
新しい農業委員を紹介します
　令和元年６月 30 日の農業委員の任期満了に伴い、あわら市農業委員などの改選が行われました。
　７月１日、市役所で農業委員任命書交付式が行われ、引き続き臨時総会を行い、会長・会長職務代理者の
選出を行いました。

問合せ　あわら市農業委員会事務局（農林水産課内）☎ 73-8024

氏　名 行政区 担当地区

谷川　聡志 古 中立公正委員
長谷川太佑 赤尾 赤尾、浜坂
長田奈津子 北潟西 北潟西
林　　惠子 畝市野々 前谷、笹岡、下金屋、畝市野々、牛ノ谷、上野
辻下　義雄 北潟東 北潟東、富津
竹内　和之 重義 重義、番田、田中々、堀江十楽、布目
丸谷　浩二 細呂木 滝、青ノ木、宮谷、坂口、蓮ケ浦、細呂木、橋屋、樋山、指中、沢、吉崎
森　　雅規 千束 新、古、坂ノ下、千束、新用、馬場、北稲越
𠮷村　重夫 矢地 伊井、古屋石塚、桑原、清間、矢地、菅野、南稲越、河原井手、池口
北　　廣見 東山 東山、後山、清滝、鎌谷、椚、権世、権世市野々
坪田　清孝 角屋 下番、玉木、河間、宮前公文、北本堂、角屋、中浜
伊藤　守男 上番 轟木、新田、東善寺、谷畠、上番、根上り、仏徳寺、中番
上田　幸治 熊坂 中川、東田中、瓜生、南疋田、北疋田、次郎丸、御簾尾、北野、北、熊坂
森川　嘉昭 山室 山室、高塚、清王、山西方寺、柿原、山十楽、嫁威
南坂　覚則 波松 波松、城、城新田、番堂野、十三
澤田　宗男 牛山 舟津、二面、牛山、松影、国影、井江葭、横垣

農業委員と担当地区

芦原地区 青山　善昭
（番田）

藤野　雄次
（下番）

林　清一郎
（中浜）

朝倉　雪
（城）

金津地区 平野　郁雄
（北稲越）

渡邊　正春
（菅野）

長谷川　透
（御簾尾）

八木　富永
（清滝）

堀川　博司
（宮谷）

坂井　光雄
（蓮ケ浦）

農地利用最適化推進委員の紹介
　農地利用最適化推進委員は、農地の地用集積・集約の促進や耕作放棄地の発生防止が重点業務になります。農業委員
会として、10 人の委員を委嘱しました。

（任期：令和元年７月１日から令和４年６月 30 日まで）

会長就任のごあいさつ
　このたび、農業委員会臨時総会におきまして、委員各位のご推挙により会長に就任い
たしました。誠に身に余る光栄であり、重責を全うし大任を果たしたいとの思いを新た
にしております。
　さて、日ごろは農業委員会の業務にご理解ご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
　現在の農村を取り巻く情勢は、農業者の高齢化や後継者不足、遊休農地の拡大、各貿
易協定の農作物関税交渉など、農業経営は年々厳しさが増す状況となっております。
　農業委員会といたしましては、農業者とのパイプ役として現場の声に耳を傾けながら、
あわら市の地域農業の推進や農地の有効利用に取り組んでまいりますので、今後とも、
より一層のご支援とご協力をお願い申し上げます。

