 魚の学習会 なんていう魚？ 家根合・ファームポンド・保全池

第163回 12/10/05 めだか水⽥で 豊作を期待︕ 家根合・⽥植え・稲刈り

第164回 12/10/11 大鳥タキタロウ村のイベント 大鳥タキタロウ村 キノコ祭り・トレッキング・村民

第165回 12/10/16 白鳥 白鳥飛来︕冬の足⾳？ 冬の使者・稲刈り・収穫祭

第166回 12/10/18 ⾥山 ⾥山を歩こう︕トレッキングコースの整備 六⼗⾥越街道・⼗王峠・アルゴディア

第167回 12/10/24 しな織り祭りin関川 しな織姫による実演も しな縄細工・とち餅・伝統的工芸品

第168回 12/10/31 キノコ祭り 2012 ♪秋の恵み♪ タキタロウ・新ソバ祭り・からとり芋

第169回 12/11/01 カブ畑と粟島 暮坪の棚⽥からの風景 温海地域・赤カブ・漬物

第170回 12/11/05 越沢新そば祭り ２⽇間で５５０人︕ まやのやかた・棚⽥・郷清水

第171回 12/11/09 ご案内 大自然に生かされて(研修会） 中山間地域・耕作放棄地・集落協定

第172回 12/11/12 加茂の取組 まち歩きとワークショップ 案内板・地元・加茂水産高等学校

第173回 12/11/26 シダレザクラ 願いを込めて・・・ 七五三掛・地すべり・桜の花

第174回 12/11/28 地元のそば粉で 地産地消としても タキタロウ・新そば祭り・でわかおり

第175回 12/12/03 収穫感謝祭 打ちたて︕ゆでたて︕ 因幡堰・そば・じゃんけん

第176回 12/12/06 槇島ほうき ほうき作り体験 キビ・槇島ほうき応援隊・彩り豊か

第177回 12/12/17 めだか米給食 いただきます︕ 児童・家根合・東京

第178回 13/01/11 冬祭りご案内 白銀の世界in大鳥 タキタロウ・過疎化・村民

第179回 13/01/16 庄内加工品フェア 庄内のおいしさいっぱい︕ 農林水産・食文化・庄内

第180回 13/01/28 手作りのおいしさ 自然のおいしさです︕ 庄内農産加工研究会・地元・販売

第181回 13/02/04 ピンクの花 高嶺ルビーで蕎⻨打ち 景観作物・打ちたて・信州大学

第182回 13/02/06 冬祭り 大鳥タキタロウ村 カンジキハイキング・スノーモービル・山菜祭り

第183回 13/02/15 試食展示即売会のご案内 入場無料︕試食品多数︕ 鳥海高原ヨーグルト・⼋幡地域・女性若者産業創出事業

第184回 13/02/26 ⼋幡地域の特産品 試食品36種類 料理レシピ・食の都庄内・特産品PR

第185回 13/03/04 人と人とのつながり 庄内ブロック農村環境保全指導員研修会 棚⽥・ほとりあ・地域活動

第186回 13/03/12 傘福 酒⽥市伝統のつるし飾り 古布・商人・商売繁盛

第187回 13/03/21 新酒お披露⽬会 めだかライス純米酒 飯米・酒造米・郷土料理

第188回 13/03/26 看板完成︕ 披露されました。 加茂・ワークショップ・東北文化公益大学

第189回 13/08/05 魚のつかみ取り ふじしま夏まつり せせらぎ・イワナ・放流

第190回 13/08/19 吉村県知事のほのぼの訪問 家根合メダカ保全池にて NPO・メダカ米・純米酒

第191回 13/08/23 ⽉山高原ひまわり畑︕ ヒマワリ 今が見ごろ 放牧地・耕作放棄地・ハグロファーム

第192回 13/08/28 花見会 〜きれいな花で笑顔いっぱい〜 花の蜜・交流会・農村地域

第193回 13/09/02 槙島ほうき 〜ほうきぴの刈り取り〜 夏野菜・栽培農家・受粉期

第194回 13/09/09 「飛島」 いい汗かきました︕ 島民・泥上げ・しまかへ

第195回 2013/9/24 稲刈り体験︕ 庄内各地で稲刈り開始 棚⽥・暮坪・⼗王峠

第196回 2013/9/24 トチの実拾い 〜秋のおとずれ〜 山⾥・沢の谷・トチの実

第197回 2013/9/30 稲刈り体験︕第２弾 〜秋晴れのなか越沢の棚⽥で〜 郷清水・湧水・東屋

第198回 2013/10/4 稲刈り体験︕第３弾 『めだか水⽥』で手刈り作業 家根合・NPO・杭掛け

第199回 2013/10/7 荒沢ダム 水管理について学んだ 職場研修・農業用水・用水源

第200回 2013/10/15 升⽥カブ 〜在来野菜を守り育てる〜 焼き畑・兎汁・加工品
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第201回 2013/10/21 白鳥の飛来 冬を連れてやってきた 台風一過・稲刈り・落穂

