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ＪＡグループ秋田キャッチフレーズ
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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！

味噌

本誌１９ページに
「味噌」を使ったレシピを
掲載しています！

牛舎の守りネコ！？・フラダンスで豊かな表現を届ける

０９ 地産地消レポート

エプロン惣菜

味噌は、大豆に塩と麹を加えて作る

０８ 絆 . net

発酵食品です。地域や種類の違いに

感謝の気持ちをプレゼント♥ バレンタイン感謝デー ほか

よって、赤味噌、白味噌、合わせ味噌

０６ エリアニュース

などと区別されます。

ＪＡと考える新生活 ＮＥＷ ＬＩＦＥ－２０２０－

ＪＡ女性部では、小学校への出前授

０４ クローズアップ

業で児童の皆さんと味噌が出来上がる

第４４回「ごはん・お米とわたし」作文・図画コンクール

までを学ぶ「味噌づくり体験」などを

０３ トピックス

実施しています。

赤味噌は熟成期間が長
く、塩分濃度が高くてコ
クがあり、白味噌は塩分
濃度が低く麹の糖分で甘
いんだよ！

１６ ＪＡ自己改革への挑戦
１７ ＪＡくらしの活動
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

今月の表紙

１２ 旅するフォトグラフ

２ 月２８日撮影。にかほ市象潟地区で紅梅が咲き始めていました。今年
は暖冬の影響で例年より早く開花したそうです。つぼみが大きく膨らん
だ姿に春の訪れを感じます。

工藤

一磨さん

先手を打つ対策で品質向上目指す

１４ 営農生活情報

金浦地区

掛魚まつり

稲作・畜産・営農振興・園芸

撮影地／象潟地区
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第４４回
！
続入賞
３年連
ます！「ごはん・お米とわたし」
ござい
う
と
おめで
作文・図画コンクール
み

こ

岩城小 山崎 美心さん入賞 ！
ＪＡグループが開催している「ごはん・お米とわたし」作文・図画コンクールは、稲作農業の多面的機能と、
お米・ごはん食の重要性を広く周知するために行われています。令和元年度は、全国から作文部門に５０，６６０点、
図画部門に６０，７６７点の応募が寄せられました。ＪＡ秋田しんせい管内からは、岩城小学校 ６ 年生の山崎美心さん
が図画部門で入賞いたしました。 ２ 月 ５ 日、ＪＡ本店で授与式を行いましたので併せてご紹介いたします。

図画部門２部

コ コがスゴイ！
ブラシを指などで弾くスパッタリングと呼ばれる絵画技法を使い、
散布されている農薬の様子を表現。無人ヘリの風圧で稲がなびく様
子も丁寧に描写されています。

優秀賞
題名「航空防除」

組 合長から賞状と副賞を手渡しました
ＪＡから色鉛筆をプレゼント▶

無人ヘリの細部を
丁寧に描くのを
頑張りました！

作 品はホームページやＪＡ本店でご覧いただけます
「ごはん・お米とわたし」作文・図画コンクールの優秀作品
は、ホームページや本店特設コーナーにてご覧いただけます。
■全国コンクールの優秀作品
「ＪＡグループホームページ」https://ja-group.jp/
■秋田県コンクールの優秀作品
「ＪＡ秋田中央会」http://ja-akita.or.jp/

柱

⬆
特設コーナー

自動ドア

自動ドア

総務部・経営管理部

ホール

本荘中央支店→
正面玄関

▲美心さん（㊥）のお父さん（㊨）も駆けつけてくれました
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▲本店に特設展示コーナーを設置

▲本店特設コーナーＭＡＰ

突然の事故に備える！

「くるま」

に関する保障

「共済」を考える

「共済」とは、「互いに助け合
う」、「お互いにお金を出し合って
何かをする」といった意味を持ち、
誰かが困ったときに、加入者が全体
で助ける仕組みです。

こんなときのために必要
車の事故による賠償やご自身とご家族のケガ、
修理費用に備える…等
例えば…
自動車共済

クルマスター

万一に備えて拠出し
て「協同」の財産に

共済掛金

あなたのカーライフを
しっかりサポート！

ＪＡ共済

割戻金
剰余が出たら加
入者に戻す

・お車を購入される予定の方

・軽トラ・トラクター購入

自然災害が深刻化していま
す。万が一のとき、どのぐ
らい備えが必要か知ってい
ますか？ 保障の点検をし
てみましょう

・ＪＡ共済以外にご加入の方

20－

・家族のために

LIFE

・保障の見直しが大切

・自然災害に備える

る新生活

組合員

共済金
加入者

病気などになっ
た場合、共済金
が支払われる

ＪＡでは、自動車共済の保障
点検・お見積りキャンペーン
実施中！ 皆さまのお考えに
合った保障をライフアドバイ
ザーがご案内します

レンジする皆さん
「できること」を
ました。

自然災害に安心の備えを！

「いえ」に

関する保障

こんなときのために必要
火災や台風だけでなく、地震にも、ケガにも
しっかり備える…等
例えば…
建物更生共済
建物更生共済

むてきプラス
Ｍｙ家財プラス

自然災害も保障！
請求時は支店職員が細やか
にお手伝いいたします。修
理前にご相談ください！

既契約者の声
１ 月に凍結により水道管が壊れ、
ＪＡに相談すると、むてきプラス
では、水道管の凍結損害も保障さ
れると知りビックリ！ 保障を新
しくしておいてよかったです。Ｊ
Ａの職員がすぐに来てくれてとて
も安心でした。

由利地区
Ｋ．Ｋ さん
［１９０５４３４０１２５］
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生活にひそむリスク！ 一緒に考えませんか
ＪＡでは、「万一」「医療」「がん」
「就労不能」「介護」「老後」「学
資」の保障分野を自在に組み合わ
せ、あなたにぴったりの保障がデ
ザインできる「なないろデザイ
ン」をご用意しています。

「ひと」に

関する保障

こんなときのために必要
就職したとき、結婚したとき、お子さまが誕生した
ときなど、ライフステージの変わり目で生じる様々
な不安に備える…等

例えば…

身体に障害を負って働け
なくなったときのリスク
に備えたい方。

根が横にも縦にも伸
びるので大きいプラ
ンターがオススメ

❶苗植えと支柱立て
・プランターへ園芸用の土
を入れて、一番目の花が
つぼみの頃苗を植える
・支柱を立て、茎と支柱を
ひもなどで結ぶ
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・これから働く人に

