加藤 良作さん

伝統野菜を継承
名取市

歳
歳

は良和さんが担当する︒
﹁就農して５年がたち︑
少しずつ天候や生育状況に
対応して︑段取りを組める
ようになってきた︒知識を
深めて︑周りから頼られる
存在になってほしい﹂と良
良和さんも﹁父から教え

だが︑２人で力を合わせ営 作さんは成長を見守る︒

良和さん

︻名取市︼﹁ミョウガタ
農に取り組んだという︒
﹁農業だけではなく︑生 てもらうが︑技術面はまだ

ケは伝統野菜︒栽培にマニ

ュアルはなく︑父から学ん
活面でも良和 まだ模索中︒一人で任せら

ん︵左︶と

ん︒家事全般

２人は﹁協力して今の規

い﹂と良作さ 期待に応えようとする︒

の存在が心強 れるように頑張りたい﹂と

でいる﹂と名取市の良和さ

ん︒﹁特に︑気温やタイミ

ングによって出来上がりが

大きく左右する紅色の着色

作業は難しい﹂と話す︒良

作さんは︑﹁良和には︑一
年一年経験を重ねて自分の
ものにしてもらいたい﹂と
期待する︒
㌃︑畑

親子２人で︑田んぼで水
稲１・４㌶とセリ
㌃

ではミョウガタケ６㌃の
㌃と長ナス

を栽培している︒

他︑茶豆
良和さんの就農は５年
前︑家業を就ぐことを決意
し︑仕事を辞めてＵターン
した︒
後継者として母・こずゑ
仕事を分担

さんと３人で新たなスター
トを切ったが︑その矢先︑
する良作さ

ずゑさんは病気で他界︒こ
良和さん

模を維持しながら︑営農を
続けていきたい﹂と話す︒
︵高橋康︶

︒今

週号と８月２週号で︑親子で農業に取り

がら︑いずれ経営を託していく

実に育っている︒親はその成長を支えな

親と同じ道を志す農業後継者たちが着

追いたい背中・支えたい背中

組む８経営体に︑互いの想いや今後の目
標を聞く︒

極的に取り入れてきた姿を
誇りに思う﹂と話す︒﹁剪

のナシ農家の半数が採用す 価値をつけていきたい﹂と 定など管理作業を学び︑父

を作付けする︑利府町の引

ヤコカブリダニを使ったＩ の協力無しでは進められな 目指す︒

るハダニ駆除には︑天敵ミ し︑不安もあるので︑家族 ながら︑将来の面積拡大を

年間薬剤費の半分を占め 術の導入は︑リスクも多い にしたい﹂と技術を習得し

目標を話しながら︑﹁新技 の﹃木のつくり方﹄を参考

地さん親子︒俊彦さんは就

る︒

農当初から︑草生栽培や不

ＰＭ︵総合的病害虫・雑草 かった︒経営基盤を築くこ

㌃

︻利府町︼ナシ品種﹁あ
きづき﹂﹁幸水﹂など

耕起栽培を取り入れ︑有機

管理︶農法を８年前から実 とに力を注いできたが︑こ 移譲を機に︑自覚を持って
︶年に

肥料を利用した栽培を行っ

てきた︒
２００３︵平成

﹁ ︵平成 ︶年の経営
施︒
これにより減農薬・低コ れは今後︑崇にとって力に 栽培に取り組んでいるよう
崇さんは︑﹁父は︑地域 とは伝えてきた﹂と俊彦さ

ストな生産を可能にする︒ なるはず﹂と笑顔で話す︒ だ︒作業を通して大切なこ
俊彦さんは︑﹁地元ブラ

ンド﹃利府梨﹄に︑安全で のナシ栽培の先駆者といっ ん︒今後の崇さんの成長に

は︑授粉作業にマメコバチ
を導入し︑省力化を図る︒

歳

土︑
天候︑
作物の観察徹底
色麻町
歳

㌃︑ムラサキキャベ

た﹂と話す色麻町の智弘さ

労働力不足が気がかりだっ
業を行いながら︑時期が来

功さんは︑﹁協力して作

子を設立した︒﹁経営を安
識と技術を伝えていきた
さらに就農から６年がた

い﹂と話す︒

取引先からの信頼度を高め
った智弘さんの姿に︑﹁農
た作業をこなすことが主だ

業を初めた当時は︑指示し

スマートアグリ庄子は︑
ったが︑今は自分で考えて

ていきたい﹂と今後の農業

