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ＪＡグループ秋田キャッチフレーズ

ＪＡ自慢の花キーワード
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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！

ナス

本誌１５ページに
「ナス」を使ったレシピを
掲載しています！

ナスはインド原産とされている野菜

で、世界中で栽培されています。色や

形も様々で、赤や黄、緑、白などがあ

ります。

かずえ

和枝さん

１２

戸の農家が長ナスを栽

くまがい

▲由利地区：熊谷

㌧の出荷を

３０

管内では、

培しており、今年度は約

計画しています。

皮にツヤや張りがある物
を選び、特に皮の部分に
栄養があるので実と一緒
に食べましょう。

０３ Agri・Food 未来企画課の活動レポート

１４ 健康ガイド

０４ クローズアップ

ＪＡ自慢の花キーワード

１６ ほっとメール・苦労すパズル

０６ エリアニュース

コロナ対策に役立てて 社会福祉協議会に資材を寄贈 ほか

１８ ＪＡからのお知らせ

１５ 食のおはなし

０７ ＪＡくらしの活動
０８ 農業の現場から
横山

雄祐さん

にかほ市の特産品を目指し技術高める

１０ 営農生活情報

稲作・畜産・営農振興・園芸

１２ ＪＡ自己改革への挑戦

今月の表紙

撮影地／東由利地区

８ 月 １ 日、東由利地区で「あぐり体験スクール」が開催され、参加者
はジャガイモ掘りやカレー作りなどを体験しました。詳しくは裏表紙の
ふく散歩をご覧ください。
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Agri・Food

未来企画課の
活動
レポート

「農の主役」 正組合員と 「食の主役」 准組合員・地域住民・管内出身者が理解し合う地域を目指して

食べて 由利本荘・にかほの農業を応援してほしい

１００ お届け
セット

季節のおいしい福袋「夏版」
２０２０夏便（お盆前）

■取り組みの狙い
Ａｇｒ
ｉ・Ｆｏｏｄ未来企画課は、「季節のおいしい福袋」お届け
便の発送を開始しました。
この取り組みは、正組合員が丹精込めて育てた「新鮮で安
全・安心」な農畜産物を食べてもらうことで、由利本荘市・
にかほ市の農業を支える「食の主役」である消費者を増やす
ことが目的。また、新型コロナウイルス感染拡大の影響で増
加傾向にあるおうちごはんの食材をサポートし、併せて直売
のメリットを生かし農家の所得アップを狙います。
年 ４ 回、季節に合わせた農畜産物・加工品が届き、内容は
ＪＡにお任せ。第 1 弾となる夏便は、比内地鶏やアスパラガ
ス、ミニトマト、ピーマンなど管内の夏野菜を詰め合わせ、
８ 月１１日と ９ 月１日の ２ 回で１００セットを発送しました。

私たちが送らせていただきました！
Agri・Food未来企画課

渡

會

佐々木

■感想を聞きました！

◦正組合員が丹精込めて育てた新鮮で安全・安心な農畜
産物が自宅に届く
◦コロナ禍でのおうちごはんをサポート
◦３ ヶ月に １ 回、普段の食費を「しんせい産」に向けて
もらうことで由利本荘市・にかほ市の農業を応援して
もらう
◦直売を生かし、農家の所得を １ 円でも高く

ミニトマトのおいしさに驚き。
新鮮な品がこういう味だと初めてわかった。
（東京都 ６０代）
野菜だけだと思ったら、メロン
や比内地鶏も入っていて嬉しい。
（山形県 ３０代）
万が一コロナに感染し無症状だと自宅待機
になるので、
こういった企画は助かると思う。
（東京都 ６０代）

季節のおいしい福袋はＳＤＧｓにもつながります

食を通じて「農業を応援する想い」を持った人を増やし、農業者と消費者がお互いに理解しあう地域を目
指すことで、持続可能な農業を推進する。
Ａｇｒ
ｉ・Ｆｏｏｄ未来企画課は、「食の主役」と位置付ける准組合員や地域住民、管内出身者と「農の主役」である正組合員
を結びつけ、お互いの理解を深める取り組みを実施しています。
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しんせいの元気印

小

菊

■管内データ

キクの園芸品種群で頭花が直径 ９ ㌢未満
のグループを小菊と呼ぶ。日当たりと水は
けのよい場所を好み、丈夫で育てやすい品
種。多くの花形があり、花色も豊富。
花言葉は『純情』『真実』『元気』など。

管内農家：４６名
栽培品種：４ ８品種、紅天下な
ど
栽培面積：１６．８㌶
（令和 ２ 年度）
販売金額：９，９２８万円
（令和元年度実績）
出荷市場：関東、 関西、 秋田
など

産地化に向けた
ＪＡのソリューション
キク種苗供給センター

菊苗を圃場に植えるまで管
理し、作型の拡大に向けた優
良種苗を安定的に供給します。
生産基盤の拡大や農家個々の
労力削減、苗質の均一化など
を目的として約１５万本を生産
しています。

花卉集出荷施設

日常から主品目へ
直売することを目的として平成１０
年から旧金浦町、岩城町の女性部が
小菊栽培を始めました。
平成１３年に菊種苗の品種管理、譲
渡、販売などについて規約整備と販
売における共販体制が確立され、生
産者が増加。地域別の栽培マニュア
ルを活用することで生産基盤が安定
したため、関東市場への有利販売に
つながっています。
主にお盆やお彼岸の仏花として使

赤・白・黄の可憐さに自信

平成２９年 ９ 月から稼働して
いる花卉集出荷施設は、農産
物などを生産・輸送・消費の
過程で低温を保つことで品質
を保持する「コールドチェー
ン」に取り組んでいます。
用されており、需要期に合わせて出
荷されます。管内では赤、白、黄な
どをバランスよく栽培し、安定供給
に取り組んでいます。
（園芸販売課