新生活、家庭菜園にもチャレンジ
してみませんか？

日当たりの良いとこ
ろに置きましょう

❸収穫
全体が赤く色が変わったら摘
み取りＯＫ！

？

準備はＯＫ

・将来のために

新しい生活が始まるこの季
節。ＪＡの「ひと保障あん
しんチェック」でライフプ
ランに合った保障を一緒に
考えましょう！

・万が一に備えて

❷水やりと肥料
・ミニトマトは適度な水分が必
要。土の表面が乾いたら下か
ら出るまで水をやる
・追肥は月 ２ 回、粒（液）の肥
料を根元にやる

・野菜を育ててみたい

少しずつこまめに
水をやるのが大切

・食費の節約

ＪＡ秋田しんせい

・緑とふれあいたい

共済のご相談は
お近くのＪＡ支店まで！

老後の生活資金の準備を
始めたい方。

ＪＡと考え

NEW

－20

新しいことにチャ
とＪＡが一緒に
クローズアップし

５ 月頃に苗を植えて
１ か月半ほどで収穫Ｏ
Ｋ！

ミニトマト
栽培入門
用意するもの
❶苗植えと支柱立て
・プランター
※縦・横・深さ３０㎝
以上のもの
・園芸用の土
・ミニトマト苗
・支柱
・ひも
❷水やりと肥料
・野菜用粒（液）追肥

感謝の気持ちをプレゼント♥
バレンタイン感謝デー
岩城

住宅借入金等特別控除
説明会で分かりやすく
信用共済部

ＪＡは２月１日、ＪＡ本店で住宅
借入金等特別控除説明会を開催しま
した。組合員 名が参加し、控除を
受けるために必要な確定申告の手続
きなどを学びました。
住宅借入金等特別控除は、住宅
ローンなどを利用し、一定の条件を
満たしていれば所得税額から控除さ
れる仕組み。
税理士法人日本未来経営の遠山洋
介さんが、２０１９年からの制度改
正や事例を紹介し「制度の活用方法
を学んで、有意義なものにしてほし
い」と話しました。

地域の
活性化
くらし
の向上
で活性
化

地域の
活性化
くらし
の向上
で活性
化

北部エリア
２月 日、ＪＡ岩城支店はバレン
タイン感謝デーを開催しました。
感謝のメッセージを添えたお菓子
を用意し、来店者一人ひとりにプレ
ゼントしました。
来店者は「ありがとう」「おいし
そうだ」と笑顔で話し、支店は和や
かな雰囲気に包まれました。
ＪＡは、今後も季節のイベントな
どを通して地域の皆さまとの交流を
大切にし、誰でも気軽に立ち寄れる
支店づくりに取り組んでまいります。
次回は、３月 日のホワイトデー
を前にイベントを企画しています。

由利

マンツーマンで年金相談
上手に年金を受け取ろう
東部エリア

２６

声掛けで防止に注力
特殊詐欺防止運動

日、東由利支店では職員と

１６

中央部エリア 東由利
ＪＡは、特殊詐欺の被害を未然に
防ごうと年金支給日に詐欺被害の防
２月

止運動を行っています。
警察署員が来店者に特殊詐欺の注意
を喚起するチラシやティッシュなど
を配布し「自分は大丈夫と思わず、
不審に感じたらすぐに相談してほし
い」と呼び掛けました。
また、ＪＡ女性部東由利支部が甘
酒を振る舞いながら来店者と会話し、

２３

ＪＡは、１月 日～２月 日に管
内 カ所で年金相談会を開催しまし
た。
２月 日、由利支店では「年金お
まかせサービス」登録者など、これ
から年金を受給される８名が参加し、
社労士とマンツーマンで年金の上手
な受け取り方を学びました。
「年金おまかせサービス」は、Ｊ
Ａオリジナルのサービス。今回の年
金相談会や年金手続きの代行、顧問
社会保険労務士による年金相談回答
書の無料作成などの特典があります。
興味のある方は、お近くの支店ま
でご相談ください。
１９

１４

特殊詐欺に注意するよう声を掛けて
いました。

１２

▲制度について理解を深める参加者

▲顧問社労士が丁寧に対応します

▲日頃の感謝をお菓子に込めました
▲詐欺を警戒するポイントを説明しました

１４

１４

地域の
活性化
くらし
の向上
で活性
化
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「食と農」を守りつなごう
燦燦の集いで意識深める

の所得
増大
農業生
産の拡
大

肉用牛研修会開催
生産・改良技術を学ぶ

農業者

ＪＡ女性部

ＪＡ女性部は２月１日、令和２年
度女性部祭「燦燦の集い」を西目公
民館シーガルで開催しました。ＪＡ
女性部員やＪＡ役職員など３４２名
が参加。
女性部祭では家の光記事活用発表
や講演が行われ、参加者全員で盛り
上がりました。
また、今野春子女性部長が令和元
年～３年のＪＡ女性組織３カ年計画
「ＪＡ女性 地域で輝け
万パ
ワー」とＳＤＧｓへの取り組みに
ついて解説。「食と農を守りつなぎ、
積極的に女性部活動に取り組もう」
と呼び掛けました。

営農生活部

高品質な生産を目指して
青果・花き・特用林産出荷者大会

５０

営農生活部
Ｊ Ａ は ２ 月 日、「 第 回 肉 用 牛
研修会」を本店で開催しました。畜
産農家ら１０２名が参加。
研修会では、ＪＡ全農家畜衛生研
究 所 ク リ ニ ッ ク セ ン タ ー や（一社 ）家
畜改良事業団、由利地域振興局から
所得向上に向けた取り組みなどにつ
いて講演が行われました。
また、佐々木優ＥＴ部会長と
（株）
たかはし畜産の高橋将也代表取締役
が、経営状況の報告やこれからの和
牛生産への展望などを発表。優秀生
産者や連産牛、齋藤宇一郎記念会に
よる高額販売者などの表彰式も行わ
れました。

日、院

組合病院と意見交換
女性部が健康知識深める
ＪＡ女性部
由利組合総合病院は２月

名が参加し

内の講堂でＪＡ女性部との懇談会を
開催し、女性部員など

懇談会では、部員が日頃感じる医

ました。
療への疑問について病院と意見交換
を実施。新型ウイルスに関する病院
また、人間ドッグ・総合検診結果

の対策についての説明も受けました。
の報告や薬剤科の平泉達哉薬剤長に
よる残薬問題や薬の飲み方、剤形、

２３

ＪＡは２月 日、第 回青果・花
き・特用林産出荷者大会を矢島地区
の日新館で開催しました。１７０名
が参加。
大会では、消費地から求められる
高品質生産と単収確保を目指すこと
や、担い手の育成に力を入れること
などについて情報を共有しました。
また、経営状況や栽培技術などを
総合的に評価した優良出荷者を選出
し、表彰しました。
ＪＡは令和２年度、青果、花き、
菌茸類、果実、特用林産を合わせて
億５０００万円の販売金額を目指
します。
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特徴などに関する講演が行われ、薬

