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「農家所得の増大と
営農経済事業の黒字化へ向けて」
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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！
ＪＡ管内では、６～７月にかけて新

玉ねぎが旬を迎えます。

比較的辛みが少なく、水分が多いた

まさこ

正子さん

め生でも食べやすいですが、日持ちし

ほしな

▲本荘地区：保科

ないので早めに食べましょう。

持ったときに、ずっ
しりと重みがあり、
皮にツヤがあるもの
が新鮮ですよ。

新玉ねぎ

本誌１５ページに
「新玉ねぎ」を使ったレシピを
掲載しています！

０３ クローズアップ

第２３回通常総代会

１４ 健康ガイド

０６ エリアニュース

元気に育ってね！ 岩城小で大豆定植体験 ほか

１６ ほっとメール・苦労すパズル

０７ ＪＡ自己改革への挑戦

１５ 食のおはなし

１８ ＪＡからのお知らせ

０８ 農業の現場から
中田

園道さん

自分に合った農業を目指す

１０ 営農生活情報

稲作・畜産・営農振興・園芸

１２ ＪＡくらしの活動

今月の表紙

撮影地／岩城小学校

６ 月 ５ 日、由利本荘市立岩城小学校 ３ 年生の児童が大豆の定植を体験
しました。詳しくは ６ ページのエリアニュースをご覧ください。
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「農家所得の増大と営農経済事業の黒字化へ向けて」
第２３回通常総代会

月

日、第

回通常総代会が西目

年度の事

２

程した全 議案と付帯決議が全て原案

業計画などについて審議が行われ、上

和元年度の事業報告や令和

公民館シーガルで開催されました。令

２３

通りに可決されました。

また、新型コロナウイルス感染拡大

防止のため、総代の皆さまへ書面議決

の行使が呼び掛けられたほか、総代や

役職員の座席間隔を空けるなど対策が

とられました。
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２６

９

総代６１２名のうち５９２名が出席（本人出席６８名：書面出席５２４名）

総代会データ

６

第 回通常総代会

代表理事組合長
アップされ、改めて農業・農村の

多分野にわたり自給力がクローズ

界的な感染拡大は、食料をはじめ

特に、新型コロナウイルスの世

げます。

協力の賜物と衷心より感謝申し上

とえに、農家・組合員皆さまのご

することができました。これもひ

県１位で６年連続推進目標を達成

いります。

団としての位置づけを創出してま

いただくことで、地域農業の応援

強化や農業・農村の持続性を確保

れました。この中に、生産基盤の

業・農村基本計画」が閣議決定さ

今年３月、新たな「食料・農

してまいります。

結び付け、盤石な経営基盤を構築

得増大と営農経済事業の黒字化に

畜産物の生産拡大により農家の所

経営から脱却し、単収の向上と農

令和２年度は、信用事業偏重の

協力をお願い申し上げます。

皆さま方のなお一層のご理解とご

者に寄り添ってまいりますので、

一体となり、農家・組合員・利用

着実な計画の達成に向け役職員

重要性を認識させる出来事と捉え

するため、特に地域政策を重視し、

当 Ｊ Ａ は、「 農 を 通 じ て 生 命 の

未来を創造する使命を負っており、

織の継続性を維持し、農と地域の

の時代に相応しいものと言え、強

多様性のある時代を象徴する令和

これまでの競争力のある強い農

神と秋田しんせいの経営理念を踏

発目標は協同組合の相互扶助の精

来の姿へと転換する新基本計画は、 とであり、「ＳＤＧｓ」の持続的開

業を目指す一辺倒の姿勢から、本

襲するものと捉え、全県でいち早

良い環境であるように取り組むこ

未来に伝えることとは、将来も

ております。

ＪＡ秋田しんせいは、平成から

国と地方が連携して生産基盤の強

尊さを未来に伝える」ことを経営

相互扶助の精神を堅持し、自己改

いものが生き残れるのではなく、

くＳＤＧｓの取組を宣言しました。

いのち

令和への時代の移りと同じくし、

化と多面的機能の発揮を図ること

理念の一つとしております。

革の取り組みを前進させてまいり

変化し多様性のある対応を行い、

また、ＪＡ理念と事業への理解

協力をいただきながら当ＪＡの農

また、ＴＰＰ

ます。
Ａ、日米貿易協定の発効などグ

新たな成長に結び付けていくこと
昨年は、農家・組合員のご努

やＥＵとのＥＰ

ローバル化の進展による国内農業

が必要です。
る自然災害による生産現場の疲弊

畜 産 物の地 産 地 消を推 進 するとと

け

力により米は久々に豊作となり、

もに、
直販サイトの「ＭＡＭＡＫＥ」

ま

などの既存の課題に加え、新型コ

農畜産物販売額は計画を上回る

を開設し、多くの方々にも食べて

ま

ロナウイルス感染症の影響など、

１１５億円を超え、共済事業は全

１１

新たな課題にも直面しています。

を深めていただくため、女性部の
への影響や米の消費減少、頻発す

私たち役員は総合農協として組

新しい役員体制となりました。

とあります。

小松

忠彦

「農家所得の増大と営農経済事業の黒字化へ向けて」

２３
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新型コロナウイルス
対策を徹底
今回の総代会では、新型コロナ
ウイルスの感染拡大を防止するた
め、総代の皆さまへ書面議決の行
使を呼び掛けたほか、非接触体温
計による検温の実施やマスクの配

