
2010年度 田舎で働き隊！
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(活動期間2011年１月２３日～３月8日)
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藤岡 潤



山 羊 (ヤギ)

飼養管理

(毎日の夕方の餌やり)
エサ
牧草、稲わら、桑の葉、りんご等

ヤギの名前(三沢区で飼っているので)

みさちゃん(♀) ２歳弱

さわちゃん(♀) ２歳弱

今年の１月１日と１１日にそれぞれ種付け
したので５月の終わりから６月ごろに子ヤ
ギが生まれるのではないでしょうか。



山 羊 (ヤギ)

研修①

まいん農園
(http://www.lcv.ne.jp/~mine4141/ )

代表 小林峰一さん

ヤギ乳のプリン

研修日： 2011年2月10日
場所： 長野県諏訪郡原村

講師プロフィール
有機農業の実践家
不耕起、無農薬、無化学肥料

講義内容
ヤギの飼養方法
農業の意義について

講義を受けた小林さんの自宅は小
林さん自身が立てたログハウスでし
た。
井戸も自前で掘り、バイオガス液肥
を生成・利用しています。



研修②

(独)家畜改良センター

長野支場
(http://www.nlbc.go.jp/nagano/)

山 羊 (ヤギ)

研修日： 2011年2月23日
場所： 長野県佐久市新子田

研修内容
(実習)去勢
(実習)ヤギ舎の掃除
(実習)人工授精
(実習)削蹄
(講義)機械搾乳

日本唯一であるヤギの国立研究
農場において専門家から私がリク
エストした内容の研修を実習を含
めて受講することができました。
実習における去勢と人工授精で
は家畜動物としての現実を目の当
たりにしました。



新聞記事

田舎で働き隊の研修生として

地元紙の取材を受けました。

山 羊 (ヤギ)

長野日報(3月1日)岡谷市民新聞(2月2日)



区民農園直売所の企画

直売所の視察(午前)

区民農園

視察日
2011年2月4日
視察場所(午前)
上伊那郡箕輪町
愛来里(あぐり) 町営
素材屋 民営
林弘旦さん圃場(栗２０年生)見学

愛来里は品数は少なかったがPOPや
音楽などに気を使っていた。
素材屋は品数は豊富で地域の方の
ニーズを的確に捉えていたため、お
客さんも多かった。
20年生の栗畑は樹形が立派で、大き
く、樹間が余裕を持ってたられてい
たので見事でした。

愛来里(あぐり)

素材屋

林弘旦さん圃場
(栗２０年生)



区民農園直売所の企画

直売所の視察(午後)

区民農園

視察場所(午後)伊那市
とれたて市場 市営
グリーンファーム 民営

とれたて市場が位置するみはらし
ファームはダチョウやヤギ、馬など
と触れ合え、公園やいちご狩り施設
もり、宿泊施設や温泉、レストラン
や様々な体験設備を備えた農業公園
でした。
グリーンファームはヤギ、鹿、馬、
ダチョウ、クマ、サルがいて視察で
回った直売所の中では最も動物の種
類が多かったです。
品数はとても豊富で近所の方々の買
い物や農家の買い物ニーズに幅広く
対応した直売所でした。

とれたて市場

とれたて市場のヤギ

グリーンファーム

グリーンファームのヤギ



区民農園直売所建設
計画づくり
長野県地域発 元気づくり

支援金申請書作成

区民農園

作業期間：1月31日～2月3日

申請事業名
帰農で明日のむらづくり事業

申請事業の実施内容
直売所設置
農作業を通した子供達の自立支援
育苗ハウス設置と養蚕復活準備
区民農園普及

直売所の設置にあたって監視カメラ
設置を提言しました。
申請にあたり岡谷市役所を訪問した
り直売所の視察やマイファームの講
義を受けたりといろいろなことを学
ぶことができました。申請書



区民農園

研修③

㈱マイファームラボ
(http://www.myfarm.co.jp/ )

