
青 農 水 号 外
平成２９年１２月４日

報道機関各位

青森県農林水産部農林水産政策課長
（ 公 印 省 略 ）

平成29年度女性農業者の活躍応援事業の
「地域貢献プロジェクト活動」について

このことについて、下記のとおり平成29年度女性農業者の活躍応援事業の「地域貢
献プロジェクト活動」について、２件の活動を実施しますので、取材方よろしくお願
いします。

記

１ かみきた農と暮らしの研究会 （会長 柏崎幸子）の活動
かしわざきさ ち こ

（１）プロジェクト名 『～健康は昔ながらの食事と運動習慣から～かみきた健康
づくり見直し隊』プロジェクト

（２）内 容 研究会会員が講師となり、地域住民を対象とした発酵食品な
どの料理講座と健康づくり講座を開催

（３）開催日等

日時 場所 担当グループ 内容 備考

平成29年 東北町中央公民館 東北町特産品販 ＜料理講座＞ メニュー（予定）：にん

12月6日 売促進協議会 発酵食品を利用 じんご飯の和風ドライ

(水) 東北町字膳前48-1 した野菜が主役 カレー、きのこの醤油

9:00～13:00 電話 0175-63-2741 江刺家 りつ子 のレシピ 麹炒め、ナスと厚揚げ

の味噌炒め、りんごの

タルトケーキ

平成29年 東北町中央公民館 東北町特産品販 ＜料理講座＞ メニュー（予定）：にん

12月9日 売促進協議会 発酵食品を利用 じんご飯の和風ドライ

(土) 東北町字膳前48-1 した野菜が主役 カレー、きのこの醤油

9:00～13:00 電話 0175-63-2741 江刺家 りつ子 のレシピ 麹炒め、大根の塩麹ス

テーキ、トマトゼリー

平成29年 六戸町就業支援セン うすゆきグルー ＜料理講座＞ メニュー（予定）：イカ

12月20日 ター プ 伝統的な発酵食 寿司、塩辛、黒豆おこ

(水) 品づくり わ

9:00～13:00 六戸町大字犬落瀬 金渕 貞子
字前谷地61
電話 0176-55-5511



２ 下風呂漁業協同組合女性部（部長 西恭子）の活動

（１）プロジェクト名 住みやすい街「下風呂」環境美化プロジェクト
（２）内 容 地域住民を参集した「海」と「町」の環境美化を考えるイベント

の開催
・花壇の手入れ
・いさりび公園、下風呂漁港周辺ゴミ拾い
・きれいな下風呂！おしゃべりトーク in shimofuroカフェ

（３）開 催 日 平成２９年１２月７日（木）13:00～
（４）開 催 場 所 風間浦村下風呂 海峡いさりび公園 他

報道機関用提供資料（連絡先）
担当課 農林水産政策課
担当者 農業改良普及グループ 蝦名照仁

電話番号 直通 017-734-9473
内線 4989

報道監 農林水産部
ＩＤ５９７９０ 田中農商工連携推進監（次長）内線 4966

高谷次長 内線 4967



＜別紙＞
『～健康は昔ながらの食事と運動習慣から～かみきた健康づくり見直し隊』プロジェクト

地域での料理講座及び健康づくり講座スケジュール

主催 かみきた農と暮らしの研究会

日時 場所 担当グループ 内容 備考

平成29年 東北町中央公民館 東北町特産品販 ＜料理講座＞ メニュー（予定）：にんじ

12月6日 売促進協議会 発酵食品を利用 んご飯の和風ドライカレ

(水) 東北町字膳前48-1 した野菜が主役 ー、きのこの醤油麹炒

9:00～13:00 電話 0175-63-2741 江刺家 りつ子 のレシピ め、ナスと厚揚げの味噌

炒め、りんごのタルトケ

ーキ

平成29年 東北町中央公民館 東北町特産品販 ＜料理講座＞ メニュー（予定）：にんじ

12月9日 売促進協議会 発酵食品を利用 んご飯の和風ドライカレ

(土) 東北町字膳前48-1 した野菜が主役 ー、きのこの醤油麹炒

9:00～13:00 電話 0175-63-2741 江刺家 りつ子 のレシピ め、大根の塩麹ステー

キ、トマトゼリー

平成29年 六戸町就業支援セン うすゆきグルー ＜料理講座＞ メニュー（予定）：イカ寿

12月20日 ター プ 伝統的な発酵食 司、塩辛、黒豆おこわ

(水) 品づくり
9:00～13:00 六戸町大字犬落瀬 金渕 貞子

字前谷地61
電話 0176-55-5511



女性農業者の活躍応援事業

地域貢献プロジェクト活動支援
食生活改善の普及などによる健康づくりや、県内外でのＰＲ販売など、女性農業者グル

ープが実施する自主的な地域貢献プロジェクト活動について支援します。
（定額 上限200千円／１件）

【今年度の補助事業者】