課長補佐

大平

好仁）

「田んぼの転作として花を栽培し
ひとつである小菊。販売金額 ２ 億円
てみたい」「栽培説明書が整っていて、 を目指すべく、さらなる推進に努め
初心者でも安心して栽培できる花を
ます。
教えてほしい」など、様々な要望に
応えられる花きが「小菊」です。
ＪＡでは、キク種苗センターより
品質の良い苗を供給し、栽培マニュ
アルに基づいた指導を加えることで
生産者をバックアップしています。
ＪＡの花きにおいて、二枚看板の
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戻ってきたスター

ＪＡ

自慢の花
キーワード
JA to Flower Keyword

秋田鳥海りんどう
栽培されているリンドウは山岳地等の自
生種を切り花用として改良したもの。紫や
青い釣鐘状の花を咲かせるため、英語では
「ベルフラワー」とも呼ばれる。
花言葉は『正義』『勝利』『誠実』など。

■管内データ
管内農家：４２名
栽培品種：な がの極早生、あ
きたの青、パステ
ルベルなど
栽培面積：２１㌶
（令和 2 年度）
販売金額：2 億５，２６３万円
（令和元年度実績）
出荷市場：関 東、北海道、秋
田など

仏花としてだけでなく、様々な
シーンで活躍するりんどうと小菊。
今回は、
ＪＡで栽培されている
「秋
田鳥海りんどう」と小菊についてご
紹介します。

りんどうの故郷を目指して
鳥海山麓に自生するりんどうが栽
培用品種として改良され、故郷に
戻ってきたのが「秋田鳥海りんどう」
です。
転作田の有効利用と農家所得の確
保を目指し、平成17年に鳥海エリア
を中心として秋田鳥海りんどうの栽
培がスタート。 2 年目の平成18年 7
月に待望のデビューを飾りました。
ブルーの発色の良さと品質、ボ

高く評価されています。現在は基本と
なるブルー系に加えパステルカラー、
ピンクと幅を広げ、市場ニーズに応

リューム、日持ちの良さは市場から

える花づくりに取り組んでいます。

深く美しいブルーが誇り
農家のつぶやきから始まり、今や
しんせい複合品目の屋台骨となった
「秋田鳥海りんどう」。秋田鳥海り
んどうの美しく鮮やかなブルーは、
自生地である鳥海山からの最高の贈
り物です。
ＪＡでは、鮮度保持を目的に真空
予冷庫を導入し、全国各地のお客様
にりんどうをお届けしています。品
種改良が進み、令和 ３ 年度からいよ
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（園芸販売課

佐藤

祐介）

いよ平坦部での栽培がスタートしま
す。名実ともにスターとなるべく、
販売金額 ４ 億円を目指します。

コロナ対策に役立てて
社会福祉協議会に資材を寄贈

種子条例の制定に向けて
由利本荘市議会へ陳情書を提出
営農生活部

８月 日、ＪＡの農政対策本部は
由利本荘市議会に種子条例の制定を
求める陳情書を提出しました。
小松忠彦農政対策本部長が市役所
を訪問し、同市議会の三浦秀雄議長
に「秋田県主要農作物種子条例の制
定を求める陳情書」を手渡しました。
４月 日に、管内選出議員や由利
本荘市・にかほ市市議会、秋田県農
協農政対策本部に種子条例制定の意
見書を提出していますが、市議会に
改めて県に対して意見書を提出する
よう働きかけました。
ＪＡでは種子条例制定の実現に向
け、農政運動を展開してまいります。

令和４年度の生産を目指して
秋系８２１栽培研究会設立！
営農生活部

の所得
増大
農業生
産の拡
大

の所得
増大
農業生
産の拡
大

信用共済部
ＪＡは８月 日、ＪＡ共済連から
提供された新型コロナウイルス対策
資材を由利本荘市社会福祉協議会に
寄贈しました。
地域貢献活動の一環として行われ、
地域住民の健康や暮らしの安心・安
全に役立ててもらおうと、飛沫感染
防止用のビニールシートとアルコー
ル除菌ジェル各 点を寄贈。ＪＡの
兼松晴人常務が佐々木保之会長へ手
渡しました。
佐々木会長は「いただいた支援を
もとに、地域福祉の一層の充実、高
揚に取り組んでまいります」と話し
ました。

日、ＪＡ女性大学を

待ちに待った野菜収穫
おいしい野菜が出来ました！
ＪＡ女性大学
ＪＡは８月

名が参加し、野菜の収穫や

農業者

農業者

１７

２４

ＪＡでは、令和４年度から本格作
付けが始まる県オリジナル新品種米
「秋系８２１」の生産団体の登録申
請に向け、８月 日にＪＡ本店で
「秋系８２１」栽培研究会設立総会
を開催。農家ら約 名が参加し、同
研究会が発足しました。
小松忠彦組合長は「秋系８２１の
栽培には、多くの要件が求められる。
取り組む皆さまの意欲に敬意を表す
るとともに、あきたこまちに並ぶブ
ランド米としての地位を確立するた
めＪＡも力を尽くす」と話しました。
ＪＡ管内の作付け応募状況は
１５３名で合計面積は１４２㌶と
なっています。

▲三浦議長㊨に陳情書を手渡しました

▲会長には西目地区の齋藤靖さんを選出

由利本荘市の実習畑で開催しました。
受講生

定植作業などを行いました。
受講生は、ピーマンやズッキーニ、
食用ホオズキなどを収穫。「無事に
収穫できて良かった。早く取れたて
を食べてみたい」と話しました。
その後、秋野菜の定植と防除を行

日に、防除作業や土

い、次回の収穫に向け栽培管理を学
次回は９月

びました。
壌の管理を学ぶ予定です。

▲佐々木会長㊧に手渡す兼松常務㊨
▲色んな野菜が収穫できました♪

２４

１０

２１
１７

２６

６０

１２

地域の
活性化
食と農
を通じ
て活性
化

06

ＪＡくらしの活動

エスディージーズ

ＳＤＧｓとわたしたち

第９回

「地域農業を持続可能
にする取り組み」
ってなんだ？

エ ス デ ィ ー ジ ー ズ

ＳＤＧｓと
わたしたち

米を安定的に栽培するために
農業の担い手は高齢化が進み、担い手が不足
しています。
ＪＡでは、スマート農業を利用し、少人数で
作業を行うための省力化や稲作指導リーダーに
よる栽培技術の継承などに注力しています。
今回は、水稲栽培を将来に残す取り組みを紹
介します。

