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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管内の夏の味覚、シャリッと甘

いスイカは、多くが大内地区で生産さ

れています。

スイカは、つる性の瓜科植物なので

分類上は野菜ですが、単なる野菜では

ゆうこ

裕子さん

なく「果実的野菜」として扱われてい

きくち

▲大内地区：菊地

ます。

皮の黒と緑の縞模様が
くっきりしていて、ずっ
しりと重いものがおいし
いスイカの特徴です！

スイカ

本誌１５ページに
「スイカ」を使ったレシピを
掲載しています！

０３ クローズアップ

うまいやさいのふかいはなし

１４ 健康ガイド

０６ エリアニュース

ふるさとの農業に親しんで 組合長講話で魅力伝える 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
佐藤

源樹さん

作業効率の向上で省力化目指す

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／上川大内地区

７ 月２２日、上川大内地区のＪＡ倉庫でスイカ出荷検討会を開催しまし
た。甘くておいしい夏の味が今年も出来上がりました。
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うまいやさい

ふかいはなし
の

まっすぐスクスク、柔らかく

優しい緑色のアスパラガスと、

赤くてツヤツヤ、宝石のような

輝きを放つミニトマト。

今回は、ＪＡ秋田しんせい管

内で栽培されているアスパラガ

スとミニトマトの魅力をご紹介

します。
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うまいやさい

ふかいはなし

アスパラガス

▶

令和 ２ 年度

コメに替わって

ふかいはなし

▶

ＪＡ管内では転作品目として栽培
がスタート。 １ 回定植すると約１０
年以上も毎年収穫できるのが特徴
です。また、「半促成栽培」とい
うパイプハウスを利用する栽培方
法も増えてきています。

栽培農家：１４２名
栽培品種：主にウェルカム
栽培面積：４６㌶
販売計画： ２ 億５，０００万円

色が鮮やかなのは…
昼と夜の気温差が大きいことがキ
レイな緑色の理由。甘く、柔らか
い色の鮮やかなアスパラガスがＪ
Ａの自慢です。

太さのイメージ

（実寸大）

● ３ Ｌサイズ
▶ ● ２ Ｌサイズ
●Ｌサイズ

４０㌘以上／本
３３㌘以上／本
１６～㌘未満／本

うまいやさい
の

ふかいはなし
うまいやさい

ミニトマト
令和 ２ 年度
栽培農家：９０名
栽培品種：主にサンチェリーピュア
栽培面積： ５ ㌶
販売計画： 1 億４，０００万円

ふかいはなし

▶

大きさのイメージ

（実寸大）

● ２ Ｌサイズ
直径３０㍉以上
▶ ●Ｌサイズ
直径２６㍉～
●Ｍサイズ
直径２２㍉～

田植え後のハウスを…

ふかいはなし

▶

ＪＡ管内の主力はやっぱり米。田
植え後の育苗ハウスを有効活用で
きるのがミニトマト。 １ 回の作付
けで霜が降りる１１月頃まで収穫で
きるのが特徴です。
収穫後の選別が機械でできるので、
労力削減にもなります。

夏の暑さに負けない
秋田の涼しい気候を生かして夏秋
栽培を行っています。通常の収
穫・出荷時期よりも遅らせて栽培
することを「抑制栽培」といいま
す。通常ならば出回らない時期に
生産・出荷することで、農家さん
の収入アップに貢献しています。
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「皆に食べてほしい自慢の
赤い宝石」

⎭

Ⓐ

⎫

牛乳パック（空のもの）… １ パック
⎬

由利本荘市森子字明法下１５２

④「②」のコンソメスープにゼラチンをすべて入れ、よくかき混ぜる。
⑤「③」に「④」を注ぎ入れ、冷蔵庫で半日ほど冷やして出来上がり。

「アスパラガスの秋田県内
ナンバーワン産地！」

宮本みどり）

佐々木彩香）

▶ ゆりちゃん市場

●材料（ ８ 人分）
｜ アスパラガス………………２００㌘
｜ ニンジン…………………… １ 本
｜ オクラ……………………… ６ 本
｜
トウモロコシ……………… １ 本
由利本荘市出戸町字小人町１０１－１

夏野菜のゼリー寄せ
▶ 青空市

おいしく食べるレシピ レシピを紹介。この夏はこれで決まりだね！

ＪＡ自慢のアスパラガスとミニトマトを使った

直売所リスト

アスパラガスは一度植えると何
年も収穫できる「多年生」。 年
以上栽培可能で継続的に出荷でき
るのが魅力です。
土づくりや管理に手間をかけた
分だけ収量が増えるので、やりが
いがあります。
ＪＡでは、時間がかかる選別作
業を一手に引き受けることで、生
産者の労力軽減に取り組んでいま
す。品質の安定化や有利販売につ
ながっており、市場からは品質が
良く、緑色が他産地よりも濃いと
評価されています。
現在は風雨に左右されないハウ
ス栽培に力を入れています。単収
の向上に向け生産者と協力しなが
ら、より良い栽培方法の確立を目
指しています。
（園芸販売課

