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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！

米粉

本誌１５ページに
「米粉」を使ったレシピを
掲載しています！

日本では奈良時代から米粉が使われ

ており、もち米から作る白玉粉やうる

ち米から作る上新粉など、和菓子や煎

餅に使われてきました。

近年では、パンやケーキ、てんぷら

ゆうこ

悠子さん（左）

粉など幅広く使われるようになり、小

さいとう

麦粉の代わりになるグルテンフリーの

いけだ

▲金浦地区：池田

食材として注目が集まっています。

米粉は湿気に弱いので、密閉
できる容器に入れて冷暗所で保
存し、できるだけ早く使い切り
ましょう。

齋藤ひろ子さん（中）

さいとう

齋藤

れいこ

麗子さん（右）

０３ トピックス

１４ 健康ガイド

１５ 食のおはなし

０４ クローズアップ

主役は私たち♡管内の冬の“おいしさ”ピックアップ

１６ ほっとメール・苦労すパズル

０６ エリアニュース

地域の高齢者を支えるために 認知症への理解深める ほか

１８ ＪＡからのお知らせ

０７ 絆 .net

冬を楽しく過ごして４０周年！・温かな響きを届けたい

０８ 農業の現場から
渡邊

強さん

発情見極め効率的な生産を

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／大内小学校

１１月２６日、由利本荘市立大内小学校で豆腐作りの食農教室が行われま
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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前組合長
前 会 長

畠山勝一さん 旭日単光章受章
阿部和雄さん 農業功労者表彰

令和 ２ 年１１月 ３ 日、秋の叙勲にて畠山勝一前代表理事組合長が「旭日単光章」を受章しました。また、１０月３０日に
行われた種苗交換会の開会式にて、阿部和雄前代表理事会長が「農業功労者」として表彰されました。おふたりの、
主なご功績と喜びの声を紹介いたします。

資源循環型農業の確立や後継者対策
等の農業振興功労が評価

ＪＡ経営基盤の強化と県内和牛生産
のけん引役としての立場を確立

旭日単光章

農業功労者

前ＪＡ秋田しんせい代表理事組合長

前ＪＡ秋田しんせい代表理事会長

肥料コストの削減と環境負荷の
軽減につなげようと、管内の農家
から牛ふんを集め、ペレット堆肥
化する施設を建設し、資源循環型
農業を確立した。
米やリンドウ、牛肉のブランド化、次世代の農業後継
者づくりのために園芸就農制度の創設など、農家の所得
向上、後継者対策に尽力した。

事業の効率化と収益構造改革を
強く進め、由利本荘市指定金融
機関の指定や、生活購買事業の
１００％子会社を設立しての事業移
管など経営基盤の強化を進めた。
また、「秋田由利牛」が県内初の地域団体商標に登録さ
れ、県内の和牛生産をけん引するＪＡとしての立場を確
立するなどＪＡの経営と農業振興への貢献が評価された。

畠山

勝一さん（７９）

叙勲を受けて

受章は組合員やＪＡ職員、指導してくれた先輩方の
おかげです。今後は若い世代が農業に取り組めるよう、
ＪＡと一体となって支援していきたいと思います。

▲佐藤由利地域振興局長㊧から賞状と勲章が授与されました

阿部

和雄さん（７７）

表彰を受けて

表彰は、日々の組合員・役職員の努力が評価された
ものだと思っています。協同の力が組合員の営農、生
活にますます発揮されることを期待しています。

▲種苗交換会の開会式で表彰されました

【トップメッセージ】
この度の受章・表彰おめでとうございます。おふたりの組合員やＪＡに対する思
いを受け継ぎながら、なくてはならないＪＡを目指し取り組んでまいります。
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代表理事組合長

小松

忠彦

ＪＡ管内には魅力的な野菜がたくさんありますが、今回は特に管内で
生産されてる冬の野菜を皆さまに知っていただき、食べて応援してほ
しい。そんな思いを込めた特集です。

主役は私たち
管内の

冬の“おいしさ”ピックアップ

ネギ
栽培農家：５８戸
栽培面積：１４．５㌶
販売計画：８４，２５０千円

セリ
栽培農家：１５戸

ぶなしめじ

栽培面積：１．４㌶
販売計画：１８，０００千円

栽 培 農 家： １ 戸
栽培菌床数：５００，０００菌床
販 売 計 画：２６，８８０千円

しいたけ
栽 培 農 家：２５戸
栽培菌床数：２１２，３００菌床
販 売 計 画：１６７，３００千円
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しんせい産で冬をあたたかく

体あったか野菜たっぷり

きりたんぽ＆だまこ鍋

【材料】（４人分）
ネギ…………………………６０㌘
セリ…………………………６０㌘
ごぼう………………………½本
しいたけ……………………６０㌘
ぶなしめじ…………………６０㌘
まいたけ……………………６０㌘
比内地鶏………………… ２００㌘
きりたんぽ……… ４ 本（３６０㌘）
だまこ……………………… ４ 個