第202回 2013/10/28 酒⽥市農林水産まつり 農産物に感謝 ブース・⽥んぼクイズ・ロングのり巻き

第203回 2013/11/5 わら細工 伝統の技を継承 収穫感謝祭・べろべろもち汁・のり巻き

第204回 2013/11/7 めだか米のＰＲ メダカをシンボルとした 家根合・はえぬき・保全活動

第205回 2013/11/10 庄内あさひ新そばまつり 旬の味覚を堪能︕ そば打ち・ダーツ・スタンプラリー

第206回 2013/11/14 平⽥の「赤ねぎ」 トロリとした甘さがクセになる︕ 伝統野菜・水⽥畑地化事業・甘味

第207回 2013/11/30 そば打ち体験︕ 鳥海南麓そばを試食 農村環境保全指導員・交流会・そばオーナー

第208回 2013/12/1 大根干し 庄内砂丘 冬の風物詩 〜のれん干し大根〜 ⽇本海・冷たい風・⻑期保存

第209回 2013/12/2 虹 一瞬の感動 ⽇差し・主虹・副虹

第210回 2014/1/8 新年祈祷 羽⿊山山伏による祈祷 「旬情報」・午年・馬久行久

第211回 2014/1/23 庄内農林水産加工フェア 食材を生かしてより一層おいしく・・・ 漬け物・米粉・加工食品

第212回 2014/2/20 広報大賞 「メダカＳＯＳ救出作戦」で優秀賞受賞︕ ほ場整備事業・保全活動・環境教育

第213回 2014/2/25 地域の「たから」を守る 庄内ブロック農村環境保全推進研修会 農村環境保全指導員・中山間直接支払制度・棚⽥

第214回 2014/3/1 つるし飾り 酒⽥の「傘福」 無病息災・さげもん・⽇本三大つるし飾り

第215回 2014/3/3 升⽥カブ２ 栽培報告検討会︕ 在来野菜・升⽥地区・うさぎ汁

第216回 2014/3/7 ⼩水⼒発電in⽉光川 クルピカ︕？ 遊佐・⼩水⼒発電装置・再生可能エネルギー

第217回 2014/3/14 新酒のお披露⽬会 メダカライス純米酒 やまと桜・醸造蔵・郷土料理

第218回 2014/4/11 巡視員辞令交付式 地すべり見守り隊です︕ 農地環境保全・巡視員・集中豪⾬

第219回 2014/4/15 春の訪れ さくら満開︕ 新芽・暮坪・棚⽥

第220回 2014/4/21 漂着枯葉を無料提供 利用してみませんか︕？ 加茂港・漁船・安全渡航

第221回 2014/5/7 シロカキ 水⽥に必要な水量の調査 土壌・転作⽥・減水深調査

第222回 2014/5/14 生きもの調査 どんな生きものがいるのかなぁ 農地整備事業・環境アドバイザー・水路

第223回 2014/5/19 いなば ⽥んぼの学校 孟宗＆⽥植え体験 泥だらけ・作業・消費拡大

第224回 2014/5/19 棚⽥で農業体験 最高の気分で体験できた︕ 暮坪・⽥植え・⽇本海

第225回 2014/5/20 花いっぱい運動 漂着枯れ葉で元気よく︕︕ 港内・安全航行・無料提供

第226回 2014/5/25 天神祭 化け物がたくさん︕？ 東北六魂祭・菅原道真公・鶴岡天満宮

第227回 2014/5/28 ミニミニ⽥んぼ イネの花をかんさつしよう︕ 家根合・虫媒花・自家受粉

第228回 2014/6/5 メダカ放流 大きくなれよ︕ 家根合・めだかの⾥米・NPO

第229回 2014/6/20 飛島にて 『とびしま』を満喫︕ 勝浦港・しまかへ・砂防堰堤

第230回 2014/7/1 パプア州研修員 庄内へ 現地研修（農業農村整備事業） JICA・来県・赤川頭首工

第231回 2014/7/3 ミズバショウ 『ミズバショウの郷』づくり︕ ほ場整備事業・自然環境・⻄茨湿原

第232回 2014/7/20 大漁フェスティバルｉｎ加茂 2年に一度の大まつり 大漁フェスティバル・漁船・極楽寺

第233回 2014/7/28 笹川 わくわく川遊び 水しぶきを上げながら・・・ 藤島川・いかだ・ルール

第234回 2014/8/3 いなば ふじしま夏祭り 大人も子供も大賑わい︕ 魚のつかみどり・せせらぎ水路・イワナ

第235回 2014/8/5 猿害対策【電気柵】 ビリっとサルを寄せ付けない︕？ 越沢・大網・ピコピカ

第236回 2014/8/13 ひまわり 光り輝く ひまわり︕ 大網・夏の花・庄内

第237回 2014/9/7 食の都庄内10周年フェスタ ここに庄内の食が集結︕ クロマグロ・創作料理・庄内浜

第238回 2014/9/10 農業体験実習 鳥海南麓の広大な土地で・・・ 都市住民・農業体験・郷土

第239回 2014/9/21 ⽥んぼの学校いなば稲刈り体験 たのしい「農業体験」とおいしい昼食会 杭がけ・農村環境保全指導員・地域活性化

第240回 2014/9/21 越沢の棚⽥で気分爽快︕ 秋の棚⽥山歩き︕ 越沢そば・郷清水・摩耶山

第241回 2014/9/23 越沢の棚⽥で稲刈り体験 秋の恵みに感謝します︕ 稲刈り・湧水・郷清水

第242回 2014/9/26 生きもの調査【秋編】 自然を守るために︕ 農地整備事業・自然・発見

第243回 2014/10/13 大鳥タキタロウ村「キノコ祭り」 秋の味覚をもとめて トレッキング・赤かぶ・新そば

第244回 2014/10/17 大鳥池作業⼩屋の雪囲い きびしい冬を乗り切るために 大鳥ダム・なめこ汁・タキタロウ

第245回 2014/10/23 第20回全国棚⽥（千枚⽥）サミット 実りの大地を未来へ 棚⽥賛歌・棚⽥保存・棚⽥米

第246回 2014/10/26 農林水産まつりｉｎさかた ⽥んぼと水は友だち︕ 主食・お米・環境状態

第247回 2014/11/2 いなば「ソバ打ち体験」 おいしい「おそば」出来るかな︕？ いなば・藤島・資格認定証

第248回 2014/11/23 地域を盛り上げるために︕ 農村環境保全指導員（旧立川町）の活動 環境美化活動・外来魚・在来魚

第249回 2014/11/18 温海かぶ︕農林水産大臣賞受賞 400年の焼畑農法を継承（一霞集落） 伐採跡地・焼畑体験ツアー・山村文化

第250回 2014/12/12 新そば会 大地の恵みに感謝︕︕ 鳥海南麓そば・そばオーナー・地元農家



年/⽉/⽇ 表 題 中 題 検索ワード

≪ 検索⽬次 ≫

第251回 2015/1/13 未年の始り よい一年でありますように︕︕ 『旬情報』・羽⿊山・山伏

第252回 2015/1/19 寒ダラを食べよう︕ 冬の⽇本海の味覚︕︕ 庄内・真鱈・『旬』

第253回 2015/1/26 メダカの⾥米試食会 安全だから安心して満腹になれる︕？ 家根合・自然乾燥・農林水産大臣賞

第254回 2015/2/2 農村環境保全推進研修会のお知らせ 今、再生する『元気な地域』︕ 研修・活動・共有化

第255回 2015/2/9 『食の都庄内』≪農計編≫Voｌ．１ 私の『食の都庄内2014』Vol．１ 由良漁港・しょうゆの実・だだちゃ豆

第256回 2015/2/16 大山『新酒・酒蔵まつり』 美味しいお酒がいっぱい︕ 江戸時代・天領地・名酒

第257回 2015/2/23 『食の都庄内』≪農計編≫Voｌ．２ 私の『食の都庄内2014』Vol．２ 地鶏・ヤツメウナギ・平⽥赤ネギ

第258回 2015/3/2 おひなさま 庄内（鶴岡）ひな街道 徳川四天王・城下町・秘蔵の雛

第259回 2015/3/16 『食の都庄内』≪農計編≫Voｌ．３ 私の『食の都庄内2014』Vol．３ 紅えび・ぜんご漬け・アサツキ

第260回 2015/4/6 庄内に春がやってきた︕︕ 新しくきれいな気持ちで出発します︕︕ 桜・開花・花言葉

第261回 2015/4/20 農地地すべり防止区域巡視員辞令交付式 庄内の地すべり地帯を守る達人たち 農地環境保全・集中豪⾬・点検

第262回 2015/4/23 庄内チューリップ畑︕ 春の庄内を飾っています︕ チューリップ園・10万本・苗木

第263回 2015/4/27 祝・完成︕【通越地区】 農業用水の安定確保のために ため池・北沢地区・改修工事

第264回 2015/4/30 菜の花畑にて どこまでもつづく⻩⾊いじゅうたん 庄内・三川・60周年

第265回 2015/5/1 七五三掛桜が満開です︕ 樹齢２００年の風格 中山間部・六⼗⾥越街道・カスミサクラ

第266回 2015/5/7 庄内の荒地を広大な美⽥に．．． 〜北舘神社例大祭に参加してきました〜 北楯大堰・庄内平野・米どころ

第267回 2015/5/8 乾⽥馬耕実演 昔の農作業を再現 農耕馬・⽥起こし・三又鍬

第268回 2015/5/11 鉄コーティング直播実証試験 超〜低コスト水稲栽培に向けた大区画ほ場・・・ 茨新⽥・生育・食味

第269回 2015/5/18 農業体験イベントに参加 農業に興味がわいてきたかな？ 暮坪・⽇本海・棚⽥

第270回 2015/5/25 円筒分水工って？ 〜農民たちの仲をとりもつ〜 用水路・水⽥耕作・分水樋

第271回 2015/6/2 漂着枯葉ってなに︕ 無料提供いたします。ぜひこの機会にご利用ください︕ 加茂・風浪・漂着物

第272回 2015/6/5 庄内三大祭り『大山犬まつり』 伝説のメッケ犬と共に３００年︕︕ 化け物・300年・からぐり山車

第273回 2015/6/8 いか漁に出航︕ 航海の安全と大漁を祈願して︕︕ 港町酒⽥・大漁旗・出航

第274回 2015/6/10 メダカの放流︕︕ 大きくなってね︕ 家根合・めだかの⾥米・500個

第275回 2015/6/18 ため池神社例祭 先人たちが守ってきたもの（施設） 数河・堂見沢・五台

第276回 2015/6/29 合鴨（アイガモ）農法 アイガモで一石二鳥︕？ 放し飼い・養分・化学肥料

第277回 2015/6/30 生き物調査２０１５ ｐａｒｔ．１ 〜庄内町余⽬の環境を保全せよ︕︕〜 農地整備事業・かんがい排水・地域創出

第278回 2015/7/1 インドネシアからのお客さま パプア州の⽅々との庄内めぐり 視察・JICA・姉妹州

第279回 2015/7/22 わくわく川遊び inささがわ 「みず」を大切にします︕ 笹川・園児・川遊び

第280回 2015/7/30 メダカの引越し メダカがいっぱい︕⽥んぼから保全池へ 家根合・保全池・NPO

第281回 2015/8/1 そばオーナーの種まき体験︕ 丁寧にまいて︕おいしく育て︕ 熱中症・湧水・新そば

第282回 2015/8/10 魚のつかみどり２０１５ いっぱい捕まえるぞ︕︕ せせらぎ・イベント・イワナ

第283回 2015/8/13 ひまわり畑に行ってきました︕ 『ひまわり』で元気に︕ ⽉山高原・100万本・耕作放棄地

第284回 2015/8/31 飛島ボランティア作戦 やって来ました。飛島アイランドへ︕ 泥上げ・離島・大自然

第285回 2015/9/13 農業体験（稲刈り）いなば うまく刈れるかな？ からがぎ・農業体験・いも煮

第286回 2015/9/27 稲刈り体験 暮坪 泥んこになりながら イネ刈り体験 棚⽥・秋晴れ・⽇本海

第287回 2015/9/30 かねあいミニミニ⽥んぼ稲刈り体験 〜自分のミニミニ⽥んぼの収穫です︕〜 家根合・イネの花・イベント

第288回 2015/10/7 家根合 ＝魚の学習会＝ 泥んこになりながら魚を追って・・・ 調整池・生態系・観察

第289回 2015/10/19 伝統野菜『平⽥赤ねぎ』 〜美しいワインレッドに魅せられて〜 伝統野菜・甘み・食の都庄内

第290回 2015/10/26 秋の味覚を自らの手で収穫 〜大きなさつまいもに悪戦苦闘〜 ⽉山高原・耕作放棄地・農業体験

第291回 2015/10/27 大鳥池の雪囲いに出発︕ 〜庄内の⽥園を潤す大切な池〜 管理点検・マスダケ・雪囲い

第292回 2015/11/2 農山漁食まつり『ねぎサミット』 〜ねぎ︕・ねぎ︕︕・ねぎ︕︕︕〜 全国15・特⾊・庄内の食

第293回 2015/11/9 今が旬の『あつみかぶ』 〜甘さとピリ辛さが絶妙〜 一霞・伝統農法・辛み

第294回 2015/11/16 いなば収穫祭 親子で体験︕美味しいそば作り︕ 藤島・150人・食の都庄内

第295回 2015/11/23 晩秋の牛渡川（うしわたり） 鳥海山の恵みは身も心も豊かにする 庄内平野・ウライ・梅花藻

第296回 2015/12/7 「岩のり」手摘み作業始まる︕ 〜冬の料理には⽋かせない一品〜 庄内浜・手作業・寒だら汁

第297回 2015/12/10 大⿊様のお歳夜（おとしや） 〜豊作と子孫繁栄を祈願して〜 まっか大根・子孫繁栄・農神

第298回 2015/12/21 庄内の『手づくり豆腐』 庄内産１００％、手軽に美味しく︕ 大豆・ニガリ・豆乳

第299回 2016/1/18 寒鱈まつりがいよいよスタート︕ 庄内（冬）の味覚が続々登場︕ ⽇本海・真鱈・寒鱈汁

第300回 2016/2/1 祝︕３００回記念 一つひとつを積み重ねて３００回 庄内・農業農村整備事業・300回
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第301回 2016/2/22 香り豊か︕『スプレーストック』 〜深呼吸すれば幸せになれる〜 シュシュ・最盛期・永遠の美