（園芸販売課
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ミニトマトの魅力は、管理に手
をかけただけ、見た目の良さや収
量に反映されるところですね。玉
が鈴なりに生る姿は圧巻です。
また、作業分担ができることも
ポイントです。追肥や農薬を扱う
担当、わき芽欠きと収穫を行う担
当など、分担して栽培している生
産者も多いです。
ミニトマトは肥料が多すぎると
障害が発生するため、令和元年か
ら希望者を対象に詳細な土壌分析
を行っています。生育障害の防止
とムダな元肥を削減し、品質をさ
らに高められるよう取り組んでい
ます。
安定した数量を出荷できるよう
に生産者と力を合わせて、単収向
上のための管理に努めています。

ぞ！

うまいはなし

ココで買える

１０

（２０１９年 ７ 月号掲載レシピアレンジ）

ミニトマト………………… ６ 個
コンソメ（固形）………… ２ 個
水……………………………（塩茹で用）１００ｍｌ、（コンソメスープ用）４００ｍｌ
ゼラチン……………………１０㌘

●作り方
①「Ⓐ」を全て洗い、 ２ ～ ３ 分塩茹で。
②コンソメスープに「①」を入れ、少し柔らかくなるまで ５ 分ほど煮たら、取り出し

てしっかりと水気を切る。
③ラップを敷いた牛乳パックに「②」と洗ったミニトマトをお好みの順番で並べる。

ふるさとの農業に親しんで
組合長講話で魅力伝える
中央部エリア 本荘
小友小学校６年生の児童は、総合
的な学習の一環として「ふるさとを
創る」をテーマに地方創生について
学習しており、ＪＡは７月９日に組
合長講話を開催しました。
小松忠彦組合長がＪＡの成り立ち
や役割、事業内容の特徴などについ
てスライドショーを使用して説明。
ＪＡ管内で生産されている土づくり
に注力した「土づくり実証米」や
「秋田由利牛」など地域を代表する
農畜産物についても紹介しました。
児童は「ＪＡが農業だけでなく、
生活の色々なところに関係している
のだとわかった」と話しました。

園児の願いを込めて
七夕飾りが店内彩る
由利

大内

仕込み作業を体験
大内小で味噌作り
北部エリア

ＪＡ上川大内支店は７月３日、大
内小学校の３年生を対象に味噌作り
体験教室を開催しました。食農教育
の一環として行われ、児童 名に加
えＪＡ職員や地域住民などが参加。
（有）マルイチしょうゆ・みそ醸造
元の齊藤春郎代表取締役が味噌の歴
史や作り方を説明。児童たちは、作
業のポイントなどを教わりながら大
豆に麹や乳酸菌などを一生懸命混ぜ
合わせました。
児童は「味噌がこんな風にできる
のを知って驚いた。半年後の完成が
楽しみ」と話していました。

お米を食べて元気に！
おにぎり出張販売スタート
ＪＡ女性部

▲味噌の作り方に興味津々♪

▲焼き肉おにぎりが一番人気でした

地域の
活性化
食と農
を通じ
て活性
化

▲ＪＡ管内の農業について学びました
▲きれいな笹飾りができました☆

１６

仁賀保高等学校で「こぴあおにぎ
り亭」の手作りのおにぎり出張販売
が始まりました。地元の米を食べて
ほしい、健康に気を使ってほしいと
いう思いから同校とＪＡ女性部金浦
支部が協力し実現。
同校の昼休憩の時間帯に開店し、
焼き鮭、おかか、焼き肉などのおに
ぎり６種類 個が並びました。
昼休憩が始まると同時に生徒が店
頭 に 訪 れ 、「 何 個 買 お う 」「 何 味 が
おすすめですか」と女性部員と会話
しながら商品を吟味。気に入ったも
のを選びながら購入していました。
３０

東部エリア

７月６日から 日にかけて、ＪＡ
由利支店では、ゆり保育園の園児が
作った七夕飾りが店舗内を彩りま
した。
ＪＡの一支店一協働活動の一環で、
園児にＪＡを身近に感じてもらうこ
とや、地域住民との交流を目的とし
て毎年行われています。
短冊には「野菜を食べられるよう
になりたい」「鉄棒が上手にできま
すように」など、園児の願いごとが
書かれ、心を込めて作られた色鮮や
かな七夕飾りは、来店者を楽しませ
ました。
１１

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

地域の
活性化
食と農
を通じ
て活性
化

06

農業の応援団づくりで
地域を活性化！

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

２９
ＪＡ秋田しんせい自己改革の取り組み●

地元の農業を応援しよう！

あなたも農業の応援団になりませんか！
！

Ｑ

地域の
活性化
食と農
を通じ
て活性
くらし
化
の向上
で活性
化

この取り組みには、
どんな効果があるのですか？

地域の農業やＪＡについて知ってもらい、
「食べる」ことで農家を支援いただき、地
域の農業をもっと元気にする活動です。

Ａ
Ａｇ
ｒ
ｉ・Ｆｏｏｄ未来企画課
次長 神坂 信行

❸准組合員って何？

❶どうやって応援すればいいの？

なる方法は？

准組合員になって地域の農業やＪＡについて学ぶ、
ＪＡは、農業者が中心となって出資、運営、利用
直売所で地元産の農畜産物を買う、農業体験や家庭
する協同組合組織です。ＪＡに出資している人を組
菜園など農業に触れてみる。皆さまが出来ることか
合員と呼び、組合員はその要件により正組合員と准
ら、農業や地域農産物に興味を持っていただければ、 組合員に分かれています。
農家さんやＪＡにとって心強いことです。
准組合員は「ＪＡ秋田しんせい管内にお住まいの
方」、「勤務地がＪＡ秋田しんせい管内にある方で、
継続的に組合事業をご利用いただける方」、「一口
５，０００円以上を出資いただく」のいずれかを満たす
ことで准組合員になることができます。