「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

このＳＤＧｓに

つながっています

つくる責任
つかう責任

飢餓をゼロに

住み続けられる
まちづくりを

気候変動に
具体的な対策を

陸の豊かさも
守ろう

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
■稲作指導リーダーの設置

リモートセンシング

特につながる項目

持続可能な消費
と生産パターン
を確保する

持続可能な利用
の推進、土地劣
化の阻止など

ＪＡでは、令和 ２ 年から水稲栽培技術の普及及び産
地全体の単収と品質・食味の向上を図るために、生産
技術に優れている農家を稲作指導リーダーに任命して
います。指導員とリ－ダーが一体となり、技術の高水
準化を目指します。

高齢化や労働力不足の解消、収量向上を目指すため
にスマート農業に取り組んでいます。「リモートセン
シング」は、経験や感覚で管理されてきた圃場状態を
見える化することで、施肥量などを適切に計ることや
作業適期の判断が容易になります。

（令和 ２ 年より）

１１名

活動内容

稲作指導リーダー
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特につながる項目

■スマート農業

①指標田の設置及び生育状況の公開
②月１回程度の稲作指導員との打合せ
③指標田を利用した現地検討会の開催
④営農相談

センシング面積

センシング面積

３７．１㌶

６５．０㌶

（令和 ２ 年度）

（令和 ３ 年度目標）

ブドウのおいしさに感動！
にかほ市の特産品を目指し技術高める

西部エリア（仁賀保地区）

横山

雄祐（よこやま

昭和５９年１０月１２日生まれ
専業農家

ゆうすけ）さん

３５歳

【経営面積】
シャインマスカット ３６㌃
クイ－ンニーナ １２㌃
好きな言葉◉やってやれないことはない
趣味◉自転車 読書 キャンプ

08

にかほ市のブドウを有名に

何より嬉しいのは、自分が作っ

威嚇音など、鳥が嫌がる音を出す

電気柵を設置して対策した結果、

たブドウを食べてもらったときに

樹高が低くなるため整枝作業など

ブドウは日光を好むので、整枝

今年はほとんど被害が出ず、ほっ

「おいしい」と言ってもらえるこ

ことで近寄らせない電子防鳥機と

私がブドウ栽培を始めようと
作業を行うことで効率の良い光合

としています。

管理がしやすくなります。

思ったきっかけは、県の農業研修
成を促したり、日光を当てること

「おいしさ」に衝撃

センターで行われている「未来農
で病気の発生を予防できます。

とです。その言葉を活力に来年も

業のフロンティア育成研修」に参

栽培を頑張ろうと思いますね。

将来の目標は、にかほ市産のブ

また、樹勢を抑えると葉や軸へ
の栄養を果実に回すことができる

加したことでした。
研修中に農業試験場で行われて

ドウを有名にすることです。その

ブドウ栽培を始めたい人にきちん

ため、果実が大きくなりやすいこ

栽培で特にこだわっていること

と教えられるよう、今後も栽培技

いる参観デーに参加。そこでシャ

「こんなにおいしいものがあった

が摘粒作業です。収穫時期にきれ

術を学び続けたいですね。

ためにも、高品質なブドウ作りや、

の か 」 と 衝 撃 を 受 け、「 自 分 で も

いな形になるよう、それぞれのブ

ます。形と糖度に影響するので、

作ってみたい」とブドウ栽培を学

そして、就農して４年目となっ

毎回緊張しながらの作業していま

ドウの個性を見極めながら摘粒し

た昨年に初出荷を果たしました。

す。おいしいブドウを作るための

び始めました。

現在は、皮ごと食べられて人気が

難しくもあり楽しい工程ですね。

電子防鳥機で食害対策

高い「シャインマスカット」と大
粒で赤色の品種「クイーンニー

昨年、大切に育てたブドウが、
初出荷を前にカラスやハクビシン
などの鳥獣による被害を受け、悔

そこで、両親や果樹農家に相談

▲収穫は１０月上旬を予定しています

ナ」を育てています。

おいしいブドウのために
栽培方法は、シャインマスカッ

文字短梢栽培、クイーンニーナを

し、カラス対策として設置したの

しい思いをしました。

Ｈ型仕立てで栽培しています。ど

が電子防鳥機です。タカやワシの

トを枝を直線に配置して育てる一

ちらも樹勢を抑える効果があり、

09

ともメリットです。

防鳥機 ２ 台で圃場全体に効果があります▶

インマスカットを食べたときに

▲色づき始めた赤色ブドウのクイーンニーナ

刈取り適期の枝梗の
黄化程度
1
黄モミ
青モミ 2
3

4

6

5 黄化
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１５

３０４㎏

６２３，６１５円

－８，０７４円

去

勢

１７６頭

３２６㎏

６７１，８８８円

－３０，６７４円

合

計

３３２頭

３１６㎏

６４９，２０５円

－２３，４３３円

0184-27-1601

お問い合わせ

９５０℃～ １０５０℃～ １０５０℃～ １０５０℃～
１０５０℃ １１５０℃ １１５０℃ １１５０℃

0184-27-1601

お問い合わせ

遠藤 正直
（東由利）

３ 美国桜 安福久 百合茂 １２０㎝ ２８２日 ３２１㎏ ８４５，９００円

生産者

新型コロナウイルスは、秋田県
内でも新たに発生しており「対岸
の火事」ではありません。自らの
対策もしっかりと行いつつ、今後
の動向を注視して適切な飼養管理
を行い、購買者の評価を得られる
子牛を育てましょう。
また、暑さが続くと発情が来な
い、食欲が落ちるなどの弊害が発生
しやすくなります。送風や冷水給
与などの暑熱対策を行い、牛舎の
環境改善をお願いいたします。