通常総代会提出議案

役員功労・
永年勤続者表彰

総代会の開会前には、地域農

業の発展にご尽力いただいた役

員の方々と令和元年度をもって

ＪＡを退職された方々の表彰が

行われました。

勝一さん（大 内・在任 年）

■役員功労表彰者

畠山

阿部

武田

今野

鈴木

今野

和雄さん（ 東由利・在任 年）

吉二さん（鳥 海・在任 年）

良夫さん（ 仁賀保・在任 年）

久さん（大 内・在任 年）

正樹さん（岩 城・在任 年）

年以上）

直樹さん （勤続 年）

（勤続

■永年勤続表彰者

田口

遠藤

阿部

佐藤

池田

悟さん （勤続 年）

泉さん （勤続 年）

誠さん （勤続 年）

紀子さん （勤続 年）

佐々木鋼記さん （勤続 年）

菊池

兼松

鈴木

佐藤

加藤

鈴木

２２

２２

２２

２２

２２

１８

布、パーティションの設置、総

第１号議案
第 年度事業報告等及び剰余金
処分案承認の件
第２号議案
定款および定款附属書総代選挙
規程の一部変更の件
第３号議案
信用事業規程の一部変更の件
第４号議案
農地利用集積円滑化事業規程の
廃止の件
第５号議案
全国酪農業協同組合連合会への
会員加入の件
第６号議案
由利本荘沖洋上風力発電事業促
進期成同盟会への会員加入の件
第７号議案
第 年度事業計画の策定の件
第８号議案
第 年度経費の賦課金額、賦課
の方法、徴収時期及び徴収方法
の決定の件
第９号議案
理事及び監事の報酬に関する件
附帯決議
１．決議事項中、行政庁の認可、
承認等を必要とするものについ
て、総代会の決議の内容を変え
ない字句等の変更は理事会にご
一任願います。
２．年度途中で、事業計画の一部
について軽微な変更を要するに
至ったときは、理事会で当該計
画の変更ができることをご承認
願います。
２３

２４

２４

代・役員の座席間隔を空けるなど
の対策を実施しました。

滑な議事進行により、全９議案と

功氏を選任しました。適切かつ円

議長には、大内地区総代の渡部

大内地区総代の
渡部氏を議長に選任

▲座席に間隔を空けるなど対策を徹底しました
▲議事を進行する渡部氏

２つの附帯決議を審議していただ
きました。

則明さん （勤続 年）

晴人さん （勤続 年）

咲美さん （勤続 年）

孝美さん （勤続 年）

三敏さん （勤続 年）

好行さん （勤続 年）
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３０

４２

４２

４２

４１

４０

３９

３５

３４

３３

３２

３１

３０

▲入り口で非接触体温計での検温
▲受付にパーティションを設置

岩城

元気に育ってね！
岩城小で大豆定植体験
北部エリア

牛乳飲んで元気に！
父の日に牛乳どうぞ
各支店

ＪＡは 日、各支店で「父の日に、
ちち
乳を贈ろう」をテーマに一足早く父
の日イベントを実施し、来店客に日
頃の感謝を込めて農協牛乳をプレゼ
ント。
窓口職員からプレゼントを受け
取った来店者は「牛乳を飲んで免疫
力を高めたい」と話しました。
また、同日は年金支給日でもあり、
特殊詐欺被害防止を呼び掛け、注意
を促しました。
ＪＡでは、新型コロナウイルスの
影響による消費の落ち込みを軽減す
るために「乳製品消費拡大運動」を
展開しています。

自慢の「つぶぞろい」
首都圏で消費拡大目指す
営農生活部

ＪＡでは、ＪＡ全農あきたやＪＡ
グループと連携し、秋田県オリジナ
ル品種「つぶぞろい」の消費拡大活
動を実施しています。
今回は首都圏のスーパー１３０店
舗で、４月から５月の間につぶぞろ
いを購入、応募することで「つぶぞ
ろいのお酒」が当たるキャンペーン
を開催しました。３６０通の応募が
あり、 万２５３０袋の売り上げに
つながりました。
応募者からは「あきたこまちより
粒がふっくらしておいしかった」
「農薬を減らして栽培しているのは
安心で嬉しい」などのコメントをい
ただいています。

▲農協牛乳を手渡しました

地域の
活性化
くらし
の向上
で活性
化

▲抽選会には小松忠彦組合長㊥が参加

▲「大きくなれ！」と思いを込めました
▲彩り鮮やかな寄せ植えができました

６月５日、岩城小学校３年生の児
童 名が大豆苗の定植を体験しまし
た。大豆栽培体験は今回で７年目。
ＪＡ職員が子葉が隠れるくらいの
深さに苗を植えることや水分を頻繁
にやらないことなど、大豆栽培の注
意点を説明しました。
児童は手で畝に穴を掘り、深さや
苗にかける土の高さなどを営農指導
員とＪＡ女性部員に聞きながら丁寧
に作業を行いました。
児童は「植えるのは簡単だった、
大豆ができるのが楽しみ」と笑顔で
話しました。

２６

１５

1

花と会話で心潤う
寄せ植え講習会を開催

１８

中央部エリア 東由利
ＪＡ女性部東由利支部は 日、花
の寄せ植え講習会をＪＡ東由利支店
で開催し、 名が参加しました。
花苗はラベンダーやセンニチコウ
などの 種類を準備。コイケ種苗株
式会社の稲川喜美雄さんが、花を長
く楽しめる土づくりや、水やりの注
意点など寄せ植えのコツについて解
説しました。
参加者は、花苗を４種類選び、好
みの彩りになるように定植。思い
思いのプランターを完成させると、
「皆と話しながら活動するのが楽し
い。花も大切に育てる」と話しました。
１９

３１

地域の
活性化
食と農
を通じ
て活性
化
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技術や情報を発信し
経営をサポート

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

２８
ＪＡ秋田しんせい自己改革の取り組み●

すばやい情報提供による経営サポート

営農情報をメールマガジンでお届けします！

Ｑ

農業者

この取り組みには、
どんな効果があるのですか？
Ｅメールを一斉送信することで緊急性が高
い情報を素早く提供でき、タイムリーな対
処が可能となります。また、緊急時以外に
も情報を発信し、栽培管理をサポートして
います。

