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◆今年のスケジュール 

◆畑への案内図 
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ナビ検索 

 地元メンバー ９人、福島浜通りメンバー ６人、東京メンバー(会津出身９人、他１７人)  全４１人 

◎ 4月9日 ぶどう苗 植樹会 

◎ 5月21・22日 草刈・棚掛試行・2017事業検討 
   5月4・5日 草刈・レインカット工法視察 

◎ 6月25・26日 草刈・芽掻・施肥・2017事業方針決定 
   （苗調達・棚掛など） 

◎ 7月23.24日 草刈・棚掛検証・先進ﾜｲﾅﾘｰ研修 
  7月9・10日 草刈・芽掻 

◎ 8月20・21日 草刈・剪定・先進ﾜｲﾅﾘｰ研修 
  8月11～13日 草刈・剪定・施肥 

◎ 11月某日 会津ワイナリー会イベント 
10月9日 地元ワインまつり参加・冬支度 
    ◎ 9月17・18日他 芽掻・地元収穫参加・大学連携打診 

  9月某日 棚補強検証 



2016年植樹祭までの活動記録 出会えた人たち 

② ＮＰＯ2016年第1回総会 

③斎藤誠一さん（右）と一条悟さん 

④植樹祭準備 

⑤ 植樹風景 

①小森さん（右から３番目）と巌さん（左から２番目） 

小森貞治さん・大越巌さんツーショットあり？ 

1月12日 会津美里町より「ＮＰＯ法人会津ワイナ

リー会認証書」発行される。 

1月22日 福島県法務局にてＮＰＯ法人の登記手

続きならびに印鑑登録を行なう。 

2月12日 ＮＰＯ法人登記の関係書類一式を会津

美里町に送付し、一連の登記手続きを完

了する。 

2月19日 小森ぶどう園の小森貞治さんに面談①。

栽培技術をご教示いただき情報交換を行う。 

 ぶどう栽培をお願いする大越巌さんにも面

談①し、協力を要請する。 

2月23日 ＮＰＯ法人設立後の第１回総会を開催

②。10人が参加。事業計画、年間予算、年

間スケジュール等が了承された。 

3月2日 「ＮＰＯ法人会津ワイナリー会」のホーム

ページを公開、会員募集活動を開始。 

3月16日 理事会にて、４月９日植樹祭、事前準備、

命名権、事業計画などを協議。 

3月18日 会津美里町農業委員会に大越巌さん他

が訪問し、斎藤サキノ様畑２反の借地を申

請。斎藤誠一さんより一条悟さんを紹介い

ただき、一条さんより苗植付け方法を教示

いただく③。 

4月8日 翌日の植樹に向け、斎藤誠一さん、一条

悟さんに報告。巌さんを中心に墨だし、掘

り起し、タグなど準備④。農業委員会青木

さん後任の星さんに挨拶。 

4月9日 述べ４０人余の参加者を迎え２０１６年植

樹祭を実施。午前午後に分け計７５本の

シャルドネ苗を一条悟さんのご指導のもと

植樹⑤。昼食はほっとぴあ新鶴の食堂にて

喜多方ラーメン・ソースかつ丼を賞味。夕刻

には、植樹祭参加者と地元有志による懇親

会を開催。 

4月23日 有志にて、写真の整理、会員情報整理、

棚掛け、会員証・名刺などについて協議。 

4月28日 幹事会にて、植樹祭反省、契約書類、 

 ２０１７年苗手配、補助金などについて協議。 



４月９日植樹祭の記録 

植樹の仕方 ： 技術編 
① 穴掘り：直径約８０ｃｍ、深さ約３０ｃｍの穴を掘る 

② まんべんなく肥料をまく （４００ｇ程度） 

③ 樹皮堆肥を約２５ｃｍ厚でまく （約１/３袋） 

④ 上にのって締める 

⑤ 中心に土の小山をつくる 

⑥ ぶどう苗を小山の上に置き、土をかぶせる 

⑦ 約８Ｌの水を遣る 

⑧ 防草ｼｰﾄをかぶせて４か所を防草ﾌｯｸで止める 

⑨ 苗横に支柱を刺し、誘引テープで固定する 

 