❷こんなイベント開催しています！
農業に触れ合い、身近に感
じていただきたい思いから、
農畜産物の生産・出荷の現場
を見て学べる「ＪＡ施設見学
会」や生産者と一緒に地域の
農畜産物を味わえる「地産地
消美食会」を開催しています。
そのほかにも学校への出前
授業や農業体験など、農業を
「知ってもらう」企画やイベ
ントなどを開催しています。
ぜひご参加ください。

・業績により、出資配当金を受け取れます。
・厚生連が実施する人間ドックの特別助成が受けら
特典 れます。
・ＪＡローンをご利用の際、金利の引き下げ条件に
該当します …など。

❹新たな特典を企画中です！
農業体験

地産地消

施設見学

現在新たな企画として、組合
員になっていただいた方に向け
た「農産物特売会」へご招待す
る特典を計画中です。
旬の野菜や新米など新鮮で安
全・安心な農産物をお買い求めいただける特売会で
す！ 詳しい内容は決まり次第、ＪＡのＨＰや広報
誌などでご案内いたしますので楽しみにお待ちくだ
さい！

【トップメッセージ】
ＪＡでは、准組合員や地域の皆さまと見て・知って・買って・食べての結びつき 代表理事組合長
を強化し「農業の応援団」になっていただける取り組みを継続してまいります。 小松 忠彦
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「全て」に全力で取り組み
作業効率の向上で省力化目指す

東部エリア（鳥海地区）

佐藤

源樹（さとう

昭和６０年 ８ 月 ２ 日生まれ
専業農家

よしき）さん
３５歳

【経営面積】
米 １４㌶
アスパラガス ３０㌃
好きな言葉◉やれることを全て全力で
趣味◉映画鑑賞 テレビゲーム
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地元が好きだから

密苗栽培の魅力は、これまでと
ほぼ変わらない管理で収量の向上

きました。

それでも足りない技術や知識は、

「やれることを全て全力で」

育苗箱や培土などの資材にかかる

識を蓄え、実際に圃場で試してい

先輩農家に相談したりしながら知

られているし、子どもたちの成長

長いこと。地域の皆さんにも見守

は、家族と一緒にいられる時間が

農業やっててよかったと思うの

なったのは父親からの相談でした。
費用が抑えられることや播種や苗

ます。

を望めることだと思います。また、 水稲栽培に関する書籍を読んだり、

農家から農地を委託されること
運びにかかる時間が減ることで身

私が農業を始めるきっかけに

が増え、経営面積を拡大すること
体的負担も軽減されています。

を近くで見ていられます。自分の

になったため農作業を手伝ってほ

働く姿を見て、農業に興味を持っ

肥料を与えるタイミングや場所を

「悩んでいる暇があったら動

栽培方法も試行錯誤していて、

当時、私は大学生で就職活動を

調整したり、水管理を丁寧に行う

く 」「 や れ る こ と を 全 て 全 力 で や

しいと頼まれたのです。

していたのですが、地元が大好き

など収量向上を目指して農作業に

れまで農作業を手伝ったことはあ

はもちろんですが、共同防除とし

化を図っています。自分達の圃場

たいですね。

いる全てで農業と向き合っていき

てくれたら嬉しいですね。

だったこともあり農業をやってみ

年に導入したラ

りませんでした。右も左もわから

て鳥海地区のあちこちから依頼さ

布することで作業の効率化と省力

ジコンヘリを使って農薬などを散

さらに、平成

る」ことを大切に、自分が持って

圃場を丁寧に管理しています▶

工夫を加えています。

▲ラジコンヘリで農薬等を散布

ることにしました。自分自身が断
れないタイプ…というのもありま
すが
（笑）
。
年に就農しましたが、そ

ないところからのスタートとなり、

れており、合計で１００㌶ほど

平成

見よう見まねで水稲栽培に挑戦す

農業を手伝い始めたときから、

行っています。

現在、圃場の管理は父親と私、

ゆっくり学ぶ時間はあまりありま

ることになりました。

パートナーである妻の３人で行っ

せんでした。農業の世界に飛び込

知識を蓄え実践

ており、作業効率を向上させるた

んで、父や地域の農家の作業を真

省力化に力を入れて

めに３年前から密苗栽培に取り組

似ながら、ひとつひとつ覚えてい
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２６

んでいます。

▲家族で協力して経営しています

２０

●出穂後の管理について
出穂期～登熟期は、最も水を必
要とする時期です。水が不足する
と、穂肥を行っても養分を吸収で
きず、稲体が消耗してしまうため
枯れ上がりが発生します。
出穂後７～ 日間の水管理は、
たんすい
水深を５～６㌢程度の湛水状態
（花水）にしてください。湛水状
態時に気温の高い日が続き、水温
が極端に上昇する場合は、可能で
あれば水の入替えにより水温を下
げるようにしてください。終了後
は、２～３㌢程度で間断かん水を
行いましょう。
圃場ごとに水利条件が異なりま
すので、水を分け合い、できる範
囲で最善の管理をお願いします。
また、落水のタイミングは出穂
後 日が目安です。早期の落水は
障害不稔や乳白粒が増加し、品質
が低下する原因となりますのでご
注意ください。田面を完全に乾燥
した状態にするのではなく、ひた
ひた水程度の圃場に水がある状態
を保ち、適期に落水してください。

