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農業の現場から
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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！
ほくほく、ねっとり、あま～いサツ

品種のサツマイモが作

６０

マイモの季節です。

日本では約

付けされており、これ以外にも地域在

ま い

麻衣さん

来の多くの品種が栽培されていると考

さいとう

▲西目地区：齋藤

えられています。

サツマイモを炊き込むとき
は、大きめに切ると崩れに
くくなり、素材の味を楽し
めますよ♪

サツマイモ

本誌１５ページに
「サツマイモ」を使ったレシピを
掲載しています！

は く

珀玖さん（中）
り く

琉玖さん（右）
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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／あきた総合家畜市場

１０月１７日、あきた総合家畜市場で「あきたの畜産・市場まつり」が開
催されました。詳しくは裏表紙のふく散歩をご覧ください。
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第１４３回

先人に学び農業の未来をひらく

秋田県
種苗交換会

～横手から

つなぐ食農

未来へと～

今年で１４３回を数える県内最大の農業イベント「秋田
県種苗交換会」が１０月３０日から１１月 ３ 日の ５ 日間、横手
市で開催されました。
主会場の横手体育館では、農産物出品展示が行われ、
県内各地から水稲や野菜、
花きなど１，２０４点が出品。
当ＪＡ管内からは、 １ 等
賞（秋田県知事賞） ３ 点、
２ 等賞 ３ 点、 ３ 等賞に１５
点が選出されました。

一等賞に輝いたＪＡ管内受賞者をご紹介いたします！
秋田県知事賞（一等賞）

全国農業協同組合中央会会長賞

【はちみつ

小松

アカシア】

秋田県知事賞（一等賞）

秋田県知事賞（一等賞）

【ミニトマト

【種苗（パンジー） パシオクリアブルー】

今野

智さん（本荘）

サンチェリーピュア】

純一さん（矢島）

奥山

和栄さん（仁賀保）

２等賞
【種苗（パンジー）

パシオホワイトブロッチ】

佐々木紀夫さん（仁賀保）
【ミニトマト

三浦
会場の様子

今回の種苗交換会で
は、新型コロナ対策と
して、マスクの着用は
もちろん、検温の実施
や主会場への入場制限、
衝立の設置やソーシャ
ルディスタンスの確保
など万全の対策がとら
れました。
03

サマー千果】

佑さん（本荘）

【切花（リンドウ） フィナーレ】

梶原

浩栄さん（鳥海）

このほかの受賞者につきましては、ＪＡ秋田中央会ホーム
ページ「種苗交換会→今回の交換会」の受賞者一覧をご覧く
ださい。
http://www.ja-akita.or.jp/syubyo/konkai#jusyosya

～ 農家応援企画！ 新米を食べて農業を応援しよう！～
地域の
活性化
食と農
を通じ
て活性
農業生
化
産の拡
大

新米直売会 !!

土づくり実証米

会場：にかほ市金浦倉庫

金浦会場では、第 １ 号のお客様に清橋一広副組合
長㊧が新米を直接手渡しました。また、佐藤茂良
専務㊨から記念品をプレゼントしました。

ＪＡ本店会場では、第 １ 号のお客様に小松忠彦組
合長㊧が直接新米を手渡しました。また、生産者
の農事組合法人赤田ファームの田口純一代表㊨
が、記念品をプレゼントしました。

会場：由利本荘市Ｊ

Ａ本店

月

日と

日、ＪＡ本

土づくり実証米を食べて
農業の応援団になってく
ださいませんか

ＪＡは

１０

１７

袋を特別価格で販売。

ち 」「 ひ と め ぼ れ 」 の 玄 米

㌕紙

の土づくり実証米「あきたこま

開催しました。収穫されたばかり

店と金浦倉庫で「新米直売会」を

１０

しみに！

来年度も開催予定ですのでお楽

とのコメントをいただきました。

り組みを来年度も続けてほしい」

つけられずにいた。こういった取

農してしまって米を買う方法を見

来場者からは、「親せきが全て離

きました。

計３６７名の方に応援していただ

会場で３１４袋の新米を販売。合

ＪＡ本店会場で６０７袋、金浦

てもらおうと企画したものです。

ていただく「 農 業の応 援 団 」にな っ

さまに地域の農家とＪＡを応援し

食べてもらうことで、消費者の皆

証米を管内のより多くの皆さまに

が手塩にかけて育てた土づくり実

このイベントは、管内の生産者

３０

初開催
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土づくり実証米を
知ってほしい
「 土 づ く り 実 証 米 」 は、 Ｊ Ａ 秋
田しんせいのこだわり米です。
ＪＡでは資源循環型農業に取り

新型コロナウイルス対策のた
め、車に乗ったまま購入でき
るよう、ドライブスルー方式
で販売しました。

秋田由利牛カレーやミニト
マトジュース、土づくり実
証米のパックご飯が当たる
抽選会も開催！

組んでおり、管内で育てられてい
る牛や豚の堆肥を使ったペレット
堆肥を投入することで、土づくり
を積極的に推進し、高品質・良食
味米生産に取り組んでいます。
土がしっかりしていると、活力
の あ る 根 が で き ま す。 そ の 根 は、
養分をたっぷり吸って、茎葉を丈
夫にします。丈夫な茎葉は太陽の
光をたっぷり浴びて、美味しいお
米を作ります。土
にこだわって育て
た お 米 を、 品 質・