の所得
増大
経営を
サポー
ト

Ａ
営農生活部 部長

北島

❶登録無料のメールマガジン
緊急営農情報は、登録
無料のメールマガジンで
す。（通信料金は別途発
生します）天候や生育状
況、栽培管理など、営農
に関するタイムリーな情報を、携帯やパソコンへ
メールでお届けしています。

登録者数

431名

※令和 ２ 年 ６ 月３０日時点

❷かんたん！

登録の流れ

❸主な情報提供内容について

米

・追肥や水管理など単収確保に向けた
圃場管理の周知
・病害虫の発生状況・防除方法や台風
などによる風水害対策について

園

・梅雨の長雨等により、畝の上まで浸
水してしまったときの対応について
・湿度が高い日の防除方法の提供や、
現時点で発生被害が多い病害虫情報
の周知と対策

❹これを機に、ぜひ登録しましょう！

①ＪＡ秋田しんせいホームページから登録専用ペー
ジにアクセスして緊急営農情報の会員規約に同意
いただけるようであれば「同意する」ボタンをク
リック。その後、お名前、メールアドレス等を選
択して送信する。
※スマートフォンや携帯電話から
は、右記のＱＲコードを読み取
ることで直接登録フォームにア
クセスできます。
②返信されてきたメールに記載されているＵＲＬを
クリックすることで登録が完了します。
【トップメッセージ】
ＪＡでは、栽培管理などの情報を適期に提供・公開し、農業者の所得増
大や品質の向上、収量増につながるようサポートしてまいります。
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清

緊急営農情報は、管内を巡
回し、現況を把握している営
農指導員が配信しており、栽
培に役立つ情報や異常気象の
対策が圃場ですぐ確認できま
す。
適期の作業内容を配信して
いますので、新規就農者の方
にもおススメです。登録は無
料ですので、ぜひお気軽にご
登録ください。

代表理事組合長

小松

忠彦

実践で身につく知識大切に
自分に合った農業を目指す

中央部エリア（西目地区）

中田

園道（なかた

昭和５７年 ４ 月１５日生まれ
兼業農家

そのみち）さん
３８歳

【経営面積】
半促成アスパラガス ７ ㌃
米 ３０㌃
あやう
好きな言葉◉●彼を知り己を知れば百戦殆からず
趣味◉読書 映画鑑賞
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かも含め、栽培する条件が整って

ともあり、自分に合う品目かどう

有無による違いや土壌などの栽培

ペースを作り、農薬や化成肥料の

そのために、圃場に実験用のス

けるところです。その日の自分の

農業の魅力は、自分の裁量で働

培で出にくいとされる茎枯れ病が

良くも悪くも結果が目に見える

合った栽培方法を模索しています。

みるなど、実践を通して自分に

するのかを決められるので楽しみ

体調に合わせて、どのくらい作業

両親の経営を継ぐ

いる半促成栽培を手伝いながら取

条件の変更、様々な品種を育てて

きっかけはアルバイト

り組み始めました。

周りが「芽かきや乾燥作業が大変
発生しました。先輩農家などへの

私が農業をやってみたいと思っ
たきっかけは、沖縄で体験した葉
初年度の平成

だ 」、「 き つ い 」 と 話 す 中 、 自 分
相談や調べたことを基に対策を講

ことを目標に、稲作についても勉

年は、半促成栽

タバコ栽培のアルバイトでした。

は管理作業が「楽しい」と感じ、

じ、翌年には被害を一定程度抑え

強中です。米作りを勉強する塾に

現在は、両親の経営を引き継ぐ

ながら農業をしています。

農業が向いているのではないかと
ることができました。

のが農業の楽しいところです。

考えるようになりました。

入り、研究田を設置しました。塾

のメンバーと切磋琢磨しながら技

年には、病気の特

性を徹底的に調べ、先輩農家から

術を磨き、専業農家として独り立

さらに平成

栽培指導など様々な職種を経験す

教えてもらった技術と照らし合わ

その後、市民農園事業に携わり

るうちに「農業を本格的にやりた

ちできるよう頑張っていきます！

病が発生しませんでした。自信に

せて対策を改良・補完しました。

最初は新規に就農しようと、行

つながりましたし、ほっとしてい

い」という思いが強くなっていき

政やＪＡに農地や資金、品目など

ます。

孫子の言葉
「彼を知り己を知れば百戦殆か

あやう

を相談しながら準備を進めていま
したが、不安な面も多く、義両親
を手伝う形で栽培について学ぶこ
とにしました。

らず」という孫子の言葉がありま

当初は様々な園芸品目を栽培し

調べたり実験したりして相手を学

病害虫の性質・特性を観察したり、

す。私はそれを意識して、作物や

たいと考えていましたが、義両親

んで対応策を練ることを心がけて

やってみてから考える

がアスパラガスの露地栽培に加え

います。
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て新たに半促成栽培を導入したこ

▲中田さんが設置している研究田

その結果、今年はほとんど茎枯れ

収穫作業は ９ 月まで続きます▶

ました。

▲様々な栽培方法を試しています

２９

３０

●今後の水管理のついて
７月に入り、稲は幼穂形成期を
迎えます。幼穂形成期から減数分
裂期、さらに穂ばらみ期にかけて
は水管理が重要です。まだ中干し
をしている場合や、圃場に水がな
い場合は入水し、幼穂形成期を迎
える準備をしましょう。
水分不足によるストレスで稲体
の活力が低下しないよう、可能な
範囲で最善の水管理をしましょう。
【高温の場合】
圃場ごとに水利条件は異なりま
すが、可能な限り水の入替え・か
け流しを行い、稲体の活力を維持
しましょう。
【低温の場合】
℃以下が続く場合は、深水管
理で幼穂を保護してください。
●カメムシ防除について
今年もカメムシの発生が懸念さ
れます。７月 日～ 日は第２回
の統一草刈り期間となるため、草
刈りを一斉に行い、カメムシの増
殖を抑制しましょう。
カメムシは水田内の雑草の穂に
産卵し、稲を加害するため、圃場
内にある雑草の防除も必要です。
草刈り期間終了後は８月末まで草
刈り禁止期間となります。ただし、
１回目のカメムシ防除後から１週
１７