5,874円

去

勢

182頭

337㎏

702,562円

32,224円

合

計

315頭

326㎏

672,638円

20,808円

功
内）

２ 美国桜 安福久 平茂勝 115㎝ 286日 320㎏ 787,600円

鈴木
（大

一成
内）

３ 美国桜 諒太郎 平茂勝 117㎝ 303日 326㎏ 777,700円

畑山 清和
（東由利）

佐藤
（象

浩一
潟）

変動はしても極端な値下がりはな
いと考えられます。
いまだ予断を許さない状況に変
わりはありませんが、感染防止を
徹底して、各種イベントの開催や
消費拡大運動も行われています。
事態が鎮静化し、飲食や行事など
の再開、経済の回復が待たれます。
私たち生産者は今後の動向を注
視しつつ、感染予防を行い、良い
評価を得る子牛になるように管理
を頑張りましょう。

お問い合わせ

剛
島）

３ 幸紀雄 安福久 平茂勝 121㎝ 304日 386㎏ 895,400円

生産者

0184-27-1601

三浦
勝早桜
好平茂 安福久 127㎝ 318日 389㎏ 917,400円
（矢
５

あきた総合家畜市場ニュース

631,689円

７月市場の平均価格は雌、去
勢共に高値、全体も高値となり、
４ヶ月連続で価格が上昇しました。
新型コロナウイルスによる活動
規制が徐々に緩和され、農畜産物
の消費や流通が回復してきたもの
と推測されます。
全国的に前月比価格は上下して
いますが、購買者が意欲的に購入
しています。今後の情勢によって

310㎏

0184-27-1601

会から発表されるものを確認して
ください。
今年は、新型コロナウイルスの
影響により無人ヘリの稼働台数が
減少しています。日程次第では、
圃場の出穂の状態に合わせた適期
の防除ができない場合があるため、
個人防除も検討してください。
特にあきたこまちの場合は、品
種特性上、籾がらに隙間が空いて
いる「ふ割れ」が多くなるため、
防除の徹底をお願いします。
●スタークル剤
（出穂 日後頃）
粉剤ＤＬ
㌃当たり３㌕
液
剤
㌃当たり１０００倍
１００～１５０㍑
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お問い合わせ

●キラップ剤（出穂 日後頃）
粉剤ＤＬ
㌃当たり３～４㌕
フロアブル
㌃当たり２０００倍
１００～１５０㍑


前回対比

米穀課

伊藤

また、８月の草刈りは１回目の
カメムシ防除後１週間のうちに実
施してください。カメムシの圃場
侵入を防ぐため、草刈り禁止期間
に草刈りは行わないでください。

平均価格

営農生活部 畜産振興課
課長補佐 小野寺真人

修二
城）

２

伊藤
（岩

１ 勝乃幸 芳之国 安福久 125㎝ 295日 417㎏ 964,700円

生産者

価格

母の父 母の祖父 体高 日齢 体重

父

去勢

１０

●カメムシ防除について
暖冬の影響もあり、今年はカメ
ムシの発生が多くなっています。
防除の日程は、各地区の防除協議

勝早桜
渡部
華春福 安福久 122㎝ 289日 366㎏ 837,100円
（大
５

１

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 ７ 月 ７ 日

早人

営農生活部

１０

２４

１０

１０

１０

１０

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

３０
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営農振興
営農振興課
役職員による担い手、法
人への訪問活動
ＪＡ秋田しんせいでは、役職員
による担い手、法人への訪問活動
を定期的に実施しています。
訪問先で農業に関する情報提供
を行い、組合員と対話を重ねなが
ら、出向く体制の強化を図ります。
①訪問対象
件、担い手農家６２６戸

農業法人連絡協議会に所属する
法人
②訪問者
常勤役員、地区役員、あぐり

❶実施内容
・令和
 ２年産米出荷契約のお礼及
びお願い
・対話
 の中でＪＡに対する意見、
要望の聞き取り
・新型
 コロナウイルス感染症関連
支援策などの情報提供
・「担
 い手通信」の配布