取締役 谷則男さん

日時：2月8日
場所：三沢区コミュニティ施設

会社情報
資本金２８００万円
前年度売上 １億２千万円

講義内容
市民農園のマネジメント

ビジネスモデルとしてはよかったのだ
が三沢区とはモデルケースが違うと感
じました。
なぜなら、農園の前提が２０万以上の
都市に限られているため５万人の岡谷
市では難しいと感じました。
住民から提起された課題については谷
さん自身も解決するのは難しいと返答
していた。



荒廃・遊休農地の復元

区民農園

作業日：3月3日
場所
長野県岡谷市川岸上４丁目近辺の
区民農園

面積
約６００㎡

実施作業
重機での開墾
重機での土起こし
木の根の排除
不法投棄された缶やゴミの排除

重機で掘り起こした木の根や投棄され
た缶ゴミを一つづつ手作業で除きまし
た。

重機での開墾、木の根の排除作業



生活改善資料

研修日：2月16～18日
講義内容

図書整理の基本的知識
資料内容の検討
整理方法の策定(エクセルを使用した
資料リスト化と書架管理方法)

研修④

谷中編集工房

谷中 由利子さん

資料内容の検討



生活改善資料

書庫の清掃、資料の移動

資料管理とバックアップシステム構築

ラベル印刷

資料管理システムのリスト

作業期間：2月7～8日 14～22日

今回の活動では書庫の清掃と運用方法まで
を検討することができた。
また、バックアップシステムまで構築でき
たのでデータの損失によるリスクを軽減す
ることができた。



住民参加型ワークショップ

諏訪の風土を生かした地
域づくりフォーラム

打ち合わせに参加

(1月26日、3月4日)
A3パネル用Word作成

(2月28日～3月2日)

１日目には講演者の選定やテーマ決
めの打ち合わせをしました。
この時、初めて三澤勝衛を知りまし
た。
２日目には当日の運営方法や会場の
設置方法、必要資材の確認をしました。

A3パネル用Word



住民参加型ワークショップ

林弘旦さん(ガイド)と
地域点検の実践

日付：2月3日

２時間程度、三沢区内を散策しなが
ら木や川の説明を受けました。
水田にとって川の重要性を認識しま
した。
各家々には小さいながらも畑を持っ
ていました。

100年前の三沢区の地図

三沢区からの景色

荒れた農地 区民農園



住民参加型ワークショップ

JICA
アフリカ地域「生活改善

アプローチによる農村
コミュニティ開発」

日付：2月14～15日
場所：JICA筑波

１日目午前
ビジョニングワークショップの
講義とJICA筑波周辺の地域点検

１日目午後
５～６人のグループで地域点検
地図の作成
グループでの結果発表

地域点検の風景 ポイントの落し込みと結果発表



住民参加型ワークショップ

JICA
アフリカ地域「生活改善

アプローチによる農村
コミュニティ開発」

２日目午前
将来ビジョンを描くアクティビティ

２日目午後
演劇ワークショップによる課題解決

アフリカ系英語は聞き取りづらく慣れ
るのに時間が必要でした。
言葉以外の方法でもコミュニケーショ
ンがとれました。

ゲームを通して打ち解けてきた様子 演劇のシナリオ作成と演劇の様子



味 噌

研修⑤

林邦子さん

日付：2月21日
場所：農と人とくらし研究セン

ター

プロフィール
３０年間 長野県生活改良普及員

講義内容
農産物加工(味噌、ジャム、燻製)
の製法

深い知識力がありいろいろな質問に
答えていただきました。
話の内容も定量的で分かりやすく客
観的でした。
味噌だけでなくジャムや燻製もこれ
からの活動に活かせると感じていま
す。

テキストの一部



味 噌

味噌作り 日時：2月24～3月3日
場所：片倉糀店

作業内容
加工所の掃除
コメを前日に仕込む
コメを蒸す
麹菌の種付け
手入れ
大豆を前日に仕込む
大豆を炊く
大豆を潰す
大豆に塩と麹を混ぜる
味噌樽に仕込む
後片付け

全ての樽や桶は木ででき
ており塩や味噌が付いて
いました。
樽を使う直前に洗うこと
で長期利用ができるのだ
そうです。
種付けする麹菌が少なく
て驚きましたが、秘密は
麹菌が残っている「もろ
ぶた」にあるように思い
ました。

もろぶた