１３

▲ＳＤＧｓへの取り組みに力を入れます

▲次年度以降の目標を共有しました

２６

についての知識を深めました。

１５

２２

５２

▲技術向上に向け話を聞く参加者
▲相互理解を深めました

１８

農業者

の所得
増大
生産基
盤の拡
大

ネッ
ト

牛舎の守りネコ ！？

クロ♂＆ジジ♂と工藤聖也さん

（大内地区）

大内地区の工藤聖也さんの牛舎には、クロ（ １
歳）とジジ（ １ 歳）の兄弟が暮らしています。
平成３１年 ４ 月に工藤家にやってきたクロとジジ。
どちらもヤンチャで、いつも一緒に牛舎や周りの田
んぼを駆け回っています。
また、工藤さんが牛の世話をしていると、後ろを
ついて回ったり、牛にちょっかいをかけたりと何事
にも興味津々。飼料を狙うネズミを退治してくれる
そうです。工藤家の家族として、これからも仲良く
過ごしてくださいね☆

ジジ

クロ

▲人懐っこく元気いっぱい！

フラダンスで豊かな表現を届ける
カ

マ

イ

レ

カ

ル

ヘ

ア

ユ

ウ

コ

Ka Maile Kaluhea Yuko
の皆さん

（鳥海地区）

▲素敵な笑顔は心を明るくしてくれます☆

カ・マイレ・カルヘア・ユウコは、平成２８年に設
立したフラダンスグループ。現在１３名のメンバーで
活動しています。
音楽に合わせたステップと手話で感情を表現する
フラダンスは、呼吸を合わせながらゆっくりと踊る
ため健康にもよいといわれています。
鳥海地区で行われる新緑まつりなどのイベントへ
の参加や生涯学習発表会のため、笑顔を大切にして
楽しみながら練習に励んでいます！

「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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地元産をおいしく食べるならココ！

１

家庭の味を日替わりで

種

「エプロン惣菜」は、象潟地区で創業

～

た舌触りで満足感を与えてくれる。

い目の甘辛タレが絡み、中はしっとりとし

「鶏の揚げ煮」。片栗粉で揚げることで濃

１番人気は、ごはんのお供にぴったりな

ランスが絶妙な一品だ。

応え抜群。野菜の甘さとトマトの酸味のバ

イタケなどがたっぷりと詰まっていて食べ

ロールキャベツ。豚ひき肉やタマネギ、シ

オススメは上郷産のキャベツを使った

替わりなのが特徴だ。

理が多いため、メインの料理以外は全て日

類あり、地元で採れる旬の野菜を使った料

年になる惣菜屋さん。メニューは

３５

３０

現在２代目の伊原さんが、事業の承継に

エプロン惣菜
公式インスタグラム

エプロン惣菜

２０

向け修行中。味を受け継ぎつつ、ＳＮＳで

■店
名：エプロン惣菜
■住
所：秋田県にかほ市象潟町字後田１１７－６
■連 絡 先：０１８４－４３－４６３９
■定 休 日：毎週月・火曜日
■営業時間： ８ ：００～１７：００

西部エリア［象潟地区］

文明さん

日替わりメニューの情報発信など新しいこ

ＲＯＵＴＥ

店長
※価格は税込。

老若男女、世代に
合った料理をそろ
えてお待ちしてお
ります。
1 「
 ロールキャベツ（２５０円）」は、女性に人気の季節限定の日替わりメニュー。塩味が
控えめで野菜の甘さがポイント。
2 「鶏の揚げ煮（１００㌘・２８０円）」のほか「鶏揚煮弁当（６００円）」も販売している。
3 オードブルやお弁当は、予算内で世代にあったメニューに変更が可能。