件）

件、北部

件、東部 件、

件、担い手農家 件（中

❷訪問件数
法人
央部
西部

❸次回訪問予定期間
令和２年８月下旬～９月上旬
いただいたご意見、ご要望など

園芸

園芸販売課
枝豆栽培について

●播種～栽培管理について

①播種

株を防ぐことが出来ます。

植穴に２～３粒を播くことで欠

品目に比べて栽培が容易で取り組

②中耕培土

これから旬を迎える枝豆は、他
みやすい品目です。

～３回ほどの中耕培土を行います。

倒伏防止と雑草対策を兼ね、２

中耕時期は、発芽２週間後と本葉

ＪＡ管内では、５名の農家が約

４・８㌶の圃場で「湯上り娘」や

５～６枚時です。

開花期の土壌乾燥は莢数減少、

秋田県オリジナル品種「あきたさ

肥大不良を招くため注意が必要

やか」などを中心に７品種を栽培

栽培期間の異なる品種を組み合

③かん水

わせることで、夏から秋まで継続

です。

しています。

して収穫することが可能です。

また、秋田県内では栽培面積が

拡大しており、令和元年度には首

都圏卸売市場で年間出荷量日本一
を達成しました。

開花後４５日前後

開花期を基準とした収穫期の目

●収穫について

安があります。

目安は以下の通

りです。

また、朝の涼

しい時間に行う

ことで莢温度が

上がらず、鮮度

が保てます。

晩生種

お問い合わせ

を参考に今後も訪問活動を継続し
てまいり
ますので、
よろしく
お願いい
たします。

0184-27-1601

開花後４０日前後

パートナー、営農センター職員、
など

日～
は、７月中旬から下旬にかけて実
施。常勤役員、各地区の役員が法

亮

開花後３０日～３５日

中生種

営農生活部 営農振興課
次長兼課長 村上
実

５８

１４

お問い合わせ

早生種

１０

３６

１４ ２０

戸蒔

収穫期の目安

営農経済担当職員、農機センター
職員、融資担当職員

●２回目の訪問活動を実施
今年度１回目は、４月

日に実施。２回目となる今回

１０

営農生活部 園芸販売課

早晩性

0184-27-1601

▲充実した意見交換をしました

３６

人、担い手農家を訪問しました。
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１６

ＪＡくらしの活動

家族の健康

食中毒に気を付けて

健康科学アドバイザー●福田千晶

食中毒は細菌やウイルスなど が必要です。まず、手を水でぬ
が原因になり一年中起こります らしせっけんを使い、手のひら
や指の腹、次に手の甲と指の背
が、特に夏は要注意です。
細菌による食中毒を予防する 側、指先と爪の周囲、指の間、
には、まず、細菌を「食品に付 特に親指の付け根は洗い残しや
け な い こ と 」、 そ し て 「 増 や さ すいのでしっかり洗い、流水で
秒間くらい流します。その方
な い こ と 」、 さ ら に 「 や っ つ け
ること」が大切です。食中毒の 法で２度洗いをして、仕上げに
原因になるウイルスは人から人 乾いた手をアルコール消毒する
に伝わって感染するだけで、食 のが理想です。ただし、ノロウ
品中では増えません。ですから イルスなどはアルコール消毒だ
「ウイルスを食品に付けない、 けでは死滅しないので危険です。
土には食中毒の病原菌も存在
広げない」が予防になります。
食品管理に気を付け病原菌が していますから農作業やごみ処
付きやすい肉や魚などは生で食 理の後には、丁寧に手を洗いま
べない、室温で放置したり冷蔵 しょう。手が荒れていると、皮
庫でも長期の保存をして細菌が 膚の傷んだ部位は不潔になりや
増えた不潔な肉や魚は食べない すいので、日頃から手のスキン
ようにします。調理用具や調理 ケアも行いましょう。農作業、
する人の手は清潔にし、みんな 紙や段ボールを扱う作業は手が
が食事やおやつの前には、よく 荒れやすいので、ハンドクリー
手を洗うことも忘れないように。 ムでのケアをしておきます。
便には食中毒の原因になるウ
隅々まで丁寧に手を洗うこと
イルスや細菌も存在し得るため、
トイレの後には念入りに手を洗
います。また、水洗トイレで流
すときに、水流の勢いで便中の
ウイルスや細菌が空気中に舞い
上がるので便座のふたを閉める
ことも食中毒予防には大切です。
タオルを共有することも感染を
広げてしまうのでやめましょう。

２０
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エスディージーズ

ＳＤＧｓとわたしたち

「お米とＳＤＧｓの
カンケイ」
ってどんなもの？

第８回

エ ス デ ィ ー ジ ー ズ

ＳＤＧｓは農業にも深く関わっています。
今回は、ＪＡの主力作物でもある「米」に関す
る「資源循環型農業」への取り組みとＳＤＧｓ
の結びつきを紹介します。

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。

▲当ＪＡは土づくりに力を入れています。
「土づくり実証米」として商標登録を取得する
ことで、農家の所得増大にもつなげています。

このＳＤＧｓに

ＪＡ秋田しんせいはＳＤＧｓ
の達成に貢献していきます

つながっています

陸の豊かさも
守ろう

飢餓をゼロに

住み続けられ
るまちづくりを

つくる責任
つかう責任

気候変動に
具体的な対策を

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
●資源循環型農業づくり
■水稲種子温湯消毒施設

①地域資源の有効活用②循環型農業③環境に配慮した安全・安心な農畜産物
生産の ３ つを柱として、持続的に発展できる地域農業の確立を目指すもの。
特に関わる項目

■ペレット堆肥施設

多機能的機能を持つ
水田を維持する

温湯種子消毒とは、種もみを一定時間お湯に浸して
消毒し、病害を予防する方法です。
また、温湯消毒種子を農家に供給することで農薬使
用成分数を削減し、さらなる環境負荷軽減を図ります。
温湯消毒種子
（令和 ２ 年産米）