剛
島）

あきた総合家畜市場ニュース

１５６頭

８月市場の平均価格は雌、去勢
ともに安値となり、４月市場以降
では初めて前の月を下回りました。
新型コロナウイルスによる活動
規制が徐々に緩和されてきていま
すが、感染者数は増加しており、
農畜産物の消費も足踏み状態です。
全国的には、各市場において価
格の変動はあるものの、概ね順調
に推移しています。

前回対比

和重

あきたこまち ひとめぼれ つぶぞろい 萌えみのり

齋藤

●積算気温について
積算気温は、出
穂後からの日平均
気温の積算をいい
ます。品種ごとに
目安となる温度が
異なりますが、積
算が目安に達した
頃が刈取り適期と
なります。
●乾燥調製について
高水分や活青米の混入が多い籾
は、二段乾燥を活用しましょう。
短時間で急激に乾燥させると胴割
れなどが発生する原因となります。
また、短時間で乾燥させた玄米
は水分の戻りが考えられます。検
査時に水分が戻り、再調整となる
ケースもありますので注意してく
ださい。
特に備蓄米は、水分が ％以下
である必要があるため水分に注意
してください。
●食味事前サンプルの提出について
倉庫での米検査を円滑に行うた
めに、受検する米のサンプルは検
査日の２日前には提出をお願いし
ます。
プレミアム実証米対象の方は、
通常の黄緑色ではなく、オレンジ
色のサンプル袋となりますのでご
確認ください。
１袋でも多くＪＡへ出荷してい
ただけるようお願いいたします。

三浦
１
１２２㎝ ２６８日 ３８５㎏ ８８７，７００円
（矢
国

２

平均価格

米穀課
（出穂後の １ 日の平均気温の積算）

営農生活部

◆品種別の積算気温目安◆

営農生活部 畜産振興課
課長 村上 康浩

浩一
潟）

勝早桜
第
安福久
５
花

佐藤
（象

１ 礼美茂 美国桜 安福久 １２２㎝ ２８７日 ３６１㎏ ９３５，０００円

木島 一広
（東由利）

３ 諒太郎 安福久 百合茂 117㎝ 299日 331㎏ 853,６00円

生産者

価格

母の父 母の祖父 体高 日齢 体重

父

去勢

勝早桜
佐々木栄一
安福久 平茂勝 119㎝ 294日 355㎏ 983,400円
（大 内）
５

２

秀和
内）

百合白清
菊地
安福久 117㎝ 265日 276㎏ 995,500円
（大
２

１ 美国桜

ＪＡ秋田しんせい管内ベスト ３
市場高値

家畜市場成績
２０２０年 ８ 月 ４ 日

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

7青
8

９０

適期の刈取り判断について

刈取り適期の籾の熟色

９月に入り、いよいよ収穫作業
が始まります。刈取りの適期は籾
の黄化度と出穂後からの積算気温
で総合的に判断してください。
籾の黄化度は ㌫の頃が刈取り
適期となります。稲は分げつをし
て茎が増えますが、籾の黄化度を
判断するには分げつした茎ではな
く、主となる太い茎を見ます。主
となる茎の１番上から５番目の枝
梗まで黄化した頃が目安となり
ます。
●籾色の変化
籾は登熟が進むにつれ、緑色か
ら黄色、黄白色と変化します。籾
が黄白色になれば玄米の青みもほ
とんどなくなります。
【籾の熟色・枝梗の黄化程度による刈取時期の決定】
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営農振興
営農振興課

日、ＪＡ本店で「ソリマ

ソリマチ農業簿記ソフト
活用研修会を開催
８月
チ農業簿記ソフト活用研修会」を
開催しました。
月

ソリマチ株式会社より南向義広
さんを講師に迎え、令和元年
１日から改定された消費税増税、
軽減税率制度についての内容を含
めて、電子帳簿保存法に対応する
会計ソフト「ソリマチ農業簿記
」の操作実務研修を行いました。

〈研修内容〉

詳しい内容については、所轄の
税務署、または国税庁ホームペー
ジをご確認ください。

●青色申告会について

の操作実務

①ソリ
 マチ農業簿記
について

に入会しませんか。

0184-27-1601

できます。税務研修会については、

税務に関わる研修会に無料で参加

で開催を予定している青色申告、

青色申告会に入会すると、ＪＡ

ＪＡ秋田しんせいの青色申告会

②消費
 税増税・軽減税率制度につ
いて
③電子帳簿保存について
〈参加人数〉
名

青色申告会の会員でソリマチ農
業簿記をご利用の方など

税理士の方からお越しいただく予
定です。
入会をご希望の方は、ＪＡの営

※電子
 帳簿保存で 万円の青色申
告特別控除を受けるには、税務
署への申請が必要となります。

わせください。

園芸

園芸販売課

月に収穫を迎える秋冬

ネギについて
月～

ねぎの栽培管理は、まもなく本番

に入ります。今後重要になるポイ
ントを解説します。
１．追肥及び土寄せ

～

ネギの商品価値を決定するのは、
白根（軟白長）の長さです。
軟白が仕上がるまでには、

日かかるので、収穫期から逆算
して土寄せ・追肥します。
①追肥の量

㌃当り１回につき、チッソ、

リンサン、カリ成分で３～４㌕を
施用
②土寄せ

葉身部と葉鞘部の分岐点を超え

ないように、分岐点から１㌢ほど

最後の土寄せは、葉身と葉鞘部

下まで行う。

の分岐点の５㌢くらい上まで行う。

２．定期的な病害虫防除・農薬の
適正使用

夏の高温期になると害虫の発生

が多くなり、気温が下がると病害

が出やすい環境となりますので病

害虫防除の薬剤を紹介いたします。

営農生活部 園芸販売課

光

伊藤

お問い合わせ

べと病 さび病 黒班病 葉枯病
○
○
○
○
○
○
●
●
●
●
●
●
●
●

美咲

農生活部営農振興課までお問い合
日です。

３０

お問い合わせ

令和２年申告分の申請締切は、

１２

営農生活部 営農振興課

盛合
▲実際に操作しながら学びました

0184-27-1601

※●は予防・治療剤、○は予防剤。

使用時期
収穫 ７ 日前まで
収穫 ７ 日前まで
収穫前日
収穫前日

薬剤名
使用量（１０㌃）
使用回数
アグロスリン乳剤（劇物） １，０００倍 １００～３００ℓ ５ 回以内
モスピラン顆粒水溶剤（劇物） ２，０００倍 １００～３００ℓ ３ 回以内
デ ィ ア ナ Ｓ Ｃ ２，５００倍 １００～３００ℓ ２ 回以内
ベ ネ ビ ア Ｏ Ｄ ２，０００倍 １００～３００ℓ ３ 回以内