あわら市農業委員会
会長　坪田　清孝

あわら
観月の夕べ2019

と　き　９月 22 日（日）
※ 雨天時は、23 日（月）に延期

ところ　北潟湖畔公園、
北潟湖畔サイクリングパーク一円

問合せ　あわら観月の夕べ実行委員会事務局
（観光振興課内）　☎ 73-8029

シャトルバス時刻表　往復 200 円（小学生以上）

会場周辺には一般駐車場がありません。来場の際は、市内
各所からのシャトルバスやタクシーなどをご利用ください。

１．農業者トレーニングセンター発着（無料駐車場約700台）
11 時～　順次運行

６. 塩屋海岸発着（無料駐車場約 200 台）～
【5 分後】本願寺吉崎別院駐車場（無料駐車場約 40 台）経由
16 時～　1 時間に１本運行

７. 三国競艇場発着（無料駐車場約 2000 台）
※ 17 時以降しか駐車できません
17 時～　順次運行

４.JR 芦原温泉駅発（駅西口および東口有料駐車場あり）
５. トリムパークかなづ発（無料駐車場約 300 台）

16 時～　順次運行

２. あわら湯のまち駅発着（駅南口有料駐車場あり）
３. あわら市役所発着（無料駐車場約 600 台）

15 時～　順次運行

　当日は、以下の区間の車両の通行を禁止します。ご迷惑
をお掛けしますが、ご協力のほどよろしくお願いします。
・市道北潟東赤尾線（赤尾～国道 305 号）
・県道 120 号線（坂口交差点～国道 305 号線）

【16 時～ 22 時】
・会場周辺農道など　　　　　　　　【16 時～ 21 時】

通行止めのお知らせ

　会場行きの最終便は、全路線 18 時 45 分になります。時間
に余裕をもって、ご乗車ください。

　見やすい場所でゆっくりと花火を見ませんか？間近で迫
力の花火を楽しめる席を用意しました。お買い求めは、「お
しえる座ぁ（芦原温泉駅・あわら湯のまち駅駅舎内）」まで。
　詳細は、市のホームページをご覧ください。

有料観覧席 （駐車券付き） のご案内

～ 開催イベント ～
※ イベントの内容は予告なく変更になる場合があります。

● 観月の夕べウォーキング大会　８時 30 分～
対　象　元気に歩ける人（18 歳未満は保護者同伴）

※ 小学校高学年以上が望ましい
コース　あわら湯のまち駅～北潟湖畔公園
参加費　大人 300 円、中学生以下 200 円
定　員　100 人
申込み　申込者には、開催１週間前までに案内を別途郵送。

健康長寿課　☎ 73-8023

● 簡単ピザ焼き体験　１部 10 時～、２部 14 時～
ところ　芦原青年の家
参加費　700 円
定　員　１部、２部ともに 30 人
申込み　農林水産課　☎ 73-8025

● 自然環境写真・パネル展示　12 時～
● 出店（フード、ドリンクなど）　12 時 30 分～
● カヌー駅伝　13 時～（カヌー体験　14 時～）

チーム　５人１チーム
参加費　1 人 1000 円（貸艇の場合、別途 500 円）
申込み　スポーツ課　☎ 73-8043

● 動物ふれあい体験　13 時～
● 自然体験イベント（ウォーターボール、

魚釣り、湖上遊覧など）　13 時～
● 北潟国有林散策～夢ぐるま公園から見る北潟湖と

葦
よし

ストローづくり体験　13 時 30 分～ 17 時
参加費　500 円　　定　員　20 人
申込み　生活環境課　☎ 73-8018

● 文化芸能ステージ　14 時～
● 野点茶会（一席 400 円）　

16 時 30 分～　
● あかりばやし　17 時 30 分～
● 湖上花火　19 時～
● 星空観察会　20 時～ 21 時

ところ　芦原青年の家
参加費　無料
定　員　100 人
申込み　観光振興課　☎ 73-8029

ときめき
チャレンジ

体験イベントの参加者大募集 !!

予約が必要なイベントの申込期限は、９月６日（金）です！
参加費は、当日お支払いください。

●：要予約体験イベント

各種体験イベントに参加する人は、「１. 農業者トレーニン
グセンター発着」のシャトルバスをご利用ください。

（ウォーキングイベント除く）

予

予

予

予

予

予

▲ウォーターボール

▲勝山左義長

が生まれ変わります
　２年ぶりの開催となる「あわら観月の夕べ」は、ウォーキ
ングや自然環境に関する体験イベント、地元の皆さんによる
出店、市内外の芸能グループによる発表など、内容をさらに
充実して生まれ変わります。ぜひお越しください。
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