第302回 2016/4/4 畔（くろ）ぬり作業が始まりました 〜暖かさに誘われて 早まる農作業〜 鳥海山・豊岡・春作業

第303回 2016/4/6 庄内平野 春の山々 〜さわやかに晴れました〜 桜・開花宣言・花曇り

第304回 2016/4/7 農楽⾥（norari）発行︕ 〜農山漁村の元気ある情報を発信〜 地域活動・都市住民・情報誌

第305回 2016/4/8 農業用施設の点検大詰め 〜北楯大堰で浚渫（しゅんせつ）作業〜 沈砂池・積雪・用水不足

第306回 2016/4/11 まもなく見ごろ 〜遊佐町 中山河川公園の桜〜 ゆざ桜廻廊・鯉のぼり・さけます

第307回 2016/4/12 今年度もよろしく 〜農地地すべり巡視員 委嘱式〜 豪⾬・緊急点検・雪解け

第308回 2016/4/20 庄内春⾊ 〜桜・菜の花・チューリップが見ごろ〜 いこいの村庄内・桜・耕起作業

第309回 2016/4/22 融雪期点検 〜農地地すべり防止区域の点検開始〜 雪深い・巡視員・積雪

第310回 2016/4/26 晴れた⽇の仕事 〜刈屋梨の受粉作業が始まりました〜 好天・梨畑・七五三掛桜

第311回 2016/4/28 お迎えの準備 〜全国豊かな海づくり大会開催に向けて〜 漁業・振興発展・山形県

第312回 2016/5/4 連休の七五三掛桜 〜満開から葉桜へ〜 大網・白い花・満開

第313回 2016/5/7 ⻄郷北部地区で水稲直播 〜大区画ほ場で水稲播種〜 鉄コーティング・農道ターン・⽥面

第314回 2016/5/10 添川地区の施設管理 〜地すべり防止区域施設で作業〜 融雪期・土砂撤去・点検

第315回 2016/5/12 農村環境保全指導員委嘱 〜地域活性化のために〜 ふるさと・自然・景観

第316回 2016/5/15 海を見ながら棚⽥で⽥植え 〜やまがたの棚⽥２０選 暮坪〜 暮坪・お米・おすそ分け

第317回 2016/5/15 孟宗掘り＆⽥植え体験 〜水土⾥ネットいなば⽥んぼの学校〜 毎年人気・孟宗汁・ライスバーガー

第318回 2016/5/19 めだかの⾥米⽥植え 〜庄内町立余⽬第一⼩４年生〜 環境学習・家根合・形付け枠

第319回 2016/5/26 家根合 環境保全の歴史を学ぶ 〜庄内町立余⽬第一⼩２年生〜 環境学習・家根合・地域活動

第320回 2016/5/28 最上川さみだれ大堰 〜最上川の流れを感じて〜 河床・取水確保・魚道

第321回 2016/5/29 ⽉山高原で種まき 〜市民農園⽉山レンタルファーム〜 ⽉山麓・イベント・ベニバナ

第322回 2016/5/31 アサガオ定植 〜ベランダでおおきくなぁれ〜 ツル・成⻑・感動

第323回 2016/6/8 アサガオ開花 〜咲いた♪咲いた♪〜 花・美しい庄内・環境美化

第324回 2016/6/8 家根合メダカ放流 〜安心安全 めだかの⾥米〜 ⾥米水⽥・環境保全・保全池

第325回 2016/6/9 庄内のさくらんぼ 〜例年より早めの収穫〜 さくらんぼ県・生産量・観光さくらんぼ園

第326回 2016/6/10 野菜づくり体験 〜農村環境保全指導員の活動状況①〜 農村地域・活性化・土に触れる

第327回 2016/6/14 メダカ博士になろう 〜家根合地域環境保全活動〜 環境学習・メダカ保全池・自然

第328回 2016/6/16 アサガオ満開 〜ぐんぐん伸びています♪〜 ツル・梅⾬・庄内平野

第329回 2016/6/23 災害担当者研修 〜梅⾬前線豪⾬に備えて〜 災害発生・情報交換・現地調査

第330回 2016/6/29 七五三掛現場研修 〜排水トンネルと集水井〜 大網・雪解け水・地すべり

第331回 2016/7/11 梅⾬の晴れ間 〜久しぶりの⻘空〜 庄内平野・ドローン・棚⽥

第332回 2016/7/22 水とふれあう 〜笹川わくわく川遊び〜 暑い⽇・イベント・水の大切さ

第333回 2016/7/22 家根合でメダカ捕獲 〜⽥んぼから保全池へ引越し〜 中干し・NPO・排水路

第334回 2016/7/24 防除へり出動 〜１班４人体制で実施〜 いもち病・カメムシ・散布作業

第335回 2016/7/29 今⽇のアサガオ 〜種を採りました〜 満開・花・鑑賞

第336回 2016/8/6 わんぱくザッコ釣り大会 〜農村環境保全指導員の活動状況②〜 農村地域・活性化・外来種駆除

第337回 2016/8/7 魚のつかみどり２０１６ 〜農村環境保全指導員の活動状況③〜 農村地域・活性化・親水空間

第338回 2016/8/12 耕作放棄地にひまわりを 〜ようこそ『ひまわり畑』へ〜 ⽉山高原・耕作放棄地・再生

第339回 2016/8/27 幻想的スカイランタン 〜農村環境保全指導員の活動状況④〜 農村地域・活性化・星を鑑察

第340回 2016/8/28 全国豊かな海づくり大会に向けて 〜香頭ヶ浜にて 海岸清掃ボランティア〜 飛島・職場研修・美化

第341回 2016/8/31 熊本で頑張れ︕ 〜山形県からお手伝い〜 復旧支援・ため池・災害査定

第342回 2016/9/12 台風９号の被害 〜庄内管内の状況〜 豪⾬被害・被災原因・災害復旧事業

第343回 2016/9/13 稲刈りが始まります 〜⻩金⾊の庄内平野〜 鳥海山・絨毯・収穫

第344回 2016/9/16 稲刈りイベントが⽬白押し 〜体験してみよう〜 実りの秋・暮坪・参加

第345回 2016/9/21 庄内平野稲刈り模様 〜コンバイン出動〜 秋の天気・農道ターン・刈り取り模様

第346回 2016/9/25 いなば稲刈り体験 〜全国各地から７０名が参加〜 リピーター・3種類・収穫感謝祭

第347回 2016/9/25 暮坪の棚⽥で稲刈り 〜山形で唯一 海の見える棚⽥〜 子どもたち・ドローン・風景

第348回 2016/9/26 めだかの⾥米稲刈り 〜庄内町立余⽬第一⼩学校４年生〜 杭がけ・家根合・農業体験

第349回 2016/9/26 熊本で頑張りました︕ 〜心身共に︕？成⻑〜 災害復旧支援・災害査定・農地海岸

第350回 2016/10/4 家根合 ◇魚の学習会◇ 〜泥んこかまわず〜 調整池・生態系・絶滅危惧種
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第351回 2016/10/13 来春に向けて適正管理 〜基幹水利施設保全管理技術向上研修会〜 庄内平野・稲刈り・揚水機場

第352回 2016/10/14 norari編集会議 〜２０１７冬号春号発行に向けて〜 地域情報・コミュニケーション・管内各地

第353回 2016/10/16 事業のPR① 〜つるおか大産業まつり〜 福の⾥・郷清水・越沢棚⽥米

第354回 2016/10/17 大鳥ダムの冬支度 〜雪囲いで豪雪に備える〜 サル・基幹水利施設・積雪量

第355回 2016/10/21 今年の実りに感謝 〜各地で秋を味わう〜 収穫感謝祭・もち・⽉山麓

第356回 2016/10/23 事業のPR② 〜酒⽥市農林水産まつり〜 農業用水・多面的機能・クイズ

第357回 2016/10/24 ⽇々の業務を見直そう 〜歴史的施設をめぐる職場研修〜 農業用水路・天宥堰・掛樋区間

第358回 2016/11/6 いきいき中山間地域① 〜越沢新そば祭り〜 棚⽥・郷清水・特産品

第359回 2016/11/6 いきいき中山間地域② 〜一霞かぶ祭り〜 付加価値向上・サービス・農業法人

第360回 2016/11/16 樹上脱渋柿◇柿しぐれ◇ 〜樹で渋を抜く〜 庄内柿・平核無・柿農家

第361回 2016/11/18 鳥海山の雪 〜すっきり晴れました〜 初冠雪・すそ野・平⽥赤ねぎ

第362回 2016/11/19 環境やまがた大賞 受賞︕ 〜ＮＰＯ法人 家根合生態系保全センター〜 環境保全活動・農業体験・めだかの⾥米

第363回 2016/11/23 「山の芋」で地域おこし 〜山の芋収穫感謝祭〜 ヤマイモ・立谷沢・試験栽培

第364回 2016/11/27 ⽥んぼの学校『収穫感謝祭』 〜水土⾥ネットいなば〜 そば打ち・クイズ・生産農業所得

第365回 2016/12/8 サケの遡上 〜ふるさとに戻ってきたよ〜 牛渡川・鳥海山・ふ化事業

第366回 2016/12/15 『農楽⾥norari』vol.22配信 〜2016秋号の配信が始まりました〜 農山漁村・保全活動・天保堰

第367回 2016/12/16 年末完成に向けて 〜冬の労災をなくそう〜 転倒災害・冬季特有・安全作業

第368回 2016/12/22 鳥海南麓支援 〜ソバを打って食べよう〜 そば粉・常陸秋ソバ・地形勾配

第369回 2016/12/26 熊本で頑張れ︕② 〜山形県からお手伝い②〜 復旧支援・工事着工・経験

第370回 2016/12/28 よいお年を 〜来年もよろしくお願いします〜 御用納め・農業農村・情報

第371回 2017/1/5 謹賀新年︕ 〜本年もよろしくお願いします〜 ⼩寒・降積雪期・災害

第372回 2017/1/6 着任しました 〜熊本にて業務始まる〜 派遣・着任・復旧

第373回 2017/1/12 一年の無事を祈って 〜出羽三山三伏によるご祈祷〜 新年・修験道・杉並木

第374回 2017/1/15 環境やまがた大賞受賞祝賀会 〜受賞の喜びを関係者で分かち合う〜 家根合・メダカ・環境保全活動

第375回 2017/1/20 寒ダラの季節 〜どんがら汁にして食べよう〜 凪・真ダラ・地吹雪

第376回 2017/1/23 中間事務検査⽉間 〜状況報告に基づき実施中〜 補助事業・工事・改善点

第377回 2017/1/25 地すべり防止施設の管理 〜七五三掛地区標識の点検〜 たらのき代・積雪・地すべり

第378回 2017/1/27 土地改良区理事⻑との意見交換 〜高収益作物への転換〜 砂丘畑・営農支援・ほ場整備

第379回 2017/1/31 『農楽⾥norari』vol.23配信 〜2017冬号の配信が決まりました〜 情報誌・うるい・庄内豚

第380回 2017/2/2 熊本で頑張りました︕② 〜心身ともに︕？成⻑〜 災害復旧支援・満了・緊張感

第381回 2017/2/7 ため池ハザードマップの活用 〜緊急時の防災・減災対策〜 貯水機能・自然災害・説明会

第382回 2017/2/11 地域の将来像を描く 〜鶴岡市温海 越沢集落〜 摩耶山・郷清水・三角そば

第383回 2017/2/15 指導員同士の情報交換 〜農村環境保全指導員研修会及び意見交換会〜 イベント・改善点・情報収集

第384回 2017/2/23 農業土木の技術と想いの継承 〜これまでの経験を次の世代へ〜 職場研修・若い世代・継承

第385回 2017/2/24 めだかの⾥米給食試食会 〜今年の活動を振り返って〜 家根合・NPO・広報活動

第386回 2017/2/26 地域伝統食品の継承 〜農村環境保全指導員の活動状況⑤〜 笹まき・三瀬・地域伝統食品

第387回 2017/3/3 今年度の反省を踏まえて 〜災害復旧事業担当者研修会②〜 災害実地査定・融雪期・緊急対応

第388回 2017/3/9 ワークショップシナリオ作成研修 〜ワークショップ運営の手法を学ぶ〜 中山間地域・農山漁村・地域住民

第389回 2017/3/10 今年もおいしくできました 〜メダカライス純米酒 新酒お披露⽬会〜 お披露⽬会・家根合・クラッセ

第390回 2017/3/16 農業土木の技術と想いの継承② 〜これまでの経験を次の世代へ〜 現地研修・⽇常点検・向上

第391回 2017/3/31 研究ドキュメント完成 〜WSシナリオ研修の振り返り〜 能⼒・意思統一・共有

第392回 2017/4/1 春作業始まる 〜マコモタケの株掘り作業〜 ⼋幡・貯水機能・遊休農地

第393回 2017/4/10 種まき爺さんの観察① 〜鳥海山融雪状況〜 桜・上昇・⽥植え

第394回 2017/4/12 農地を守る仕事人 〜農地地すべり巡視員 委嘱式〜 ⽇常点検・緊急点検・融雪期定期点検

第395回 2017/4/14 現場で学ぼう① 〜庄内砂丘地区農村地域防災減災事業 推進工〜 露地栽培・ハウス栽培・現場研修

第396回 2017/4/20 種まき爺さんの観察② 〜鳥海山融雪状況と桜〜 桜・最終点検・⽥植え

第397回 2017/5/3 庄内の春 〜鳥海山・⽉山と花々〜 三川町・菜の花・⽥植え

第398回 2017/5/5 規模拡大に向けた実証 〜⻄郷北部地区で直播栽培〜 水⽥農業・安定栽培・雪若丸

第399回 2017/5/9 種まき爺さんの観察③【完結編】 〜鳥海山融雪状況〜 笙ヶ岳・南斜面・⽥植え

第400回 2017/5/9 祝︕400回 七五三掛桜満開 〜これからもよろしくお願いします〜 大網・葉桜・『旬』情報
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第401回 2017/5/9 地すべり防止施設の管理 〜融雪期点検の結果を受けて〜 メンテナンス・添川・⻑寿命化