もっと応援してほしい
「季節のおいしい福袋」
お届け便

ＪＡでは新米直売会のほかに

も、農家応援企画「季節のおいし

い福袋」お届け便をご用意してお

ります。

ＪＡ秋田しんせい管内の生産

者が丹精込めて育てた野菜やお

米、お肉などを年間通してお届け

する、おいしさがギュギュッと詰

まった旬の農産物のお任せＢＯＸ

です。

食べて由利本荘・にかほ市の農

家さんやＪＡを応援してください

ませんか！

詳細は、ＪＡホームページまた

は、本店・支店窓口まで。
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食味測定で厳選し

ＪＡのホームページは上のＱＲコードを
読み取るか、下記ＵＲＬからどうぞ！
https://www.akita-shinsei.or.jp/
ＪＡ秋田しんせいのＵＲＬはコチラ↑

たお米が土づくり
実証米です。

▲このマークが目印です

来場者の皆さまが待機し
ている間、ＪＡ事業の紹
介チラシを配布したほか、
女性部がおにぎりや試作
品を試食してもらい、も
てなしました。
ＪＡ職員が玄米を車
に積み込みました。

特殊詐欺に気を付けて
園児と一緒にチラシ配布

高品質のシイタケ栽培を
需要期に向け講習会開催
ＪＡきのこ部会

ＪＡきのこ部会は 月 日、大内
支店で菌床椎茸出荷講習会を開催。
同部会員 名が参加しました。
講習会では収穫や選果作業の注意
点について、実際にシイタケの状態
を確認しながら、収穫時期と出荷規
格の情報を共有。
今後は年末の需要期の安定出荷に
向け、害虫や水分過多防止対策を行
い、クレームのない高品質のシイタ
ケ栽培に努めることを確認しました。
また、Ａｇｒｉ・Ｆｏｏｄ未来企
画課が試作中のシイタケを使ったう
どんやうま煮などの試食会も行い、
生産者と意見交換を行いました。
２３

月 日、ＪＡは越冬スナップエ
ンドウ栽培講習会をＪＡ本店で開催
しました。豆部会やミニトマト部会
など８名が参加。
スナップエンドウは寒さに強く、
月に播種し４月から６月にかけて
収穫する越冬栽培が可能で、空ハウ
スを活用できることから管内では５
名の農家がミニトマトの後作として
取り組んでいます。
講習会では、栽培期間や手順など
の説明があったほか、大内地区の戸
堀秀紀さんが事例報告を行い、他の
品目との作業体制や栽培を通じての
留意点などを説明しました。

ＪＡ豆部会

空ハウスを有効活用
越冬スナップ栽培講習会

１０

象潟支店

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

西部エリア
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
止運動を行っています。
月 日、象潟支店では一支店一
協同活動として職員と警察署員、小
砂川保育園の園児が特殊詐欺注意
喚起のチラシとティッシュを配布。
「特殊詐欺に気を付けてください」
と声を掛けながら手渡しました。
また、ＪＡ女性部象潟支部がふか
し芋や白玉ぜんざいを振舞ったほか、
いちじくなどの特産品を販売し、来
店者と交流しながら、注意を呼び掛
けました。

親子で自然をたっぷり満喫
ワム・ワムクラブ開催
１７

１５

１６

ＪＡワム・ワムクラブ
１０

▲出荷規格を確認する参加者

▲作業の手順やスケジュールを確認しました

１０

１１

１７

ＪＡは 月 日、令和２年度４回
目のワム・ワムクラブを開催しまし
た。８組の親子が参加。
参加者は、新聞紙を再利用した環
境にやさしいエコバック作りを体験
し、新聞紙を折ったり、貼り合わせ
たりと親子で協力しながら完成させ
ました。
また、ＪＡ女性大学が栽培管理を
行った畑で、サツマイモ掘りと焼
き芋の試食も行いました。子ども
たちは、収穫したサツマイモを抱え、
「楽しい。もっと掘りたい！」と笑
顔で話しました。

▲来店者にチラシを手渡す園児
▲大きいサツマイモを収穫！

１０
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Agri・Food

未来企画課の
活動
レポート

食べて

由利本荘・にかほの農業を応援してほしい

６３０ お届け
セット

季節のおいしい福袋「秋版」
２０２０秋版

スタンダードコース

リッチコースは上記＋
カルビ（左）、モモ（右）
が入りました。
※画像はイメージです

■新米の味を楽しんでもいらいたい！
今年度から始まった「季節のおいしい福袋お届け便」の
「秋版」を１０月２６日～３０日にかけて発送しました。
土づくり実証米の「新米」、ご飯がすすむ「米こうじ味噌」、
「秋田由利牛」、デザートの「りんご」を詰め合わせ、６３０
セットを発送しました。
８ 月上旬の「夏版」１００セットから、皆さまの応援のおか
げで６００を超えるお申込みをいただくことができました。誠
にありがとうございます。次回の「冬版」もお楽しみに！

■取り組みの狙い
「季節のおいしい福袋」は年 ４ 回、内容はＪＡに“おまか
せ”な福袋形式となっており、ＪＡがセレクトした季節に合
わせた農畜産物・加工品をお届けします。
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」になってくれる消費者
を増やすことが目的。加えて、新型コロナウイルス感染拡大
の影響で増加傾向にある自宅ご飯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。

私たちがお肉を選びました！

経営管理部

佐藤

総務部

佐々木

■感想を聞きました！
新米の＂とぎ方＂レシピが嬉しかった。
秋田県／３０代

男性

新米は古米と比べるまでもなくおいしい！
次回も楽しみにしています。

神奈川県／２０代

女性

すき焼きで食べたら、メッチャおいしい！
埼玉県／２０代

女性

ＪＡ秋田しんせいはＳＤＧｓの達成に貢献していきます

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。
Ａｇ
ｒ
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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楽しみながら農園を続ける
自慢のリンゴを届けたい