約
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温湯消毒種子利用率

２６２㌧／３２４㌧
約

８０

%

特に関わる項目

有効資源を使い
環境保全をすすめる

地域内の有効資源である「堆肥」をペレット化して
圃場に散布することで、土壌改良、元肥の補完の効果
を得て、肥料コスト削減、環境負荷の軽減を図ります。

散布実績

（令和 ２ 年産米）

散布率

６，８５２．０㌶／７，９５３．８㌶
散布目標面積

８６

%

がん相談支援センターを

（Kazuko Uchiya）

和子

打矢

掲示やホームページに掲載します

築が可能となった折には、案内の

今後、安全なサロン再開や再構

同士で語り合い、休憩できる場所

療 中 の 患 者 さ ん よ り、「 が ん 患 者

『ホッとひといき』は、がん治

で休憩できます

☆ぴあ
 サロン『ホッとひといき』

ので、それまでお待ちいただけま

が欲しい」との要望から、三年前

だいております。

すと幸いです。

に開設しました。

さらに、由利本荘市中央図書館

よ り 出 張 図 書 館 と し て、「 ホ ッ と

ひといきぶんこ」も併設しており、

由利組合総合病院には、地域が

☆どんなことでもご相談ください

とで癒しの時間を得て、支え合う

家族、ご遺族が思いを語り合うこ

サロンとは、がん患者同士やご

す。利用時間は、平日九時から

隣の入退院支援相談室内の右奥で

場所は、がん相談支援センター

本の貸し出しもしています。

ん診療病院として、がん相談支援

心が生まれる貴重な場・集いのこ

者さんを対象に調査のご協力をい

また、今後ご協力いただける方

ただいております。ご協力いただ

サロンを中止するという苦渋の決

は、がん相談支援センターにお声

しかし、今年度は新型コロナウ

断をしました。サロンを楽しみに

がけください。調査結果をより良

いた方々に感謝申し上げます。

してくださっている方々からも、

い相談支援につなげてまいります。

イルス感染予防の観点から院内外

安全第一ということでご理解いた

ご活用、お待ちしております。

がけください。

ンターや入退院支援相談室にお声

十六時ですので、がん相談支援セ

センターがあります。がん患者さ

☆がん患者の就労実態調査への
ご協力ありがとうございます

昨年度までは、毎月第二火曜日
に十一時から、当院の多職種が講

り合う茶話会を開催していました。 と就労（仕事）の状況やニーズを

七、八月とがん患者さんの治療

療養生活や仕事のことなど、社会

さらに、年一回の院外サロン『お

師となり学習会を行い、午後は語

復帰に関して、疑問や不安を感じ

ひさま』も開催していました。

把握する目的で、通院中のがん患

たとき、話したいとき、おひとり

がんの診断から治療、その後の

利用いただけます。

ど、どなたでも無料で予約なくご

とです。

☆サロン
『 おひさま 』を 紹 介します

談ください。

で悩まずに気軽に立ち寄り、ご相

主任

んやご家族のほか、地域の方々な

ご活用ください☆

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
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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。

ス イ カ
スイカの色素にはβカロテンとリコピ

ンが大量に含まれています。βカロテン

は体内でビタミンＡに変換され、髪の健

康維持や、視力維持、粘膜や皮膚の健康

維持、そして、喉や肺など呼吸器系統を

守る働きがあるといわれています。

また、リコピンは老化予防に効果的と

言われ、更に呼吸器系の免疫力を高める

ともいわれています。

大内地区
きくち

菊地

ゆうこ

裕子さん

スイカをたっぷり使ったジャムは
甘～い夏の味がしますよ♪

スイカのジャム
◉材料（ １ 瓶分）

◉作り方

スイカ………………… １ 玉
水あめ……………… ３００㌘

①種を取ってサイコロくらいに切り、鍋
に入れて煮詰める。
② ２ 時間ほどで⅓くらいになるので、上
澄みの白い汁を捨ててさらに煮詰める。
③水分がほぼ飛んだら水あめを入れ、と
きどき混ぜながら１時間ほど煮詰めて
出来上がり。