第402回 2017/5/14 最後の孟宗掘り＆⽥植え体験 〜水土⾥ネットいなば ⽥んぼの学校〜 孟宗汁・クイズ・体験活動

第403回 2017/5/14 ⽇本海を眺めつつ⽥植え 〜やまがたの棚⽥２０選 暮坪〜 押しぐるま・おすそ分け・もち米

第404回 2017/5/18 めだかの⾥米⽥植え体験 〜庄内町立余⽬第一⼩ ４年生〜 環境学習・家根合・泥んこ

第405回 2017/5/19 庄内の春② 〜鳥海山をいろいろな角度から〜 ⻘空・⺟狩山・⽥植え

第406回 2017/5/24 あさがおを播く 〜ベランダでおおきくなぁれ〜 夏・花・種まき

第407回 2017/5/26 バケツ稲に挑戦① 〜ベランダでおおきくなぁれ〜 芽出し・種もみ・春菊

第408回 2017/5/28 寒ざらし「三角そば」 〜鶴岡市温海 越沢集落〜 まやのやかた・イベント・地域おこし協⼒隊

第409回 2017/5/29 あさがおの観察① 〜ベランダでおおきくなぁれ〜 種・芽・バケツ稲

第410回 2017/6/1 『農楽⾥norari』vol.24配信 〜2017春号 配信しています〜 農山漁村・保全活動・職員手作り

第411回 2017/6/3 地域ふれあい講座 〜地域づくりワークショップについて〜 高齢化・地域活動・元気

第412回 2017/6/9 観光さくらんぼ園開園 〜庄内のさくらんぼ 召し上がれ〜 櫛引・あぐり・15箇所

第413回 2017/6/9 ⽥んぼにメダカ放流 〜安全安心 めだかの⾥米〜 家根合・環境保全・メダカ保全池

第414回 2017/6/16 農業用施設の歴史を学ぶ 〜庄内赤川土地改良区管内研修〜 現地研修・トンネル・⽉山筍

第415回 2017/6/16 維持管理をして大切に 〜⽇向川土地改良区ため池神社例祭〜 五穀豊穣・水⽥・安定供給

第416回 2017/6/19 指導員のネットワークづくり 〜農村環境保全指導員研修会及び意見交換会〜 情報交換・ネイチャーゲーム・地域活性化

第417回 2017/6/21 雪が残る大鳥ダムへ 〜定期点検と雪囲い撤去〜 干ばつ・梅⾬入り・安定供給

第418回 2017/6/30 大鳥の魅⼒発信 〜農村環境保全指導員の活動状況6〜 活性化・大鳥BAR・タキタロウ

第419回 2017/7/2 安全安心を体感 〜農村環境保全指導員の活動状況7〜 除草体験・農薬・救急救命

第420回 2017/7/6 川に親しもう 〜農村環境保全指導員の活動状況8〜 廃校跡・楯山荘・川の魚

第421回 2017/7/7 飛島ボランティア（5回⽬） 〜飛島農道側溝泥上げ・路面掃き作業〜 老朽化・維持管理・観光客

第422回 2017/7/15 世代をつなぐ活動 〜農村環境保全指導員の活動状況9〜 ひゃくねん森・ヒメイワダレソウ・薪研究会

第423回 2017/7/15 りんごの木の下で 〜農村環境保全指導員の活動状況10〜 櫛引・ぶどう樹液・アロマ

第424回 2017/7/18 あさがお咲いた♪ 〜ようやく咲いたあさがお〜 花芽・栄養・過保護

第425回 2017/7/21 家根合のメダカ引越し 〜⽥んぼからメダカ保全池へ〜 排水路・中干し・環境保全

第426回 2017/7/29 カブトムシの観察 〜農村環境保全指導員の活動状況11〜 松山・夜行性・山寺

第427回 2017/8/5 自然にふれあいザッコ釣り 〜農村環境保全指導員の活動状況12〜 立川・外来種・全滅

第428回 2017/8/6 親水空間を再認識 〜農村環境保全指導員の活動状況13〜 藤島・夏まつり・魚

第429回 2017/8/17 ひまわりが見ごろ 〜⽉山高原ひまわり畑〜 川代・耕作放棄地・再生

第430回 2017/8/23 『農楽⾥norari』vol.25配信 〜2017夏号 配信しています〜 農山漁村・保全活動・職員手作り

第431回 2017/8/25 ベランダの花々 〜あさがおと落花生〜 落花生・河川水位・被災状況調査

第432回 2017/9/5 宝谷にて生き物調査 〜環境に配慮した整備計画のために〜 稲刈り・宝谷そば・逸品

第433回 2017/9/11 事業を契機とした環境学習 〜ミズバショウのポット苗づくり〜 ⻄郷・ほ場整備事業・土砂上げ

第434回 2017/9/14 中山間地域振興シンポジウム 〜農山村で生きていく〜 後継者不足・地域おこし・移住者

第435回 2017/9/16 そばの「お花見カフェ」 〜鶴岡市宝谷地区〜 白い花・わんこそば・県内1位

第436回 2017/9/19 金山町で指導員研修会 〜『谷口がっこそば』にて〜 谷口分校・農村体験・景観条例

第437回 2017/9/22 『農楽⾥norari』編集委員会 〜冬号春号の編集会議〜 農山漁村・保全活動・地域情報

第438回 2017/9/24 海を眺めつつ稲刈り 〜山形で唯一 海の見える暮坪棚⽥〜 稲束・杭・みんなの⼒

第439回 2017/9/24 ⽥んぼの学校稲刈り体験 〜水土⾥ネットいなば恒例企画〜 ⽥面・クイズ・収穫感謝祭

第440回 2017/9/27 めだかの⾥米稲刈り 〜庄内町立余⽬第一⼩学校４年生〜 杭がけ・家根合・農業体験

第441回 2017/10/5 稲刈り進捗状況 〜庄内平野の稲刈り模様〜 初冠雪・白鳥・⽥んぼ

第442回 2017/10/11 家根合にて魚の学習会 〜たくさん捕まえたよ〜 絶滅危惧種・大満足・笑顔

第443回 2017/10/17 大鳥ダム 冬の準備 〜見事な紅葉と輝く水面〜 雪囲い・基幹水利施設・大鳥池

第444回 2017/10/22 各地で事業をPR 〜知っていただくことの大切さ〜 ブース・悪天候・農業用施設

第445回 2017/10/26 元気な職場をつくるには 〜ケーススタディ研修〜 組織・グループ・課題解決

第446回 2017/10/27 『農楽⾥norari』vol.26配信 〜2017秋号 配信しています〜 農山漁村・職員手作り・庄内柿

第447回 2017/10/29 松ヶ岡 秋の収穫祭 〜庄内オーガニックマルシェ〜 薪割り・種・スープ

第448回 2017/10/31 事務処理・技術研修会 〜多面的機能支払を上手に活用しよう〜 能⼒向上・安全対策・地域資源

第449回 2017/11/3 まつりで活動紹介 〜農村環境保全指導員の活動14〜 朝⽇・企画展示・大鳥地域

第450回 2017/11/5 地域の恵み 〜越沢新そばまつり〜 まやのやかた・越沢三角そば・在来作物
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第451回 2017/11/5 種を守りぬく 〜一霞かぶ祭り〜 焼畑・本場・地域活性化