【主要害虫：アザミウマ、ハモグリバエ】

１０

４０

１０

２２

１０

２１

令和２年９月
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６５

３０

使用時期
収穫１４日前まで
収穫１４日前まで
収穫１４日前まで
収穫 ３ 日前まで

薬剤名
使用量（１０㌃）
使用回数
ジマンダイセン水和剤
６００倍 １００～３００ℓ ３ 回以内
ダ コ ニ ー ル １０００ １，０００倍 １００～３００ℓ ３ 回以内
テ ー ク 水 和 剤
６００倍 １００～３００ℓ ３ 回以内
アミスター２０フロアブル ２，０００倍 １００～３００ℓ ４ 回以内

【病害】

１１

１１

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
３０
ＪＡ秋田しんせい自己改革の取り組み●

ニーズを聞き取り経営をサポート！

農業融資は「専任渉外」にご相談ください！ 農業者

Ｑ

の所得
増大
経営を
サポー
ト

この取り組みには、
どんな効果があるのですか？
農家の皆さまの資金ニーズに素早く応
え、農業機械や土地の購入による作業効
率の向上や生産規模の拡大をバックアッ
プします。

Ａ
信用共済部 融資課
課長 佐藤
充

❶専任渉外ってなんだろう？

❸ＪＡの利子補給制度、ご存じですか？

農業融資専任渉外は、ＪＡ
管内の農事組合法人や専業農
家などの担い手を中心に訪問
し、農家の要望を聞き、営農
資金の将来設計や融資相談を
行う担当者のことです。
各種農業資金を提供するとともに、農業近代化資
金や日本政策金融公庫資金の取り扱いを通じて、農
業者の農業経営と生活をサポートします。

農業関連資金をご利用する際の金利負担を軽減す
るため、「利子補給制度」をＪＡバンク独自の制度
として実施しています。アグリマイティ資金では当
初 ３ 年間、農業近代化資金では当初 ５ 年間、最大年
１．０％の利子補給を行っております。
詳しくはお近くのＪＡ窓口または、本店融資課ま
でご相談ください。

❹私たちがサポートします！

❷農家への貢献が増えています！
年

度

Ｈ２９

専任渉外の
活動が融資実
行に結び付い
た 件 数・金 額

１３１件

５．７億円

Ｈ３０

１４６件

６．３億円

Ｒ１

１３１件

６．３億円

■ＪＡ全体の農業融資実行額も増加

4.7
億円
H26

6.8
億円

H27

5.5
億円
H28

8.1
億円

9.2
億円

9.6
億円

本藤

新規就農者の方々への金融面での支
援を担当しています。
農家の皆さまの気持ちに寄り添っ
て、全力でサポートします！

齋藤
H29

H30

千夏

大規模農業に取り組む農業法人への
金融面での支援を担当しています。地
域の農地を守るため、農業生産に励む
皆さまを精一杯支援します！

玄

田中

裕也

今年から、農業融資渉外担当になり
ました。持ち前の笑顔で、農家の皆さ
まを元気にします！

R01

【トップメッセージ】
ＪＡでは、農家の皆さまが安心して農業を営んでいただけるよう、農業融資 代表理事組合長
をはじめ、「農家の所得増大」を支援する取り組みを充実・強化してまいります。 小松 忠彦
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農家をサポート

管理部門・信用共済部門が作業応援

繁忙期の集荷所をサポート！

農業者

の所得
増大
経営基
盤の強
化

❶ＪＡ職員による集荷所の作業応援

実際に選果・選別
作業を体験してみ
て、出荷される量
に圧倒されました。

ＪＡは青果の出荷最盛期に合わせ、令和 ２ 年度か
ら管理部門・信用共済部門職員による集荷所への作
業応援を始めました。
青果物の出荷がピークを迎える ７ 月１６日から ８ 月
３１日まで総務部・経営管理部・信用共済部などの職
員が、 ４ 名ずつＪＡの基幹集出荷所へ応援に駆け付
けました。ミニトマトの選果やパック詰め、ピーマ
ンの袋詰めなどの作業を補助しました。

信用共済部

田中

裕也

❷取り組みのねらい
近年、農家出身の職員が少なくなってきたことか
らＪＡ職員として正組合員が生産した農産物を直に
感じてもらい、農産物の物
流についても感覚を持って
もらうことが目的です。併
せて、ＪＡが経営計画に掲
げる「営農経済事業の黒字
化」へ貢献します。

パック詰めは連
携が大事な作業。
息を合わせなが
ら作業しました。
経営管理部

菊地

真人

❸集荷所にはどのくらいの野菜が集まる？
集荷所の荷受けピークは、ミニトマトやアスパラ
ガスなどの夏野菜が多くなる ７ 月～ ８ 月にかけて。
１ 番多い日は、日量でミニトマト２．４㌧、アスパラ
ガス ３ ㌧の出荷がありました。

集荷量のピークは 7 月 8 日
（2019年集荷 5 品目合計）

140

集荷のピークに
応援に駆け付け
ました！

120
100
80
60
40
20
0
（㌧）
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4月

5月

6月

7月

8月

9 月 10月 11月 12月

営農生活部 園芸販売課
課長補佐 加藤 敏廣

もっとも忙しい時期に応援
があり、人手が増え助かりま
した。パート従業員も普段と
違う人に作業を見られること
で緊張感がでています。

補助作業後に、事務所内で選
果やパック詰めの作業の感想を
話す光景をよく見るようになり
ました。農家の苦労を肌で感じ
たと思うので今後の仕事に生か
してほしいです。

