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しんせい管内の
今が一番おいしい食材を
紹介します！

ネットリテラシー講座

０８ エリアニュース

最優秀に㈱たかはし畜産 由利畜産共進会 ほか

裕樹さん

求められる比内地鶏を育てたい

１２ 旅するフォトグラフ
１４ 営農生活情報

１６ ＪＡ自己改革への挑戦
１７ 絆 . net

全力野球でつかめ頂点！・元気いっぱいに演奏をお届け♪

１８ 健康ガイド

１９ 食のおはなし

２０ ほっとメール・苦労すパズル
２２ ＪＡからのお知らせ

１０ 農業の現場から
富樫

モロヘイヤの旬は７月から９月です。

０６ クローズアップ②

独特の粘り気に含まれる成分は、胃

伝えよう！ つなげよう！
ＪＡ秋田しんせい女性部

腸を保護する効果があり、夏バテ予防

０４ クローズアップ①

にピッタリです。

秋期座談会の開催方法が変わります！

鮮度を保つために、冷蔵庫または野

０３ トピックス

菜室で保存し、最大でも２日程度で使

さとう さ え こ

▲鳥海地区：佐藤小枝子さん

い切りましょう。

葉先にツヤや張
りがあり、緑色が
鮮やかなものがお
いしいモロヘイヤ
の特徴です

モロヘイヤ

本誌１９ページに
「モロヘイヤ」を使ったレシピを
掲載しています！

本荘川まつり花火大会

稲作・畜産・担い手・園芸

今月の表紙

撮影地／西目選果場

７ 月２４日、組合員や地域の方々を対象に、第 ２ 回目の農業関連施設見
学会を開催しました。今回は、青果物基幹集出荷所や園芸メガ団地、花
き集出荷施設などを見学しました。
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秋期

組合員の皆さまとトコトン話し合う

経営基
盤の強
化
ＪＡ運
営への
参画

座談会の開催方法が変わります！
❶開 催 内 容 の
見直しを実施

組合員の皆さまとＪＡの今後の方向性や改善策などの将来を見据えた対話を行うために、
ＪＡ集落座談会の資料と案件の見直しを行いました。
組合員目線・ＪＡ目線で議題を提案し、課題や要望などを協議する場としての「集落座
談会」を開催してまいります。
令和元年度第１回集落座談会の開催場所・日時
などの詳細は、地区ごとにご案内いたします。

❷座談会の開催方法変更のポイント
旧座談会
資

会

内

新座談会

【メイン資料】地区ごとの協議事項等を掲載
【報告資料】全地区共通の報告事項を掲載

料

【冊子】
お知らせ事項を中心に掲載

構成の
見直し

場

【219ヶ所】
JA出席者が分散

ＪＡ出席者
の充実

容

【お知らせ中心】
別の機会に同様の説明を行う
ケース有

対話重視

将来のあるべき姿を描き、地区の課題などについて対話する
場に。
協議内容例：農業生産の拡大、地区の課題とその改善策等

Answer's（回答のみ）

フォロー
の強化

【メイン資料】【報告資料】に【協議経過報告】を加え発行。

終了後

❸新たな対話
機会の充実

開催場所を集約することで、ＪＡ側の説明・回答者（常勤役
員・地区選出理事・室部長級職員が中心）を充実させること
が可能。

【協議中心】

ＪＡでは、組合員の皆さまとの対話をより活性化するために「新たな仕組み」を充実させ
ております。集落座談会に併せ、ぜひご活用ください。

第四弾訪問先

４２件

面談件数（Ｈ３０実績）

３５０件

エリアごと開催箇所

５ ヶ所

農業融資専任渉外による訪問活動
対象：担い手農家等
継続中

継続中

園芸簡易経営診断面談会
対象：青果・花き農家

営農相談会
対象：ＪＡ管内生産者
ＮＥＷ

実施中

理事による担い手訪問ＰＲ活動
対象：担い手農家等

❹より良いＪＡ
運営のために

【47ヶ所】

訪問回数（Ｈ３０実績）

８８７回

ＪＡ秋田しんせいは、組合員の「思い・願い」を受け止め、 ５ 年後、１０年後も “元気
な組合員” “元気なＪＡ” であり続けるため、皆さまの声をＪＡの運営に反映してまいり
ます。

【お問い合わせ先】
経営管理部 経営企画課 ＴＥＬ ０１８４－２７－１６６１
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①