伊原

とにもチャレンジしている。
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道

国

２
３

地域ブランドと肩を並べたい
先手を打つ対策で品質向上目指す

西部エリア（金浦地区）

工藤

一磨（くどう

平成元年１２月２７日生まれ
専業農家

かずま）さん
３０歳

【経営面積】
ネギ ３ ㌶
米 １２㌶
好きな言葉◉Ｐｌ
ｕｓ Ｕｌ
ｔ
ｒａ！
趣味◉サッカー

10

るなどの対策をしたりと、先を見

に行ったり、先手を打って防除す

ネギを選んだ理由は、金浦地区

すえた作業をする習慣が身につき

培を行っています。

で栽培されている「前川ネギ」が
ました。

農業はすべてに関わる
私は、小さい頃野菜嫌いだった
あることや、お世話になった法人

のびのびと育てる

私は、野菜を「作る」ではなく

「育てる」という考え方を大切に

栽培しています。野菜にとって無

のを料理の力で食べられるように

子どもが大好きになるような、

の代表に相談しやすいということ

理なく、のびのびと生長できるよ

なったことがきっかけで、料理人

おいしいネギを栽培できるよう、

が決め手でした。

うに環境を整えるのが私の仕事

になりたいと思うようになりま

品質向上にも力を入れていきたい

「前川ネギ」と肩を並べるような

現在は、西目高校で野菜の育て

私には、地域のブランドである

また、保育士やスポーツトレー

ネギを育てたい、という目標があ

方を教えるお手伝いをしています。

した。

ナーといった多くの人と関わる仕

りました。その一歩として、白雪

これからは、栽培面積を拡大しつ

です。

事にも興味があり、進路に悩んで

農園と独自ブランドの「白雪ネ

つ、子どもたちに向けた収穫体験

ですね。

いました。自分の将来を考えてい

ギ」を立ち上げたのです。

気にしていきたいですね！

などを企画して、地域の農業を元

たときに、農業は食べることにつ

まだまだ始まったばかりですが、
出荷量の増大はもちろん、安全安

ながり、食べることは体作りや成
長につながることに気づいたん

心を見える化するためにＧＡＰを

張っています。

取得し、販売先の拡大に向けて頑

です。
私がやりたいことはこれだ！
と思い、農家を目指すことにしま

先を見すえた対策

所と実際に栽培する土壌の違いや

することで、ネギの生長に適した

▲白く美しいネギの栽培に取り組みます！

した。

私は、全国農業会議所の「農の

天候不順による病気の発生が多く、

栽培を始めてすぐは、学んだ場

雇用事業」を利用して、大潟村の

生長が遅れるなど思うように栽培

地域ブランドと肩を並べたい

農業法人で２年間畑作を中心に栽

目で１㌶…と毎年徐々に経営規模

土壌を作るために肥培管理を丁寧

いる先輩農家に相談しながら対処

しかし、地域でネギを栽培して

できませんでした。
年に就農しました。

培技術や複合経営について学んだ
後、平成

㌃での栽培から始まり、２年

２５

を拡大し、現在は３㌶でネギの栽

11

５０

▲春に植えるネギを育苗しています

作業機械の整備は欠かしません▶

金浦地区

６５
●

掛魚まつり

12

魚を掛け供える伝統の祭

かけよ

掛魚とは、漁師が氏神様にお供えする

魚のこと。

本

掛魚まつりは金浦地区に３００年以上

前から伝わる伝統の祭りで、今年は

の大タラが奉納されました。

漁業関係者をはじめ、ＪＡや地元企業、

子どもたちが海上安全や大漁祈願、五穀

豊穣を願いながら街を練り歩き、金浦山

神社の神前に掛け供えました。

13

５３

掛魚まつり

６５ 金浦地区
●

あきた総合家畜市場ニュース

２月市場の平均価格は前月より

雌、去勢ともに安値となりました

優劣などにより個体による価格差

万円台と

が顕著に表れ、ＪＡ管内の子牛価

格は令和元年度平均で

長引く枝肉相場の低迷に加え、

め、収支計算を行い飼養原価を算

良い牛を育てて所得を確保するた

が確定します。新年度においても

申告の時期となり、一年の収支

なっています。

新型コロナウイルスの影響などに

（左表参照）。

よる消費減少が子牛市場にも作用

出して適正な販売価格を把握して

佐々木一徳
（西 目）

し、子牛取引価格は低下傾向にあ

９３５，０００円

おきましょう。

３ 美国桜 安福久 百合茂 １２１㎝ ２９７日 ３５３㎏

ります。しかし、流通頭数はまだ

佐藤 幸輝
（東由利）

少なく、血統・発育・飼養管理の

９４２，７００円

和重

米穀課
営農生活部

齋藤

お問い合わせ

トムネ状態とし、芽が長くなると
播種量にバラツキが出たり、播き
ムラの原因となるので伸ばしすぎ
にご注意ください。

お問い合わせ

２ 美国桜 安福久 百合茂 １１９㎝ ２７８日 ３７１㎏

0184-27-1601

渡辺 忠吾
（東由利）

ハトムネ
状態の種子

営農生活部 畜産振興課
課長 村上 康浩

９５８，１００円

0184-27-1601

伸ばしすぎ

７９

１ 直太郎 安福久 平茂勝 １１９㎝ ２３４日 ３４１㎏

●種子予措について
❶消毒について
無消毒の水稲種子を薬剤で消毒
する場合は、消毒効果を安定させ
るために薬液の水温は ℃～ ℃
を確保してください。
※温湯
 消毒済みの水稲種子を使用
する場合は、薬剤による消毒は
必要ありません。
正しいハトムネ催芽

❷浸種について
浸種作業は、水温が ℃～ ℃
を確保できる４月から実施してく
ださい。水温が ℃以下となると
種子の休眠性が深まる場合があり
品種の違いや休眠性により発芽
ます。
速度が異なります。種子の状態を
浸種期間は、積算温度１００℃
十分に観察し、催芽を終了してく
を目安とし１週間～ 日間ほど
ださい。
です。
また、循環式催芽機は、洗浄が
種子に適度に酸素を供給するた
不十分な状態で浸種や催芽を行う
めに、浸種期間中に水の交換を２
と、ばか苗病や籾枯れ細菌病等の
～３回ほど行ってください。
発生を助長するので、
使用前後の機
また、水温が確保できている状
械洗浄を徹底してください。
況で浸種期間が長いと発芽が始ま
る場合があるのでご注意ください。 ●作業場の清掃について
病害などの発生防止のため、品
種子予措を行う作業場は清潔な
種が違うものや消毒方法の異なる
状態を保つようお願いいたします。
ものを同じ容器で浸種しないでく
昨年に病害が発生した圃場の稲わ
ださい。
らや籾殻、粉塵などがあると、病
原菌の伝染源となってしまいます
ので十分に清掃をしていただくよ
うお願いいたします。

生産者

１５

１５

❸催芽について
催芽の温度は ℃～ ℃が目安
です。芽の長さは１㍉～２㍉のハ

誠
城）

今野
（岩

９９０，０００円

１
１１６㎝ ２６８日 ３４０㎏
国

第
花

３ 諒太郎 安福久

価格

母の父 母の祖父 体高 日齢 体重

父

去勢

金太郎
遠藤 拓朗
安福久 勝忠平 １１４㎝ ２６８日 ２６８㎏ １，００６，５００円
３
（東由利）

２

安 福
阿部貞一郎
１１７㎝ ２９４日 ３０７㎏ １，０４６，１００円
１６５の９
（大 内）

１ 美国桜 百合茂

生産者
価格
母の父 母の祖父 体高 日齢 体重
父
雌

ＪＡ秋田しんせい管内ベスト ３
市場高値

前回対比

１０

１０

１０

３２

－１９，２９７円
－３８，８２７円
－
－２９，３８０円
６９２，１８１円
７１８，３１６円
１，２９９，１００円
７０９，３１８円
３０１㎏
３２６㎏
２６０㎏
３１６㎏
頭 数

家畜市場成績
２０２０年 ２ 月 ４ 日

平均価格

平均体重

１４１頭
２０３頭
１頭
３４５頭
分
雌
去
勢
雄
合
計
区

１０

３０
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営農振興
営農振興課

美咲

地区別担い手研修を開催

盛合

お問い合わせ

0184-27-1601

全国的に、担い手の高齢化や離
農による農業人口の減少は顕著で
す。特に、水稲主体のＪＡ管内で
は、労働力の核となる担い手の確
保が喫緊の課題となっております。
そのため、当ＪＡでは地域振興
局や市、農業委員会と連携し、農
業法人・集落営農組合・大規模個
人農家と地域の実状や課題などに
ついて話し合う「地区別担い手研
修」を令和元年度から開催してお
ります。
２月７日には、本荘・石沢地区
で担い手研修を開催しました。農
業法人、集落営農組合、大規模個
人農家が意見交換を行い、経営体
ごとに描いている農業の将来の構
想、課題
について
話し合い
ました。