東部エリア（矢島地区）

佐藤

覚内（さとう

昭和２６年 １ 月１４日生まれ
専業農家

かくない）さん
６９歳

【経営面積】
果樹（りんご・なし・ぶどう） ５０㌃
稲作 ４５㌃
好きな言葉◉自分らしく生きる（行雲流水）
趣味◉バンド 釣り 登山
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リンゴは祖父の代から栽培して
オーナー募集は、現在中止してい

るほどご好評をいただきました。

でオーナーが増え、募集を中止す

たものですが、その後口コミなど

の猟友会に駆除を依頼したり、Ｊ

害にも悩まされていますが、地元

アナグマやヒヨドリなどの鳥獣

いしいリンゴが収穫できますよ。

ひとつひとつ特徴のある自慢のお

く れ た こ と で す ね。「 自 分 の リ ン

が、自分の家に直接買いにきて

しているリンゴを買ったお客さま

一番嬉しいのは、直売所で販売

楽しみながら続ける

いて、私も小さい頃から収穫作業
ますが、直接買いに来てくださる

Ａに相談して電気柵を設置するこ

リンゴ栽培はわくわく

などを手伝っていました。
お客さまもいらっしゃり、ありが

ゴ」を選んでいただいたことは嬉

高校を卒業後、果樹試験場でリ

とで対策しています。設置個所は

しいですし、栽培して良かったな

今後も趣味や人のふれあいを大

とやりがいを感じます。

ともあり、販路を確保するのに苦

切に、楽しみながら農園を続けて

ます。

労しました。今では、日持ちする

いきたいですね。年相応に頑張り

日持ちしない品種を育てていたこ

リンゴ栽培経営を継いだときは、 被害が少なく、効果を実感してい

たいですね。

ンゴ栽培などについて学び、福祉
施設の果樹の作業指導員として
年勤めました。

期に「覚内農園」を開きました。

品種に植え替えたり、矢島地区の

年の定年退職を

種類以上

たいと思います（笑）
。

㌃の農園では、

「やさい王国」や本荘の直売所に

約
のリンゴを栽培しています。気に

卸すなど、需要のある品種を育て

ます。

種とは異なる形質が現れる性質が

言って、１本の枝や茎だけ元の品

勝負なので、外部雇用して作業を

いますが、摘果の時期はスピード

基本的に一人で圃場を管理して

手伝ってもらっています。
また、リンゴの色付きをよくす
るために行う、玉まわしと葉摘み

樹１本ごとに契約して、収穫を楽

まないことで十分に光合成させ、

す。色ムラはできますが、葉を摘

を行わず、作業を省力化していま

しんでもらう形式をとっていま

農園はオーナー制で、リンゴの

農園はオーナー制

しています。

あり、毎年わくわくしながら栽培

甘さと省力化

なった品種を試験的に栽培するの

鮮やかに色づくリンゴ▶

て経営の安定化に努めています。

▲もてなすために建てたピザ窯や東屋

で、栽培品種がどんどん増えてい

そして、平成

３８

また、リンゴは「枝替わり」と

２０

糖度を上げられる利点があります。
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２８

す。親せきから提案を受けて始め

▲リンゴと鳥海山が描かれた手作り看板

５０

ます

【大豆】
日現在、

【稲作】
月

●大豆
 の刈取り作業が始まってい

米の集荷数量は、
月

日より管内で大豆の刈取

■ＪＡへの出荷をお願い致します
・５％となっており、

り作業が始まっています。今年は

契約数量比

あきた総合家畜市場ニュース

生産者

順調に進んでいます。今後も消費

２，４７７円

降雨による湿害などの影響により

７０５，８１８円

生育量は少なく、草丈も短くなっ

３１６㎏

地への安定供給に繋げてまいりま

３１７頭

すので、１俵でも多くの出荷にご

計

月市場の平均価格は、 万
５８１８円となり、２カ月連続で
本年度の最高平均価格を更新しま
した。
ＧｏＴｏなどの各種キャンペー
ンが始まり、
旅行業界や飲食業界の
動きが活発化したことで、
食料品の
需要が増えたためと考えられます。
しかし、依然として子牛の価格
差が続いています。発育・育種
価・血統・産次・管理などの条件

合

ています。また、虫害も多く見ら

刈取り作業は今後も続きますの

７，２７８円

れ、収量は昨年よりも減少する見

で、作業事故と体調管理には十分

７４５，５５８円

協力をお願いいたします。

今年の米は、出穂後期の高温によ

に注意してください。また、作業

３２７㎏

■令和２年産米の傾向について

り、玄米に背白（玄米の背部が白

集団と連携し、効率的な収穫作業

１８２頭

米の検査が終盤を迎えています。 通しです。

色不透明なもの）が多く見受けら

をお願いいたします。

勢

お問い合わせ

が揃った子牛が、安定して高い価
格で取 引されているので、求められ
る子牛の出荷をお願いいたします。
本年度は生産基盤拡大加速化事
業やＪＡの増頭奨励金の増額など、
初期投資の軽減対策が手厚くなっ
ていますので、ぜひ増頭に向けた
導入をお願いいたします。
人も牛も季節の変わり目は体調
を崩しやすくなりますので、病気
や発情は早期発見での対応を心が
けましょう。特に分娩事故には十
分注意してください。