伝えよう！ つなげよう！

女性部では、一緒に地域を盛り

女性部活動に参加してみ
ませんか？

ＪＡ秋田しんせい女性部は管

上げてくれる女性部員を募集して

ＪＡ秋田しんせい女性部
について

地区に支部が存在し、

内の２市

る女性が集まって活動しています。

して、楽しく学習する組織です。

女性部は、ＪＡをよりどころと

います。

誰でも気軽に参加でき、メン
代から

同じ目的を持った仲間と一緒に、

バーは

世代がいます。

消に関わる活動、助けあい活動

活動内容は、食農教育や地産地

８０

がら活動しています。

気軽に女性部に参加して、毎日

活動の様子はＪＡ広報誌や農業

の生活を楽しみましょう！

の趣味、健康の維持向上のための

（ フ レ ミ ズ ）」 が あ り ま す 。 食 や

農業に関心のある女性が集まり、

農業技術の習得、農産物の加工、

料理教室や手芸教室などの活動を

イキイキとそれぞれの地域で行っ
ています。

ぜひご確認ください。

新聞などに掲載していますので、

歳まで）
４５

の 組 織 と し て、「 フ レ ッ シ ュ ミ ズ

若い世代（おおむね

フレッシュミズについて

んでいます。

運動、環境保全活動などに取り組

（ 高 齢 者 福 祉 ）、 料 理 や 手 芸 な ど

目的に向かって互いに支え合いな

代まで、幅広い

「食」や「農」、「くらし」に関心のあ

１１

３０

矢島地区

ＪＡ秋田しんせい女性部
矢島ロードレース協力
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部がつ

女性

ぐ
な

本荘地区

西目地区

東由利地区

域の輪

その他の活動

●ＪＡ役職員との意見交換会

女性部では、毎年ＪＡの役職員

との意見交換会を行っており、女

性の意見、要望をＪＡに伝えてい

ます。

●マイ箸・マイボトル運動

エコ活動の一環として、女性部

では割り箸やペットボトルを使わ

ず、マイ箸や水筒などを持参する

取り組みを行っています。

女性部活動に興味がある方

は、 本 店 営 農 振 興 課 ま た は、

各営農センター女性部担当ま

）１６０１

でご連絡ください。

・営農振興課

０１８４（

）２０１６

・北部営農センター

０１８４（

）２１２７

・中央部営農センター

０１８４（

）４７１２

・東部営農センター

０１８４（

）３１６０

・西部営農センター

０１８４（
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２７

６５

２２

５５

３２

手芸講習会（染物）
料理講習会

青空市
直売所
寄せ植え講習会
料理講習会

鳥海地区
地域の
活性化
くらし
の向上
で活性
化

象潟地区

ちゃぐりん わくわく講座

地
ＪＡ女性部まつり

由利地区
金浦地区

岩城地区
大内地区
仁賀保地区

青空市
料理講習会
高校生への料理教室

②
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１１

最優秀に（株）たかはし畜産
由利畜産共進会
岩城

足を運んでみませんか？
ＪＡ女性部青空市
北部エリア

ＪＡ女性部岩城支部は７月

日、

天鷺村正門前で青空市を開催しま
した。

青空市には、収穫したばかりの新

鮮な野菜のほか、漬け物や笹巻など

の加工品が並びました。訪れた買い物

客は、安 く て 新 鮮 な 商 品 を 買 い 求 め 、

日、８

月までの間、毎月２、
時

分まで開催する予

西目小がＪＡ施設を見学
「食糧生産を支える人々」学ぶ
中央部エリア 本荘

西目小学校は７月９日、社会科
「食糧生産を支える人々」の学習の
一環としてＪＡの農業関連施設など
を訪問しました。５年生 名が、Ｊ
Ａの農業に関わる役割や業務内容に
ついて学習。
児童は、本荘カントリーエレベー
ターや中央農機センター、あきた総
合家畜市場を訪れ、中央部営農セン
ターの職員から施設の構造や業務の
流れについて説明を受けました。
解説を担当したＪＡ職員は「今回
の学習を通して、農業の担い手が
育ってくれたら嬉しい」と話しました。

地域の
活性化
食と農
を通じ
て活性
化

地域の
活性化
食と農
を通じ
て活性
化

１１

地域住民や女性部員と交流していま
した。
青空市は
分から

３０

定です。ぜひ、お立ち寄りください。

時

３回開催されます。８月は

１１

１０

２２

６０

▲新鮮な野菜や加工品が並ぶ青空市

▲本荘カントリーエレベーターの仕組みを学ぶ児童たち

３０

術の向上を図り、本地域の畜産の
レベルアップにつなげていきた
い」と話しました。
その他の表彰者は左記の通り
です。
▼部門別団体賞
肉用牛の部
優勝＝東 部 支 部
乳用牛の部
優勝＝にかほ支部
▼団体総合成績
優勝＝東 部 支 部
▼乳牛特別賞
土 田 牧 場（仁賀保）

▲最優秀賞を受賞した㈱たかはし畜産

営農生活部

６９ ４９

第 回由利畜産共進会が７月６
日、あきた総合家畜市場で開催さ
れました。ＪＡ管内からは、肉用
牛 頭（繁殖 、肥育 ）と乳用
牛９頭の合計 頭が出品され、肉
用牛と乳用牛の骨格や体型を競い
合いました。
全優等賞の中から最優秀賞が選
ばれ、東由利地区の
（株）
たかはし
畜産の育成牛が輝きました。
ＪＡ畜産振興課の村上康浩課長
は「今大会は、体積十分で資質良
好なものが多く見られた。令和４
年に行われる全国共進会に向け、
関係機関と連携しながら、飼育技

▲ＪＡ管内から多くの牛が出品されました

２１

６０
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優勝目指し元気にプレー
年金友の会ゲートボール大会
象潟

作って楽しい 見てキレイ
ハーバリウム作り体験
西部エリア

７月 日、ＪＡ女性部象潟フレッ
シュ部はＪＡ象潟支店で親子手芸講
習会を開催しました。
親子がインテリアアイテムとして
人気のハーバリウム作りを体験。イ
ンストラクターの資格を持つ女性部
員が講師となり、作り方のポイント
や注意点などを解説し、色とりどり
のドライフラワーや木の実などを瓶
に入れて、思い思いのハーバリウム
を完成させました。
参加者の一人は「瓶の中に入れる
ときのバランスが難しかったが、楽
しく作れた」と笑顔で話しました。

地域の
活性化
くらし
の向上
で活性
化

地域の
活性化
食と農
を通じ
て活性
化

由利

▲ゲートに向かってナイスショット！

東部エリア
ＪＡ由利支店は７月 日、由利運
動公園で第 回年金友の会ゲート
ボール大会を開催しました。
大会には、６チーム 名の選手が
参加。日頃の練習の成果を発揮し、
白熱した試合を繰り広げました。
本大会は、 月に開催される組合
長杯ゲートボール大会の予選を兼ね
ており、年金友の会の行事として由
利地区では毎年７月に開催してい
ます。
熱戦を制して優勝したのは、五十
土・久保田集落の「長生クラブ」、
準優勝に「西沢なかよし」が輝きま
した。

▲オリジナルの作品づくりに取り組みました

▲渡辺さん（右から ２ 番目）から調理方法を学ぶ参加者

地産地消で農家応援
消費者に地元食材ＰＲ
営農生活部
２５

１９

３７

お米の魅力を再発見！
岩城小学校で出前授業
岩城

１７

２０

ＪＡは７月 日、地産地消を通し
てＪＡへの理解を深めてもらい農業
の応援団になってもらおうと、由利
本荘市文化交流館カダーレで「地産
地消実習研修会」を開催しました。
由利本荘市とにかほ市の消費者
名が参加し、地元食材を使った料理
を学びました。
の ど か
食育工房「農土香」の渡辺広子さ
んが講師となり、地元産のトマトや
ネギ、ジャガイモなどを使った料理
６品の調理方法などを説明。
参加者は「地域のおいしい食材を
再確認できた。また参加したい」と
話していました。
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北部エリア
１６