園芸

園芸販売課

アスパラガスの半促成
（ハウス）栽培に取り組
みませんか？

半促成栽培は、２月下旬からハ
ウス内を保温することで３月下旬
から収穫できる作型です。
雨に当たらずに作業ができるた
め、病気も出にくく、効率よく管
理・収穫ができます。また、露地
よりも約２ヶ月長く収穫ができる
ので、 ㌃当たり２㌧以上の収量
が期待できます。
ＪＡ管内では、 名の生産者が
５７７９坪で半促成栽培に取り組
んでいます。毎年、新規や規模拡
大に取り組む生産者がおり面積も
増加しています。
また、既存の空きハウスを利用
する生産者も増えていますので、
興味のある方は園芸販売課までご
連絡ください。
２６

営農振興課

２０１６
４７１２

１０

農地利用集積円滑化事業の
終了と農地中間管理事業へ
の移行について

２１２７

３１

３１６０

営農生活部 園芸販売課

0184-27-1601

お問い合わせ

事業名：ＪＡ独自支援
品 目：アスパラガス
（半促成栽培のみ）
内 容：圃場 造 成 額 １ ０ ０ 坪 １
棟 当 た り 事 業 費（ 税 抜 ）
の２／ の支援（上限
２５０万、施工費を除
く）

半促成栽培へのＪＡ独自
支援をご活用ください

今年は暖冬傾向で雪が少なく、
萌芽開始が例年よりも早まること
が予想されます。
萌芽が早すぎても、ハウス内で
強い霜に当たると凍害や紫色に変
色し、収穫できない可能性があり
ますので、保温の開始時期を見極
める必要が有ります。
霜などが心配される場合は、３
月中はハウスを開放して中の温度
を低めにすることで、萌芽を遅ら
せることも一つの手段です。

暖冬下における半促成栽
培の注意点

宮本みどり

新規・拡大を検討している方、
興味のある方は、本店園芸販売課
またはお近くの営農センターまで
お問い合わせください。
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１２

農地中間管理事業法改正の４月
からの施行に伴い、これまで当Ｊ
Ａが仲介しておりました、農地利
用集積円滑化事業における農地の
賃借について、令和２年３月 日
をもって終了となります。
これにより一括承継、合意解約
により農地中間管理事業へ移行す
る方法か、農業委員会での手続き
により地権者、耕作者が相対で貸
借を行う方法のどちらかを選択す
ることになります。
ただし、農地利用集積円滑化事
業で現在契約期間中のものは、貸
付期間満了まで契約を継続するこ
とが可能です。
詳細は、各エリア営農センター
まで連絡をお願いします。
中央部営農センター
０１８４
北部営農センター
０１８４
東部営農センター
０１８４
西部営農センター
０１８４

－
－
－
－
３２
５５
６５
２２
－
－
－
－

知ってほしい！ＪＡが頑張っているこんなコト

生産技術をレベルアップ！

ＪＡ自己改革への挑戦

２５
ＪＡ秋田しんせい自己改革の取り組み○

栽培技術の高位平準化を目指して

リーダー制度で栽培技術の普及を図る

Ｑ

農業者

この取り組みには、
どんな効果があるのですか？
部会リーダーや稲作指導リーダーを任命す
ることで、生産者同士のコミュニケーショ
ンを図るとともに、培ったノウハウを部会
員などに伝授し、産地全体の栽培技術の向
上を図ります。

の所得
増大
農業生
産の拡
大

Ａ
営農生活部 次長

渡部

NEW

治

❶部会リーダーってどんな制度？

❸稲作指導リーダーってどんな制度？

部会リーダーは、生
産組織・部会活動の活
性化と指導者の育成を
目的に平成２７年に設置
した制度です。ＪＡ秋
田しんせいでは、アス
パラガス・ミニトマト・
ネギ・リンドウ・菊・
キノコの ６ 品目に部会リーダーを設置しています。

稲作指導リーダーは、令和 ２ 年 ４ 月から始まる新
しい制度です。稲作指導員と稲作指導リーダーが一
体となって、技術的に優れている生産者の栽培技術
を地域全体へ普及し、産地全体の単収と品質・食味
の向上を図ることを目的に活動する予定です。

活動内容
圃場公開による現地相談や圃場巡回等による実
技指導、栽培技術の情報提供など。

❷部会リーダーから

菊部会リーダー

佐藤つづ子さん

女性 １ 人でも
管理できる品目なので、
気になる人がいたら
気軽に見学に来て
ください。

新年度から新しく
部会リーダーになります。
みんなで協力して
産地を盛り上げて
いきましょう！

アスパラガス部会リーダー

今野

１１地区
計１１名を任命
活動内容

指標田の設置及び生育状況の公開、指標田を利
用した現地検討会、営農相談など。

❹稲作指導リーダーから
気象の変化が
激しい中で、農家
一人ひとりが安定した
生産ができるように、技
術の習得や情報の共有を
図りながら、産地とし
ての継続性を高めて
いきたいですね。

稲作指導リーダー

佐藤

博美さん

純一さん

【トップメッセージ】
ＪＡでは、優良な生産者の技術を学ぶ機会を増やすことで、農業生産や
新規就農者の拡大など産地全体の活性化を目指して取り組んでまいります。

代表理事組合長

小松

忠彦
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ＪＡくらしの活動

エスディージーズ

ＳＤＧｓとわたしたち

女性部の

「食を守る」
活動ってなんだ？

ＪＡでは、「食」と「農」の大切さを伝え、
農業を応援する地域づくりを目指しています。
地産地消で消費を促したり、子どもたちが地
域の農業について学べる場づくりなどに力を入
れています。
❶食を守る
❷農業を支える
❸地域を担う
❹仲間をつくる
❺ＪＡ運営に参画する
・食料自給率の向上に向けた運動を展開します
・安全安心な食について学習し、情報発信します
・地産地消の推進、伝統食の継承をすすめます
・食品ロス削減に取り組みます
（ＪＡ女性組織３カ年計画 ２０１９年度～２０２１年度 より抜粋）

このＳＤＧｓに

つながっています

持続可能な
消費と生産

飢餓をなくす

誰もが使える
クリーンエネルギー

海洋資源

陸上資源

第３回

エ ス デ ィ ー ジ ー ズ

ＳＤＧｓと
わたしたち

「持続可能な社会」を目指して
定められた目標が「ＳＤＧｓ」。
どんな活動に関連していくか学
んでいきましょう。

ＪＡ秋田しんせいはＳＤＧｓ
の達成に貢献していきます
ＳＤＧｓとは？
サ

ス

テ

ィ

ナ

ブ

ル

「
S D G s 」 は 「ゴ S
ustainable
デ ベ ロ ッ プ メ ン ト
ー ル ズ
Development Goals」の略で、
２０１５年９月に国連で採択された持
続可能な社会をつくる目標のこと
です。
「２０３０年にあるべき世界の姿」を
叶えるために、１７の国際目標と
１６９のターゲット、２３２の指標が定
められており、先進国、途上国の
政府や民間、組織から個人まで
様々な主体が取り組んでいます。