水稲７㌶と大豆４㌶を作付

働いている︒ネギについて

は任せていて︑勉強の成果
から︑年々︑商品が良くな
っている﹂と成長を感じて
いる︒
ネギやタマネギは定植後
の防除作業を徹底すること
により︑良質な商品の生産
を心掛ける︒
智弘さんの生育管理のル
ーツは︑功さんの﹁よく観
察する姿勢﹂だといい︑土
や天候の状況を見極めて︑
作物を注視しながら︑状況
を判断︒必要によって営農
計画も変更するという︒
﹁父は作業の一つ一つに
一 生 懸 命 で︑ 手 を 抜 か な
い︒培ってきた農業経験は
とても参考に
なるし︑父を
目標に努力し
ていきたい﹂
と智弘さん︒
高品質な商品
の供給を安定
して行いなが
ら︑法人化を
機にさらなる
規模拡大を目
指す︒
︵今野昌︶

んに任せて︑これからの成

なで話し合って決める経営

寛記さんは﹁父の︑みん

長に期待する︒
人設立までに

後は単に規模拡大をするの

スタイルを見習いたい︒今
さらに直営

ではなく︑経営の無駄を無

至った︒
店﹁あいすむ

ら﹂を開店し︑ くして︑利益の高い経営を

売や︑低温殺

スクリーム販

員 の 他︑ 獣 医 師 や 飼 料 業

に﹁検討会﹂と称して従業

法人化以前から︑定期的

目指していきたい﹂と話

菌設備を導入

者︑農業改良普及センター

自家産生乳を

して牛乳の直

職員を交えた会議を開き︑

す︒

販といった６

経営方針を相談︒経営状況

使用したアイ

次産業化に取

をデータ化し︑新規事業の
年先のシミュレ
ーションを行っている︒

投資など

り組む︒
今年から経
営を寛記さん

﹁就農当初から︑やりた

また︑清一さんは﹁地域と

に移譲し︑新

の関わりを大切にして︑農

いことに挑戦させてもらっ
﹁技術は失

業に興味のある若者の︑学

たなスタート

敗から学べ﹂

びや雇用の場にしていきた

た﹂と感謝する寛記さん︒

という考えの

い﹂とこれからも経営をサ

を切った︒

清一さん︒﹁自

ポートしていく︒

歳

分もたくさんの失敗を経験
でるまで口を出さない﹂と

︵佐々木貞︶

して今があるので︑結果が

歳

︶︑來翔くん︵３︶︑碧唯くん︵１︶

原市一迫の小山牧場︒清一 ２００６︵平成 ︶年に法

話す︒現場のことは寛記さ

さん︵右︶と智弘さん

たなスタートを切った功

今年４月に法人化し︑新

質重視して安定供給

あいすむら店内で寛記さんと︑妻・智子
さん︵

小山 清一さん
寛記さん
頭 さんは高校卒業後︑乳牛１
と育成牛 頭を飼養する栗 頭の飼養から酪農を始め︑

︻栗原市︼乳用成牛

栗原市一迫

けし︑ネギ１・８㌶︑タマ

経営を見据える︒

定させて︑雇用を確保し︑

み切り︑スマートアグリ庄 代ができるよう︑自分の知

たときにスムーズに経営交

ツ ㌃を栽培する︒

ネギ

庄子 功さん
智弘さん

︻色麻町︼﹁作業人員に

60

ん︒今年４月に法人化に踏

限りがあるので︑農繁期の
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ＮＯＳＡＩ宮城
仙台市青葉区上杉
１丁目８番10号
〒980−0011
電話022
（225）
6701
http://www.nosaimiyagi.or.jp

技術を確実に習得

れからについてとても悩ん
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︶年にこ

２人で力を合わせて
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