総務部 人事課
課長 佐々木 直

そ け い

鼠径部ヘルニア
（脱腸）
について
ヘルニアとは体の組織・臓器が

ます。このとき違和感や痛みを伴
うこともあれば、苦痛を感じない

●治療

腹壁に穴が開いているので、薬

部の膨らみに気が付いていない場

逆に違和感があるものの、鼠径

ニア嚢）を処理し、弱くなった腹

通じていて腸が入り込む袋（ヘル

ます。治療の概要は、お腹の中に

では治らず外科手術が必要となり

合もあります。臥床してお腹の力

壁を補強して穴（ヘルニア門）を

こともあります。

を抜き、膨らみに触れて飛び出た

塞ぐことです。この腹壁の補強は

ただし、腹壁の穴が大きければ

あり、ヘルニアの状態に応じて使

す。メッシュにはいくつか種類が

のう

径ヘルニアで、成人男性に多く女

腸をお腹の中に戻してやれば大抵

で受診される場合が多いです。小

大きいほど直ぐにまた膨らんでし

がしょう

性は少ないです。逆に大腿ヘルニ

メッシュという人工の網で行いま

児にも発生しますが、成人とは原

い分けます。小児の場合はヘルニ

ヘルニアは鼠径部に生じるヘルニ

飛び出している状態を言い、鼠径

より腹壁が弱くなったことで腹壁

き）ですが、成人の場合は加齢に

小児の場合は先天的（生まれつ

部分で締め付けられて腸に血液が

た腸がお腹に帰れなくなり、穴の

それよりも危険なのは、飛び出

因が異なります。

アのことです。鼠径部とは胴体と

へそ

はありません。

手術は、臍以下の下半身麻酔

酔で行う場合がありますが、患者

（腰椎麻酔）や全身麻酔、局所麻
これを嵌頓といい、この状態が

さんの身体状態に応じて個別に検

流れなくなることです。

半日近く続くと腸が壊死してしま

討しています。手術時間は１時間

に穴が開いたような状態になり、

い、腸を切除する緊急手術が必要

前後、入院期間は概ね４、５日程

太腿の境目の領域ですが、胴体と

このため起立したり、力んで腹

となります。そのため、自分で膨

腹壁の外側まで内臓が飛び出しや

径ヘルニア、鼠径靭帯の下から出

圧がかかった際に内臓が押し出さ

下肢の境目には鼠径靭帯があり、

るものが大腿ヘルニアと分類され

合、原則的にはメッシュが使えま

度です。嵌頓して腸が壊死した場
やかに病院を受診する必要があり

ことをおすすめいたします。

せんので、そうなる前に手術する

らみを戻せず痛みを伴う場合は速
アに気が付きます。
内臓のうち、主に腸が飛び出し
てくるため俗に「脱腸」と呼ばれ

ます。

れ、鼠径部が膨らむことでヘルニ

鼠径部のヘルニアの大部分が鼠

●原因・症状

ます。

すくなります。

ア嚢の処理だけで腹壁補強の必要

まいます。

かんとん

は平坦になります。

（Shinichi Sasaki）

アはほとんどが女性で、嵌頓状態

佐々木晋一
科長

これより胴体側から出るものが鼠

本来あるべき場所から別の場所に

由利組合総合病院
外
科
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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。

ナ

ス
キロカロリーと低カロリーな野菜

ナスは、 ％以上が水分で１００㌘あ

たり

です。

ナスにはカリウムが豊富に含まれてお

り、体の熱を逃がす働きがあるため、夏

バテ解消におすすめです。

味にクセがなく、煮ても焼いても揚げ

ても、どんな味付けでもおいしく食べら

れます。

２０

９０

由利地区
くまがい

熊谷

かずえ

和枝さん

柔らかいナスと甘辛いタレが子ど
もからお年寄りまで好まれる味です。

ナスのひき肉のせ

15

◉作り方

ナス………………… ４００㌘
玉ねぎ……………… ２００㌘
豚ひき肉…………… ２００㌘
片栗粉…………………４０㌘
すりおろししょうが…１０㌘
塩・こしょう…………少々

①玉ねぎをみじん切りにし、豚ひき肉、
しょうが、塩こしょうを入れ、ねばり
が出るまでよく混ぜる。
②ナスは ６ ～ ７ ㍉のななめ輪切りにし、
１ 分ほど水にさらす。
③「②」のナスの水気をキッチンペー
パーでふき取り、ポリ袋に片栗粉と一
緒に入れて片栗粉をまぶす。
④「③」を取り出して「①」を押しつけ
るようにのせ、肉の面にも片栗粉をま
ぶす。
⑤油を熱し、肉の面、裏面の順番に揚げ
る。
⑥「Ａ」の材料をフライパンで温め、
「⑤」を入れてからめて出来上がり。