こんな活動に

取り組んでいます

ＪＡ女性部では、各エリアで親子参加型のイベントや学校への出前授業などの「食」と「農」
を基軸とした様々な活動に取り組んでいます。

地元で採れた新鮮な
季節の食材を使った
「ふるさとの味 料
理集」もあります！

■地産地消セミナー

■伝統食教室

ＪＡ管内で生産されている農畜産物を食し、おいし
さを再発見。さらに、女性の目線から見た管内農業や
ＪＡ女性部のあり方についてパネルディスカッション
を行いました。

ＪＡ女性部では、学校などに向けた出前授業を行っ
ています。仁賀保高等学校の「にかほクッキングクラ
ブ」への「伝統食教室」は昔から伝わる伝統食を次世
代にもつなげるための取り組みとして行っています。

ＪＡ秋田しんせいも

ＳＤＧｓへ取り組みます

２ 月１５日、ＪＡ秋田しんせい役職員大会において、小松忠彦
代表理事組合長がＳＤＧｓへの取り組みに注力することを宣言
しました。
ＪＡでは、役職員が一体となり「持続可能な社会」に向けＳ
ＤＧｓに取り組んでまいります。
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▲ＪＡ役職員が意識を統一しました

ぼうこうりゅう

膀 胱 瘤（ 膀 胱 脱 ）
はどんな病気？

ます。

かる排尿困難になる場合もあり

ンモックのように支えて治療する

を、医療用メッシュをもちいてハ

手術方法（ＴＶＭ手術）が普及し

行っており、基本的に全身麻酔で

ています。当院でもＴＶＭ手術を

チェーン膀胱造影で診断を行い

手術を行い、手術時間は約１時間

膀胱瘤の検査と診断

分で、外来

通院で検査することができます。

～１時間半程度です。入院期間は

ます。検査時間は約
支持する力を失うと、膀胱や子宮、

膀胱瘤の治療

きます。

５～７日です。

（垂れ下がる）します。

宮脱、直腸脱と呼び、これらを総

◇骨盤底筋体操

この状態をそれぞれ膀胱瘤、子

称して骨盤臓器脱（性器脱）と呼

命を脅かす病気ではないのですが、

排尿障害や下腹部の不快感など生

盤臓器脱は下腹部の病気ですので、

活の質を低下させる病気です。骨
ための一種の筋肉トレーニングで

なかなか病院にはかかりづらいと

しかし、我慢していても自然に

す。軽症の膀胱脱に有効です。

緩んでいる骨盤底筋を強化する

膀胱脱とも言います。女性の膀胱

膀胱瘤の症状

膣にペッサリーを挿入すること

良くなることは少なく、年齢とと

思います。
ありません。膀胱脱の程度が進む

によって骨盤臓器の位置を補正し

◇ペッサリー（膣内装具）

と、様々な症状が出現します。主

もに悪化する場合が多い疾患です。

合併症や年齢、骨盤臓器脱の程度

ます。軽度から中等度の膀胱瘤で
用いられます。

挟まったような不快な感じがあり

盤底筋が弱くなることが原因です

骨盤臓器脱はそれを支持する骨

お早めに専門医療機関の受診をお

盤臓器脱でお困りの方は、是非、

となるわけではありませんが、骨

によって、すべての方が治療対象

ます。膀胱が下がっているので尿

から、元の位置に戻して補強する

◇手術療法

道が刺激され、頻尿や尿漏れを起

勧めしたいと思います。
膀胱瘤でも下垂した臓器（膣）

ことが治療になります。
するため尿が出にくく、時間がか

こしたりします。逆に尿道が屈曲

さらに進行すると、股に何かが

る下垂感です。

な症状は、膀胱が下がることによ

軽度の膀胱脱は特に何も症状は

膀胱瘤を含む骨盤臓器脱は、生

膀胱瘤の程度を診断することがで

（Syuji Chiba）

直腸が正常の位置よりも下に移動

３０

千葉 修治
科長

びます。

膀胱瘤とは、女性だけの病気で、

由利組合総合病院
泌尿器科

と膣壁の間の支持組織が脆弱に
なって伸びることにより、膀胱が
膣壁より飛び出てくる状態のこと
です。
女性の骨盤底には骨盤底筋群と
いわれる膀
胱、子宮、
直腸を支え
る筋肉があ
ります。
この筋肉
が、出産や
加齢によっ
て障害され

膀胱瘤・子宮脱・直腸脱
女性正常骨盤
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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。

味

噌
大豆は「畑の肉」と呼ばれるほど多く

のたんぱく質を豊富に含む食品で、発酵

することによって、アミノ酸やビタミン

などが生成され、栄養的に優れた味噌に

なります。

さらに炭水化物、脂質、ビタミン、カ

リウム、マグネシウム、繊維質など、た

くさんの栄養素が含まれています。

大内地区

ＪＡ女性部大内支部

今回は、昨年１２月２０日に開催
した「地産地消美食会」で人
気だった女性部特製レシピを
ご紹介いたします！

ミニトマト入りきのこ汁

ミニトマトは煮
すぎないのがポ
イントです。
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◉材料（ ４ 人分）

◉作り方

木綿豆腐………………⅓丁
マイタケ………………３５㌘
シイタケ………………３５㌘
シメジ…………………３５㌘
エノキタケ……………３５㌘
ミニトマト………… １４０㌘
豚バラ肉………………４０㌘
ネギ……………………適量
だし汁……………… ６００㌘
味噌……………………３２㌘

①豆腐は １ ㌢角に切る。マイタケは食べ
やすい大きさに手で割き、シイタケは
石づきを取って薄切りにする。
②シメジは、石づきを取りほぐし、エノ
キタケは根元を切り落とし長さを半分
に切ってほぐす。ミニトマトは、冷凍
したものを使う場合は皮を湯むきして
おく。
③だし汁に豚バラ肉ときのこ類を入れ、
煮立ったらアクを取り、豆腐を入れ、
火が通ったら味噌を溶き入れる。
④ひと煮立ちしたら、ミニトマトを入れ
て火を止める。ネギのみじん切りを適
量散らして出来上がり。