第452回 2017/11/5 外来種を駆除 〜農村環境保全指導員の活動状況15〜 立川・外来種・ブラックバス

第453回 2017/11/7 給食で召し上がれ 〜庄内町立余⽬第一⼩学校へめだかの⾥米贈呈〜 自然乾燥・贈呈・家根合

第454回 2017/11/11 槇島ほうきづくり 〜手作りで価値を実感〜 ほうきもろこし・応援隊・出前授業

第455回 2017/11/12 打ちたて茹でたて 〜水土⾥ネットいなば『収穫感謝祭』〜 ⽥んぼの学校・⽥植え・そば打ち

第456回 2017/11/15 ⽬地補修技術研修 〜酒⽥市主催 多面的機能支払活動組織向け研修〜 保全管理・水路断面・労働災害

第457回 2017/11/22 非かんがい期に点検 〜導水幹線トンネル現地調査〜 草薙頭首工・⻑寿命化・庄内平野

第458回 2017/11/29 計画地区を調査 〜ほ場整備計画箇所を試掘〜 土壌調査・表土・中山間地域

第459回 2017/12/1 地域のあるべき姿へ 〜元気な地域づくりプロジェクト 由良〜 漁業者・ワークショップ・海産物

第460回 2017/12/4 暮坪の棚⽥写真集 〜海の見える暮坪棚⽥〜 ⽥植え・みんなの⼒・元気

第461回 2017/12/12 全国から同志が集結 〜地域を元気に 全国研修会〜 地域活動・農村地域・情報交換

第462回 2017/12/12 農業用施設の役割を知ろう 〜三川町立東郷⼩学校児童と施設研修会〜 多面的機能・赤川・新たな発見

第463回 2017/12/14 迅速かつ適切な実施を 〜災害復旧事業担当者研修会〜 事務処理・補助率増高・災害発生

第464回 2017/12/15 鳥海南麓を支援 〜ソバを打って食べよう〜 常陸秋ソバ・そば畑・地形勾配

第465回 2017/12/17 「農道栗山線」完成 〜待望の全線完成〜 風光明媚・流通環境・朝⽇地域

第466回 2017/12/21 庄内 冬の快晴 〜すみわたる⻘空〜 ⻘空・庄内平野・波の花

第467回 2017/12/25 女性の視点で地域を考える 〜元気な地域づくりプロジェクト 由良〜 ワークショップ・海鮮レディース・⽬標づくり

第468回 2017/12/25 福岡で頑張れ︕ 〜山形県からお手伝い〜 災害復旧業務支援・派遣・現地

第469回 2017/12/28 漁師の視点で地域を考える 〜元気な地域づくりプロジェクト 由良〜 由良漁業者・ワークショップ・由良大漁祭

第470回 2018/1/5 地域をつなぐ〜継〜 〜本年もよろしくお願いします〜 庄内地域・元気・お手伝い

第471回 2018/1/9 福岡で頑張ります︕ 〜山形県からお手伝い〜 派遣・被害額・朝倉

第472回 2018/1/12 福岡で頑張ってます︕ 〜山形県からお手伝い〜 強い冬型・頭首工・乙石川

第473回 2018/1/15 一年の無事を祈る 〜出羽三山山伏によるご祈祷〜 修験道・生まれかわり・いい仕事

第474回 2018/1/20 狩猟文化を体験しよう 〜大鳥でウサギの巻狩り体験〜 巻狩り・かんじき・ウサギ汁

第475回 2018/1/22 執行状況を確認 〜状況報告に基づき中間事務検査を実施〜 補助事業・契約状況・改善点

第476回 2018/1/24 地域が⽬指すもの 〜各地で地域づくりワークショップ〜 ゆらまちっく・加茂・⽬標

第477回 2018/1/25 ⼩さなエネルギーの活用 〜⼩水⼒発電の取組み〜 東北公益文科大・鶴岡高専・大網

第478回 2018/2/2 地域づくりプランナーの養成 〜ワークショップ運営の手法を学ぶ〜 ⼩野邦雄・ファシリテーター・ネットワーク

第479回 2018/2/2 福岡から戻りました︕ 〜山形県からお手伝い〜 災害復旧・福岡県・派遣

第480回 2018/2/6 格別な味わい 〜庄内町立余⽬第一⼩４年生めだかの⾥米給食〜 農業体験活動・NPO家根合生態系保全活動センター・メダカ

第481回 2018/2/7 『農楽⾥norari』vol.27配信 〜2018冬号配信しています〜 農山漁村・槇島ほうき・粕渕朋美

第482回 2018/2/8 ⽬から鱗の新技術 〜技術発表会で学ぼう〜 農業農村整備事業・工期短縮・業務軽減

第483回 2018/2/13 工事の安全施行 〜3⽉完成に向けて万全の安全管理を〜 安全パトロール・工程管理・点検

第484回 2018/2/15 振り返るアイテム 〜ＷＳシナリオ作成研修ドキュメント完成〜 ワークショップ・ドキュメント・地域づくり

第485回 2018/2/17 笹まきつくりの継承 〜農村環境保全指導員の活動状況16〜 鈴木正・三瀬・地域活動

第486回 2018/2/19 県道を横断 〜平成29年度坂野辺地区第５工区工事〜 農村整備課・推進工法・研修

第487回 2018/2/21 地域みんなで危機管理 〜ため池ハザードマップ地元説明会〜 緊急時危険氾濫区域・農業用ため池・管理者

第488回 2018/2/26 シカク取得のすゝめ 〜資格は身を助ける技術⼒を磨こう〜 研修・業務⽬標・対外的評価

第489回 2018/2/28 庄内廃瓦の活用 〜瓦リサイクル給水渠被覆材として試験施工〜 環境課・資源循環・瓦チップ

第490回 2018/3/1 技術⼒を磨こう 〜⻘⿓寺川地区本⽥分水工補修工事〜 基幹水利施設・現地研修・経年劣化

第491回 2018/3/3 めざす姿への第1歩 〜由良地域づくりワークショップ中間まとめの会〜 漁業者会・観光協会・自治会

第492回 2018/3/7 融雪状況の調査 〜農地地すべり防止区域を点検〜 災害復旧・⾬量換算・安全第一

第493回 2018/3/9 温海地域を元気に 〜資源を活用した地域振興〜 まやのやかた・越沢三角そば・関川しな織センター

第494回 2018/3/15 地域づくりに生かす種 〜地域未来フォーラム〜 発表会・住民参加・研修会

第495回 2018/3/16 秋⽥発「攻めの農業」 〜秋⽥県の取組みを学ぶ〜 ほ場整備・集積・集約化

第496回 2018/3/16 きりっとした味わい 〜メダカライス純米酒新酒お披露⽬会〜 庄内町・NPO家根合生態系保全活動センター・メダカ

第497回 2018/3/20 由良の食文化発信 〜『おつまみ干しだこ』でたこ飯〜 ゆらまちっく・食文化・テナガダコ

第498回 2018/3/24 地域で取組む⼩水⼒発電 〜地域の資源を守り活用〜 ⼩規模・官民共同・農業水利施設

第499回 2018/3/27 地道な任務への感謝 〜農地地すべり防止区域巡視員〜 適正管理・点検・委嘱

第500回 2018/3/30 平成29年度の締め 〜今年度業務がすべて終了〜 完成検査・農楽⾥・土地改良区
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第501回 2018/4/1 祝︕500回達成 〜NN.REIKOリニューアル〜 3代⽬・旬・ホームページ

第502回 2018/4/7 由良地域めぐり 〜由良地域づくりの第一歩〜 再発見・魅⼒・ワークショップ

第503回 2018/4/30 今年の七五三掛桜 〜ただいま満開〜 地すべり・七五三掛地区・桜

第504回 2018/5/13 ⽥植え＆孟宗掘り体験 〜水土⾥ネットいなば『⽥んぼの学校』〜 孟宗汁・クイズ・体験活動

第505回 2018/5/13 食文化にふれる 〜関川 ⽥舎うまいもん食堂〜 関川しな織センター・山菜料理・べろべろもち

第506回 2018/5/13 暮坪棚⽥で⽥植え 〜やまがたの棚⽥20選 暮坪〜 ⽇本海・県内唯一・体験活動

第507回 2018/5/21 パイロットの育成 〜ドローン操作研修会〜 多面的機能支払交付金・災害・工事の進捗

第508回 2018/5/22 郷土食『笹まき』 〜願いを込めて作る〜 灰汁・こぶし巻き・農楽⾥

第509回 2018/5/22 ⽥植えが終わりました 〜⽉山と大沢ため池〜 今野川土地改良区・担い手・多面的機能支払交付金

第510回 2018/5/22 にこやかに体験 〜農村環境保全指導員の活動状況17〜 鈴木正・三瀬・地域活動

第511回 2018/5/24 下水道資源の有効利用 〜鶴岡市 ビストロ下水道〜 エネルギー・循環・飼料用米

第512回 2018/5/25 泥んこ⽥植え 〜庄内町立余⽬第一⼩学校４年生〜 環境学習・NPO家根合生態系保全活動センター・メダカ

第513回 2018/5/27 越沢『寒ざらしそば』 〜まやのやかたへようこそ〜 三角ソバ・棚⽥・摩耶山

第514回 2018/6/4 ⽥んぼで大きくなあれ 〜メダカを⽥んぼに放流〜 環境学習・NPO家根合生態系保全活動センター・メダカ

第515回 2018/6/8 指導員へ委嘱状交付 〜地域を元気に〜 農村環境保全指導員・地域活動・ワークショップ

第516回 2018/6/8 用水確保の歴史1 〜庄内赤川土地改良区管内編〜 管理施設・維持管理・⼩水⼒発電

第517回 2018/6/11 大網で今年も実証 〜地域で取組む⼩水⼒発電〜 ⼩規模・電気柵・農業水利施設

第518回 2018/6/12 用水確保の歴史2 〜北楯大堰編〜 最上川土地改良区・北館大学・最上義光

第519回 2018/6/12 トロシャキ『ギバサ』 〜酒⽥市飛島産海藻〜 県漁業協同組合・漁業者・ご飯のお供

第520回 2018/6/13 4年生メダカの学習 〜庄内町余⽬第一⼩ 4年生〜 環境学習・NPO家根合生態系保全活動センター・メダカ

第521回 2018/6/15 用水確保の歴史3 〜ため池神社例祭〜 ⽇向川土地改良区・ハザードマップ・酒⽥市

第522回 2018/6/16 ぜんまい⼩屋復元 〜農村環境保全指導員の活動状況18〜 ⽥口⽐呂貴・大鳥・タキタロウ館

第523回 2018/6/22 飛島ボランティア（6回⽬） 〜飛島農道側溝泥上げ・路面掃き作業〜 農免農道・農楽⾥・魅⼒

第524回 2018/6/23 飛魚だし 〜酒⽥市飛島産〜 トビウオ・ラーメン・トビシマカンゾウ

第525回 2018/6/24 安全と安心の学習 〜農村環境保全指導員の活動状況19〜 佐藤友二・いなば・⽥んぼの学校

第526回 2018/6/24 地域との絆を深める 〜農村環境保全指導員の活動状況20〜 齋藤德美・ブナ・植樹

第527回 2018/6/29 遠隔操作で水管理 〜酒⽥市前川で実証実験〜 スマート農業・ＩＣＴ・水位調整

第528回 2018/6/29 山形C12号 〜山形県産さくらんぼ 期待の新品種〜 新品種・輸出・旬

第529回 2018/6/29 ぜんまい⼩屋を囲んで 〜農村環境保全指導員の活動状況21〜 ⽥口⽐呂貴・大鳥・タキタロウ館

第530回 2018/7/1 豪華客船寄港 〜外航クルーズ船 ダイヤモンド・プリンセス〜 酒⽥港・庄内・旬

第531回 2018/7/4 ⻄興野生き物調査 〜環境に配慮した整備を⽬指して〜 最上川土地改良区・カワニナ・マドジョウ

第532回 2018/7/5 ミズバショウの学習1 〜鶴岡市立⻄郷⼩学校6年生〜 ⻄郷土地改良区・⻄郷北部・ほ場整備事業

第533回 2018/7/6 下水道資源の有効活用 〜鶴岡市Bistro下水道の取組み〜 ビストロ・山形大学農学部・JA

第534回 2018/7/7 駅からハイキング 〜北楯大堰まち歩き〜 庄内町観光協会・北館大学・北舘神社

第535回 2018/7/11 地域農業の現状把握 〜笹川左岸上流・中川代地区〜 笹川土地改良区・営農計画・ワークショップ

第536回 2018/7/20 地域で守る⿊メダカ 〜⽥んぼからメダカ保全池へ引越し〜 環境学習・NPO家根合生態系保全活動センター・メダカ

第537回 2018/7/23 今後10年のあり⽅ 〜農業農村整備⻑期計画説明会・意見交換会〜 山形県・山形県農林水産振興計画・米政策

第538回 2018/7/26 わくわく川遊び 〜笹川土地改良区 水土⾥ネット推進委員会活動〜 齋藤德美・川渡り・想い出

第539回 2018/7/30 用水路で発電開始 〜⽇向川地区 ⽉光川地区〜 ⽇向川⼩水⼒発電所・平津⼩水⼒発電所・竣工

第540回 2018/8/1 ため池緊急点検 〜庄内管内94か所〜 7⽉豪⾬・農業用ため池・一⻫点検

第541回 2018/8/1 『農楽⾥norari』vol.29配信 〜2018夏号 配信しています〜 農山漁村・6次産業化・かつらぎ会

第542回 2018/8/6 渇水から豪⾬へ 〜庄内全域で時間⾬量20㎜超〜 出穂・現地調査・被災状況

第543回 2018/8/7 棚⽥をPR 〜やまがたの棚⽥20選 越沢〜 保全活動・棚⽥カード・さくらんぼテレビ

第544回 2018/8/8 課題解決に向けて 〜加茂地区グランドデザイン検討委員会ワークショップ〜 加茂・⽬標・地域ビジョン

第545回 2018/8/11 わんぱくザッコ釣り大会 〜農村環境保全指導員の活動状況22〜 ⼩野寺博・荒鍋・外来種駆除

第546回 2018/8/15 世界かんがい施設遺産登録 〜北楯大堰400年の歴史〜 北館大学助利⻑・立谷沢川・歴史

第547回 2018/8/31 ⼩水⼒発電所竣工 〜庄内管内２か所で建設〜 平津・⽇向川・山形県エネルギー戦略

第548回 2018/9/5 環境に配慮した計画づくり 〜ほ場整備計画地区で生きもの調査〜 笹川土地改良区・営農計画・ワークショップ

第549回 2018/9/6 緊急点検完了 〜ため池緊急点検結果を公表〜 農林水産省・農業用ため池・一⻫点検

第550回 2018/9/6 飼料用米の生育 〜鶴岡市Bistro下水道の取組み〜 処理水・エネルギー・食
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第551回 2018/9/8 駅からハイキング2 〜歴史の⾥きよかわ〜 清川・世界かんがい施設遺産・北楯大堰