0184-27-1601

嶽石 幹一
（東由利）

３ 菊福秀 安福久 勝忠平 １２１㎝ ３０５日 ３５３㎏ ９０６，４００円

高沢 和子
（東由利）

１ 福之姫 安福久 平茂勝 １１８㎝ ２５１日 ３４１㎏ ９３７，２００円

佐々木一郎
（矢 島）

３ 諒太郎 美国桜 安福久 １１９㎝ ２９７日 ３１５㎏ ８５２，５００円

れます。また、倒伏による未熟粒

去

７０

秀和
内）

菊地
（大

１ 幸紀雄 平茂晴 忠富士 １１０㎝ ２６５日 ２５３㎏ ９８４，５００円

も見受けられます。タンパク値は
月 日現

６・３～６・５と高い傾向となっ
・９％です。

栽培履歴の提出はＪＡ米の必須

●農作業記録簿の提出について
事項です。提出していない方は、
早急に提出していただきますよう

－５，９５８円

お問い合わせ

お願いいたします。用紙を紛失し

６５２，２４３円

翔

長田

た場合や記入方法に不明な点があ

３００㎏

米穀課
営農生活部

る場合は、最寄りの営農センター
へご相談ください。

１３５頭

営農生活部 畜産振興課
課長補佐 佐藤 英行

小野 大輔
津
隆之国 百合茂 １２２㎝ ２８５日 ３５３㎏ ９１４，１００円
（東由利）
重

美
照

２

前回対比

１５

３０
３０

生産者

価格

母の父 母の祖父 体高 日齢 体重

父

去勢

糸 福
佐々木新悦
１１７㎝ ２８９日 ３１５㎏ ８７２，３００円
（大 内）
（鹿児島）

２ 美国桜 安福久

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

平均価格

雌

平均体重

１０

１０
１０

１０

頭 数
分
区

家畜市場成績
２０２０年１０月 ６ 日

９６

ており、１等米比率は
在で
９２

0184-27-1601
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営農振興
営農振興課
ＪＡ青年部に入りませんか

伸也

丹羽

お問い合わせ

情報の力で、支えたい。
「日本農業新聞」について

１１

園芸

園芸販売課

園芸作物の後片づけについて

様々な園芸作物が、収穫を終え

●露地栽培の場合

マルチが効果的です。

①病害虫の発生源になるため、作
物の残さは出来るだけ圃場外へ

果が期待できます。

ことで余分な肥料を洗い流す効

ススメします。雨や雪にあてる

●露地・ハウス栽培共通

運び出して処分しましょう。ナ

②ホウレンソウ、アスパラ菜など
冬季葉物を作付けする場合、基

はビニールを取り外すことをオ

ス科、アブラナ科、マメ科は連

作により病気が発生しやすいの

で特にきれいに取り除きましょ

合は肥料が蓄積していることが

肥の量に注意が必要です。年々

多いので、石灰で酸度調整をす

生育が悪くなっているような場

②株を抜き取った際に根っこにも
注目してみましょう。こぶのよ

う。

うなものがついている場合、根

るだけにとどめましょう。

●多年性作物について

アスパラガスやリンドウのよう

な多年性の作物は、地上部が枯れ

販売課へお気軽にご相談ください。

ご不明な点がありましたら園芸

寄ってくるので注意してください。

分が豊富な根にネズミやモグラが

アスパラガスは、腐 熟 堆 肥 および糖

取って圃場外で処理しましょう。

黄化した地上部の茎葉は刈り

て根が土の中で越冬します。

0184-27-1601

お問い合わせ

①雪解けしてすぐにソラマメなど
を定植する予定の圃場には、秋

佐々木彩香

しっかり後片づけを行いましょう。 ①露地栽培よりも土の中に肥料成
分がたまりやすいので、冬期間

春に気持ちよく作付けするために、 ●ハウス栽培の場合

る時期になり、畑へのお礼と、来

営農生活部 園芸販売課

こぶ病の発生が疑われるので防
除が必要です。

徹底的に除草しましょう。

③除草は秋がチャンスです。長く
効くタイプの除草剤を使用して

▲ミニトマトについた
根こぶ

営農生活部 営農振興課

0184-27-1601

ＪＡ秋田しんせい青年部は、年
間を通じて秋田県青年部イベント
日本農業新聞は、株式会社日本
への参加、各地域のイベントへの
農業新聞が発行している、日本で
協力など地区管内の組合員や地域
唯一の農業専門紙です。農業政策、
の方々とふれあいながら活動して
事業継承、流通トレンドなど生産
います。
現場を支える情報を毎日（新聞休
また、同世代の仲間と情報の交
刊日を除く）お届けしています。
換・共有を行っています。同じ苦
当ＪＡでは、日本農業新聞の定期
労を共有する仲間と理解を深め、
購読申込を受け付けております。
自らの経営に役立ててみませんか。 ❶定期購読開始日
加入に関してのお問い合わせは、
申込月の翌月１日から
営農生活部営農振興課まで。
※受付
 日時によっては、翌々月
１日からの購読になる場合が
あります。
❷月額購読料
本体価格 ２６２３円（税込）
※２０２０年 月１日現在
❸代金決済方法
現金決済または、当ＪＡ貯金口
座振替のいずれかをご利用いただ
けます。
❹お申し込み窓口
営農生活部営農振興課または、
各エリアの営農センター
❺その他
申込時には、はんこをご持参く
ださい。
※口座
 振替をご希望の方について
は、口座情報・通帳届印が必要
になります。
❶加入資格
秋田しんせい農業協同組合の地
区内に居住している農村青年の方
❷年会費
構成員１人 ２０００円
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▲秋田県中央ブロックＪＡ青年部交流
会

皆さまに愛されて１６年

ＪＡくらしの活動
～ これからも
地域に寄り添って ～
ＪＡ秋田しんせいが運営して
いる「ふれあい泉の里」につ
いてご紹介いたします。

これまでも、
そして、これからも

連携事業のご案内

重昭

「ふれあい泉の里」とは

「ふれあい泉の里」は、デイ
サービス（通所介護）施設です。
デイサービスは、要介護認定を
受けた方が、自宅での生活を続け
られるように、心身機能の維持・
向上と孤立防止を図り、並びに家
族の負担を軽くすることを目的と
しています。
「泉の里」では、送迎車等でデ
イサービスセンターにお越しいた
だき、入浴・機能訓練・食事など
のサービスを提供しています。