ウォーキングを始めるようになって
かったです！り）

んたちも人懐っこくて可愛

ｅｔ」で取材したネコちゃ

代

冬を感じました。

由利

デンデン さん

代

とった毛虫が道路を渡って

代

から、風景にすごく興味を覚え、鳥

日、母親

車大好き父ちゃん

ないので若々しいです（笑）。
東由利

長谷部ゆり子 さん

てビックリ。さらに、茶色の毛をま

くさんのフキノトウが土手に出てい

一月下旬の頃、ウォーキング中、た

…………………………………………

大内

いです。

て、春の野菜や花づくりを頑張りた

冬は脳梗塞が怖いので体に気を付け

齢なのでいろんな病気があり、特に

「健康ガイド」を読んで、年齢も年

…………………………………………

代

日を祝いたいです。４年に一度しか

の誕生日がある年です。盛大に誕生

今年は４年に一度の２月

…………………………………………

度目の「つくし」の季節が

玄関の紅梅が咲く
のが楽しみです。
由利 佐藤ケイ子
さん
８０代

いました。怖いくらいの暖

玄関の…

やってくる♪
本荘
のんのん さん

海山と反対側の日本海に沈む太陽、
………………………………

今回「絆・ｎ

（ネコちゃんに対する愛を

夕焼け空に「わぁ、すばらしい」と
今年は例年になく雪の少な

感じます！

足を止めて見とれてしまいました。
い冬になり楽でしたが、健
雪は必要かも。

康や農作物にはある程度の
代

「旅するフォトグラフ」も雄大な恵
雅晴 さん

みの山だなあ…。
本間

佐藤貴美子 さん

今年も恒例のイチゴ狩りに友達４人

…………………………………………
で行く予定にしています。甘くてお

鳥海

ないネコちゃんの名前は「つくし」。

いしいイチゴを食べられることが楽

…………………………………………

なぜ「つくし」なのかというと、３

実家で飼っている、私が愛してやま

月生まれで毛色も茶色だから、と

しみ。そして孫へのお土産を買い、

代

孫の笑顔を見るのも楽
しみのひとつです。
金浦
にゃんこ さん

…………………………
あっという間に２月。
大切に過ごさないと！
３月は卒業の季節、
我が子も県外へ…さみ
しくなります。
象潟
代

こうや」さん、

年ってすごいです。私が

「お食事処

「地産地消レポート」の

………………………………

６０

生まれる前からあったなん

てビックリです。久しぶり

久美 さん

代

にオムライス食べたくなり

新井

ました♪

矢島

田口志津子 さん

でした。

岩城

石田

東一 さん

ふぐれこちゃん

（ジム通い、ステキです！

すね！な）

代

健康

代

す…
（笑）
。やっぱり、運動は大切で

宅で夜な夜なスクワットをしていま

私は自

スッキリしておすすめです☆

のためにもいいですし、気持ちも

最近ジムに通い始めました！

…………………………………………

鳥海

顔のあいさつで元気スイッチ、オン。

いつもの散歩道、
今日も友と逢う。笑

…………………………………………

本荘

代

ですね。私の時代はうどん汁が最高

地消のものが給食で食べられて幸せ

最近各小学校で秋田由利牛など地産

………………………………

５０

６０

７０

２０

５０
コッシーさん

Ｐ．Ｎ

７０

Ｐ．Ｎ

５０

Ｐ．Ｎ

い
大学受験の頃を思
今の時期、自分の
が
春
の
生
人
生の方に、
出しました。受験
ます。
来るように期待し
４０代
んさん
や
本荘 Ｐ．Ｎ まも

２９

仁賀保

代

５０
６０
５０

６０

Ｐ．Ｎ

Ｐ．Ｎ

Ｐ．Ｎ

７０

甥っ子が名付けました。今年で４

人生の春が
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タテ、ヨコのカギを解いて、
Ａ～ F の文字を並べて、
言葉にしてください。

タテのカギ
０１

成長すると鶏になります

０３

太陽が東から昇る時分

０６

車の方向指示器のこと

０８

事故などを現場に居合わせて直接
見ること

応募方法（おはがき・ＦＡＸ・Ｅメールで）

１０

工業──。──社会。──政党

１１

地震、雷、火事、──

◎パズルの答え、お名前、ペンネーム（ご希望の方）、住所、
１３ 真ちゅうやステンレス、はんだな
電話番号、年齢をご記入の上、下記までご応募ください。
どのこと
◎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。 １４ 雑巾を用意して年度末の──を

応募締切り 令和 ２ 年 ３ 月２６日（木）当日消印有効
応募先
〒０１５－８５３８ 由利本荘市荒町字塒台１－１
ＪＡ秋田しんせい 広報係
ＦＡＸ：０１８４－２７－１６６２
Ｅメール：kouhou@akita-shinsei.or.jp

賞品

２

した
１６

版画を刷るときに使います

１７

旧暦３月の異称です

月号のこたえ

正解は

ヨコのカギ
０１
０２
０３
０４
０５
０７
０９
１１
１２
１３
１４
１５

ひな人形に供える角張った食べ物
守備の反対語
サンとゴの間
兵庫県の郷土料理。地元では卵焼
きとも呼ばれます
Ａ、Ｂ、Ｃ……と数えて１１番目
走ると切れることも
京の着倒れ、大阪の──
白井義男は日本人初のボクシング
世界──です
骨と骨とをつなぎます
白米を量るときに使う単位の一つ
父や母の姉妹です
──して得取れ

チ ヨ コ レ ー ト でした。

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。

先月号に下記の誤りがご
ざいました。お詫びして訂
正させていただきます。
【 ２ 月号当選者発表】
（誤）
Ｐ．Ｎ リコババさん（由利）
⇒

◆特別賞（地産地消商品）
特別賞として、 １ 名様に地産地消商品を、
長谷山広美さん （東由利）
◆ＪＡ全国共通商品券（２，０００円分）
１０名様にＪＡ全国共通商品券（２，０００円
Ｐ．Ｎ スーパーぢいちゃん （岩 城）
佐藤 利美さん （鳥 海）
分）を差し上げます。
吉井 正善さん （大 内）
Ｐ．Ｎ ふきのとうさん （象 潟）
発表
佐藤 春記さん （由 利）
工藤 正章さん （本 荘）
須田千代子さん （西 目）
佐々木莉湖さん （矢 島）
当選者は ４ 月号で発表します。
◇応募総数 ２０８通 小川 玲子さん （仁賀保）
斉藤 一郎さん （金 浦）
※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