第552回 2018/9/11 棚⽥カード第2弾 〜9⽉11⽇から配布開始〜 大網・越沢・暮坪

第553回 2018/9/12 刈屋梨 〜ただいま「幸水」の最盛期〜 農山漁村・農楽⾥・旬

第554回 2018/9/23 暮坪棚⽥で稲刈り 〜やまがたの棚⽥20選 暮坪〜 大網・越沢・棚⽥カード

第555回 2018/9/23 ぶどう 〜農村環境保全指導員の活動状況23〜 佐久間朋美・櫛引・カラフルぶどう園

第556回 2018/9/28 耕作くん 〜砂丘放棄地から本格芋焼酎〜 農山漁村・農楽⾥・遊佐ブランド推進協議会

第557回 2018/9/29 いなば稲刈り 〜農村環境保全指導員の活動状況24〜 佐藤友二・いなば・⽥んぼの学校

第558回 2018/10/2 由良の活性化 〜由良を元気にする活動の拠点に〜 地域づくり・由良自治会・ワークショップ

第559回 2018/10/2 加茂の地域づくり 〜加茂地区グランドデザイン検討委員会ワークショップ〜 加茂・⽬標・地域ビジョン

第560回 2018/10/3 家根合魚の学習会 〜今年は14種を確認〜 環境学習・NPO家根合生態系保全活動センター・メダカ

第561回 2018/10/9 棚⽥の秋 〜稲刈りが始まりました〜 棚⽥・大網・越沢

第562回 2018/10/11 『農楽⾥norari』vol.30配信 〜2018秋号 配信しています〜 農山漁村・地域・あつみ農地保全組合

第563回 2018/10/13 各地でPR（1） 〜棚⽥や地域の取組みを紹介〜 農林水産祭・大産業まつり・耕作放棄地対策

第564回 2018/10/14 加茂秋祭り 〜加茂地区で初めて企画〜 加茂・⽬標・地域ビジョン

第565回 2018/10/15 ⼋久和ダムの役割 〜水⼒発電で地域に貢献 東北電⼒〜 農業用水・河川・管理

第566回 2018/10/18 水鳥の楽園 〜冬の使者の寝床 大山上池・下池〜 ラムサール条約・ほとりあ・鶴岡市

第567回 2018/10/19 薪作りを体験 〜農村環境保全指導員の活動状況25〜 鈴木正・三瀬・地域活動

第568回 2018/10/25 大鳥ダムの冬支度 〜基幹水利施設の雪囲い〜 庄内赤川土地改良区・因幡堰土地改良区・共同管理

第569回 2018/10/28 各地でPR（2） 〜農業農村の多面的機能を紹介〜 農林水産まつり・酒⽥市・ふじしま

第570回 2018/11/4 三角そば100％使用 〜越沢新そばまつり〜 棚⽥・棚⽥カード・在来作物

第571回 2018/11/10 ラムサール登録10周年 〜大山上池・下池〜 ほとりあ・鶴岡市・土地改良区

第572回 2018/11/13 研修会のご案内 〜『地域を育てる』実践者に学ぶ地域づくり〜 鈴木正・越沢自治会・⽇向コミュニティ振興会

第573回 2018/11/18 匠から学ぶ 〜水土⾥ネットいなば『収穫感謝祭』〜 そば打ち・クイズ・収量

第574回 2018/11/25 山の感謝祭 〜in鶴岡市三瀬〜 鈴木正・三瀬・地域活動

第575回 2018/11/26 祝︕かんがい施設遺産登録 〜登録証伝達式・登録祝賀会〜 北楯大堰・地域貢献・立谷沢川

第576回 2018/12/5 実践者に学ぶ 〜農村環境保全指導員研修『地域を育てる』〜 鈴木正・越沢自治会・⽇向コミュニティ振興会

第577回 2018/12/10 平成30年災の総括 〜振り返り緊急時に備える〜 豪⾬災・災害復旧・査定

第578回 2018/12/11 めだかの⾥米給食 〜地域の⽅々と「いただきます」〜 環境学習・NPO家根合生態系保全活動センター・メダカ

第579回 2018/12/12 焼畑あつみかぶ 〜焼畑農法で栽培〜 一霞・伝統農法・辛み

第580回 2018/12/12 鶴岡で和紙をすく 〜⻑谷川和紙工房 ⻑谷川聡さん〜 伝統・美濃和紙・地域

第581回 2018/12/28 研修のふり返り 〜農村環境保全指導員研修『地域を育てる』〜 鈴木正・越沢自治会・⽇向コミュニティ振興会

第582回 2019/1/8 節⽬を意識して 〜出羽三山山伏によるご祈祷〜 羽⿊山・⽉山・湯殿山

第583回 2019/1/16 土地改良区の資産管理 〜土地改良法改正に学ぶ〜 研修・収支計算書・貸借対照表

第584回 2019/1/20 なつかしい味を再現 〜加茂地域グランドデザイン検討委員会の取組み〜 加茂・⽬標・地域ビジョン

第585回 2019/1/29 庄内浜の味『どんがら汁』 〜庄内の冬の味覚〜 寒だら・地吹雪・旬

第586回 2019/1/30 排水系統の再編 〜最上川下流左岸地区現場研修〜 排水対策・東北農政局・国営事業

第587回 2019/2/6 地域づくりプランナーの育成 〜ワークショップ運営の手法を体感〜 ⼩野邦雄・ファシリテーター・ネットワーク

第588回 2019/2/15 『農楽⾥norari』vol.31配信 〜2019冬号 配信しています〜 耕作くん・砂丘放棄地・遊佐ブランド推進協議会

第589回 2019/2/15 研修を振り返る 〜WSシナリオ作成研修ドキュメントが完成〜 ワークショップ・ドキュメント・地域づくり

第590回 2019/2/19 ゼロからの挑戦 〜鶴岡市羽⿊町 高⽥庄平さん〜 ⽉山高原にんじん・⽉山ろく畑団地・Uターン

第591回 2019/2/24 さざ波の福くるみ餅 〜加茂地区の元気をつくる取組み〜 加茂・⽬標・地域ビジョン

第592回 2019/2/27 これからの農業を語る 〜笹川左岸上流・中川代地区〜 笹川土地改良区・営農計画・ワークショップ

第593回 2019/3/2 笹まきつくりの体験 〜農村環境保全指導員の活動状況26〜 鈴木正・三瀬・地域活動

第594回 2019/3/2 大網⼩水⼒発電の成果 〜鳥獣食害を減らす取組み〜 鶴岡高専・実証試験・地域資源

第595回 2019/3/5 監督業務を再確認 〜受注者と共にいい現場をつくる〜 工事監督業務・安全管理・研修

第596回 2019/3/7 地域づくり成果の共有 〜加茂地域グランドデザイン検討委員会の中間報告会 加茂・⽬標・地域ビジョン

第597回 2019/3/13 災害への備え 〜農地地すべり防止区域で融雪状況調査〜 農地地すべり防止区域・融雪・災害復旧事業

第598回 2019/3/15 活動の歩みを振り返る 〜『メダカライス純米酒』新酒お披露⽬会〜 めだかの⾥米・ＮＰＯ家根合生態系保全活動ｾﾝﾀー

第599回 2019/3/24 ため池と生きる 〜『農楽⾥norari』2019年春号vol.32〜 農楽⾥norari・春・ため池・農業農村・庄内

第600回 2019/3/29 祝︕600回達成 〜ご覧いただきありがとうございました〜 ＮＮ・3代⽬・旬・農業農村整備事業・庄内
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第601回 2019/4/15 農地地すべり巡視員 辞令交付式 〜今年度もよろしくお願いいたします︕〜 農地・巡視員・安全・農業農村・庄内

第602回 2019/5/9 春の農作業 〜⽥んぼの代かきがはじまりました〜 春・農作業・代かき・鳥海山・雪解け

第603回 2019/5/9 海テラスゆら磯の風 〜ＧＷイベント〜 由良・海テラス・ゆら磯の風・由良釣堀・庄内

第604回 2019/5/15 ⽥植えと孟宗堀り体験 〜水土⾥ネットいなば「⽥んぼの学校」〜 ⽥植え・孟宗堀り・水土⾥ネットいなば・⽥んぼの学校

第605回 2019/5/15 暮坪棚⽥で⽥植え 〜県内で唯一海が見える棚⽥「暮坪」〜 棚⽥・暮坪・やまがたの棚⽥・20選・海が見える

第606回 2019/5/24 庄内町家根合で⽥植え体験 〜めだかの⾥米水⽥〜 庄内町・家根合・⽥植え・型付け・メダカ

第607回 2019/6/6 大楯地区生き物調査 〜環境配慮の為に〜 遊佐町・大楯・生き物調査・配慮・環境

第608回 2019/6/11 庄内町家根合でめだかの放流 608回 〜めだかの⾥米水⽥〜 庄内町・家根合・めだか・放流・産卵

第609回 2019/6/24 大鳥池の雪囲い外し 609回 〜⾬の中頑張りました〜 大鳥池・雪囲い外し・手すり

第610回 2019/6/28 庄内赤川土地改良区管内施設めぐり 610回 〜用水を守る施設〜 庄内赤川・土地改良区・施設・管内研修・巡り

第611回 2019/6/30 いなば⽥んぼの学校施設見学＆カヌー 611回 〜心もお腹も大満足〜 いなば・⽥んぼの学校・親水カヌー・学習・救命講習会

第612回 2019/7/19 メダカの引っ越し 612回 〜⽥んぼから保全池へ〜 庄内町・家根合・メダカ・引っ越し・メダカ米

第613回 2019/7/25 笹川わくわく川遊び 613回 〜とても暑い⽇でした〜 わくわく川遊び・笹川土地改良区・プール遊び

第614回 2019/8/4 ふじしま夏まつり『魚のつかみどり』 614回 〜水辺の大切さを再認識〜 ふじしま夏まつり・魚のつかみどり・水路・水辺

第615回 2019/8/5 『農楽⾥norari』vol.33配信 615回 〜2019夏号 配信しています〜 農楽⾥・norari・夏号・スマート農業・活用事例

第616回 2019/9/6 飛島ボランティア（7回⽬） 616回 〜飛島農免農道側溝泥上げ〜 飛島・農免農道・清掃・泥上げ・ボランティア

第617回 2019/9/12 もう少しで稲刈り 617回 〜⻩金⾊に輝く庄内平野〜 稲刈り・庄内平野・広野地区・⻩金⾊・稲

第618回 2019/9/15 いなば⽥んぼの学校稲刈り体験 618回 〜稲刈り体験に参加しました〜 いなば・水土⾥ネットいなば・稲刈り・手作業・収穫の秋

第619回 2019/9/20 基幹水利施設保全管理技術向上研修会 619回 〜ポンプの分解・点検を体験〜 基幹水利施設・研修会・⼗六合揚水機場

第620回 2019/9/22 やまがたの棚⽥20エ選「暮坪棚⽥」の稲刈り体験 620回 〜海を眺めながら稲刈り体験〜 やまがたの棚⽥20選・暮坪・棚⽥・⽇本海・稲刈り

第621回 2019/10/4 庄内町家根合で稲刈り体験 621回 〜成⻑した稲を刈ってみよう〜 庄内町・家根合・稲刈り・⽥植え・体験

第622回 2019/10/9 庄内町家根合で魚の学習会 622回 〜どんな魚がいるかな〜 庄内町・家根合・魚・学習会・家根合揚水機場

第623回 2019/10/13 第25回全国棚⽥サミット(山口県) 623回 〜来年度は山形県の大蔵村で開催です〜 全国棚⽥サミット・棚⽥・中山間・大蔵村・四ヶ村の棚⽥

第624回 2019/10/16 大鳥池の冬支度 624回 〜最後の頼み水「大鳥池」〜 大鳥池・冬支度・赤川・ため池・頼み水

第625回 2019/10/21 『農楽⾥norari』vol.34配信 625回 〜2019秋号 配信しています〜 農楽⾥・norari・秋号・北楯大堰・刈屋梨

第626回 2019/11/2 越沢新そばまつり 626回 〜そばが美味しい季節になりました〜 越沢・新そば・まつり・やまがたの棚⽥・20選

第627回 2019/11/3 いなば収穫感謝祭 627回 〜そば打ち体験をしました〜 水土⾥ネットいなば・いなば収穫感謝祭・そば打ち・体験

第628回 2019/11/6 鶴岡市由良 おもてなし研修 628回 〜地域でおもてなす〜 由良・海テラスゆら磯の風・おもてなし研修・ケトルワン・鶴岡市

第629回 2019/11/14 やまがたの棚⽥サミット 629回 〜大蔵村の四ケ村の棚⽥〜 やまがたの棚⽥サミット・大蔵村・全国棚⽥サミット・四ケ村・棚⽥

第630回 2019/11/26 最上川右岸導水幹線トンネル現地調査 630回 〜水利施設の点検⽅法〜 最上川右岸・導水幹線トンネル・現地調査・草薙頭首工・上郷揚水機
場