地域の
活性化
くらし
の向上
で活性
化

▲お米の品種や生産量について学びました

２３

１１

ＪＡは 日、岩城小学校の５年生
名を対象に、農業について学ぶ出
前授業を開催しました。
北部営農センターの土井剛課長が
先生となり、岩城地区農業の現状や
米作りの仕組み、日本の食料自給率
などについて、児童の質問に答えな
がら解説。
児童は「米を作るのには時間も手
間もかかることが分かった。感謝し
てご飯を食べたい」と話しました。
ＪＡでは、食と農への理解を深め
てもらうため、管内小学校へ食農教
室などを実施しています。
３９

地域の
活性化
食と農
を通じ
て活性
化

飼養技術を磨いて事業承継
求められる比内地鶏を育てたい

中央部エリア（本荘地区）

富樫

裕樹（とがし

昭和６０年 ８ 月１２日生まれ
専業農家

ゆうき）さん
３４歳

【経営面積】
水稲 １２㌶
比内地鶏（雛）６，０００羽
好きな言葉◉己の欲せざる所は人に施す勿れ
趣味◉サバイバルゲーム ボードゲーム ボルダリング
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と餌付けがうまくいかなかったり

るなど極端な温度になってしまう

配っています。暑すぎる、寒すぎ

です。

しまうことがあるため注意が必要

も、驚くと隅に集まって圧死して

に敏感で、ある程度成長してから

いながら飼育に臨んでいます。

する際に注目する点を教えてもら

つけられるよう、父の技術や観察

育雛場と育成場は以前からある

差があるため、丁寧な管理によっ

ヒナは個体ごとの成長度合いに

父から学びながら
実家では、祖父の代から採卵の
病気になってしまったりするため

の頃からエサやりなどを手伝って
小屋を使用していますが、環境整

て、均一な鶏に仕上げ、出荷でき

技術を磨いて

ために鶏を飼っており、私にとっ
重要なポイントです。

いたので、自然と後を継ぐことを

備に力を入れ、より使いやすく、

ヒナの変化をさらに細やかに見

て鶏は身近な生き物でした。学生

考えるようになりました。

ずは父の持つ飼養技術の全てを習

父は、私にとって先生です。ま

たときにやりがいを感じます。

改修しました。
飼育を開始してから

と思います！

得し、できることから頑張って、

きるようになり、個体差を減らす

にエサを食べたり水を飲んだりで

羽ずつに区分します。鶏が平等

で、ヒナを育成場に移動させます。

畜舎内の環境を丁寧に管理▶

求められる鶏を育成していきたい

▲改修して活用する育成場

この時、均一な大きさに育つよう

日齢ほど

ヒナがより快適に過ごせるように

いくすう

比内地鶏の育雛は、父親が補助
事業を利用して、平成元年からＪ
Ａ管内の農家さんと飼養期間を分

日齢まで

担する形で始めました。卵からか
えったヒナを、およそ
育てるのが私たちの仕事です。
年の 月。

父親が培ってきた技術を学びなが

ことにつながっています。

観察が大切

状態やエサの減り具合などをよく

ヒナはデリケートなので、糞の

直前の鶏を含め４０００羽。多い

欠かさず畜舎内を見回ります。

気付けるよう、朝・昼・晩と毎日

観察して、体調の変化にいち早く
で育てています。

時で６０００羽ほどのヒナを畜舎

現在育成しているヒナは、出荷

育成環境を整える

ら、
日々の飼養管理を行っています。

就農したのは平成

１７

また、比内地鶏は周囲の音など
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生後間もないヒナは気温に敏感
なため、畜舎内の温度管理に気を

▲元気にエサを食べるヒナ

１０

２５

２８

３０

本荘川まつり花火大会

５９
●
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５９ 本荘川まつり花火大会
●

回目を迎えた本荘川まつり花

夏の夜空に花開く
今回で
火大会。

全長１５０㍍のナイアガラやスターマ

インなど、約６０００発の花火が、緩や

かに流れる清流・子吉川に光を映しなが

ら夜空を彩ります。

来場者は、次々に打ち上がる花火に歓

声を上げながら、その美しさに見入って
いました。
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６９

の結果から、今年は斑点米カメム

７月のカメムシすくい取り調査

●カメムシ防除について

出穂期から登熟期は、多くの水

●出穂後の水管理について
を必要とする時期です。登熟を促
シ類の発生が多い傾向となってい

あきた総合家畜市場ニュース

渡辺 俊治
（東由利）

ます。

お問い合わせ

３ 諒太郎 安福久 百合茂 １２２㎝ ２９１日 ３７０㎏ １，０３２，４８０円

0184-27-1601

佐藤 宗市
（東由利）

進するために養分と水分の吸収・

営農生活部 畜産振興課
課長補佐 小野寺真人

２ 諒太郎 安福久 勝忠平 １２４㎝ ２８０日 ３６６㎏ １，０６７，０４０円

消費が多くなり、水分不足は葉色

畑山 吉基
（東由利）

防除の日程は、各地区の防除協

３ 美国桜 百合茂 安平照 １１４㎝ ２９７日 ３２２㎏

育素牛の導入が増えたこと、７月
市場から新規大口購買者が参入し
たことなどが価格上昇につながっ
たと考えられます。
管理については、今後暑さが本
格化すると夏バテになる牛が増え
るので、通気と換気を十分行い、
いつでも水が飲める環境を整備し
てください。特に子牛は脱水症状
になりやすいので、体調異常の早
期発見・治療で、事故が起きない
ように管理しましょう。

佐々木一郎
（矢 島）

議会から示されるものを確認し、

生産者

の低下や枯れ上がりの発生などの

１０，４００円

原因となります。

７８０，３８７円

個人防除を行う方は、一斉防除の

３２４㎏

たんすい

３１０頭

日間

計

水管理について、出穂後

合

日程に合わせて防除を実施してく

６，２８８円

は水深を５㌢～６㌢に保ち、湛水

８１７，１５２円

７月市場は、左表の通り前月対
比で雌、去勢ともに高値となりま
した。
例年、バーベキューや鍋物の需
要が増える夏場と年末は、肥育牛
の出荷頭数が多い反面、子牛市場
では上場頭数が少なく、子牛の市
場価格が平均よりも高い傾向にあ
ります。
また、夏場は枝肉共励会が開催
されるため、出品牛補充のため肥