お詫びと訂正

（正）
Ｐ．Ｎ リコババさん（本荘）

■ ２ 月の注目記事

ＪＡ 生活を支える役割
（２／９付 一面）

電話

□トピックス □クローズアップ □エリアニュース
□絆.net □地産地消レポート □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 □ＪＡくらしの活動
□健康ガイド □食のおはなし
□ほっと．こむ □ふく散歩
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農水省が新たな食料・農業・農村基本計画に、
ＪＡの役割として「農村地域の生活インフラを支
える」との考えを盛り込む方向で検討しているこ
とが ８ 日、分かった。過去の基本計画にＪＡの生
活インフラ機能への言及はない、農業者の所得向
上に向け、自己改革の取り組みを促す考えも盛り
込む。１３日の食料・農業・農村政策審議会企画部
会に、今後の政策の方向性として示す。
■ＪＡ秋田しんせいの記事も載っています！
２／ ５ 年金友の会がのど自慢
２／１１ タラの芽出番 暖冬対策万全に
２／２０ 命とくらし守るために
２／２１ 住宅借入金控除 説明分かりやすく …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

理事会報告

3

第３１２回

MARCH

２６日（木） 理事会

4

APRIL

２８日（火） 理事会
※行事予定は変更となる場合がございます。

３ ．１１ 東日本大震災から ９ 年
備蓄は最低３日分！
家族で避難場所の確認を！

由利本荘市警察署
０１８４－２３－４１１１

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
議案第１５号
議案第１６号

開催日：令和 ２ 年 ２ 月２５日（火）

職制規程の一部変更について
理事会規程の一部変更について
業務運営委員会規程の一部変更について
職能資格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
職員退職給与規程の一部変更について
営農経済渉外業務規程の一部変更について
個人情報保護法等に基づく公表事項等の一部変更について
情報セキュリティ基本規程の一部変更について
コンプライアンス委員会要項の一部変更について
コンプライアンス・マニュアルの一部変更について
経理規程の一部変更について
福祉事業譲渡に関する基本合意書の締結について
由利本荘市農業委員会への委員の推薦について
理事と組合との契約に関する承認について
令和元年度内部統制システム基本方針の運用状況報告および令和 ２
年度の取り組みについて

ＪＡ秋田しんせい概況
令和 ２ 年 １ 月３１日現在
正 組 合 員 数／
１０，５７９人
准 組 合 員 数／
９，１６１人
出
資
金／ ５３億６，５５０万円
貯
金／１，４５７億９，２４３万円
貸
付
金／ ３４０億１，８９１万円
長期共済保有高／３，８９０億６，４８４万円
購 買 供 給 高／ ２８億８，５９９万円

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

１０７億６１８万円
８０億１，１８４万円
４億６，７７４万円
４億５，５３７万円
６，９９７万円
１，３９９万円
１６億８，７２５万円

金融移動店舗車（ふれあいちょきんぎょ号）令和 ２ 年 ４ 月の運行日程について
令和 ２ 年 ４ 月より運行日程が変更となりますの
でご理解をお願いいたします。

５ 日（日）

６ 日（月）

１ 日（水）

２ 日（木）

３ 日（金）

４ 日（土）

午前 旧内越支店 午前 亀田出張所 午前 旧上郷支店
午後 旧石沢支店 午後 亀 田 駅 前 午後 大 竹 地 区

７ 日（火）

８ 日（水）

９ 日（木）

１０日（金）

１１日（土）

午前 旧石沢支店 午前 西滝沢駅前 午前 旧内越支店 午前 亀田出張所 午前 旧上浜支店
午後 旧内越支店 午後 Ａコープ前郷 午後 旧石沢支店 午後 松ヶ崎公民館 午後 小砂川地区

１２日（日）

１３日（月）

１４日（火）

１５日（水）

１６日（木）

１７日（金）

１８日（土）

午前 旧石沢支店 午前 鮎 川 駅 前 午前 旧内越支店 午前 亀田出張所 午前 旧小出支所
午後 旧内越支店 午後 Ａコープ前郷 午後 旧石沢支店 午後 いわもと会館（亀田） 午後 院内診療所

１９日（日）

２０日（月）

２１日（火）

２２日（水）

２３日（木）

２４日（金）

２５日（土）

午前 旧石沢支店 午前 旧西滝沢支所 午前 旧内越支店 午前 亀田出張所 午前 旧上郷支店
午後 旧内越支店 午後 Ａコープ前郷 午後 旧石沢支店 午後 松ヶ崎公民館 午後 小砂川地区

２６日（日）

２７日（月）

２８日（火）

午前 旧石沢支店 午前 旧玉米支所
午後 旧内越支店 午後 旧 蔵 支 所

23

２９日（水）

３０日（木）

営業時間
午前 ９ ：３０ ～ １２：００
午後 １ ：３０ ～ ３ ：００

安全が第 一

こんにちは、ふくちゃんです。

寒さが和らいでくると、初めて一人暮

※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

あとがき

今回は、３月３日に設置
した「新型感染症等対策本
部」についてご紹介します。
ＪＡでは、新型感染症の
感染を未然に防ぐため、先を見すえた
対策を立て、迅速に対応できるよう取
り組んでまいります。

みんなもマスクの着用はもちろ

ん、お部屋の換気や消毒をしっか

りして、感染予防対策を万全にね。

こまめに、丁寧に手洗い、うが

マスコットキャラクター

ごしましょう。

いなどをして健康に注意して元気
に過ごそう！

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
ホームページ：https://www.akita-shinsei.or.jp/

いという方も、健康に気を付けながら過

今回は、ＪＡが行っている新型感

発行●秋田しんせい農業協同組合

新生活が始まる方も、そんなに変わらな

染症の予防についてお知らせす

編集●経営管理部 Ａｇｒ
ｉ
・
Ｆｏｏｄ未来企画課

るよ。

ＪＡでは「新型感染症等対策本
部」を立ち上げて、感染が広がら
ないように対策中！
職員のマスク着用や手洗い、消
毒の徹底のほかに、会議や研修を
控えることで感染が広がらないよ

ＪＡ秋田しんせい広報誌

うに取り組むよ。

［ウインズ］№２７６

何かが始まりそうな予感がする ３ 月。

創り出そう
｢農」の未来と
｢地域」の未来

します。

感染予防 に 努 め よ う ！

3

「ふくちゃん」

〜なくてはならないＪＡになるための挑戦〜

な

キャッチフレーズ

る」わくわく感と少しの寂しさを思い出
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らしをしたときの「何もかも新しく始め
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