１０

２０

６２５，８１５円

４７，５５０円

去

勢

２０１頭

３３２㎏

６７０，３３８円

－１７，７３１円

合

計

３４４頭

３２４㎏

６５１，８３０円

９，２９７円

生産者

小野 真一
（東由利）

２ 美国桜 勝忠平 紋次郎 １１９㎝ ３５１日 ３１３㎏ ９９３，３００円

小野 真一
（東由利）

３ 美国桜 勝忠平 安平照 １１４㎝ ２９４日 ２７０㎏ ９９２，２００円

小野 真一
（東由利）

佐々木 優
勝早桜
華春福 安福久 １２５㎝ ２８９日 ４２４㎏ ９２５，１００円
（大 内）
５

２

百合白清
佐々木 優
勝忠平 安福久 １２１㎝ ２９７日 ３６３㎏ ９１１，９００円
（大 内）
２

お問い合わせ

―

0184-27-1601

※ご本人の希望により匿名としております。

８０

１ 諒太郎 隆之国 安平照 １１７㎝ ３４２日 ３３０㎏ ９９４，４００円

の主要家畜市場で上がっています。
自粛の段階的な解除により、飲食
店や学校給食、物流などが回復し
つつあることや、すでに発動され
ている肉用牛肥育経営安定交付金
制 度 （ 牛 マ ル キ ン ）、 行 政 機 関 の
支援、補助事業の効果が出始めて
いると推測されます。
しかし、予断を許さない状況に
変わりはありません。今後の動向
を見極めながら、影響を最小限に
食い止めるとともに、状況回復に
努めていきましょう。

１

あきた総合家畜市場ニュース

３１３㎏

0184-27-1601

間以内に、防除圃場周りの農道・
畦畔の草刈りを実施してください。
それ以外の草刈りは９月以降に行
いましょう。

１４３頭

６月市場の平均価格は、前月よ
り雌が高値、去勢が安値となり全
体 は 高 値 で 推 移 し ま し た。（ 左 表
参照）
新型コロナウイルスの影響で農
畜産物の消費が低迷し、流通が
滞ったため、子牛価格の落ち込み
が懸念されていましたが、４月～
６月にかけて価格は上昇傾向にあ
ります。
平均取引価格は、全国の約 ％

前回対比

翔

長田

●穂肥について
間もなく穂肥の時期を迎えます。
稲の登熟・収量を向上させるため
に、稲に養分が十分に供給される
よう、ＪＡで行う生育診断を参考
にしつつ施肥量が不足しないよう
にしましょう。
肥料を効果的に吸収させるため、
圃場内に十分な水を確保するよう
に管理を行ってください。
●萌えみのりの穂いもち対策につ
いて
「萌えみのり」は品種特性として
穂いもち病に弱いため、作付けし
ている場合は防除作業が必要です。
幼穂形成期に入り、圃場へ入水
したタイミングで、コラトップ剤
を散布して対策を行ってください。

平均価格

お問い合わせ

▲アカスジカスミカメ

営農生活部 畜産振興課
課長補佐 佐藤 英行

※

安 福
３ 安福久 勝忠平
１２０㎝ ３０３日 ３７５㎏ ９０４，２００円
１６５の９

生産者

価格

母の父 母の祖父 体高 日齢 体重

父

去勢

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
２０２０年 ６ 月 ９ 日

米穀課
営農生活部
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営農振興
営農振興課
新時代を勝ち抜く！
農業夢プラン応援事業
令和３年度の要望受付に
ついて
農業経営の複合化や規模拡大、
６次産業化に向けた農業用機械・
施設などの導入費用の一部を支援
する「農業夢プラン応援事業」に
ついて令和３年度分の要望受け付

【成果目標】
事業実施後の販売額が県補助金
額の１・２倍以上増加すること
（新規就農定着事業のうち非農家
は県補助金額の１／２以上）
【対象品目】
県の重点品目、地域の振興品目