第631回 2019/12/19 めだかの⾥米贈呈式 631回 〜家根合地区地域活動支援〜 家根合・めだかの⾥米・⽥植え・稲刈り・贈呈式

第632回 2020/1/9 2020年が始まりました 632回 〜本年もよろしくお願いします〜 新年・2020年・農業農村・旬

第633回 2020/1/16 めだか米の試食会 633回 〜おいしいお米〜 庄内町・家根合・めだか・体験学習

第634回 2020/1/17 農村整備課事業現地研修会 634回 〜用水を守るために〜 鶴岡市⿊川・⽥沢地区・SPR工法・⼩水⼒・用水

第635回 2020/1/28 ワークショップシナリオ作成研修 635回 〜ワークショップとは〜 ワークショップ・シナリオ・研修・地域づくり・合意形成

第636回 2020/1/28 『農楽⾥norari』vol.35配信 636回 〜2020年冬号 配信しています〜 農楽⾥・norari・学生・地域づくり・やまがたの農山漁村づくり情報マガジ
ン

第637回 2020/2/8 農村環境保全指導員の活動 637回 〜郷土料理の伝承〜 農村環境保全指導員・三瀬・活性化・伝承・山形県

第638回 2020/2/20 農業農村整備事業現場研修会2 638回 〜現場に適した工事施工⽅法を学ぶ〜 農業農村整備事業・現場・研修・発注者・受注者

第639回 2020/2/21 国営「最上川下流左岸地区」現場研修会 639回 〜基礎形式の違いについて学ぶ〜 国営・最上川下流左岸地区・基礎・研修会

第640回 2020/3/9 やまがたの棚⽥20選『大網の棚⽥』 640回 〜だんだんと春らしくなってきました〜 やまがたの棚⽥・20選・大網・棚⽥・春

第641回 2020/3/11 融雪状況調査 641回 〜地すべり地域の災害に備えて〜 融雪状況調査・農地地すべり・融雪災害・雪・巡視員

第642回 2020/3/17 NN職場研修会 642回 〜農業農村整備技術を繋ぐ〜 NN・職場研修・農業農村整備・技術・伝承

第643回 2020/4/6 『農楽⾥norari』vol.36配信 643回 〜2020春号 配信しています〜 農楽⾥・norari・学生・地域づくり・やまがたの農山漁村づくり情報マガジ
ン

第644回 2020/4/12 桜が満開でした 644回 〜春の風物詩「桜」〜 桜・満開・春の風物詩・酒⽥市・あきほ町

第645回 2020/416 三川町の春景⾊ 645回 〜農作業と菜の花〜 春・景⾊・農作業・菜の花・三川町

第646回 2020/4/20 融雪期定期点検 646回   〜農地地すべり防止区域及び地すべり危険地の点検開始〜 農地・地すべり・巡視員・融雪・点検

第647回 2020/4/23 地下かんがいシステム使用⽅法説明会 647回 〜地下かんがいシステム〜 高⽥⻨・地下かんがい・施設・使用⽅法説明・農家

第648回 2020/5/11 やまがたの棚⽥20選『暮坪の棚⽥』 648回 〜山形で唯一海が見える棚⽥20選〜 棚⽥・やまがたの棚⽥20選・暮坪・海が見える・応援

第649回 2020/5/11 やまがたの棚⽥20選『越沢の棚⽥』 649回 〜豊富な湧水『越沢の棚⽥』〜 棚⽥・やまがたの棚⽥20選・越沢・郷清水・応援

第650回 2020/5/14 ⽥植え開始 650回 〜ドローンを活用〜 ⽥植え・庄内平野・ドローン・ほ場整備
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第651回 2020/5/25 庄内町家根合 ⽥植え体験 651回 〜めだかの⾥米⽥植え体験学習〜 家根合・メダカ・⽥植え・保全活動・応援

第652回 2020/6/1 生き物調査 652回 〜環境配慮対策の検討〜 生き物調査・環境配慮・影響・生態系・保全

第653回 2020/6/3 花いっぱい運動 653回 〜農村環境保全指導員の活動状況27〜 上⽥地区・山形県農村環境保全指導員・花いっぱい運動・上⽥愛花
会・国道344号

第654回 2020/6/4 庄内町家根合 めだかの放流 654回 〜おおきくなってね〜 家根合・メダカ・⽥植え・保全活動・応援

第655回 2020/6/17 ドローン操作研修会 655回 〜ドローンパイロットの育成〜 ドローン・研修会・業務・撮影

第656回 2020/6/25 大鳥池（ダム）定期点検 656回 〜庄内の水がめ「大鳥池」〜 大鳥池・大鳥ダム・点検・登山

第657回 2020/6/28 ブナの植樹 657回 〜農村環境保全指導員の活動状況28〜 山形県農村環境保全指導員・羽⿊・ブナの植樹・環境保全・自然

第658回 2020/6/29 山形県農村環境保全指導員委嘱状交付 658回 〜よろしくお願いします〜 山形県農村環境保全指導員・委嘱・活性化・農地保全・庄内

第659回 2020/7/8 飯森山公園のあじさい 659回 〜見頃を迎えています〜 酒⽥市・飯森山公園・あじさい・見頃

第660回 2020/7/22 庄内町家根合 めだかのお引越し 660回 〜おおきくなったかな〜 庄内町家根合・めだか・環境保全活動・お引越し・めだか保全池

第661回 2020/8/5 棚⽥スタンプラリー 661回 〜棚⽥を訪ねて棚⽥を応援しよう〜 棚⽥スタンプラリー、棚⽥、やまがたの棚⽥20選、暮坪の棚⽥、大網の
棚⽥

第662回 2020/8/27 上⽥地区のお花 662回 〜上⽥地区のお花が見頃です〜 653回、花いっぱい運動、農村環境保全指導員、国道344号線、上
⽥地区

第663回 2020/9/30 家根合 稲刈り体験 663回 〜稲刈りを体験しよう〜 家根合、稲刈り、体験、杭掛、庄内町

第664回 2020/10/6 家根合 魚の学習会 665回 〜魚を捕まえて学習しよう〜 庄内町、家根合、魚の学習会、体験

第665回 2020/10/16 大鳥池（ダム）最終点検 663回 〜冬を迎えるために〜 大鳥池、大鳥ダム、最終点検、紅葉

第666回 2020/10/30 国営「最上川下流左岸地区」現場研修会 666回 〜排水機場の基礎形式を学ぶ〜 研修、国営「最上川下流左岸地区」、基礎形式

第667回 2020/10/31 越沢新そばまつり 667回 〜新そばの季節です〜 越沢、新そば、まつり、棚⽥、やまがたの棚⽥20選

第668回 2020/11/13 最上川右岸導水幹線トンネル点検 668回 〜安定した用水を供給するために〜 導水幹線、トンネル、草薙頭首工、調査

第669回 2020/11/18 産業経済部第1回安全パトロール 669回 〜安全な作業現場へ〜 安全、パトロール、工事現場、労働災害

第670回 2020/12/14 冬の庄内をお届けします1 670回 〜⽥んぼと北楯大堰〜 庄内平野、雪、北楯大堰

第671回 2020/12/23 冬の庄内をお届けします2 671回 〜大山上池・下池〜 大山上池・下池

第672回 2021/1/5 冬の庄内をお届けします3 672回 〜たらのき代の棚⽥〜 たらのき代の棚⽥、庄内平野、スキー場

第673回 2021/2/1 鳥海山の種まき爺さん 673回 〜春の訪れを待つ〜 鳥海山、種まき爺さん、春、⽥植え

第674回 2021/2/3 『農楽⾥norari』 vol.39 674回 〜2021冬号 配信しています〜 農楽⾥、norari、防災

第675回 2021/2/9 さみだれ大堰現地研修会 675回 〜大規模施設を学ぶ〜 さみだれ大堰、研修会、最上川、ゴム堰

第676回 2021/3/2 令和2年度退職者の技術伝承研修会 676回 〜技術を繋ぐ〜 退職者、農業土木、技術伝承、研修会

第677回 2021/3/9 鳥海山の種まき爺さん2 677回 〜春の訪れを待つ〜 鳥海山、種まき爺さん、春、⽥植え

第678回 2021/3/12 地すべり防止区域融雪状況調査 678回 〜雪による影響を調査〜 地すべり、融雪、災害

第679回 2021/3/29 春を告げる旬の植物 679回 〜2年間お世話になりました〜 県営工事、完成検査

第680回 2021/3/30 県営工事完成検査 680回 〜年度末の近づきを感じます〜 春、つくし、ふきのとう

第681回 2021/4/9 『農楽⾥norari』 vol.40 681回 〜2021春号 配信しています〜 農楽⾥,norari,湯⽥川孟宗,庄内農業高校,棚⽥

第682回 2021/4/20 春の大網へ 682回 〜棚⽥の春〜 大網,棚⽥,桜

第683回 2021/4/22 国営「赤川二期地区」現場研修会 683回 〜ICT水管理施設の操作を学ぶ〜 研修,国営「赤川二期地区」,ICT水管理,自動給水栓

第684回 2021/4/23 乾⽥直播 現場見学会 684回 〜大区画ほ場にて〜 大区画ほ場,乾⽥直播,高速汎用施肥播種機

第685回 2021/4/27 鳥海山の種まき爺さん3 685回 〜春の訪れ〜 鳥海山,種まき爺さん,春,⽥植え

第686回 2021/5/7 庄内の郷土食「笹巻き」 686回 〜健やかな成⻑を願って〜 笹巻き,春の味覚,郷土食

第687回 2021/5/10 庄内の郷土食「孟宗汁」 687回 〜山の恵みをいただく〜 孟宗汁,春の味覚,郷土食

第688回 2021/5/12 棚⽥の保全・活用のために 688回 〜ワークショップを開催しました〜 地域づくり,ワークショップ,棚⽥,大網

第689回 2021/5/14 農業用水の供給 689回 〜おいしいお米ができますように〜 北楯大堰,農業用水,⽥植え

第690回 2021/5/19 ⽥植えのお手伝い 690回 〜めだかの⾥米水⽥〜 家根合,メダカ,環境学習,⽥植え

第691回 2021/6/10 事業トピック１ 防災重点農業用ため池の点検 ため池,点検,防災

第692回 2021/6/15 共同活動１ クロメダカを放流しました クロメダカ,子どもたち,メダカの学校,キタノメダカ

第693回 2021/6/15 事業効果１ 部分整備による農地の区画拡大 ⽥植え,部分整備,畦畔撤去

第694回 2021/6/28 環境配慮１ 生き物調査〜笹川左岸上流地区〜 環境,生き物,農地整備

第695回 2021/6/28 共同活動２ ラジコンヘリコプターについて学習しました 多面的機能支払交付金,JA,⻘年部,子どもたち,水⽥教室

第696回 2021/7/6 共同活動３ 庄内砂丘畑のネットメロンが例年並みに成⻑しています 多面的機能支払交付金,庄内砂丘メロン,農道除雪,ポンプ場,部品の
交換

