
平成２８年９月１７日開講





第１回開催 営農企画課　中川

ＪＡ津安芸本店　３階大会議室

第２回開催 販売課　平澤

ＪＡ津安芸本店　３階大会議室

カリキュラムは都合により変更することがありますのでご了承下さい。
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開催日時・場所

午後１時３０分より

開講式

オリエンテーション

　　（キャベツ、ブロッコリー、ハクサイ、ダイコン）

平成28年10月8日（土）

・秋冬野菜栽培管理について講義

第１ ０期 ｢ ふれあい農業塾 」
年 間 カ リ キ ュ ラ ム

秋冬野菜 うね作り、野菜苗の定植

講義内容科目

・講義の進め方、その他

　　（白菜、大根、玉ねぎ、ニンジン　等）

平成28年9月17日（土）

開催日時・場所

講義終了後

午後１時３０分より
講義

科目 講義内容

実習

・講師紹介、事務局紹介

秋冬野菜栽培管理

講義

ハウス栽培の基本 いちご栽培について

秋冬野菜
実習

周年野菜

間引き・追肥

いちご定植

ＪＡ津安芸本店　農業塾圃場、ハウス

ホウレンソウの栽培 平成28年10月8日（土）

ハウス栽培 講義終了後

平成28年9月17日（土）

ＪＡ津安芸本店　農業塾圃場



第３回開催 安濃営農センター　谷中

ＪＡ津安芸本店　３階大会議室

・種蒔き、苗植えの基本

第４回開催 中央営農センター　宮本

ＪＡ津安芸本店　３階大会議室

カリキュラムは都合により変更することがありますのでご了承下さい。

・畝立て、基肥、追肥、中耕、土寄せ、間引き、誘引、摘芯、収穫

開催日時・場所

第１ ０期 ｢ ふれあい農業塾 」
年 間 カ リ キ ュ ラ ム

開催日時・場所

平成28年11月12日（土）

平成28年11月12日（土）

ＪＡ津安芸本店　農業塾圃場

平成28年12月10日（土）

実習

ガーデニング教室 寄せ植え鉢作り 平成28年12月10日（土）

ハウス栽培

間引き・追肥

・土壌分析

科目

周年野菜

いちご管理・収穫

講義

栽培の流れと野菜の基礎知識 ・作付計画の立て方、輪作、連作障害

・種、苗の購入ポイント

実習

秋冬野菜 タマネギの栽培
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ＪＡ津安芸　圃場南側ハウス

講義終了後

午後１時３０分より

ハウス栽培 講義終了後

午後１時３０分より

講義内容

科目 講義内容

講義

土壌の基本 ・土の働き

いちご管理

・土作りの基本（堆肥など）



第５回開催 美里営農センター　宮崎

ＪＡ津安芸本店　３階大会議室

第６回開催 南部営農センター　西村・美里営農センター　嶌田

ＪＡ津安芸本店　３階大会議室

カリキュラムは都合により変更することがありますのでご了承下さい。

講義終了後

午後１時３０分より

開催日時・場所

平成29年1月7日(土)

開催日時・場所

ＪＡ津安芸　圃場南側ハウス

午後１時３０分より

第１ ０期 ｢ ふれあい農業塾 」

講義

肥料の知識 ・肥料の基礎（化成肥料、有機、石灰など）

周年野菜・秋冬野菜

・肥料の効果

実習
ハウス栽培

講義

病気・害虫の基礎、対策

・病気、害虫の防除対策

科目

収穫、管理

講義内容

椎茸菌の植菌、ほだ木の管理

ハウス栽培

平成29年2月11日(土)・農薬の使用方法（正しい使い方）

講義終了後

平成29年1月7日(土)

ＪＡ津安芸本店　農業塾圃場

実習

菌茸栽培 平成29年2月11日(土)
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いちご管理・収穫

・農薬をなるべく使わない方法（資材、太陽光による土壌消毒など）

年 間 カ リ キ ュ ラ ム

講義内容科目

いちご管理・収穫

・肥培管理（施肥方法など）



第７回開催 ＴＡＣ課　佐脇

ＪＡ津安芸本店　３階大会議室

第８回開催

ＪＡ津安芸本店　３階大会議室

カリキュラムは都合により変更することがありますのでご了承下さい。

開催日時・場所講義内容
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平成29年4月8日(土)

午後１時３０分より

午後１時３０分より

平成29年3月11日(土)

講義終了後

農業塾卒業生との交流

ＪＡ津安芸　圃場南側ハウス

秋冬野菜の片付け ＪＡ津安芸本店　農業塾圃場

ＪＡ津安芸　圃場南側ハウス

じゃがいも・ニンジン栽培 春ジャガイモの植付・ニンジン播種

実習

科目

講義

平成29年3月11日(土)

開催日時・場所

平成29年4月8日(土)

ハウス栽培 ハウス土作り準備・いちご片付け

年 間 カ リ キ ュ ラ ム

・促成・半促成栽培の基礎知識

講義内容

・半促成メロン栽培

ハウス栽培管理

科目

第１ ０期 ｢ ふれあい農業塾 」

講義

ハウス栽培

　

半促成メロン準備

実習



第９回開催 北部営農センター　磯部

ＪＡ津安芸本店　３階大会議室

第10回開催 営農企画課　女性部担当者

ＪＡ津安芸本店　２階料理教室

カリキュラムは都合により変更することがありますのでご了承下さい。

開催日時・場所

　（タマネギの収穫）

開催日時・場所

　（ナス、トマト、キュウリ、ピーマン他）

夏野菜栽培管理 ・夏野菜栽培管理

第１ ０期 ｢ ふれあい農業塾 」

講義
午後１時３０分より

講義終了後

平成29年5月13日(土)夏野菜

ＪＡ津安芸本店　農業塾圃場

ＪＡ津安芸　圃場南側ハウス

ＪＡ津安芸本店　農業塾圃場

平成29年6月10日(土)

科目 講義内容

実習

半促成メロン定植

うね作り、定植、収穫

開催日時・場所

平成29年5月13日(土)
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　（ナス、キュウリ、トマト、ピーマン、その他）

午後１時３０分より

科目 講義内容

　（ナス、キュウリ、トマト、ピーマン、その他）

科目 講義内容

夏野菜 うね作り、定植、収穫

ＪＡ津安芸　圃場南側ハウス

年 間 カ リ キ ュ ラ ム

ハウス栽培

講義終了後

講義

地元農産物を使った加工品 旬の野菜を使った料理 平成29年6月10日(土)

ハウス栽培 半促成メロン　生育確認

実習



第11回開催 県印卸売市場

ＪＡ津安芸　カントリエレベーター前

第12回開催 事務局

ＪＡ津安芸本店　３階大会議室

カリキュラムは都合により変更することがありますのでご了承下さい。

ハウス栽培 半促成メロン収穫　片付け
講義終了後

年 間 カ リ キ ュ ラ ム

科目 講義内容

平成29年7月8日(土)

開催日時・場所

集合　午前6時00分

野菜の販売・流通について ・野菜の販売・流通の現状

・野菜卸売市場について

・競り見学

ＪＡ津安芸　圃場南側ハウス

etc

視察先：県印三重中央青果株式会社

閉講式 受講生に修了証書を授与。

平成29年8月5日(土)

ＪＡ津安芸本店　農業塾圃場
実習

圃場の後片付け

講義

視察

第１ ０期 ｢ ふれあい農業塾 」

午後１時３０分より

科目 講義内容 開催日時・場所

平成29年8月5日(土)
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