㌃以上

上

２００平方㍍以

㌃以上

に当たる野菜や花きなど

㌃以上

【規模要件】
枝豆：

けを行います。
なお、要望のあった事業の採択

ネギ：

花き：
露地栽培
ハウス栽培

上

１００平方㍍以

㌃以上

は右記１／２以上）

※事業
 実施後の作付面積が右記
以上になること（新規作付者

ハウス栽培

露地栽培

アスパラガス：

を約束するものではありませんの
でご了承ください。
【要望受付】

象】

令和２年８月７日（金）まで
【対

お問い合わせ

詳細については、各営農セン

要領は一部抜粋したものです。

園芸

園芸販売課

形・色があり、お祝いの花束から

ダリアは多彩な花の大きさ・

植え付けて栽培します。

りのよい土地を好み、球根か苗を

ダリアは水はけがよく、日当た

栽培方法について

アレンジメントまで様々な用途で

芽があるものしか発芽しないた

【球根の場合】
●ダリアの種類

め、必ず発芽部を確認して植えつ

けてください。

秋田県では秋田国際ダリア園の

鷲澤幸治さんと連携し、秋田県オ

【苗植えの場合】

ないように水分確保に注意します。

定植から活着するまでは乾燥し

リジナル品種の「ＮＡＭＡＨＡＧ

Ｅダリア」を開発しています。

㌢以上の

また、挿し芽による苗の増殖が可

㌢未満の小輪から

巨大輪、丸くボールのように咲く

ださい。

本以上収

ぜひ、ご家庭でも育ててみてく

すると３年ほど栽培できます。

り込むと秋にも収穫可能で、定植

また収穫後、夏場に一度短く刈

穫できます。

摘心すると、１株から

発芽した後は、生育に合わせて

能です。

り、色も赤・白・ピンク・オレン
ジ・黒など様々です。

また、花形も一重・八重・ポン

種類以上あります。

ポン・花弁がねじれているものな
ど

0184-27-1601

お問い合わせ

使用されます。

ダリアを育ててみませんか

祐介

佐藤

「ボール咲」など多数の種類があ

３０

営農生活部 営農振興課
係長 畠山
修

ターまたは本店営農振興課までお

営農生活部 園芸販売課

１０

３０ ５０

問い合わせください。

１０

１０

２０

１０

認定農業者、認定就農者、６次
化法認定事業者など
【補 助 率】
県：税抜事業費の１／３以内

～

（新
 規就農定着事業のうち
非農家は１／２以内）など
１２
以内（予定）
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市：税抜事業費の１／
２／

１２

0184-27-1601

ＪＡくらしの活動

Ｘ
Ｏ
Ｂ
け
届
お
品
食
鮮
新
の
ＪＡ
できました！

まるごとぜ～
んぶ
しんせい産！

年4回

ール！

エ
農家に

しんせい管内自慢の野菜、秋田由利牛などを １ 年間に ４ 回お届けする「おいし
さ」が詰まったおまかせＢＯＸができました。内容は届いてからのお楽しみ♪
おうちのために、大切な人のために、ぜひご利用ください。

気軽に楽しむ

２５，０００ 円

（税込）

コース

例：２０，０００円コース

２０，０００ 円

（税込）

リッチに味わう

コース

年４回

コース

１５，０００ 円

（税込）

ベーシックにいただく

※全て送料・消費税を含みます。

※内容は変更になる可能性があります

■ １ 回目

８ 月上旬：枝豆・ミニトマト・ピーマン・比内地鶏・秋田由利牛

■ ２ 回目

１０月下旬：新米・しめじ・キャベツ・リンゴ

■ ３ 回目

１２月中旬：きりたんぽセット・セリ・ネギ・しいたけ・ごぼう

■ ４ 回目

５ 月上旬：アスパラガス・こごみ・タラの芽・うど・パック米飯

など

など
など
など

お申込み方法
方法①
ＪＡ秋田しんせいのホームページから申込書をダウン
ロード、必要事項を記入して最寄りの支店へ現金を添え
てお申込みください。
■問い合わせ先

方法②
最寄りの支店で申込書を受け取り、必要事項を記入。現
金を添えてお申し込みください。

経営管理部 Ａｇｒ
ｉ
・
Ｆｏｏｄ未来企画課 ＴＥＬ：０１８４－２７－１６６１ ＦＡＸ：０１８４－２７－１６６２
ＪＡ秋田しんせいホームページ：https://www.akita-shinsei.or.jp/
12

エスディージーズ

ＳＤＧｓとわたしたち

女性部の

「ＪＡ運営に
参画する」

ＪＡ女性部では、取り組みと協同活動を通し
て女性部の結集力をＪＡ運営に生かす活動を
行っています。
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

活動ってなんだ？

❺ＪＡ運営に参画する
・Ｊ Ａ役職員との対話（積極的な交流、情報交
換）を強化します。
・支店運営委員会など各種委員会への参画をすす
めます。
・Ｊ Ａ運営への女性参画目標である「正組合員
３０％以上、総代１５％以上、理事等１５％以上」を
目指します。
・ＪＡ女性組織メンバーの全員が正・准組合員と
なることを目指します。
（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

ジェンダー平等

格差の是正

平等・正義・
有効な制度

第７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。

目標達成に向けた
パートナーシップ

こんな活動に

取り組んでいます

ＪＡ女性部では、これまで行ってきた活動をＪＡ運営に役立てるため、ＪＡに関して理解を深め、積極的に参画できる
ような仕組み作りに取り組んでいます。

■ＪＡ運営女性参画学習会

ＪＡ女性部では、ＪＡの
運営に女性が活発に参画す
るために学習会を開いてい
ます。「農」 と 「食」 につい
ての講演や意見交換会など
を行い、ＪＡの運営に反映
させるため、どのように働
きかけるかなどを学びます。

■常勤役員との懇談会
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■ＪＡ女性組織リーダー研修会

リーダー研修会は中央
会が主催となっており、
ＪＡ管内の女性部支部長
が参加しています。
全国ＪＡの取り組みや
専門家による講演などを
通してＪＡ及び農業に対
する知識を深めています。

女性部がＪＡと連携して活発に活動するために、常勤役員との懇談会を開催し
ています。
懇談会は、女性組織の意見や要望、課題などを組合長や専務、常務と直接話し
合う場となっており、意見交換を踏まえて相互の意思疎通を図ります。
また、ＪＡとしても女性組織の意見を聞くことができる貴重な場となっており、
農業の担い手、後継者の問題などについて話し合い、運営に生かしています。