【タレ】
水……………… １５０㎖
ザラメ…………… ４ ㌘
Ａ
みりん……………２０㌘
しょう油…………２２㌘
⎠⎜⎜⎬⎜⎜⎞

ナスとひき肉が
はがれないよう、
しっかりと押さ
えましょう

◉材料（ ５ 人分）

ちに愛着がわき、私の方が

朝顔の鉢。毎日世話するう

ます。

東由利

月頃には玉ね

楽

（私のおすすめはスイカ＋甘いス

の恥」とばかりに聞いてみる。でも

と、さっぱりわからず「聞くは一時

驚くばかりです。この年齢になる

文字が多く使われています。ただ

最近、新聞やテレビを見ても、横

………………………………

り）

付けて「畑」してください。

いですね。熱中症に気を

（今から収穫が待ち遠し

畑山津美子 さん

代

しみながら「畑」をしてい

することがいっぱい！

ぎやニンニクの植え付け。

ています。

タスなどの種蒔き作業をし

秋取りの野菜、そして冬越

代

しさせ、来春に収穫するレ

モカぞう母さん

暑くて畑へ行くのも辛いけれど（ハ

西目

合うのかな？
うみねこ さん

カクテ

やっぱり分からない…。

パークリングワインです♪

西目

代

…………………………………………

阿部チヨ子 さん

猛暑日が続き、とても暑いです。コ

な）
…………………………………………

めです！

頑張ろ

ロナのせいでマスクをつけるのが辛

矢島

たいです。

いけれど、熱中症対策し、元気でい
…………………………………………

…………………………………………

ミミコ さん

ることを祈っています！
う！

今年も例年通り、朝顔とゴーヤでエ

毎朝、仏壇に手を合わせるときに、

仁賀保

コカーテンを仕立てましたが、連日

コロナも早く終息するよう願ってい

代
ゴーヤの実

久子 さん

英莉 さん
の熱暑に効き目は…？

森

佐藤

はカラスではなく、カメムシの好物

象潟

ます。
悲喜交々 さん

に入る…。
金浦

…………………………………………

代

らしく、毎朝くっついているのが目

代

来年こそは色んなお祭りが再開され

ルのような味わいになるのでおすす

代

に、となつかしく思い出し

体づくり

ます。

コロナに負けない
岩城

１０

本荘

ラも減ってるし）ネギの青々しさを
先に水をあげるようになっ
てしまいました。
………………………………

代

…………………………………………
今年の１月は雪が少なくて

佐々木博子 さん

神奈川に住んでいる娘の子どもに、
夏は水不足かと言っていた

象潟
ばな さん

お盆玉と好物をどっさり送ったら、

ことがはるか昔のことに感
大雨でコロナ対策にと気持ちの「は

じられます。７月８月と暑いけれど、
る」日々が続きます。

代

…………………………………………

順子 さん

暑い日が続いており、エアコンなし
由利

代

…………………………………………

す。
西目
トマト さん

ロンにはウイスキーで

美味で大好きです。メ

カ！ とっても甘く、

飾っている大内のスイ

広報誌８月号の表紙を

…………………………

代

て、ご飯作り頑張りま

食べてくれるのを夢み

地消の野菜をおいしく

いな日々です…。地産

春記 さん

では生活できない日々が続いていま

佐藤

すね。子どもの頃は、夜は蚊帳を

３才の娘が野菜嫌いで、てんてこ舞

高橋

する」と…嬉しい悲鳴？

孫が「荷物から秋田ババのにおいが

代

見ると疲れもふっ飛ぶ。

息子が学校から持ち帰った

………………………………

５０
４０

すが、スイカには何が

６０

７０

代

１０

６０

６０
２０

５０
６０

Ｐ．Ｎ

な
すが、会う機会が
友達の家は近所で
の
用
物
い
買
スク ４ 枚、
く。そんな折、マ
し
ま
れ
く
て
て持って来
三角袋 ２ 枚を作っ
し
嬉
、
ど
れ
話だったけ
た。ちょっとの会
かったです。
７０代
子さん
東由利 鈴木 和

Ｐ．Ｎ

大内

毎年育てている野
菜が今年も実りま
し
た。少しでも多く
食べてほしいと思
い、
母、祖母と一緒に
料理をしています
。コ
ロナに負けない体
づくり、頑張りま
す！
鳥海 Ｐ．Ｎ 盛岡冷
麺さん
２０代
７０

Ｐ．Ｎ

Ｐ．Ｎ

Ｐ．Ｎ

Ｐ．Ｎ

７０
６０

吊って扇風機で全然大丈夫だったの

嬉しかった
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タテ、ヨコのカギを解いて、
Ａ～Ｄ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

０７
０８

０２
０３
０４

０２
０５

応募方法（おはがき・ＦＡＸ・Ｅメールで）

１０
１２
１４

◎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。 １６
◎意見、要望や身近にあったできごと情報などをお寄せく
１８
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 ９ 月２５日（金）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１０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。

２０
２１

俗に赤トンボと呼ばれるトンボ
――半島は青森県北西部に位置し
ます
ギターやバイオリンに張ります
袋に「おてもと」と書かれている
物もあります
ホークはタカ、イーグルは――
謙遜して「せがれ」と言う人もい
ます
算数の文章題を解くために立てる
ことも
ギンナンは殻を割り、――をむい
て使います
猫は出したり引っ込めたりできま
す
人体――を使って内臓の配置を学
んだ
流し台や食器などに使われるさび
にくい合金

８

月号のこたえ

０１

０６
０９
１１
１３
１５
１７
１９

唱歌『虫のこえ』ではガチャガ
チャと鳴いています
写真を並べて入れたり、貼ったり
きつねうどんのメインの具
厳しさの度合いを緩めること。規
制――
すしに添えるショウガの酢漬け
涼しくなると不快――も下がりま
す
ぶどう酒の一つ。ブドウの実の皮
を取り除いて造ります
秋桜とも呼ばれる花
郵便物に料金分を貼り付けます
イチかバチかの――に出た
うどんやそば、ビーフンなどのこ
と

正解は

モウシヨビ

でした。

◆特別賞（地産地消商品）
Ｐ．Ｎ 弘の母さん （本 荘）
◆ＪＡ全国共通商品券（２，０００円分）
佐々木高司さん （岩 城）
Ｐ．Ｎ ４９＋８９さん （由
佐々木 一さん （大 内）
Ｐ．Ｎ 色えんぴつさん （矢
齋藤 高志さん （西 目）
三船 文子さん （鳥
伊藤 和子さん （仁賀保）
Ｐ．Ｎ スズコさん （金
◇応募総数 １２３通 佐藤 好市さん （東由利）
松本 良子さん （象