スイカのスムージー
スイカジャムを
ヨーグルトに混
ぜるとさわやか
な味わいに！
15

◉材料（ ４ 人分）

◉作り方

スイカ…………………¼玉
牛乳………………… ２００㎖
甘酒………………… ２００㎖

①種を取ってサイコロくらいに切る。
②材料全てをミキサーにかけて出来上が
り。

梅雨空の下、水分補給して夏野菜が
ぐんぐん伸びてきて楽しみです。採
あじさい さん

代

れたてを食べられるって最高です。

遠くにいる孫を抱きしめる
ことができない日々にま
いっています。でもみんな

代

我慢している。もう少し我
慢します！
仁賀保
ミミコ さん

………………………………
７月号のオススメレシピは、
タマネギ、キュウリ、トマ

金浦
（採れたての夏野菜！
材料なので早速作ってみま

ト、青ジソと全て家にある

いいですね。り）

した。シャキシャキ感と新

しそうです。たくさん収穫できると
…………………………………………

代

鮮な野菜の香り、とってもおいしく
陽子 さん

がっかりしている人が

イベントやまつりが全てなくなって、

…………………………………………

伊藤

近くに直売所「青空市」があるので

代

頂きました。

幹子 さん

新鮮な野菜が手に入りありがたいで

冨樫

由利

とてもおい

Ｐ．Ｎ

す。農家の方々朝早くからご苦労様
です。
本荘
…………………………………………

たくさんいます。早く
コロナが沈静して元の

代

持ち

これから暑い夏やコロナも

心配ですね…。日々の食事

を大切に新鮮な野菜の力を

代

借りて免疫力アップをして

いきたいと思います。

栄子 さん

仁賀保

久保

………………………………

今年は主人と自分でそれぞ

れ野菜を畑に植えました。

主人が少し早く植えたせい

か収穫数も今のところ多い

で す が 、 ２倍 楽 し み が あ り

とてもいいです。

代

（ご夫婦で一緒に取り組むと、おい

モカぞう さん
た覚えのない種からひょこりと顔を

しさも楽しさも２倍ですね♪な）

本荘
出す芽と、旬を感じる野菜作り。畑

…………………………………………

高校野球が出来て本当に良かった。

甲子園がなくなり残念ですが、頑張っ

代

…………………………………………

ている姿に元気をもらっています。

代

トマトを植えたのですが、青いう

運動好きババ さん

東由利
早く赤くなって
代

…………………………………………

スマホ初心者で若葉マーク。わから

ないことだらけで上手く使いこなせ

ていない。今はゲームで練習中なの

代

…………………………………………

した。

矢島

楓のババ

です。なんか毎日が楽しくなりま
鈴木とし子 さん

収穫できるか心配です。
本荘

…………………………………………

代

人生初めての畑づくりをしました。

こじか ちゃん

食べたいな。

たが大丈夫かな？

ショックです、その後網をかけまし

ちにカラスにつつかれてしまって

東由利 畑山津美子 さん

から笑顔をもらっています。

ありったけ変形したキュウリや蒔い

ヤッターという気
矢島

Ｐ．Ｎ

生活に戻れるよう願っ
ています。
本荘
遠藤 将大 さん

…………………………
友からもらい、初めて

５０

５０

７０

６０

作付けした不思議な葉

Ｐ．Ｎ

Ｐ．Ｎ

と茎をした「コンニャ
ク芋」日増しに成長し

６０
６０

７０
２０

７０

族
に住む娘や息子家
山形県と神奈川県
デ
ビ
の
Ｅ
Ｎ
なり、ＬＩ
と往来ができなく
文
。
た
し
ま
ことができ
オ通話を体験する
ています。
明の利器に感謝し
７０代
ん
ゃ
由利 Ｐ．Ｎ Ｍち

やっと先日じゃが
いもを掘りました
。
雨ばかり降ってな
かなか掘れずに心
配し
ていましたが…。
ヤッターという気
持ち
で一杯です。出来
栄えも良かったで
す。
うれしい。
象潟 Ｐ．Ｎ じゃが
いもさん
６０代
６０

７０

６０

ています。

Ｐ．Ｎ

Ｐ．Ｎ

文明の利器に感謝
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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
０２
０６
０８
０９

応募方法（おはがき・ＦＡＸ・Ｅメールで）

１０
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。 １５
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
ださい。「ほっと．こむ」でご紹介させていただきます。 １８

応募締切り 令和 ２ 年 ８ 月２５日（火）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 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。

２０
２１

香りの良い薬味の一つ。ウナギの
かば焼きにも振り掛けます
――は人のためならず
釣り――と一緒に海に出掛けた
宣伝などを書いて通行人に配りま
す
上（かみ）の反対語
京都の夏の代表的な行事、――の
送り火
原稿用紙につづることも
１０円硬貨に最も多く含まれる金属
イスラム教の礼拝堂のこと
人の助けを借りずに――で切り抜
けた
――を引かれる思いでいとまを告
げた

７

月号のこたえ

ヨコのカギ
０１
０２
０３
０４
０５
０７
１０
１２
１３
１４
１７
１９
２０

夏の夜空で打ち上げ――が開いた
飲ん兵衛（べえ）が好きな物
ニッケイの樹皮から作られるスパ
イス
仕事や用事の合間の空いた時間の
こと
私は――も育ちも東京です
ツナ、シーザー、海藻といえば
指先の腹側にある筋模様
焼き肉のミノ、センマイといえば
どこの部位？
携帯電話を自分に向けてパ
シャッ！
力士が土俵上で取るもの
泳げない人が腰回りにはめます
職人さんに握ってもらって食べる
ことも
まったく派手ではありません

正解は

サングラス

でした。

◆特別賞（地産地消商品）
佐藤美奈子さん （矢 島）
◆ＪＡ全国共通商品券（２，０００円分）
長谷部 惣さん （岩 城）
Ｐ．Ｎ 雨上がりの虹さん （鳥 海）
佐藤 勝彦さん （金 浦）
木内 峰子さん （由 利）
佐藤 銀子さん （象 潟）
太田 節子さん （大 内）
坂爪 希維さん （西 目）
齋藤セツ子さん （仁賀保）
◇応募総数 １２３通 Ｐ．Ｎ 運動好きババさん （東由利）
小川 斗鴻さん （本 荘）

■ ７ 月の注目記事

自己改革 ８ 割超が評価
（７／３０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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ＪＡ全中は２９日、２０１８年から
行ったＪＡグループ全組員調査
の最終結果を発表した。ほぼ全
てのＪＡが調査し、有効回答
件数は３９０万を超えた。昨年 ８ 月の中間報告と同様、
ＪＡの営農関連事業は正組合員の ８ 割以上が「改善
した」「もともと良い」など、自己改革を肯定的に
評価した。准組合員は９６％がＪＡの農業振興や地域
づくりを応援したいと答えた。
■ＪＡ秋田しんせいの記事も載っています！
７／１６ 農業関連施設見学 米作り、ＪＡ学ぶ
７／１７ 和牛子牛２２０万円超
７／２２ ふるさとの農業に親しむ …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)