３３６㎏

１回目にスタークル剤を使い、

１８０頭

ださい。

勢

２回目の防除を実施する場合はキ
ラップ剤を使用してください。

去

状態とするのが理想です。その後

度を超えるよう

日頃）
㌃当たり１０００倍

㌃当たり２０００倍

１０，３５８円

は、２㌢～３㌢ほどの浅水で間断
また、気温が

㌃当たり３㌕

●スタークル剤
（出穂後
粉剤
液剤

１５０㍑
㌃当たり３㌕

●キラップ剤
粉剤
液剤

１５０㍑

日（土）までは、草刈り

７２９，４８２円

かん水を行ってください。
な日は、可能であればかけ流しか
ん水で地温を下げ、根のストレス
を軽減しましょう。
●水の確保が難しい場合
水管理については、圃場の条件
や周囲の圃場への影響から、水の
確保が難しく、理想的な管理がで
きない場合があります。生産者同
士で水を分け合いながら、可能な

８月

●草刈り禁止期間について

３０９㎏

１０

範囲で最善の水管理をしていただ
くようお願いいたします。

禁止期間です。ただし、薬剤防除
後７日間以内であれば草刈り作業

１３０頭

お問い合わせ

0184-27-1601

は可能です。それ以外の草刈りは、

津
大庭
昇
安福久 １２５㎝ ２８９日 ３８８㎏ １，２８４，１２０円
重
（東由利）

美
照

１ 隆之国

前回対比

翔

長田

９月１日以降に行ってください。

２ 安福久 勝忠平 安平照 １１３㎝ ３０８日 ２７４㎏ １，０２１，６８０円

９５４，７２０円

生産者

価格

母の父 母の祖父 体高 日齢 体重

父

去勢

平均価格

米穀課
営農生活部

１０

拓
目)

齋藤
(西

幸 １１９㎝ ２９６日 ２８７㎏ １，１０４，８４０円

１ 安福久 百合茂 金

ＪＡ秋田しんせい管内ベスト ３
市場高値

価格
母の父 母の祖父 体高 日齢 体重
父
雌

平均体重

雌

頭 数
分
区

家畜市場成績
２０１９年 ７ 月 ９ 日

１０ １０

１０ １０
３１

３０
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担い手戦略室
農業経営発展セミナー開催
ＪＡ農業法人連絡協議会は７月
日、総会に併せて農業経営発展

参加者は、大規模経営体、基盤
整備大区画化圃場での今後の農業
第二部は、法人視察研修として

が目指す姿を共有しました。

案」と題し、リモートセンシング

田隆利部長が「ＩＣＴ農業の提

第一部は、ファームアイ
（株）
の山

セミナーは二部構成で行われ、

労働力確保、後継者育成、経営の

を受け、農家の課題となっている

の経営理念や経営状況などの説明

同法人の金持善雄代表から法人

ラツキを見える化。蓄積したデー

り、メモを取るなど積極的に研修

者は、同法人の組合員に質問した

菜や果樹の生育状況を視察。参加

また、現地で栽培されている野

した。

効率化などについて知識を深めま

大仙市協和の（農）なかむらを訪問。

0184-74-6020

▲圃場を見学しながら説明を受けました

タを利用した可変施肥により生育

することで圃場の地力や生育のバ

ドローンで撮影した写真を分析

の活用例などを説明しました。

セミナーを開催しました。

お問い合わせ

の均一化、圃場の生産性向上を図

▲リモートセンシングについて学びました

園芸

園芸販売課
エダマメについて

営農生活部 園芸販売課

未亜

0184-27-1601

お問い合わせ

空いた農地がある、定年後の野
菜栽培に興味のある方など、秋田
県でも力を入れているエダマメを
栽培してみませんか。
お気軽に最
寄りのＪＡ営
農センター、
または本店園
芸販売課まで
お問い合わせ
ください。

エダマメを栽培しませんか？

３．防除について
今年はカメムシとヨトウムシが
多く見られます。カメムシは豆を
直接吸害するため食味が悪くなり、
ヨトウムシは葉裏を食害し生長に
悪影響を及ぼします。
トレボン乳剤・カスケード乳剤
を使用し、防除を行ってください。

猪股

美咲

盛合

していました。

１０

担い手戦略室

れることなどを解説しました。

７５

１．当ＪＡの生産状況について
ＪＡ管内では現在、６名の生産
者が約７㌶で 種類のエダマメ栽
培に取り組んでいます。
特 に 「 あ き た ほ の か 」「 あ き た
香り五葉」は、秋田のブランド豆
として栽培に力を入れています。
作型は大きく分けて３種類。作
業時期・内容が異なるため、個人
の計画に合わせて作型の選択をし
ています。
２．作型ごとの特長
❶極早生品・早生
品種例：「一力」「グリーン 」
特 長：播種から収穫までの生
育期間が短く、早期に
出荷が可能なため高単
価が期待できる。
❷中早生・中生
品種例：「湯あがり娘」
特 長：需要期であるお盆前に
出荷最盛期を合わせる
ことで高単価が期待で
きる。
❸中晩生・晩生
品種例：「 あ
 き た ほ の か 」「 あ
きた香り五葉」
特 長：播種
 から収穫までの生
育期間が長く、収穫量
が多い。秋田県品種は
食味が良く市場評価が
高い。
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１１

