平成２９年度ぐんまアグリトライアルファーム初心者コース（第５期）
年間スケジュール内容 02

ぐんまアグリトライアルファーム（第５期） 年間スケジュール （内容）
１．作物の状況などにより日程及び内容（時間）の変更・追加の可能性があります。
また、講習の進捗状況により、時間を超えた講習時間となる場合があります。
２．日程には講習時間が記載されていますが、講習時間前後に作業することも可能です。
３．作物管理の練習にもなるので、講習日以外の時間があるときに区画管理（草刈り・収穫
など）をお願いします。

４月 ＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
４月２３日（日）

入園式、技術講習１

終了

時間 １０：００～１５：００（内１時間休憩）
開園式、栽培の基礎知識（農具の使い方など）
、ネギ仮植など
４月３０日（日）

技術講習２

終了

時間 １０：００～１５：００（内１時間休憩）
定植及び播種準備（畝立て、マルチ）、栽培管理

５月 ＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
５月 ７日（日）

技術講習３

終了

時間 １０：００～１５：００（内１時間休憩）
ナス、トマト定植、
トウモロコシ、エダマメ、チンゲンサイ、コマツナ播種、栽培管理
５月１４日（日）

特別講習１

終了

時間 １０：００～１５：００（内１時間休憩）
農業機械体験と基礎知識（草刈り機、管理機）
＊ 作付した作物の管理をお願いします。
５月２１日（日）

技術講習４

終了

時間 １０：００～１５：００
トマト・ナス等の栽培管理
＊ 作付した作物の管理をお願いします。
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５月２８日（日）

特別講習２

終了

時間 １０：００～１２：００
農薬に関する基礎知識
＊ 作付した作物の管理をお願いします。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
６月 ４日（日）

技術講習５

６月 ＊＊＊＊
終了

時間 １０：００～１５：００（内１時間休憩）
作物栽培管理（支柱立て、整枝、誘引など）
＊ 作付した作物の管理をお願いします。
６月１８日（日）

技術講習６

終了

時間 １０：００～１５：００
栽培管理 （追肥、整枝）
＊ 作付した作物の管理をお願いします。
６月２４日（土）

特別講習３

終了

時間 ９：００～１２：００
農業関係施設の視察研修（予定）
＊ 作付した作物の管理をお願いします。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

７月 ＊＊＊＊

・夏季は開始時間を９時からとします。
・暑さ対策（帽子、飲み物など）をお願いします。

７月 ２日（日）

技術講習７

終了

時間 ９：００～１２：００

＜＜特にこの時期＞＞
講習日以外でも、作業して

栽培管理（整枝、除草）

かまいませんので、時間が

収穫（ジャガイモ、ナス、トマトほか）

あるときに、区画管理（草刈

＊ 作付した作物の管理をお願いします。

など）や収穫を行ってくだ
さい。各自管理をお願いし

７月１６日（日）

技術講習８

終了

時間 ９：００～１２：００
栽培管理（整枝、除草）
収穫（トウモロコシ、ナスほか）
＊ 作付した作物の管理をお願いします。
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７月３０日（日）
時間

技術講習９

終了

９：００～１２：００
ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ・ｶﾘﾌﾗﾜｰ、キャベツ播種、栽培管理、収穫

＊ 作付した作物の管理をお願いします。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

８月 ＊＊＊＊

・夏季は開始時間を９時からとします。
・暑さ対策（帽子、飲み物など）をお願いします。

＜＜特にこの時期＞＞
８月６日（日）技術講習１０
時間

終了

９：００～１２：００

講習日以外でも、作業して
かまいませんので、時間が

栽培管理、収穫（エダマメほか）

あるときに、区画管理（草刈

＊ 作付した作物の管理をお願いします。

など）や収穫を行ってくだ
さい。各自管理をお願いし

８月２０日（日）技術講習１１

終了

ます。

時間 ９：００～１２：００
ダイコン播種、ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ・ｶﾘﾌﾗﾜｰ定植、栽培管理、収穫
定植準備作業
＊ 作付した作物の管理をお願いします。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