チーム医療の
一員としての
自覚を持って
学技士です。
名の臨床工学技士が

代替療法である人工透析や救急・

の代替・補助することとして、腎

に院内全体が運用できるよう日々

門と連携を図り安全かつスムーズ

説明及び勉強会の開催など、多部

近年よく耳にするようになった

集中治療領域におけるアフェレシ

する）療法、狭心症・心筋梗塞・

チーム医療やタスクシフト。医師、

取り組んでいます。

脳梗塞・脳出血に対する心臓・脳

看護師をはじめとした多くの医療

ス（血液から特定成分を分離除去

血管カテーテル治療、ペースメー

によって最善の治療が提供できる

スタッフが互いの専門性を尊重し、

また、県内でも数少ない心臓手

ものと考えます。結果、それが全

カ植込み対応、人工呼吸器の操作

１０００台以上の医療機器操作を

術対応施設として人工心肺装置や

て患者さんにフィードバックされ

最大限の能力を引き出し合うこと

中心とした業務展開を行い、その

ＥＣＭＯ操作など、医学と工学の

介助などが挙げられます。

内容は左図のように大きく５つの

るわけです。

分野に分けられます。

時間３６５日、どんな状況に

さらには、ここ数年で各診療科

提供することが私たちの使命です。

力（技術）を発揮し最良の医療を

おいてもチーム医療の一員として

からたくさんの要望が寄せられて

命を預かる者としての自覚と責任

プログラムを構築し、日々厳しい

おり、胃カメラ・大腸カメラの検

を持ち、これまで積み重ねてきた

これからも医療は進歩（進化）

査介助や吐下血に対する止血術・

いや緊急手術全般の機材準備及び

し続けます。その進歩に臆する

信頼を失わぬよう、何事にも謙虚

どの分野においても、病気にな

操作など、どの領域においても臨

こ と な く、「 痒 い と こ ろ に 手 が 届

ポリープ切除などの内視鏡治療全

り始めの「急性期」から、長期に

床工学技士が配置されるように

かつ貪欲に取り組んでいかなけれ

著しく進歩し、同時に医療機器の

わたり治療が必要な「慢性期」ま

く 」、「 縁 の 下 の 力 持 ち 」 の よ う

般、より専門的な治療が必要と

高度化・複雑化が一層進んでいま

なってきました。

だ走り続けます。

な存在であり続けるため、まだま

で幅広い疾患に対応しています。

ばなりません。

冷静かつ正確で迅速な１００％の

あり、その教育においても一定の

両方の知識が必要不可欠な職種で

在籍しており、院内で使用する

当院には

辰徳

す。その医療機器の操作及び治療

なった患者さんの転院搬送の立会

トレーニングに励んでいます。

２４

臨床工学技士とは「厚生労働大
臣の免許を受けて、医師の指示の
下に、生命維持管理装置（人の呼
吸、循環又は代謝の機能の一部を
代替し、又は補助することが目的
とされている装置）の操作及び保
守点検を行うことを業とする者を

年）にこの

いう」と臨床工学技士法で定義さ
れています。
１９８８年（昭和

年が経過しま

（Tatsunori Kon）

金

医療機器管理
呼吸治療

そして、臨床業務以外でも医療

法律が施行され、

由利組合総合病院
臨床工学科
臨床工学副技師長
集中治療
手術

臨床工学技士の定義にもあるよ

専任２名

の効率化と安全を守り、チーム医

年の間に医療技術が

１１
心･血管カテーテル
植え込みデバイス
人工心肺
血液浄化

器材の新規導入や切り替え、操作

内視鏡関連

う に、「 人 の 呼 吸 ・ 循 環 ・ 代 謝 」

した。この

６３

３０

療の一端を担っているのが臨床工

３０
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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。

新玉ねぎ
玉ねぎに含まれる「硫化ア

リル」には、血液をサラサラ

にする効果や免疫力アップ、

疲労回復など健康に良い多く

の効果があるとされています。

抗酸化作用により、シミや

シワを防いだり脂肪燃焼効果

もあり、ダイエット効果も期

待できます。

新玉ねぎソースがけ鶏もも肉ソテー
◉材料（ ２ ～ ３ 人分）

新玉ねぎときゅうりの浅漬け
◉材料（ ４ ～ ５ 人分）

青シソ……… ４ ～ ５ 枚
塩…………………２５㌘
Ａ
砂糖………………５０㌘
⎠⎬⎞

新玉ねぎ…………… ３００㌘
キュウリ………… ５ ～ ６ 本
大玉トマト…………… ２ 個

◉作り方
①材料をよく水洗いした後、水気を拭き取る。
②玉ねぎは ６ ～ ７ ㍉程度の太めの千切り、キュウリは斜
め切りにする。
③大きめの器に「②」を入れ、予めよく混ぜ合わせてお
いた「Ａ」を加え十分混ぜ合わせたら、軽く重石をし
一晩おく。
④皿に青シソを敷いて「③」をのせ、 ８ 等分に切ったト
マトを飾り付けて出来上がり。

鶏もも肉…………… ３５０㌘
アスパラガス…… ２ ～ ３ 本
ミニトマト……… ３ ～ ５ 個
ポン酢……………大さじ ７
米粉………………大さじ ５

オリーブオイル………適量
塩、コショウ…………適量
新玉ねぎ……………… １ 個
■ソース用
オリーブオイル…大さじ ６

◉作り方
①鶏肉にフォークなどで穴を開けて、包丁で等間隔に切
り込みを入れる。塩コショウをふってから米粉を全体
にまぶす。
②アスパラガスは ３ 等分にぶつ切り、トマトは半分に切
り、オリーブオイルで炒めて寄せておく。
③「①」を中火できつね色になるまで両面焼く。
④「③」に 「②」 を飾り付け、ソースをかけて出来上がり。
■ソースの作り方
①玉ねぎをみじん切りにし、ソース用のオリーブオイル
半分で炒める。
②「①」がしんなりしてきたら残りのオリーブオイルと
ポン酢を入れて火を通す。

お好みでミニ
トマトを添え
てもＯＫ！

本荘地区

ほしな

保科

まさこ

正子さん

玉ねぎのシャキッ、キュウリのパリッと
した歯ごたえの違いが楽しめる一品です。
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Ａｇｒｉ・Ｆｏｏｄ未来企画課