「秋田県プレミアム宿泊券」
ご利用の際は
農協観光へご相談下さい！
株式会社農協観光は、秋田県
プレミアム宿泊券「取扱旅行会
社」です。プレミアム宿泊券を
使い、当社で手配可能な施設が
ございます。
空室状況や施設都合、またそ
の他の割引券・助成金との併用
など、お受けできない場合もございますので、ご予約の
際にはお問い合わせください。
◎対象者：県のプレミアム宿泊券をご購入されたお客様
◎ご利用対象施設：当社へお問合せください
◎ご利用期間：令和 ２ 年 ６ 月１５日～
令和 ３ 年 ２ 月２８日まで

【お申込み・お問合せは】
株式会社農協観光 秋田支店
ＴＥＬ ０１８－８６４－２５８８

農機具の変更はありませんか？
共済に加入している農機具（トラクター、田植機、コ
ンバイン、刈払機ほか）が買い替えなどにより変わって
いませんか？
機械と証書（加入票）のご確認をお願いいた
します。
《対象となる共済》
◎自動車共済 ◎特定農機具傷害共済
【ご注意ください】
農機具を変更している場合は手続きが必要です。手続
きされていない場合、共済金の支払いができませんので、
ご注意ください。
変更手続き時に必要なもの
「登録ナンバーがある機械の場合」
市発行の標識交付証明書が必要です。（大型特殊は車
検証なども必要です）
「登録ナンバーなどが無い機械の場合」
①メーカー名 ②型式 ③車体番号 ④年式
※印鑑をご持参ください。
季節使用農機具は『季節農業用自動車保障特約』でも
保障できます。
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行事予定

理事会報告

8

第３１７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

AUGUST

２７日（木） 理事会

9

開催日：令和 ２ 年 ７ 月３０日（木）

関係団体への役員の推薦について
他団体への役員の推薦について
令和 ２ 年産米集荷・買入方針及び体制について
令和 ２ 年産民間流通米集荷推進運動要領の設定について
大口資金の貸付について
小規模多機能型居宅介護事業所「しお風」の施設運営休止について
ディスクロージャー誌について

SEPTEMBER

８ 日（火） あきた総合家畜市場
２９日（火） 理事会

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 ６ 月３０日現在
正 組 合 員 数／
１０，３４８人
准 組 合 員 数／
９，０６６人
出
資
金／ ５２億７，３０３万円
貯
金／１，５３７億６，１１１万円
貸
付
金／ ３４９億９，８７５万円
長期共済保有高／３，８５５億１，３１５万円
購 買 供 給 高／ １０億３，０２７万円

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

５億６，６８９万円
１億１，２０５万円
１，４００万円
２，１３７万円
４億１，９４５万円

金融移動店舗車（ふれあいちょきんぎょ号）令和 ２ 年 ９ 月の運行日程について
１ 日（火）

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

７ 日（月）

２ 日（水）

３ 日（木）

４ 日（金）

５ 日（土）

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 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

８ 日（火）

９ 日（水）

１０日（木）

１１日（金）

１２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

１３日（日）

１４日（月）

１５日（火）

１６日（水）

１７日（木）

１８日（金）

１９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

２０日（日）

２１日（月）

２２日（火）

２３日（水）

２４日（木）

２５日（金）

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 松ヶ崎公民館 午後 小砂川地区

２７日（日）

２８日（月）
午前 旧石沢支店
午後 旧内越支店
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２９日（火）

３０日（水）

２６日（土）

採って作って味わって

日に鳥海地区で行わ

編集●経営管理部 Ａｇｒ
ｉ
・
Ｆｏｏｄ未来企画課

発行●秋田しんせい農業協同組合

女性部の皆

マスコットキャラクター

今回は鳥海地区の紫水館
で開催された「ちゃぐりん
わくわく食農教室」の様子

をご紹介します。
ＪＡでは、児童を対象にした食農教

日だったね☆

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/

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

ことを体験した盛りだくさんの一

自然にふれあいながら、色々な

ご飯とってもおいしかったな～！

命作ったよ。皆が頑張って作った

さんに教えてもらいながら一生懸

調理にチャレンジ！

室を各エリアで開催しています。

鳥海地区の子どもたちが集まっ
て、野菜の収穫体験や調理体験を
したんだ。
三森さんの畑でトマトやナス、
キュウリなどを収穫させてもらっ
たよ♪
それから、ポリ袋で炊くご飯や

ＪＡ秋田しんせい広報誌

「ふくちゃん」

～なくてはならないＪＡになるための挑戦～

創り出そう
｢農」の未来と
｢地域」の未来

80
「すりおろしドレッシング」などの

［ウインズ］№２８１

室」に行ってきたよ！

れた「ちゃぐりんわくわく食農教

今回は７月

こんにちは、ふくちゃんです。

わくわく食農教室♪

8

キャッチフレーズ

第８次中期総合３か年経営計画

今回のクローズアップのページデザイ
ンを担当したのですが、非常に苦しんだ
特集でした。 ６ 月号でご紹介した秋田由
利牛の特集との共通点を残しつつ、アス
パラガスとミニトマトの良さを引き出し、
読みやすいように余白を作ったり、写真
の配置を考えたり…。
完成に導いてくれたのは、撮影のため
に買ったアスパラガスとミニトマト。新
鮮でおいしい野菜は、ヒラメキを与えて
くれるのでしょうか。爽やかな救世主に
感謝しきりです。
な

２３