生きがいづくりで
地域の活性化を図ります。

知ってほしい！ＪＡが頑張っているこんなコト

ＪＡ自己改革への挑戦

ＪＡ秋田しんせい自己改革の取り組み⑲

これから年金を受給されるあなたへ

年金友の会会員になりませんか？

Ｑ

年金友の会とは
どんな取り組みですか？

地域の
活性化
くらし
の向上
で活性
化

Ａ

年金友の会では、会員の皆さまで利用できる各種イ
ベントや特典を企画・開催しております。年金受取
口座をＪＡに指定いただくことで、会員になれます。

金融課 課長

佐々木利嗣

❶各種イベント開催

❷年金友の会会員になりませんか？

ＪＡで年金をお受け取りいただく（年金友の会会
員になる）と、管内、各地区で行われるさまざまな
イベントに参加することができます。

年金友の会会員は平成３０年に１６，００８名となりまし
た。左記のイベントにご興味のある方はぜひ、年金
友の会に加入してみませんか？

■グラウンドゴルフ・パークゴルフ・ゲートボール大会
（平成３０年度）

年金友の会会員数

グラウンドゴルフ大会の成績
優秀者は秋田県大会に出場でき
ます！

273 名が参加

■のど自慢大会（平成３０年度）
地域ののど自慢が集合！優勝
者はＪＡまつりで歌声を披露し
ていただいています！

３４ 組が参加

■年金友の会総会（平成３０年度）

各地区での総会では、歌謡
ショーなどのアトラクションを
お楽しみいただけます。

2,200 名が参加

１６，０００名
突破 ！

16,200
16,000
15,800
15,600
15,400
15,200
15,000

H26

H27

❸まだまだあります！

H28

H29

H30

素敵な特典

■年金受取口座のご指定で記念品プレゼント！
■年金友の会会員証提示で優待サービス！
県内約１７０（管内３１）の提携施設で割引やプレゼ
ントなどの優待サービスを受けられます！
■定期貯金・定期積金が特別金利にてご契約いただ
けます！
詳しくはお近くの支店まで。お気軽にご相談く
ださい！

【トップメッセージ】
各種イベントを開催することで会員相互の親睦を図り、イキイキと安心し
て暮らせる地域づくりを応援してまいります。

代表理事組合長

小松

忠彦
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ネッ
ト

全力野球でつかめ頂点！

尾崎野球スポーツ少年団
（本荘地区）

尾崎野球スポーツ少年団は、 ２ 年生から ６ 年
生までの２５名が所属しています。
団員は、「元気を出して一生懸命！」をモッ
トーに日々の練習に励んでおり、コーチと保護
者の方々が協力してサポート！ 週末には練習
試合を行うなど実戦を交えながら技術を鍛えて
います。
各新人戦や ９ 月に開催されるＪＡ共済学童野
球大会での勝利を目指して、全力野球で頑張っ
ています！

▲気合い十分☆

目指すは優勝！

元気いっぱいに演奏をお届け♪

平沢小学校吹奏楽部

（仁賀保地区）

平沢小学校吹奏楽部は、 ４ 年生から ６ 年生まで
の２３名が所属し、週に ４ 回練習をしています。
７ 月２２日に行われた １ 学期の終業式では、全校
生徒の前で演奏を披露。練習で培った息の合った
ハーモニーを元気いっぱいに奏でました。
今後は、１０月にある「にかほ市民文化祭」や１１
月に行われる吹奏楽連盟主催の演奏会へ向け、部
▲楽しみながら練習している部員の皆さん

員一丸となって演奏技術を磨きます！

「絆」に関する写真・イラストを募集します！
「絆」をテーマとした家族、友人、仲間との写真やイラストを大募集！日常生活や地域の活動などジャンルは問いません。

投稿する写真またはイラストの説明文と住所、郵便番号、氏名、ペンネーム（ご希望の方)、連絡先を添えてご提供
ください。掲載された方には、JA全国共通商品券をプレゼントいたします。
また、まだまだ使用できる農業用機械や資材などを売りたい方、買いたい方の情報もご紹介しますので、ぜひご連
絡ください。売りたい方については、取材にお伺いいたします。

● 応募先 〒015-8538 由利本荘市荒町字塒台1-1 JA秋田しんせい広報誌 絆コーナー 行き E-mail kouhou@akita-shinsei.or.jp
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いました。

☆ぴあサロン『ホッとひといき』

『ホッとひといき』は、がん治

で休憩できます

ンの様子は、病院ホームページや

療 中 の 患 者 様 よ り、「 が ん 患 者 が

院外サロンを含め、毎月のサロ

院内の各所に掲示しておりますの

休憩したり、がん患者同士で語ら

平成

年に開設しました。さらに、

う場所がほしい」との要望から、

でぜひご覧ください。
サロンは、参加者の方々からご
意見やご要望をいただきながら、

１２月１０日（火）

認知症看護認定看護師

認知症高齢者のがんの痛みのケア

１ 月１４日（火）

医療ソーシャルワーカー 医療費と社会資源について

２ 月１８日（火）

緩和ケア認定看護師

３ 月１０日（火）

理学療法士・作業療法士 リンパ浮腫について

得て、支え合いの心が生まれる貴

由利本荘市中央図書館より出張図

がん治療と口腔ケア

がん相談支援センターを

より心が和む場の提供を目指して

書 館 と し て、「 ホ ッ と ひ と い き ぶ

歯科口腔外科医師

時となっておりますので、が

談室にお声かけください。

ん相談支援センターや入院支援相

ら

ります。利用時間は、平日９時か

隣の入院支援相談室内、右奥にな

場所は、がん相談支援センター

出しも可能です。

んこ」も併設しており、本の貸し

いきたいと思っております。

１１月１２日（火）

重な場になっております。

された皆さまへ光が届きますよう

がん治療中の食事について

ご存知ですか？
☆どんなことでもご相談ください

にという願いが込められています。

管理栄養士

『おひさま』の名称には、参加

由利組合総合病院には、地域が

分間、当院の多職種が講師になり

時から

援センター」があります。患者さ

学習会を行い、午後は参加者が語

毎月、第２火曜日に

んやご家族のほか、地域の方々は

り合う場として茶話会を開催して

日にアクアパル

２９

１６

ん診療病院として、「がん相談支

どなたでも無料でご利用いただけ

おります。

で開催しました。

ひさま』を５月

また、年一回の院外サロン『お

ます。がんの診断から治療、その
後の療養生活、さらにお仕事のこ
となど、社会復帰に関して疑問や
不安を感じたときは、おひとりで

「がんと共に生きる」と題し、
療養中の患者様より「がんはこわ

悩まずにお気軽に立ち寄ってご相
談ください。

くない」というテーマで講演して
いただきました。その後、参加者

☆毎月
 サロン『おひさま』を開催
しております

が語り合う茶話会を開催しました。

つらい症状をやわらげるための工夫
１０月 ８ 日（火）

（Kazuko Uchiya）

３０

サロンは、がん体験者同士が思

９ 月１０日（火） がん化学療法看護認定看護師 治療生活中も自分らしさを保つ方法

打矢 和子
主任

お忙しい中ご参加ありがとうござ

２０１９年度サロン『おひさま』年間計画

由利組合総合病院
がん相談支援センター
がん看護専門看護師

１１

いを語り合うことで癒しの時間を

がんの痛みのコントロール
薬剤師
８ 月２０日（火）

２５
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ＪＡグループがすすめる、
体と心を支える食の大切さ、
国産・地元産
農畜産物の豊かさ、それを生み出す農業の価値を伝え、国産・地元
産農畜産物と日本の農業のファンになっていただこうという運動です。