工藤

ＪＡ秋田しんせいの福祉事業は、
訪問介護、福祉用具貸用、居宅介
護支援をはじめ、デイサービスセ
ンター、ショートステイ、小規模
多機能事業所など、組合員・ご利
用者さまにより充実したサービス
を提供するために事業を拡大して
まいりました。
しかし、福祉事業を取り巻く環
境の変化などにより収益確保が難
しくなり、福祉事業の再構築によ
る収支改善が必要となりました。
今後は「ふれあい泉の里」を含
む福祉事業所に業務を集中し、介
護スタッフの充実を図りながらＪ
Ａらしい福祉事業サービスの提供
を目指してまいります。これから
も、組合員をはじめ、地域の皆さ
まが元気で生きがいをもった暮ら
しができるよう支援してまいりま
すので、引き続きよろしくお願い
いたします。

福祉事業所
所長

… ＪＡの介護福祉事業には、多くの事業があります。お気軽にお問い合わせください。

●ホームヘルパー（訪問介護事業所）
ご自宅へ訪問し、自立した日常生活を送
れるように食事や排せつ、入浴などの身
体介助と掃除や調理などの生活援助を
行っています。
■営 業 日 月曜日～日曜日（祝日含む）
■営業時間 ８ ：３０～１７：３０
■スタッフ 管理者・サービス提供責任
者・訪問介護ヘルパー

●福祉用具レンタル（福祉用具貸与事業所） ●ケアマネジャー（居宅介護支援事業）
利用者の心身の状況などに合わせ、自立
支援や介護者の負担軽減を図るため福祉
用具を貸し出します。

介護に関するご相談をお受けし、状態に
合ったケアプランの作成、サービスの連
絡・調整を行います。

■営 業 日

■営 業 日

■営業時間
■スタッフ

月曜日～日曜日
（祝日も営業）
８ ：３０～１７：３０
管理者・福祉用具専門相談
員

月曜日～金曜日
（祝日は休業）
■営業時間 ８ ：３０～１７：３０※
■スタッフ 管理者・介護支援専門員
※ただし、緊急の場合は２４時間連絡可能

12

エスディージーズ

ＳＤＧｓとわたしたち

⑤密を避ける
ソーシャルディスタンスを保て
るよう、座ってもらう位置や間隔、
角度などを工夫しています。
①手洗いの徹底
スタッフはもちろん、ご利用者
の皆さまにも手洗いと手指消毒を
していただいています。

②検温の徹底
職員は出勤前と就業前に検温、
ご利用者の皆さまにも自宅で検温
していただき、施設でも検温をさ
せていただいています。

ます

都市と人間の居住地を包摂的、
安全、強じんかつ持続可能に
する
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月曜日～日曜日
（祝日含む）
■ご利用時間 ９ ：１５～１６：１５
■定
員 ３０名
■ス タ ッ フ 管理者、生活相談員、
介護員、調理員、
看護師、
機能訓練指導員（兼務）
■お問い合わせ ０１８４－２７－１６９８

あらゆる年齢のすべての人々
の健康的な生活を確保し、福
祉を推進する

ふれあい泉の里 営業概要

日

業

■営

してい
ＳＤＧｓに貢献

「 ふ れ あい泉 の 里 」 が
目指す姿

⑦接触者確認
ご利用者・同居家族が県外の方
と接触しているかの確認を行って
います。

「ふれあい泉の里」は、今まで
以上に「農」と「食」に重点を置
いた施設活動を目指してまいりま
す。
これまで行ってきた花の寄せ植
えや野菜の栽培体験に加え、ＪＡ
の農業関連施設の見学会などを行
い、ＪＡ組織らしい、地域の農業
を通した自立支援を行いたいと考
えています。
また、食事の面でも、管内の旬
の食材にこだわり、季節を感じて
もらいながら、住み慣れた地域で
自立した日常生活を過ごせるよう
に、利用者の皆さまの声を大切に
して、全力でスタッフ一丸となっ
てサポートしてまいります。

⑥消毒作業の徹底
手すりやドアノブなど室内で手
の触れる場所に加え、送迎車の車
内なども使用の度に消毒液を用い
て拭いています。

ココが特徴です！

④換気
外気を取り込むため、窓を数カ
所開けて換気しています。

❷ＪＡ
 女性部、助けあい組織と連携
ＪＡの高齢者福祉事業である
「ＪＡ助けあい組織」と連携して
活動しており、施設周辺の草むし
りや窓ふきなどの環境整備作業や
レクリエーションなどで、利用者
と交流しています。
また、女性部手作りの布マスク
をプレゼントするなど、利用者が
心豊かに過ごせるように注力して
います。

③マスクの着用
入浴と食事の時間以外は着用を
お願いしています。

❶安心安全な食事
ＪＡ管内で生産された農畜産物
を使った新鮮で安全・安心な食事
を提供しています。
また、味噌や醤油などの伝統的
調味料に「牛乳」を組み合わせる
「乳和食」も取り入れています。
食材本来の風味や特徴を損なわず
に食塩過剰摂取を防止、高齢者で
不足しがちな動物性蛋白質を補う
こともできます。