外出できないストレスは、電話で発
散して過ごしました。

姉に「秋田しんせい」の手
ぬぐいをあげたら「マスク
三枚作ったよ！」とのこと。

代

一枚もらいました。ラッ
キー！
西目
マチュピチュ さん

長～くなりそうなコロナ生

………………………………

（電話で色々なことをお話しするの
活です。３月から自粛生活

代

私も友

長谷部きみ子 さん

はとても楽しいですよね♪
に入り、毎日毎日草むしり
をしたおかげで我が家の庭

は、いつもの庭と違って今までに見

スヌーピー さん

を楽しんでいこうと思います。
本荘

代

になりました。これからもこの生活

…………………………………………

代

たことのない花も顔を出してきれい

（笑）
な）

人と電話をするとついつい長話に…

岩城

Ｐ．Ｎ

「土曜は秋田由利牛の日！」いいで

油あげ さん

すね。写真も超おいしそう！
大内
…………………………………………

…………………………
紫陽花が咲き始めまし
た。雨に濡れてしっと
りと咲く姿が大好きで
す。

代

ゴンジイ さん

代

今年も友達の畑から玉ねぎ

を一緒に抜いてたくさんい

ただきました。いつもあり

がとう。いつまでも健康で

代

会えますようにと、初めて

健康教室に行きました。

仁賀保

齋藤由美子 さん

………………………………

いちじくといえば我が集落、

大竹が有名です。ブランド

化もしました。地産地消を

食べてコロナに負けないよ

代

うにしたいです。はやく収まれコロ

ナ！

金浦

コロナにまけるな さん

今年もきっと作るであろういちじく

作っていたことを思い出しました。

年母が大竹産のいちじくで甘露煮を

読しました。なかなか食卓に上がる

「秋田由利牛」のお話、興味深く拝

…………………………………………

楽しみ！

食券も購入できたし、ゴチになるか

ことなくきましたが、プレミアム飲
代

な？

芝田

よしおじさん

…………………………………………

象潟

代
６月の天気のいい日に久しぶりの孫

（ＪＡ管内の秋田由利牛取扱店の中

この機会に

ぜひ食べてみてください！り）

弘子 さん
と再会。色々とお手伝いや話をして

代

にはプレミアム飲食券が使えるお店

幸男 さん

くれました。皆が普通に暮らせるっ

菅野

があるみたいですよ！
鳥海

て幸せなんだなって思いました。

由利

の甘露煮。わりと好きな味です。

今回の答え「いちじく」を見て、毎

…………………………………………

東由利

に育っている。

ドキドキでした…

…………………………………………

７０

本荘
鎌田 和子 さん

…………………………
日照り続きと思ってい
たら、いい具合に雨が
降ってくれて一安心。

６０

４０

８０
３０
８０

６０

今のところ野菜も順調

初めて運転免許更
新のための高齢者
講
習に行ってきまし
た。慣れない車の
運転
でドキドキでした
。
東由利 Ｐ．Ｎ 山大
好きババさん
７０代

Ｐ．Ｎ

Ｐ．Ｎ
Ｐ．Ｎ

７０
６０

る
の見回りに出かけ
毎日 １ 回は必ず畑
た
え
植
・
た
っかく蒔い
のが日課です。せ
水
、
と
い
な
けにはいか
野菜を死なせるわ
す
穫
収
…
り
料を与えた
やり、草とり、肥
。
る日が楽しみです
７０代
さん
子
西目 阿部チヨ

６０
７０

Ｐ．Ｎ

Ｐ．Ｎ

畑の見回りに
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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
０１
０４

応募方法（おはがき・ＦＡＸ・Ｅメールで）

◎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。

応募締切り 令和 ２ 年 ７ 月２７日（月）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

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 ８ 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。

０７
０９
１０
１１
１３
１５
１６
１７
１８
２０
２１

セーフではなくて
赤い顔をして郵便物をのみ込みま
す
漂白や殺菌に用いる白い粉
タコやイカが吐きます
銃のこと。モデル――
土用の丑（うし）の日によく食べ
られます
冷やし中華に添える黄色い薬味
水稲が育つ場所
雨や日光を遮るために差します
――眼鏡、――巻き
寺社を巡って集めている人もいま
す
畳表にも使われる植物
目からぽろりと落ちることも

６

ヨコのカギ
０１
０２
０３
０５
０６
０８
１２
１３
１４
１５
１６
１７
１９

月号のこたえ

夏の夜明けにラッパ形の花を咲か
せます
元素記号はＵ。『鉄腕アトム』で
はアトムの妹の名前になっていま
す
誕生日が来ると一つ取ります
この全自動洗濯機のコース運転は、
洗い→――→脱水と進みます
起業して巨万の――を得た
カメが日当たりのいい場所に出て
います
「有りの実」と呼ばれることもあ
ります
スチールやアルミに分けてリサイ
クル
北海道和種という馬の俗称
障子やふすまなどのこと
エジプトの首都
自動車を数えるときに使う言葉
義を見てせざるは――無きなり

正解は

イチジク

でした。

◆特別賞（地産地消商品）
布施 隆子さん （大 内）
◆ＪＡ全国共通商品券（２，０００円分）
長谷部きみ子さん （岩 城）
柴田 栄子さん （鳥 海）
竹内カズ子さん （金 浦）
佐藤千栄子さん （由 利）
森
久子さん （象 潟）
沼倉 睦子さん （矢 島）
釜台チエ子さん （西 目） さとうゆうがさん （本 荘）
◇応募総数 １２１通 佐藤
渉さん （東由利）
長谷山文雄さん （仁賀保）