モロヘイヤ
モロヘイヤは栄養豊富な野菜です。特

にβカロテンを多く含んでおり、抗酸化

作用により老化防止やがんの予防などに

こつそしょうしょう

効果が期待できます。

また、止血効果や骨粗鬆症を予防する

ビタミンＫや、疲労回復に効果があるビ

タミンＢ１・Ｂ２などのビタミン類も豊

富に含まれています。

鳥海地区
さとう さ

え

こ

佐藤小枝子さん

暑い夏にぴったりのさっぱり
としたサラダです。ぜひ作っ
てみてください。

モロヘイヤときゅうりのツナサラダ

すりおろした無
臭ニンニクやオ
クラ、ネギなど
を入れてもおい
しいです
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◉材料（ ２ 人分）

◉作り方

モロヘイヤ… １ 束（１００㌘）
キュウリ………… ２ ～ ３ 本
ニンジン………………少々
シーチキン…………… １ 缶
ごま油……………大さじ １
鶏がらスープ……小さじ ２
しょうゆ……大さじ ２ ～ ３
塩………………………適量

①モロヘイヤを １ 分ほど茹で、包丁で細
くみじん切りにしてから叩き、粘り気
を出す。
②ニンジンは千切りにし、塩を入れて
さっと茹でる。
③キュウリを塩少々で板ずりして、薄切
りにする。
④モロヘイヤ、キュウリ、ニンジン、油
をきったシーチキンと調味料を入れ、
混ぜ合わせて出来上がり。

年目に突入。悪戦

畑山津美子 さん

が家の畑は野菜でいっぱい
です。
代

東由利
………………………………
収穫期を迎えた畑の野菜
が朝露の中に輝いていま
す。ミニトマトは赤く、ナ

私の一人畑作も
苦闘の連続。その果て、キュウリの
スは藍色に、ピーマンは爽

だったのでしょう…対策を立て、次

（とてもおいしいキュウリとナス
武内千誠子 さん

本荘

ワーを毎日ありがと う！
代

を待っています。癒しとパ

やかな新緑に染まり、出番

代

初収穫はハクビシンに、ナスはカラ
清少納言 さん

こそはいっぱい収穫しましょう！

金浦

スに。トホホ…めげていられません。

１１

カボチャやスイカ、夕顔、ツルムラ

もうすぐ収穫できるエダマメなど。

ト、キャベツ、ハクサイ、セロリ、

数十本単位で育てているナスやトマ

…………………………………………

な）

ます。

材料をそろえて作ってみようと思い

リー寄せ」は涼しげでいいですね。

ています。７月号の「彩り野菜のゼ

毎回「食のおはなし」を楽しみにし

………………………………

…………………………

代
由利

おでぶな姫 さん

サキなどは「手々」伸ばし放題。我

今年から畑作りデ
ビューしました。まだ
まだ分からないことだ
らけで、周りの皆さん
に教えていただいてい
ます。ですが、自家製
野菜をにんまりしなが
ら食卓に乗せる幸せ♡
噛みしめています！
ひーばぁば さん

仁賀保

代

枝豆はいつ食べてもおいし

かったのが懐かしい。

遠藤美知子 さん

………………………………

本荘

最近は天気が悪くてキュウ

リも高いとテレビで言って

いました。私の家ではキュ

ウリがいっぱい生って、お

代

腹がすくとキュウリ一本か

じって食べています。

きゅうり さん

仁賀保

植えを見かけました。隣にいた女性

先日店先で、黄緑色のあじさいの鉢

…………………………………………

西目

ちはすっきり。梅雨前ですっきり…。

くり数万円はいたかったけど、気持

代
が「自分の所のあじさいは昨年ピン

象潟

代

どが多く、とても目に鮮やかですね。

記憶がありませんが…今は色や形な

まりいろんな色のあじさいがあった

片ずけバアバ さん
クの花を咲かせたけど、今年は青

てもキレイですね。子どもの頃はあ

「旅するフォトグラフ」
のあじさいと

うずしお さん

で話し合いました。
象潟

さん

（雨露に濡れたあじさいはとてもキ

３人の孫のばあば

レイでした。ぜひ、来年は足を運ん

でみてください！り）

我が家で採れた梅で、梅干しを漬け

…………………………………………

てみました。出来上がりが楽しみ

代

今は一応作れるようにはなっていま
と思います。
…………………………………………

です。

桔梗 さん

今年も枝豆を植えてみましたが、生

本荘

代

長が悪いです。このままだと食べら

梅干しバーあ さん
れるかどうか？ 実家の母が作った

西目

たなぁ！

すが、ちゃんと聞いておけばよかっ

母は笹巻き作りがとても上手でした。

…………………………………………

代

来年は黄緑じゃないかもね、と二人

だったの。肥料の影響かしら」と話

とても元気！

していて、それではこのあじさい、

んと畳替えをします。へそ

え。洋間も、夏はじゅうた

昨日から今日と家中の畳替

………………………………

Ｐ．Ｎ

６０

６０

４０

７０

６０

７０

代

！！

６０

…………………………

Ｐ．Ｎ

５０

Ｐ．Ｎ

暑い日が続いてい
ますが、今年はひ
ま
わりの花がとても
元気！ お日様の
おか
げでしょうか。風
で倒れたりしない
よう、
穏やかなお天気を
期待したいです。
岩城 Ｐ．Ｎ あずき
アイスさん
５０代
６０

６０
５０

Ｐ．Ｎ

６０

好
トウモロコシ…大
スイカ、メロン、
ま
き
て
し
場
いよいよ登
きな果物・野菜が
ね。
した。嬉しいです
３０代
ん
金浦 Ｐ．Ｎ 姫さ

Ｐ．Ｎ

Ｐ．Ｎ

Ｐ．Ｎ

Ｐ．Ｎ

Ｐ．Ｎ

大好きな…
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タテ、ヨコのカギを解いて、
Ａ～Ｅの文字を並べて、
言葉にしてください。