新型コロナ禍での対応

日常の婦人科外来で遭遇する、

と さ れ て い ま す。「 先 生 、 い つ に

すが、一般的にはその予知は困難

期を推測する試みも行われていま

ルモン濃度の測定）で閉経する時

されておらず、血液検査（血中ホ

閉経の正確な仕組みはまだ解明

チ ク チ ク し た 感 じ ）、 性 交 痛 、 腟

（かゆみ）や灼熱感（痛かゆさ、

ではありません。外陰部の掻痒感

されます。外陰部や腟粘膜も例外

萎縮や弾力性の低下、乾燥に悩ま

皮膚の変化も現れ、全身の皮膚の

また、エストロゲン欠乏による

剤など）を行ったりしています。

り、薬物治療（漢方薬やホルモン

導したり、カウンセリングをした

す。実際には生活習慣の改善を指

治療にも多くの選択肢がありま

これらはいずれも加齢性変化、

科では勧めています。

手術（子宮摘出や腟壁形成）を当

度で装着できます）の留置や修復

えるペッサリー（外来にて１分程

場合には膣内に下垂した臓器を支

することがあります。そのような

たり、排尿障害として自覚したり

が強くなって我慢ができなくなっ

かし、中等度以上になると下垂感

上進行しないように努めます。し

導や骨盤底筋訓練など）でそれ以

軽度であれば経過観察（生活指

に多いとされています。

閉経後の女性における頻度の高い

なったら閉経しますか？」という

内の浄化作用の低下による帯下

を確認して診断に至ります。

訴え（症状）について、少しだけ

質問を患者さんからしばしばされ

つまり誰もが大なり小なり経験す

閉経後女性の
婦人科トラブル

ご紹介します。

（おりもの）の増加を主訴に受診

閉経とはもちろん月経がなく

ありますが、さまざまな体の変調

少することによって、程度の差は

性ホルモン（エストロゲン）が減

骨盤臓器脱という言葉を聞いた

受診される女性もたくさんいます。

が触れて気になる」ことを主訴に

うな腫瘤が出てきた、陰部に何か

他にも「陰部に何かボールのよ

にある産婦人科医院や当科の扉を

であれば、少し勇気を出して近く

が同じような症状で悩んでいるの

られる女性もいます。もしあなた

ずっと悩んでいることを打ち明け

気のために誰にも相談できずに

か月以上の

実際に閉経された患者さんに外

を自覚するようになります。更年

ことがあるでしょうか。加齢のた

開けてみてください。各人に応じ

なった状態を指し、

来 で お 話 を 聞 い て み る と、「 月 経

期障害の始まりです。ほてり、発

めに靭帯が弱くなって、骨盤臓器

たアドバイスや治療を提供いたし

歳代後半から女

不順が徐々に多くなり、月経間隔

汗、冷え、動悸、倦怠感、頭痛、

（膀胱や子宮、直腸など）が支え

ます。

約 ・５歳でした。

女性の多くは

の長短を繰り返して、それともな

肩こり、不眠、抑うつなどの自覚

切れずに、下垂してきた状態です。

では日本人女性の平均閉経年齢は

く月経がなくなっていることに気

症状が多種多様なのが特徴で、他

無月経を定義とします。ある報告

金森
科長

づく」人が多いようです。みなさ

が実情です。

ますが、いつも戸惑ってしまうの

勝裕

るものです。しかし、婦人科の病

（Katsuhiro Kanamori）

される方もたくさんいます。

由利組合総合病院
産婦人科

多産婦、頑固な便秘である方など

４０

にその原因となる病気がないこと

１２

んはいかがでしょうか。

５０
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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。

サツマイモ
サツマイモは、風邪の予防や疲労の回

復、肌荒れなどに効果があるビタミンＣ

を含んでいます。

さらに、食物繊維を豊富に含み、コレ

ステロール値を低下させたり、血圧を下

げたりする作用があるといわれています。

西目地区
さいとう

齋藤

ま

い

は

く

り

く

麻衣さん（左）
珀玖さん（中）
琉玖さん（右）

サツマイモとシメジの炊き込みご飯
◉材料（ ４ 人分）

◉作り方

サツマイモ（中）…… １ 本
シメジ…………… １ パック
エダマメ………………適量
ニンジン………………½本
ゴボウ…………………½本
米……………………… ２ 合

①シメジは一本ずつにほぐす。サツマイ
モは一口大に切って水にさらしておく。
②ニンジンはくし切りにし、ゴボウはさ
さがきにして水にさらす。
③洗った米に「Ａ」の調味料と、 ２ 合の
線の少し下まで水を入れて、サツマイ
モ、ゴボウ、シメジ、ニンジンの順番
で入れて炊飯。
④炊き上がったら塩ゆでしたエダマメを
混ぜ込んで出来上がり。

⎠⎜⎜⎬⎜⎜⎞

みりん………大さじ ２
酒……………大さじ １
Ａ
しょう油……大さじ １
塩……………小さじ １
花型に切ったニ
ンジンを飾ると
華やかになりま
すよ！
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農家の皆さまは刈り取りを終え、気