No 補助事業者名 事業計画名 事業概要

１ 町居女性会いきい 運動と食で元気 ・非農家の若い女性にも呼びかけ、地域の健康づ
きグループ いっぱいプロジ くりと世代間交流の実施

成田 千雪 ェクト ・疲労軽減ヨガ講座と健康講話（がん検診や
な り た ち ゆき

（7名） 健康診査）の開催（11月下旬、12月中旬）
平川市 ・農作業前ストレッチと郷土料理教室の開催

（1月下旬）
２ マルケイレディ 地域の「食」ま ・調理実習指導方法の研修

ース るごと伝承プロ ・五戸町菖蒲川地区住民に対して、料理実習を

類家 裕子 ジェクト 含めた交流会の開催（１月）
る い け ゆ う こ

（3名） 実習内容：けいらん、赤飯、甘酒、長芋料理
五戸町

３ かみきた農と暮 『～健康は昔なが ・講師となるグル－プ員の研修（8、9月）

らしの研究会 らの食事と運動習 ・グループ員が講師となり、地域住民を対象と

会長 柏 崎幸子 慣から～かみきた した発酵食品などの料理講座と健康づくり講
かしわざき さ ち こ

(36名) 健康づくり見直し 座を６回開催（10～2月）

おいらせ町他 隊』プロジェクト

４ 株式会社産直と 『十和田産野菜 ・これまで直売所で紹介した野菜料理のレシピ集

わだ で 食 卓 に 彩 り を作成

代表取締役 を！』ＰＲプロ ・子育て世代を対象に、レシピ集を活用した弁

山田えり ジェクト 当づくり体験イベントの開催（11月）
や ま だ

(69名)

十和田市

５ かみきた畑美人 農業女子による ・子どもを対象に体験イベント開催（10月1日）
プロジェクトチ かみきたの野菜 ・都内のマルシェで上北野菜のＰＲ販売、都内レ
ーム ＰＲ大作戦 ストランに食材活用のＰＲ（1月下旬）

加藤 夕紀子 ・上北の野菜を使用した離乳食、幼児用お菓
か と う ゆ き こ

(4名) 子レシピを作成し、子育て女性へＰＲ（12～
おいらせ町他 2月）

６ 大間漁業協同組 大間ツルアラメ ・イベントでのツルアラメ認知度調査（8，11月）
合女性部会 特産品化プロジ ・ツルアラメを練り込んだ大漁饅頭のレシピやＰ

会長 橋本京子 ェクト Ｒ資料の作成
はしもと きょうこ

(4名) ・町内の子ども達と大漁饅頭づくり体験交流会の

大間町 開催（1月）

７ はまなす＆パン コラボで生み出 ・地元の地域おこし団体が管理するカフェで、

プキン す下北の食＆人 １日農カフェの運営にチャレンジ（9月17日、

笹森 春子 財の可能性 10月22日）
ささもり は る こ

(4名) ・下北食材活用レシピの作成
むつ市



No 補助事業者名 事業計画名 事業概要

８ 海の駅わんど農 鰺ヶ沢ならでは ・地場産農林水産物を活用した「減塩」や「だ

産物直売所「あ の地域資源を活 し活」料理の実演・試食の開催（11月）

じ・彩・感」倶 かした「健康づ ・食生活や健康づくりに関する意識アンケート

楽部 くりプロジェク の実施

会長 工藤信子 ト」
（10名）
鰺ヶ沢町

９ 下風呂漁業協同 住 み や す い 街 ・管理しやすい花壇の整備

組合女性部 「下風呂」環境 ・地域住民を参集した「海」と「町」の環境美化を考え

部長 西恭子 美化プロジェク るイベントの開催（11月）

（4名） ト
風間浦村

※ 取材窓口 農林水産政策課 農業改良普及グループ 山本主査 内線(4989)



住みやすい街「下風呂」
きれいな街づくりプロジェクト

１ 期日 平成２９年１２月７日（木）

１３：００
海峡いさりび公園入口

花壇前集合
（悪天候時順延）

３ 内容

① 花壇の手入れ

② いさりび公園、下風呂漁港周辺ゴミ拾い

○ ハマギク植付け

○ 看板設置

③ きれいな下風呂！おしゃべりトーク

in shimofuroカフェ

５ 問合わせ先 下風呂漁協女性部長
葛西恭子 090-4310-3597

漁協女性部特製おつゆと漬物を食べながら
これからの「下風呂のきれい！」について話し合いましょう(^_^)

２ 場所 海峡いさりび公園入口花壇
下風呂漁協周辺（風間浦村下風呂127）
shimofuroカフェ（風間浦村下風呂6）

○ 花壇内ゴミ拾い

下風呂漁協女性部では「青森県女性農業者の活躍応援事業（地域貢献プロジェ
クト活動）」を活用し、海峡いさりび公園前の花壇整備を行いました。きれいで住みやす
い街「下風呂」をこれからも地域の皆さんと作っていきたいと思います。
お時間のある方は、ぜひ、花壇の冬支度に御協力ください！

４ 主催 下風呂漁協女性部