■ ６ 月の注目記事

４ 割「農業がより大切」

（６／１８付 一版）

電話

□クローズアップ □エリアニュース
□ＪＡ自己改革への挑戦 □農業の現場から
□営農生活情報 □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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日本農業新聞は、新型コロナウイルス
の影響による都市住民の食生活や農業へ
の意識変化を調べるため、首都圏の２１０
人に街頭調査をした。国内農業への意識
は「コロナ禍以前より大切に思うように
なった」との回答は３９．５％。年代別では５０
代が６４％、６０代が５８％と高齢層が高かった。６２％が家で料理
する回数が増えた。新型コロナ禍が農業や食料について考
える契機になり、食生活に変化が表れていることも分かった。
■ＪＡ秋田しんせいの記事も載っています！
６／５ 窓口での感染予防 白く明るい新素材
６／１１ みんな笑顔で 最後の田植え
６／１７ 管内寺院に車椅子贈る ６／１７ ミニデイ再開 …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)

秋田しんせい農業協同組合 職員募集要項
【高等学校】

令和 3 年度
（令和 3 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､農業機械技術職

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 3 年 3 月卒業見込み者
を含む）で、令和 3 年 4 月 1 日現在で35歳以下の者。

募

資

格

5 名程度

※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 3 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

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。(https://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。

⑵卒業見込み証明書または卒業証明書

1通

⑶成績証明書（新卒者のみ、既卒者は不要）

1通

（既卒者は卒業証書の写しでも可）

※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 2 年10月 5 日(月)から10月16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、令和 2 年10月23日(金）

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11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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行事予定

理事会報告

7

第３１６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

JULY

２０日（月） りんどう出発式
３０日（木） 理事会

8

AUGUST

１ 日（土） あぐりスクール開校式
４ 日（火） あきた総合家畜市場
２７日（木） 理事会

開催日：令和 ２ 年 ６ 月２６日（金）

リスクマネジメント委員会要項の設定について
中央会・連合会及び関係団体への役員の推薦について
関連会社への役員の推薦について
関係団体への役員の推薦について
令和 ２ 年度理事報酬の決定について
役員賠償責任保険への加入（継続）について
全国酪農業協同組合連合会への出資について
会計監査人との監査契約の締結について
固定資産の取得について
業務報告書の行政への提出について
令和元年度下半期定期監事監査報告書に対する回答について

ＪＡ秋田しんせい概況

※行事予定は変更となる場合がございます。

ＪＡまつり・年金友の会
各種イベント中止のお知らせ

開催を予定しておりました令和 ２ 年度の「Ｊ
Ａまつり」「年金友の会総会・関係事業（グラ
ウンドゴルフ大会やゲートボール大会など）」
につきまして、新型コロナウイルス感染拡大防
止のため、開催を中止させていただきます。
ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

令和 ２ 年 ５ 月３１日現在
正 組 合 員 数／
１０，３７１人
准 組 合 員 数／
９，０５９人
出
資
金／ ５２億７，６５０万円
貯
金／１，５１３億２，９０７万円
貸
付
金／
３４９億９４６万円
長期共済保有高／３，８６６億６，９８８万円
購 買 供 給 高／
６億４，１９０万円

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

３億５，５５２万円
５，９６４万円
４７１万円
１，５６６万円
２億７，５５０万円

金融移動店舗車（ふれあいちょきんぎょ号）令和 ２ 年 ８ 月の運行日程について
１ 日（土）

営業時間
午前 ９ ：３０～１２：００
午後 １ ：３０～ ３ ：００
２ 日（日）

３ 日（月）

４ 日（火）

５ 日（水）

６ 日（木）

７ 日（金）

８ 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 亀 田 駅 前 午後 大 竹 地 区

９ 日（日）

１０日（月）

１１日（火）

１２日（水）

１３日（木）

１４日（金）

１５日（土）

午前 鮎 川 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 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

１６日（日）

１７日（月）

１８日（火）

１９日（水）

２０日（木）

２１日（金）

２２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

２３日（日）

２４日（月）

２５日（火）

２６日（水）

２７日（木）

２８日（金）

午前 旧石沢支店 午前 旧玉米支所 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 旧 蔵 支 所 午後 旧石沢支店 午後 松ヶ崎公民館 午後 小砂川地区

３０日（日）
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３１日（月）

２９日（土）

おいしくて嬉しい！

日に文化交流館カ

こんにちは、ふくちゃんです。
今回は６月
ダーレで開催された「ゆりほん

梅雨を迎え、ジメジメとした日が続い

今回は文化交流館カダー
レで開催された「ゆりほん
じょうショッピングモー
ル」の様子をご紹介します。
由利本荘市内の 店舗が出店し、新
鮮な野菜、加工品などを求め大勢の人
が訪れました。

ダリアやスプレーマムなどのカ

ラフルなお花も並んで、とっても
きれいだったよ！

何を買おうか迷っちゃうくらい

色々なお店が出ていて、すごく盛

あとがき

※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

り上がった一日だったなあ☆

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/

マスコットキャラクター

ましょう。

じょうショッピングモール」に

発行●秋田しんせい農業協同組合

行ってきたよ！

由利本荘市の地場産食品などを
直売するイベントで、たくさんの
人が足を運んでくれたよ！
ＪＡもアスパラガスやミニトマ
トなどの新鮮な野菜、ブルーベ

編集●経営管理部 Ａｇｒ
ｉ
・
Ｆｏｏｄ未来企画課

熱中症対策を万全にこの梅雨を乗り切り

79
リージャムやパックご飯などの加

ＪＡ秋田しんせい広報誌

工品を販売したんだ♪

［ウインズ］№２８０

夏用マスクや水分補給をこまめに行い、

ショッピングモール開催

７

高温に加え湿度も上がる時期ですので、

創り出そう
｢農」の未来と
｢地域」の未来

ですよね。

２１

「ふくちゃん」

～なくてはならないＪＡになるための挑戦～

り

キャッチフレーズ

クをつけて過ごしていますが、息苦しい

第８次中期総合３か年経営計画

ております。新型感染症対策で毎日マス

２７