９月 ＊＊＊＊

・夏季は開始時間を９時からとします。
・暑さ対策（帽子、飲み物など）をお願いします。
９月 ３日（日）

技術講習１２

終了

時間 ９：００～１２：００
ﾚﾀｽ・ﾊｸｻｲ播種、キャベツ定植、ジャガイモ植付け、栽培管理、収穫
播種（ｷｬﾍﾞﾂ、ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ、ｶﾘﾌﾗﾜｰ、ﾀﾞｲｺﾝ、ﾊｸｻｲ）
＊

作付した作物の管理をお願いします。

９月１７日（日）

＜＜特にこの時期＞＞

技術講習１３

終了

時間 ９：００～１２：００

かまいませんので、時間が
あるときに、区画管理（草刈

タマネギ播種、栽培管理、収穫
＊

講習日以外でも、作業して

など）や収穫を行ってくだ

作付した作物の管理をお願いします。

さい。各自管理をお願いし
ます。
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１０月 ＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

・この時期から開始時間を１０時とします。
・気温の変化に気を付けて体調管理をお願いします。
１０月１日（日）

技術講習１４

終了

時間 １０：００～１２：００
ﾚﾀｽ・ﾊｸｻｲ定植、栽培管理、収穫
定植準備作業
＊

作付した作物の管理をお願いします。

１０月１５日（日） 技術講習１５

終了

時間 １０：００～１２：００
ホウレンソウ播種、栽培管理、ダイコン収穫
ﾋﾞﾆｰﾙﾊｳｽ内作業（耕起、播種）
栽培終了作物の整理など
＊

作付した作物の管理をお願いします。
雨天のため 11/5 に延期

１０月２９日（日） 技術講習１６
時間 １０：００～１２：００
栽培管理、収穫
＊

作付した作物の管理をお願いします。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

１１月 ＊＊＊

・開始時間を１０時からとします。ただし 26 日のみ 9 時開始。
・気温が低くなりますので、体調管理をお願いします。
１１月 ５日（日） 技術講習１６

終了

時間 １０：００～１２：００
栽培管理、収穫
＊

作付した作物の管理をお願いします。

１１月１２日（日） 技術講習１７

終了

時間 １０：００～１２：００
タマネギ定植、ハウス内作業（ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ・ｺﾏﾂﾅ）
、
ネギ、ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ・ｶﾘﾌﾗﾜｰ、ｼﾞｬｶﾞｲﾓ収穫、栽培管理
＊

作付した作物の管理をお願いします。
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１１月２６日（日） 特別講習４ （内１時間休憩）
時間 ９：００～１４：００

終了

１２：００

農業機械体験と基礎知識（トラクター）
＊

作付した作物の管理をお願いします。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

１２月 ＊＊＊

・開始時間を１０時からとします。
・気温が低くなりますので、体調管理をお願いします。
１２月１０日（日） 技術講習１８

終了

時間 １０：００～１２：００
ハウス内作業(ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ・ｺﾏﾂﾅほか)、栽培管理、収穫（ハクサイなど）
＊

作付した作物の管理をお願いします。

＜

平成３０年

＞

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

１月 ＊＊＊＊

・開始時間を１０時からとします。
・気温が低くなりますので、体調管理をお願いします。
１月１４日（日）

技術講習１９

時間 １０：００～１２：００
ハウス内作業(ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ・ｺﾏﾂﾅほか）
、栽培管理
＊

作付した作物の管理をお願いします。

１月２８日（日）

特別講習５

時間 １０：００～１２：００
今後のことについて（就農や農地貸借など）
、栽培管理
＊ 作付した作物の管理をお願いします。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

２月 ＊＊＊＊

・開始時間を１０時からとします。
・気温が低くなりますので、体調管理をお願いします。
２月４日（日） 技術講習２０
時間 １０：００～１２：００
ハウス内作業(ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ・ｺﾏﾂﾅ)、収穫 区画の掃除
＊

作付した作物の管理をお願いします。
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

３月 ＊＊＊＊

・開始時間を１０時からとします。
・気温が低くなりますので、体調管理をお願いします。
３月１１日（日）

修了式

時間 １０：００～１２：００
これまでのまとめ、区画の掃除
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