………………………………

ます。

本荘

ユーチャン

代

に注意しながら過ごしてい

回る季節ですが、食べすぎ

乗り越え、毎日畑や長く伸

代

代

………………………………

法体の滝を見に行ってきま

した。天気にも恵まれ、最

代

高の紅葉も見れて大満足で

した。

西目

渡辺美智子 さん

…………………………………………

今年も、義父が天然マイタケをとっ

てきてくれて、干してくれました。

代

おいしい果物がいっぱい出

ボケ防止。
…………………………………………

来年もおいしいマイタケの炊き込み

代

朝夕めっきり寒くなり、ストーブの

博子 さん

ご飯が作れるので感謝しております。

黒木

天然はいいですよ～。

鳥海

恋しい季節になりました。今年は
チ」のみそ汁最高。

…………………………………………

大家族に嫁いでもうすぐ一年になり

悦子 さん

ます。曽祖母、祖父母、父母、私達

菊地

…………………………………………

夫婦の４世代で暮らしています。ま

大内

大好きなリンゴの季節が来ました。

もなく私達の子どもが生まれる予定

時、このパズルを出す

るのでしょうか。店頭で見かけたら

大きなリンゴですが、どんな味がす

（「 世界一」の名前の通り、とても

東由利

です。

Ｍ・Ｈ さん

代

ににぎやかな家になりそうで楽しみ

で、５世代家族となります。今以上

色々な種類のリンゴを食べるのが楽
界一」はおいしかったなあ…！
由利

時くらい。年間通せば、

食べてみようと思います。り）

そうちゃんじいじ さん

ほんの数時間だから、

代

しみです。先日購入したリンゴ「世

代

キノコの不作でしょうかね。「モタ

象潟 佐々木博子 さん

書きにしよう！

びた花の枯れ枝の片付けを
しているこの頃。冬に向
かって玉ねぎ苗の植え付け
が待っています。もうひと

陽子 さん

頑張りしようと思います。
由利
伊藤
………………………………

持ちもゆっくりしていることでしょ
寒い冬が近づいてきて、冬 囲

栄 さん

いのシーズンになりました。

う。家では、古米を食べ終え、新米
代

を食しています。
須藤セイ子 さん
東由利

鳥海
長谷山

………………………………

…………………………………………

猛暑から一気に肌寒い毎日になりま

リンゴが少しずつ実ってきました。
ヒメリンゴを食べたときがないので、

し た。
（体がついていきません…）山
ロナ禍でもマナーとルールを守って、

の木々も色づき始めてきました。コ

食べてみたいと思いました。リンゴ

代

は固いので、リンゴみたいに体をき
たえたいです。
英莉 さん

観光を楽しみたいと思っています。
代

鳥海

ペンを取ることはない。

１日のうちはほとんど

…………………………

みましょう♪ な）

豊かな秋の芸術を楽し

体調に気を付けながら、

えてきましたね…！

（急に冬の足音が聞こ

チョコパイの母 さん

…………………………………………

佐藤

食欲の秋♡ な
にもかもおいし
いで
す！ 特に、我が
家の新米は最高で
す！
仁賀保 Ｐ．Ｎ ミミ
コさん
６０代

今年は年賀状を全部手

日記兼家計簿をつける

４０

６０

６０

３０

４０

Ｐ．Ｎ

Ｐ．Ｎ

Ｐ．Ｎ

り、
この頃、秋も深ま
新米が待ち遠しい
懸
生
一
日
毎
しいリスが
家の周りを可愛ら
備
に
冬
き
べ
ます。来る
命駆けまわってい
す
で
の
る
い
を頑張って
えて食べ物の備蓄
？
な
ＤＧｓ」か
ね。自然界も「Ｓ
６０代
ん
本荘 Ｐ．Ｎ Ｆさ

７０
６０
６０

矢島

新米は最高！
Ｐ．Ｎ

７０
６０

７０
１０

秋晴れの何と清々しいこと。猛暑を

自然界も…
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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
０３
０６
０８

応募方法（おはがき・ＦＡＸ・Ｅメールで）

０９

応募締切り 令和 ２ 年１１月２５日（水）当日消印有効
応募先

１５
１７
１９
２０

◎パズルの答え、お名前、ペンネーム（ご希望の方）、住所、
１１
電話番号、年齢をご記入の上、下記までご応募ください。 １２
◎意見、要望や身近にあったできごと情報などをお寄せく
１３
ださい。「ほっと．こむ」でご紹介させていただきます。

〒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１２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。

ヨコのカギ

さらさらと落ち続ける時計もあり ０１
ます
０２
新婚家庭には満ちあふれていそう。
０３
――太りしちゃう人もいるかな
朱肉がセットされたケースに入れ ０４
ることも
「Ｒの付かない月（ ５ ～ ８ 月）に
０５
食べるな」と言われる貝
京都の町家は――が狭いうなぎの
寝床
グラウンドをならす道具です
０７
文系とよく対比されます
この商品は――パフォーマンスが １０
いいね
１４
鍛えて日本刀などを作ります
髪を刈り込むときに使います
１６
旅行のこと。――シューズ
こたつで丸くなりたいニャ
１８

１０ 月号のこたえ

サツマイモで作る洋風の焼き菓子
東がトン、北がペイなら南は
布団や枕などのこと
『万葉集』にはたくさん収められ
ています
漢字で書くと「背黄青鸚哥」。
ペットとしてよく飼われている小
鳥です
板を用いることが多い練り製品
箒（ほうき）と一緒に働きます
おうし座のプレアデス星団の和名。
『枕草子』にも出てきます
いかつい――構えをした刑事
天下の回り物です

正解は

ヒメリンゴ

でした。

◆特別賞（地産地消商品）
佐藤 良子さん （金 浦）
◆ＪＡ全国共通商品券（２，０００円分）
須田 幸夫さん （象 潟）
大場 豊子さん （仁賀保）
佐藤ほのかさん （鳥 海）
髙橋
弘さん （西 目）
遠藤美知子さん （本 荘）
佐藤 好市さん （東由利）
菊地
勇さん （岩 城）
持田 美穂さん （由 利）
◇応募総数 １０４通 Ｐ．Ｎ ちゃちゃさん （大 内）
阿部 佳祐さん （矢 島）