利）
島）
海）
浦）
潟）

■ ８ 月の注目記事

部会も世代交代へ対話
（８／１６付 一版）

電話

□Ａｇ
ｒ
ｉ
・
Ｆｏｏｄ未来企画課レポート □クローズアップ
□エリアニュース □ＪＡくらしの活動
□農業の現場から □営農生活情報
□ＪＡ自己改革への挑戦 □健康ガイド □食のおはなし
□ほっと．こむ □ふく散歩
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ＪＡ全農は産地の維持には生
産部会員の世代交代が重要と考
え、ＪＡと共に事業承継の支援を始める。
ハンドブックに手順をまとめて農家の話
し合いを促し、地域農業の担い手に出向
くＪＡ担当者（愛称ＴＡＣ＝タック）な
どが手助けする。親と子の世代で、部会
員数の見通しや共同利用施設の更新について情報を
共有し、出荷数量など長期的な目標を立てる。
■ＪＡ秋田しんせいの記事も載っています！
８／６ 今年も甘～く スイカ最盛 ８／１４ “おいしい福袋”出発
８／１６ 取れたて使い地場産カレー ８／１９ 集出荷所をサポート
…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)

秋田県で令和 ３ 年度
「未来農業のフロンティア育成研修生」
を募集します
秋田県では、新たに農業を開始する方などを対象に、
実習や講座を通じて営農に必要な知識や技術を習得する
研修生を募集します。
【研修先と研修コース】
・県農業試験場（作物・野菜・花き）
・県果樹試験場（りんご・梨など）
・県畜産試験場（肉用牛・酪農）
【研修期間】
令和 ３ 年 ４ 月～令和 ５ 年 ３ 月
【応募資格】
・研修終了後に県内で就農すること。
・原則５０歳未満の方で研修終了後に確実に県内で就農
すること。
【募集締切】
令和 ２ 年１０月 ９ 日
【応募方法】
 由利本荘・にかほ市の農林主務課、もしくは由利地
域振興局農業振興普及課までお問い合わせください。
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行事予定

理事会報告

9

第３１８回

理事会

議事
議案第 １ 号
議案第 ２ 号

SEPTEMBER

２９日（火） 理事会

開催日：令和 ２ 年 ８ 月３１日（月）

関係団体への役員の推薦について
理事と組合との契約に関する承認について

10
OCTOBER

６ 日（火） あきた総合家畜市場
２７日（火） 理事会
※行事予定は変更となる場合がございます。

ＪＡ秋田しんせい概況

市役所総合支所内の
ＪＡ派出所の廃止について
令和 ２ 年 ９ 月３０日をもちまして、由利本荘
市管内 ６ ヵ所（大内・東由利・由利・矢島・
鳥海・西目）の派出所を廃止させていただき
ます。各支店において便利な口座振替をお勧
めしておりますので是非ご利用ください。
市への納付金（税金など）につきましては、
これまで通り市役所各総合支所でも納付でき
ます。地域の皆さまにはご不便をお掛けしま
すが、ご理解とご協力をお願いいたします。

令和 ２ 年 ７ 月３１日現在
正 組 合 員 数／
１０，３３９人
准 組 合 員 数／
９，０７７人
出
資
金／ ５２億８，２７４万円
貯
金／１，５１５億６，９１０万円
貸
付
金／ ３５０億５，６８４万円
長期共済保有高／３，８４１億５，６６４万円
購 買 供 給 高／ １１億９，７２３万円

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

７億８，７７８万円
１億５，７４８万円
４，４０９万円
２，６０６万円
１１８万円
５億５，８９５万円

金融移動店舗車（ふれあいちょきんぎょ号）令和 ２ 年１０月の運行日程について
１ 日（木）

営業時間

５ 日（月）

３ 日（土）

午前 亀田出張所 午前 旧上郷支店

午前 ９ ：３０～１２：００
午後 １ ：３０～ ３ ：００
４ 日（日）

２ 日（金）

午後 亀 田 駅 前 午後 大 竹 地 区

６ 日（火）

７ 日（水）

８ 日（木）

９ 日（金）

１０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

１１日（日）

１２日（月）

１３日（火）

１４日（水）

１５日（木）

１６日（金）

１７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

１８日（日）

１９日（月）

２０日（火）

２１日（水）

２２日（木）

２３日（金）

２４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

２５日（日）

２６日（月）

２７日（火）

２８日（水）

午前 旧石沢支店 午前 旧玉米支所 午前 旧内越支店
午後 旧内越支店 午後 旧 蔵 支 所 午後 旧石沢支店
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２９日（木）

３０日（金）

３１日（土）

採れたて野菜味わって

こんにちは、ふくちゃんです。
今回は８月１日に東由利地区で開

今回、秋系８２１の研究会設立総会に取

今回は、８月１日に開催
した「あぐり体験スクー
ル」をご紹介します。

東由利地区の金子拓雄さんの畑で、
スクール生など 名が収穫や料理体験
を満喫しました。

お昼には、完成した夏野菜カ

レーや茹でたてのトウモロコシ、

エダマメ、フランス鴨のスープな

ど地元の食材をたっぷり使った料
理をお腹いっぱい食べたよ！

みんなが、あぐり体験スクール

マスコットキャラクター

前になるのか今から楽しみです。

を通して食や農業に関心を持って
くれたら嬉しいな♪

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

注目度が高い新品種、今年の１１月に名

催した「あぐり体験スクール」に

発行●秋田しんせい農業協同組合

行ってきたよ。

子どもたちは、ジャガイモ掘り
を体験。暑かったけどみんな夢中
になって大きなジャガイモを袋
いっぱいに収穫したんだ♪
その後は、２班に分かれてカ
おいしく

レー作りやトウモロコシ、エダマ
メを茹でるお手伝い！

編集●経営管理部 Ａｇｒ
ｉ
・
Ｆｏｏｄ未来企画課

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/

なるように心を込めながら作業し

ＪＡ秋田しんせい広報誌

たよ。

［ウインズ］№２８２

称が決定するとのことなので、どんな名

あぐり体験スクール開校

9

募があり、海外からも応募があったとか。

創り出そう
｢農」の未来と
｢地域」の未来

ネーミング案の募集には２５万件以上の応

３９

「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

ら作付けが始まる秋田の新ブランド米。
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材としてお邪魔しました。令和 ４ 年度か
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