タテのカギ

ヨコのカギ

０５
０７

０２
０３
０４
０６
０９
１０

０２

応募方法（おはがき・ＦＡＸ・Ｅメールで）

０８
０９
１１

◎パズルの答え、お名前、ペンネーム（ご希望の方）、住所、
電話番号、年齢をご記入の上、下記までご応募ください。
◎意見、要望や身近にあったできごと情報などをお寄せく
ださい。「ほっと．こむ」でご紹介させていただきます。

１２
１４
１５
１６

応募締切り 令和元年 ８ 月２３日（金）当日消印有効
応募先

１７

〒０１５－８５３８ 由利本荘市荒町字塒台１－１
ＪＡ秋田しんせい 広報係
ＦＡＸ：０１８４－２７－１６６２
Ｅメール：kouhou@akita-shinsei.or.jp

賞品

特別賞として、 １ 名様に地産地消商品を、
１０名様にＪＡ全国共通商品券（２，０００円分）
を差し上げます。

発表

当選者は ９ 月号で発表します。

※皆さまからいただいた個人情報については、厳重に管理するとともに、
ご応募・ご投稿の目的以外では使用いたしません。

夏休みの最終日に慌てて片付ける
子もいます
酒のお供です
建具の滑りを良くするために敷居
に塗ることも
脂──、糖──、タンパク──
野球のピッチャーが登る所
その人が住んでいる所。彼は──
の名士だ
ロケットが飛び立つ先
鶴と並んでめでたい生き物
芝居の最後に下ろす物
上野動物園生まれのシャンシャン
は何の動物？
イチゴ味やメロン味のシロップを
掛けて食べます。パッピンスやハ
ロハロもこの一種

７

月号のこたえ

０１

１１
１３
１４
１６

令和元年は ８ 月 ８ 日。暦の上では
もう秋です
日焼けした後にできることも
彼女の料理の腕前は──はだしだ
アップの反対語です
竹や梅と並んでめでたい植物
こすれてすり減ること
五輪で ３ 位の選手の首に掛けられ
ます
辞書で四字──の意味を調べた
おこわを竹の皮でくるんだ中華
──
握りずしを数えるときに使う言葉
フランスの首都。花の都といわれ
ます

正解は

ブ ル ー ベ リ ー でした。

◆特別賞（地産地消商品）
今野 猛次さん （矢 島）
◆ＪＡ全国共通商品券（２，０００円分）
加藤アヤ子さん （由 利）
小松 仁子さん （象 潟）
佐藤 由花さん （鳥 海）
Ｐ．Ｎ 腹出たよさん （西 目）
Ｐ．Ｎ 八塩山のわらびっこさん （東由利）
高野
初さん （岩 城）
Ｐ．Ｎ かぼちゃ大好きさん （大 内）
遠藤 秀子さん （本 荘）
◇応募総数 １１４通 佐々木優子さん （金 浦）
Ｐ．Ｎ リリーさん （仁賀保）

■ ７ 月の注目記事

人材確保 課題に
（７／２６付 一面）

電話

□トピックス □クローズアップ① □クローズアップ②
□エリアニュース □農業の現場から
□旅するフォトグラフ □営農生活情報
□ＪＡ自己改革への挑戦 □絆.net □健康ガイド
□食のおはなし □ほっと．こむ □ふく散歩
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農水省は２５日、条件不利地への支援
策となる「中山間地域等直接支払制
度」の第４期対策（２０１５～１９年度）の最終評価
の素案を示した。２０年度から始まる第 ５ 期対策
に向け、同制度が生み出す効果を継続するため、
後継者や外部人材の確保などを課題に挙げた他、
担い手への農地集積やスマート農業導入による
生産性向上を掲げた。農家らが安心して営農活動を続けられる
よう、交付金返還措置の一層の見直しなどの検討も提起した。
■ＪＡ秋田しんせいの記事も載っています！
７／１５ 絵巻きずし作り 親子楽しく体験
７／１８ かかしで地域一体 ７／１９ 集落営農の経理簡単に
７／２４ 農事組合法人の先進事例を紹介 …ほか
購読のお申し込みは最寄りのＪＡ支店まで。

食と農に携わるすべての人に。国内唯一の日刊農業専門紙 １ヵ月2,623円(税込)
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行事予定

8

AUGUST

１６日（金） 秋田県生産者大会
２３日（金） 理事会

9

SEPTEMBER

７ 日（土） ＪＡまつり２０１９
１０日（火） あきた総合家畜市場
２６日（木） 理事会
※行事予定は変更となる場合がございます。

大産直祭り 岩城産直会２０周年記念
場所：道の駅 岩城 産直店にて
時間：令和元年 ９ 月１４日（土）・１５日（日）
９ 時３０分～１４時３０分
特典：
１，０００円以上お買い上げのお客様へ
＊粗品進呈
＊更にポイント ２ 倍
※テント村もあります！！

理事会報告
第３０４回

理事会

議事
議案第 １ 号
議案第 ２ 号
議案第 ３ 号
議案第 ４ 号
議案第 ５ 号
議案第 ６ 号
議案第 ７ 号
議案第 ８ 号
議案第 ９ 号
議案第１０号
議案第１１号
議案第１２号
議案第１３号
議案第１４号

開催日：令和元年 ７ 月２６日（金）

理事会規程の一部変更について
職員給与規程の一部変更について
農産物検査業務規程の一部変更について
米穀共同計算委員会委員の選任について
令和元年産米集荷・買入方針について
令和元年産民間流通米集荷推進運動要領の設定について
個人情報保護統括管理者の選任について
情報セキュリティ統括管理者の選任について
コンプライアンスマニュアルの一部変更について
事務リスク管理規程の一部変更について
マネロンガイドラインとのギャップ分析について
固定資産の取得について
固定資産の処分及び売買契約について
ディスクロージャー誌について

ＪＡ秋田しんせい概況
令和元年 ６ 月３０日現在
正 組 合 員 数／
１０，７２８人
准 組 合 員 数／
９，０６４人
出
資
金／ ５３億８，８７４万円
貯
金／１，５０３億５，７０１万円
貸
付
金／ ３４４億３，８２３万円
長期共済保有高／４，０２０億９，１２１万円
購 買 供 給 高／ １１億７，２１０万円