第697回 2021/7/8 環境配慮２ 生き物調査〜⽇向中部地区〜 環境,生き物,農地整備

第698回 2021/7/16 共同活動４ ⾊鮮やかな花壇がドライバーの心を和ませてくれます 多面的機能支払交付金,景観形成活動,花の植栽,
地域の共同活動

第699回 2021/7/15 事業トピック２ 棚⽥地域の活性化に向けて 棚⽥,たらのき代,ワークショップ,やまがたの棚⽥20選,
地域活性化

第700回 2021/7/21 事業効果２ きゅうりの大規模園芸団地 園芸団地,きゅうり,担い手
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第701回 2021/7/21 環境配慮３ 子どもたちが野生メダカの捕獲大作戦を行いました 子どもたち,生態系保全,野生メダカ,中干し

第702回 2021/7/27 事業トピック３ 農村地域防災減災事業〜五斗畑ため池〜 防災減災,ため池,堤体盛土

第703回 2021/7/31 共同活動５ 郷土への愛着や誇りを育む活動 農村環境保全指導員,藤島,因幡堰土地改良区

第704回 2021/8/2 共同活動６ もとたて保育園の年⻑組が枝豆収穫を行いました 多面的機能支払交付金,農村環境保全活動,啓発普及活動,保育園
との連携

第705回 2021/8/3 環境配慮４ 環境情報部会〜笹川左岸上流地区〜 環境,生き物,農地整備

第706回 2021/8/8 環境配慮５ 「なつみず⽥んぼ」で生き物調査 多面的機能支払交付金,なつみず⽥んぼ,生きもの調査,生物多様性,
ただの虫

第707回 2021/8/18 事業トピック４ 農業用水を農地へ届けるために〜赤川頭首工〜 赤川頭首工,赤川,用水,施設,管理

第708回 2021/9/3 共同活動７ ⽇常の管理が困難になっている土水路を更新します 多面的機能支払交付金,資源向上支払,⻑寿命化,
⻑寿命化整備計画,水路更新

第709回 2021/9/9 環境配慮６ 生き物保全池〜鷺畑地区〜 環境,生き物,農地整備,保全池

第710回 2021/9/30 共同活動８ 地域一体となってメダカ保全と子どもたちの感性教育 稲刈り体験,メダカ米,子どもの社会⼒,パートナーシップ

第711回 2021/10/14 事業トピック５ ほ場整備事業〜杉沢前⽥地区〜 ほ場整備,埋蔵文化財,農業農村整備事業

第712回 2021/10/14 事業トピック６ 「N.N.REIKO」何者か？ N.N.REIKO,農業農村整備,初代,５代⽬

第713回 2021/10/11 共同活動９ 地域と子どもたちが一体となって「魚の学習会」 魚の学習会,メダカ保全活動,めだか米,子どもの社会⼒

第714回 2021/10/20 共同活動10 子どもたちと農家が一体となって育てた「めだかの⾥米」 N.N.REIKO,めだか米,環境教育,メダカ保全活動,
子どもの社会⼒

第715回 2021/10/15 環境配慮７ 生き物調査〜野沢地区〜 環境配慮,生き物調査,農地

第716回 2021/11/9 事業トピック7 ほ場整備事業 竣工式 〜鎌⽥地区〜 ほ場整備,竣工式,鎌⽥地区

第717回 2021/11/22 環境配慮８ 農村景観〜北楯大堰〜 環境配慮,農村景観,農業水利施設,北楯大堰,
世界かんがい施設遺産

第718回 2021/11/24 事業トピック８ 農業水利施設を⻑く安全に使用するために 機能診断,カメラ調査,農業水利施設

第719回 2021/12/23 環境配慮９ 農道にも環境配慮 環境配慮,生き物,水路,ネットワーク

第720回 2022/1/25 環境配慮10 冬の水環境 環境配慮,水環境,生き物,景観

第721回 2022/2/16 共同活動11 「景観形成活動」の取り組み 多面的機能支払交付金,農村環境保全活動
景観形成活動,花の植栽,高齢化

第722回 2022/3/3 環境配慮11 工事現場での環境配慮 環境配慮,建設機械,排出ガス,はたらく車

第723回 2022/4/11 事業トピック９ 住民の思いが形に「⽇向⾥かふぇ」 地域活性化,地域づくり,ワークショップ,⽇向⾥かふぇ

第724回 2022/5/9 事業トピック10 第31回農業農村整備事業広報部門 優秀賞 受賞︕ 農業農村整備,地域づくり,農村振興,地域活性化

第725回 2022/5/11 事業トピック11 赤カブの花咲く海の棚⽥ 棚⽥,農村,山形,景観,赤カブ

第726回 2022/5/16 事業トピック12 これぞ秘境、越沢の棚⽥ 棚⽥,農村,山形,景観,秘境

第727回 2022/5/25 共同活動12 家根合「めだか米」の⽥植え 家根合,めだか,⽥植え,保全活動,メダカライス

第728回 2022/6/3 共同活動13 山あいの⽥んぼを復活させる協働活動を行いました 多面的機能支払交付金
地域資源の基礎的な保全活動、遊休農地の解消

第729回 2022/6/8 事業トピック13 農地整備事業「畑地区」いよいよ着工︕ 畑地区,起工式,農地整備事業

第730回 2022/6/15 事業効果3 これからの水⽥の水管理はICT化 国営赤川二期地区,自動給水栓,ICT技術

第731回 2022/6/23 共同活動14 遊佐町の健全な水循環を後世に残す取組み 多面的機能支払交付金,水質モニタリング,環境保全型農業,
共同開発米

第732回 2022/6/28 事業効果4 地すべり防止区域の維持管理 七五三掛地区,地すべり,維持管理

第733回 2022/7/6 共同活動15 地域外の農的関係人口を拡大する ⽉山高原種まきイベント 多面的機能支払交付金,農的関係人口の拡大,
遊休農地の活用

第734回 2022/7/14 環境配慮12 生き物調査〜岩野地区〜 環境配慮,生き物調査,農地

第735回 2022/7/20 事業トピック14 元気に育ちますように 笹川土地改良区,羽⿊⼩学校,ブナ林

第736回 2022/8/3 事業トピック15 自然災害に備えて 農業,災害,災害復旧,災害査定,研修

第737回 2022/8/10 共同活動16 ⻘空に映える⾊鮮やかな花壇 多面的機能支払交付金,景観形成活動,花の植栽

第738回 2022/8/17 事業トピック16 ほ場整備事業「畑地区」工事着手︕ 畑地区,起工式,農地整備事業,ほ場整備

第739回 2022/8/25 事業トピック17 「第1回藤井みらい創造会議」開催︕ 藤井,ワークショップ,遊佐町,棚⽥カレー

第740回 2022/9/1 事業トピック18 「第2回藤井みらい創造会議」開催︕ 藤井,ワークショップ,遊佐町,棚⽥,棚⽥カレー

第741回 2022/9/14 事業トピック19 ミズバショウの保全活動 ⻄郷,ミズバショウ,保全活動

第742回 2022/9/21 共同活動17 集落組織の広域化による扶助体制の強化 多面的機能支払交付金,組織の広域化,清掃活動
景観形成活動,農業体験活動

第743回 2022/9/28 共同活動18 ⽥んぼダムによる防災・減災の取組み 多面的機能支払交付金,⽥んぼダム,水⽥貯留機能,防災減災
流域治水

第744回 2022/10/5 環境配慮13 生きものに配慮した整備計画を作りました 環境配慮,事業計画,農業農村整備事業

第745回 2022/10/12 事業効果5 今年度で工事完了︕「上堰・⼋ヵ村堰地区」 水利施設整備事業,上堰・⼋ヵ村堰地区
世界かんがい施設遺産,北楯大堰

第746回 2022/10/19 事業トピック20 ⼩学生が農業用調整池で自然体験学習︕ 赤川,調整池,お魚救出大作戦,自然体験学習

第747回 2022/10/25 事業トピック21 高校生が「北楯大堰」など地域を学習 庄内総合高校,世界かんがい施設遺産,北楯大堰
清河⼋郎

第748回 2022/11/1 事業トピック22 最上川取水トンネルの点検 最上川,最上川下流沿岸農業水利事業
さみだれ大堰

第749回 2022/11/8 事業トピック23 加茂地区住民の交流まち歩き 加茂,北前船寄港地,まち歩き,スタートアップ支援事業

第750回 2022/11/15 共同活動19 家根合　めだか米の稲刈り 農業,農業体験,収穫,稲刈り体験



年/⽉/⽇ 表 題 中 題 検索ワード

≪ 検索⽬次 ≫

第751回 2022/11/22 共同活動20 地域外の農的関係人口を拡大する ⽉山高原秋の収穫祭 多面的機能支払交付金,農的関係人口の拡大,
遊休農地の活用

第752回 2022/12/1 事業トピック24 若手技術者の交流 農地整備,若手技術者,意見交換,コミュニケーション

第753回 2022/12/6 事業トピック25 農地地すべり防止区域の点検 地すべり,維持管理,点検

第754回 2022/12/14 事業トピック26 農業水利施設の維持管理〜機能診断調査〜 農業水利施設,揚水機場,ストックマネジメントサイクル

第755回 2022/12/21 事業トピック27 かんがい施設の歴史〜天保堰〜 農業の歴史,頭首工,天保堰,かんがい施設

第756回 2023/1/4 事業トピック28 ほ場整備事業「畑地区」　工事報告 畑地区,農地整備事業,ほ場整備

第757回 2023/1/11 共同活動21 ウクライナの平和を願って　ひまわり植栽活動を実施 多面的機能支払交付金,農村環境保全活動,景観形成活動,
ひまわり,高齢化

第758回 2023/1/18 事業トピック29 農民の悲願であった因幡堰の開削 最上義光,新関因幡守久正,酒井忠眞,赤川,因幡堰

第759回 2023/1/25 共同活動22 農村地域づくり活動を支える 若手・女性等事務担当者の育成 多面的機能支払交付金,若者,女性,
事務担当者,高齢化

第760回 2023/2/1 事業トピック30 400年の時を超え水⽥農業をささえる 大町堰 農業用水路,庄内,大町堰,大町溝

第761回 2023/2/8 事業トピック31 大盛況︕やまがたの棚⽥カレーin山形大学農学部 棚⽥カレー,やまがたの棚⽥,暮坪,越沢

第762回 2023/2/15 事業トピック32 渡り鳥が越冬する農業用ため池 大山下池,都沢湿地,ラムサール条約,ほとりあ,⻄郷

第763回 2023/2/22 共同活動23 農村地域づくり活動の継続に向けての機運を高める意見交換会 多面的機能支払交付金,広域化,ワークショップ,
コミュニケーション

第764回 2023/3/1 事業トピック33 戦時下での上野堰隧道の開削 今野川,上野新⽥,隧道,太平洋戦争

第765回 2023/3/8 共同活動24 農村地域づくり活動を支える 若手・女性等事務担当者の育成2 多面的機能支払交付金、植栽活動、草刈り隊
事務担当者、高齢化

第766回 2023/3/15 事業トピック34 30年前の先見の明 ⽉光川右岸地区ほ場整備 農業用水路,庄内,大町堰,大町溝

第767回 2023/3/22 事業トピック35 自然災害に備えて〜融雪状況調査〜 融雪,災害,災害復旧,融雪調査

第768回 2023/4/3 共同活動25 農村地域づくり活動を支える 若手・女性等事務担当者の育成3 多面的機能支払交付金、広域化,女性の活躍
女性の再就職,事務負担の軽減

第769回 2023/4/19 事業効果6 畑地区　工事完成︕ 畑地区,農地整備事業,ほ場整備工事,工事完成

第770回 2023/4/26 事業トピック36 農業農村整備事業関係職員の現場研修会 若手技術者,現場研修,CI-CMC工法