① ② ③ 

⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 

◇準備 

◇９ 時 前日到着の東京組と、地元 
参加の人達が集合 

一条さんに、具体的な植樹
のやり方を教示いただく 

◇１０ 時過ぎ 

横山理事長による、植樹祭
開会のあいさつ 

◇昼食は、ほっと
ぴあ新鶴にて喜多
方ラーメンと、ソー
スかつ丼を賞味 

◇１７ 時半 

植樹は無事
終了し、ほっ
とぴあにて
町長も出席
しての懇親
会開催 

◇午後 東京からの午後到着組
も加わり、植樹は加速 

◇命名の儀 



会津ワイナリー会がやろうとしていること 

ひと ・ もの ・ こと 

福 島 

震災復興 
地域再生 

会 津 

地方創生 
六次産業化 

★農村・農村生産交流 

 六次産業化投資者 
 生産者 
 生産指導者 

★大学との連携 
・品種改良 
・技術開発 

 地域活性化投資者 
 生産希望者 

 
 地域活性化事業者 
 六次産業化事業者 

東 京 

ライフスタイル創造 

★農村・都市生活交流 

 六次産業化投資者 
 協賛投資者 
 知恵・ﾈｯﾄﾜｰｸ提供 

・デザイン   ・商品企画 
・マーケティング   ・Ｉ Ｔ 
・資金調達   ・物流 

アイデア掲示板 

私たちは今、以下のようなことについて、検討していま

す。皆様のアイデアを連絡ください 

 畑の様子を見るライブカメラ・畑の状況を計測する

機器の設置 

 会津短期大学との連携・共同研究 

 空き家対策を兼ねた拠点の確保 

発行者 
ＮＰＯ法人 会津ワイナリー会 
    03-5261-0102 （会津赤べこ会事務所） 

    http://aizuwinerykai.main.jp/index.html 
理事長 横山 義隆 
    090-8582-1060  yayya@abeam.ocn.ne.jp 
編集 小橋 誠治  
    090-6192-0801  kobashi_and_a@h08.itscom.net 

今後のスケジュール 

２０１６年はぶどう栽培法の確立に向けた基盤整備
を行います 

６月 草刈・芽掻・施肥・2017年事業方針決定 

   （苗調達・棚掛など） 

７月 県や地銀の補助金応募、財務の安定化 

   草刈・棚掛検証・葡萄苗観察会 

８月 草刈・剪定・追肥・先進ﾜｲﾅﾘｰ研修 

９月 芽掻・地元収穫参加・大学連携打診 

１０月地元ワインまつり参加・冬支度 

１１月ＮＰＯ会津ワイナリー会イベント開催 

１２月ＮＰＯ年度末総括 

２０１７年はワイナリー六次産業化に向けての活動を
行います 

•新鶴の耕作放棄農地約3反を追加借受けし葡
萄苗100本作付け 

•ＮＰＯの地元拠点の建設、ワイナリー事例調査 

•農業のＩＴ化の研究（大学・企業とのコラボ） 

２０１８年はワイナリー建設の検証（設計・資金計画）
を行います 

•収穫した葡萄を委託醸造し、品質を確認したう
えで実験販売を開始 

２０１９年はワイナリー建設の事業計画（事業協力者
の確保、資金調達の確立、六次産業化の販売戦略、
販売ルート等）を確立します 

２０２０年は酒造免許の取得とワイナリーの建設・操
業開始を目指します 

ＮＰＯ会員入会のご案内 

会津ワイナリー会では、会員を募集しています。 

正会員はＮＰＯ法人の社員として位置づけられ、総会

での議決権が与えられるなど、会の理念に賛同して

支援していただくことになります。また、植樹するぶど

う苗の命名権が自動付与されます。 

賛助会員は、イベントに参加したり、 

楽しみながら会を支援したいという 

方々を対象とします。毎年、会から 

会津の特産品などが送付されます。 

正会員：入会金1万円、年会費1万円 
賛助会員：入会金5千円、年会費5千円 

入会は右記ホームページから 