販
売
高／
（う ち 野 菜）／
（うち花き・花木）／
（うち林産物）／
（うち畜産物）／

６億４，１６６万円
１億２５１万円
１，６０７万円
１，６７３万円
５億６３２万円

秋田しんせい農業協同組合 職員募集要項
【大学・短大・専門学校・高校】

令和 2 年度
（令和 2 年 4 月 1 日採用）
正職員を下記のとおり募集します。
1 ．採用職種・人数

本組合における業務全般､福祉関係､農業機械技術職 若干名

2 ．勤務先及び待遇

本組合の本・支店等に勤務し、待遇については就業規則、職
員給与規程による。

3 ．応

高校卒業以上の学歴を有する者（令和 2 年 3 月卒業見込み者
を含む）で、令和 2 年 4 月 1 日現在で35歳以下の者。

募

資

格

※ただし、農業機械技術職については、経験者を優遇するものとし、高校卒業以上
の学歴を有する者で、令和 2 年 4 月 1 日現在で45歳以下の者。

4 ．提

出

書

類

⑴履歴書（当組合所定の様式）

1通

⑵卒業見込み証明書または卒業証明書

1通

当組合の本・支店窓口に準備してあります。また、当組合ホームページか
らダウンロードできます。(http://www.akita-shinsei.or.jp/）履歴書に
は 3 ヶ月以内に撮影した写真（上半身）を貼付し、Ａ 3 版で提出すること。

（既卒者は卒業証書の写しでも可）
⑶成績証明書（新卒者のみ、既卒者は不要）
1通
※ただし､高等学校卒業見込者については､全国高等学校統一用紙で可とする。
なお、採用内定後、健康診断書をご提出いただきます。診断書の結果によっては、
採用できない場合もありますので、
ご了承ください。

5 ．応 募 受 付 期 間

令和元年 9 月 5 日(木)から 9 月13日(金)

6 ．試験方法・日程

⑴提出書類の審査を行い、適格と認めた者に受験案内を交付
する。
⑵第一次試験 一般教養試験、小論文(作文）

※郵送の場合も含め、期間内に総務部人事課に応募書類が必着のこと。

試験日は受験案内に記載する。
（ 9 月下旬を予定）

⑶第二次試験

面接試験

⑷試 験 会 場

本組合

一次試験合格者に対し10月中旬に実施する。

7 ．応 募 申 込 先

本店 2 階

会議室

〒015 8538 秋田県由利本荘市荒町字塒台 1 番地 1
秋田しんせい農業協同組合 総務部 人事課
TEL 0184 27 1661

詳細はＪＡホームページでご確認ください
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8
女性部員が先生に！

由利小で出前授業

日に由利小学校で

こんにちは、ふくちゃんです。

今回は、７月

開催された、ＪＡ出前授業に行っ

てきたよ。

ＪＡ秋田しんせい女性部の正木

みえ子さんが先生役になって、由

利小５年生のみんなに農業や自然

の大切さについて授業したんだ。

みんなは、田んぼや森が洪水を

防ぐ役割をもっていたり、土にた

農業は食べ物を作る

くさん微生物がいるのを知って

ビックリ！

だけじゃなくて、生き物を育てた

り、環境を守っていることを学ん

だよ。

フードロスの問題など、食べ物の

大切さも勉強したんだ。

みんなが食や農業、環境につい

秋田県由利本荘市荒町字塒台１－１ 〒０１５－８５３８
TEL：０１８４－２７－１６６１ FAX：０１８４－２７－１６６２

て興味を持ってくれたら嬉しい

な！

発行●秋田しんせい農業協同組合

編集●経営管理部 経営企画課

そのほかにも、食糧自給率や

ＪＡ秋田しんせい広報誌

［ウインズ］№２６９

２２

69

金融移動店舗車（ふれあいちょきんぎょ号）令和元年 ９ 月の運行日程について
営業時間
日程

９ ：３０ ～ １２：００

１３：３０ ～ １５：００

営業時間
日程

９ ：３０ ～ １２：００

１３：３０ ～ １５：００

※当広報誌に掲載している個人情報などは、利用目的以外は一切使用しません。
※広報誌「ウインズ」に掲載されている記事・写真の無断使用はご遠慮ください。
印刷／㈱全農ビジネスサポート秋田支店

２ 日 月 旧ＪＡ石沢 旧ＪＡ西滝沢 旧ＪＡ内越 Ａコープ前郷

１７日 火 松ヶ崎公民館 中直根地区 亀田出張所 旧Ａコープ伏見

３ 日 火 松ヶ崎公民館 中直根地区 亀田出張所 西滝沢駅前

１８日 水 旧ＪＡ内越 旧ＪＡ玉米 旧ＪＡ石沢 旧 Ｊ Ａ 蔵

４ 日 水 旧ＪＡ内越 旧ＪＡ玉米 旧ＪＡ石沢 旧ＪＡ大琴

１９日 木 亀田出張所 旧ＪＡ上浜 松ヶ崎公民館 小砂川地区

５ 日 木 亀田出張所 旧ＪＡ上浜 松ヶ崎公民館 小砂川地区

２０日 金 旧ＪＡ上郷

６ 日 金 旧ＪＡ上郷

２４日 火 松ヶ崎公民館 旧ＪＡ小出 亀田出張所 院内診療所

９ 日 月 旧ＪＡ石沢 下川大内出張所 旧ＪＡ内越 旧ＪＡ小関川

２５日 水 旧ＪＡ内越 鮎 川 駅 前 旧ＪＡ石沢 Ａコープ前郷

１０日 火 松ヶ崎公民館 旧ＪＡ小出 亀田出張所 大 竹 地 区

２６日 木 亀田出張所 いわもと会館 松ヶ崎公民館 ＪＲ亀田駅前

１１日 水 旧ＪＡ内越 鮎 川 駅 前 旧ＪＡ石沢 Ａコープ前郷

２７日 金 旧ＪＡ上郷

１２日 木 亀田出張所 いわもと会館 松ヶ崎公民館 ＪＲ亀田駅前

３０日 月 旧ＪＡ石沢 旧ＪＡ西 滝 沢 旧ＪＡ内越 Ａコープ前郷

１３日 金 旧ＪＡ上郷