■１０月の注目記事

収入保険 補填額影響回避へ
２０年減収 基準に反映せず
（１０／１１付 一版）

電話

□トピックス □クローズアップ
□エリアニュース □Ａｇ
ｒ
ｉ
・Ｆｏｏｄ未来企画課レポート
□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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新型コロナウイルス禍による農家の
収入減が見込まれる中、農水省は収入
保険制度に特例を設ける。コロナ禍で
２０２０年の収入が減った場合、補填（ほ
てん）額の基準となる過去 ５ 年間の平
均収入（基準収入）に反映しない。予期できないコロ
ナの影響で２１年以降の補填額が減らないように補正す
る。
■ＪＡ秋田しんせいの記事も載っています！
１０／７ ＪＡ協力で楽しく学習 １０／７ 肉用牛担い手が交
流 １０／１４ 「あれが欲しい」に対応 …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)

令和 ３ 年度分軽油引取税免税証（農業用）
交付申請書の集合（仮）受付について

農業用免税軽油制度は、法律上、令和 ３ 年 ３ 月３１日で終了
することになっておりますが、制度が継続された場合に対
応するため、令和 ３ 年度使用分の免税証交付申請書の集合
（仮）受付を行いますので、免税証の交付を希望する方は必要
書類をご用意の上、下記の会場で申請手続きをしてください。
■集合（仮）受付日程
地

域

受 付 日

時

間

仁 賀 保 ・ 令和 2 年
10：00～11：30
金浦・象潟 12月18日（金） 13：00～15：00
2年
10：00～11：30
矢島・鳥海 令和
12月24日（木） 13：00～14：30
東

由

利 令和 2 年
10：00～12：00
12月25日（金）

会
場
にかほ市象潟
構造改善センター
１ 階研修室
由利本荘市鳥海
総合支所講堂
由利本荘市
東由利総合支所
2 階第 ３・４・５ 会議室

10：00～11：30
旧 本 荘 市 令和 3 年
1 月21日（木） 13：00～15：30 県由利地域振興局
３ 階大会議室
大内・岩城 令和 3 年
10：00～11：30
西目・由利 1 月22日（金） 13：00～14：30
※総合県税事務所由利支所での（仮）受付は、令和 ３ 年 ２ 月 １ 日
から行います。ただし、支所（仮）受付分の交付は、集合（仮）
受付分よりも遅くなりますので、できるだけ上記の会場で申
請手続をしてください。
※今年度は郵送申請することができます。詳しくは秋田県公式
サイト「美の国あきたネット」をご覧ください。
※来場の際はマスク着用、咳エチケット及び手指消毒等にご協
力お願いします。

【お問い合わせ】
秋田県総合県税事務所

課税第二課

ＴＥＬ ０１８－８６０－３３４１
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行事予定

理事会報告

11

第３２１回

理事会

議事
議案第 １ 号

NOVEMBER

議案第 ２ 号
議案第 ３ 号

２７日（金） 理事会

12

開催日：令和 ２ 年１０月２７日（火）

小規模多機能型居宅介護事業所「しお風」指定期間満了に伴う届出
について
固定資産の取得について（精米設備改修工事）
職員採用方針の一部変更について

DECEMBER

８ 日（火） あきた総合家畜市場
２５日（金） 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
令和 ２ 年 ９ 月３０日現在
正 組 合 員 数／
１０，３１２人
准 組 合 員 数／
９，１０５人
出
資
金／ ５２億７，５９２万円
貯
金／１，４９９億２，１５１万円
貸
付
金／
３４７億４６２万円
長期共済保有高／３，８１９億７，５８４万円
購 買 供 給 高／ １６億８，７７８万円

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）／

２５億７，２４６万円
９億８，５５５万円
３億３，８６７万円
３億６，４４１万円
３，２６３万円
１４０万円
８億４，９７８万円

金融移動店舗車（ふれあいちょきんぎょ号）令和 ２ 年１２月の運行日程について
営業時間
午前 ９ ：３０～１２：００
午後 １ ：３０～ ３ ：００
６ 日（日）

７ 日（月）

１ 日（火）

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

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）

３１日（木）

２６日（土）

地産地消で
秋田の畜産業を元気に！

今回は、

月

日に開催

された「あきたの畜産・市
場まつり」を紹介します。

秋田の畜産業を応援するため、管内
の販売業者が自慢の食材をＰＲしまし
た。

また、まつりの前には、秋田の

県有種牛「義平福」の顕彰碑の除

幕式が行われたんだ。これまで県

産牛のブランド化に貢献してきた

功績を称えて建てられたんだよ☆

り

１７

あきた総合家畜市場にあるから、

ふく散歩で掲載した、義平福の顕彰碑

※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

１０

みんなも見に来てね！

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/

マスコットキャラクター

のブランド牛についても期待したいです

こんにちは、ふくちゃんです。

発行●秋田しんせい農業協同組合

聞などで話題となりました。今後の秋田

今回は、あきた総合家畜市場で開

編集●経営管理部 Ａｇｒ
ｉ
・
Ｆｏｏｄ未来企画課

「黄金乃花（おうごんのはな）」が最近新

創り出そう
｢農」の未来と
｢地域」の未来

また、義平福に続く県有種雄牛として

催された「あきたの畜産・市場ま

秋田牛とふれあえるコーナーや
秋田牛の串焼き、比内地鶏の焼鳥、
加工品の販売などたくさんの出店
が並んでいたよ！
雨が降っていたけど、

ふくちゃんも何を買うか迷っ
ちゃった♪

みんな来てくれてありがとう☆

ＪＡ秋田しんせい広報誌

これからも畜産業を応援してね！

［ウインズ］№２８４

つり」に行ってきたよ。

11

「ふくちゃん」

～なくてはならないＪＡになるための挑戦～

ね。

キャッチフレーズ

が刻まれています。

第８次中期総合３か年経営計画

には義平福の姿やこれまでの功績、血統
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