⎞⎜⎜⎜⎬⎜⎜⎜⎠

水………………………… ８００㎖
しょうゆ………………大さじ ４
料理酒…………………大さじ ４ Ａ
みりん…………………大さじ ２
鶏ガラスープの素……大さじ １
❶鶏肉はひと口大に切る。
セリは ５ ㎝ほどの長さに切り、根
はよく洗って好みで入れる。
ごぼうはささがきにして水にさら
して、ザルに上げて水気をきる。

❷まいたけとぶなしめじを小房に分
ける。しいたけは石づきを取り、
飾り切りにする。
ネギは斜め切りにする。

❸鍋にＡを入れて中火にかけ、ひと
煮立ちしたら鶏肉とごぼうを入れ
る。再び煮立ったらぶなしめじと
しいたけを加え、火が通るまで煮
る。

❹「❸」に火が通ったら、ネギ、き
りたんぽ、だまこ、まいたけを加
えて再び煮る。

❺食 べる直前に「❶」のセリを加
え、２０秒ほど煮て出来上がり。

ＰＯＩＮＴ
味がしみ込んだセリが食べたい場
合は「❹」のタイミングで煮込んで
ください

シメに

「しいたけうどん」はいかが？

けて育てた秋田由利牛や安全安心

今回ご紹介するのは、ＪＡが地

ＪＡ管内で栽培された菌床しい

な国産の食材が当たり前のように

元企業の協力を得て開発した ２

たけを粉末にして練りこんだ「し

並ぶのは、生産者の皆さんの頑張

種類の「うどん」です。

いたけうどん」は、つるりとした

ＪＡでは、正組合員が丹精込め

りがあるからこそ。今こそたくさ

くり実証米」
。自慢のお米を米粉

て育てた「新鮮で安全・安心」な

のど越しが特徴です。

にして練りこんだ「ひとめぼれ米

農畜産物を消費者・准組合員の皆

土 に こ だ わ っ て 育 て た お 米 を、

粉うどん」は、さっぱりしていて

さんに食べていただき、由利本荘

品質・食味測定で厳選した「土づ

茹で上がりが早いのもポイントで

市・にかほ市の農業を支える「食

の主役」になっていただくこと

す。

令和 ３ 年 １ 月下旬からＡコー

で、農業振興につながる取り組み

ぜひお試しください。

プ子吉店を中心に販売を開始いた

します！

▲しいたけうどん（上）と米粉うどん（下）

食べて応援しませんか！

新型コロナウイルスの影響で農

畜産物の消費の減退が長期化して

います。

皆さんの食卓に農家が手塩にか
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ん食べて、生産者の皆さんを応援

友だち追加はこちらから↑

しましょう！

イベントやキャンペーンなどのお
得な情報に加え、しんせいの旬の
農産物をご紹介します。

を行っています。

ＪＡ秋田しんせいの
公式Ｌ
ＩＮＥアカウントできました！

地域の高齢者を支えるために
認知症への理解深める

女性大学で料理講習
育てた野菜で免疫力アップ
ＪＡ女性大学

の

ど

か

ＪＡは 月 日、由利本荘市文化
交流館カダーレで令和２年度８回目
の女性大学を開催しました。受講生
と職員 名が参加。
にかほ市にある「食育工房農土香」
の渡辺広子さんを講師に迎え、女性
大学の畑で収穫した野菜を使った免
疫力アップに役立つ料理を実際に調
理しました。受講生は「自分たちで
育てた野菜を使ったので味は格別
だ」と話していました。
次回は、営農指導員が講師となり、
栽培管理や冬場の野菜の保存方法な
どを学ぶ予定です。

大内

大内小で豆腐作り
地元大豆のおいしさを知ろう！

１９

ＪＡ高齢者助けあいグループ
月 日、ＪＡはＪＡ高齢者助け
あいグループ会員研修会として「認
知症サポーター養成講座」を開催し
ました。
研修では、由利本荘市社会福祉協
議会の庄司斉さんが認知症の症状、
心理状態などの特徴について紹介。
認知症の人への支援や対応する際の
「驚かせない、急がせない、自尊心
を傷つけない」という３つの基本姿
勢などを説明しました。
参加者は、認知症の人への対応で
困ったことや周囲の対応などについ
て質問するなど支援者として理解を
深めました。

女性部員が交流深める
象潟支部で部員交流会

北部エリア

２６

▲調理方法を共有しました

１１

１６

ＪＡ上川大内支店は 月 日、一
支店一協同活動と食農教育の一環と
して大内小学校の３年生に向けた豆
腐作り体験教室を開催しました。
ＪＡ女性部岩城支部と地域住民な
どが先生となり、大内産の大豆を
使った豆腐作りに挑戦。児童たちは、
作業の工程を手伝ったり、おからや
豆乳のことを質問したりしていま
した。
児童は「豆腐が大豆からできるこ
とは知っていたけど、こんな風に出
来るなんてびっくり！」と話してい
ました。
１１

ＪＡ女性部

２７

▲具体的な対応を学びました
▲部員同士協力してクイズに挑みました

１７

ＪＡ女性部象潟支部は 月 日、
象潟支店で象潟支部女性部交流会を
開催しました。女性部員ら 名が
参加。
野菜の種から品目を当てるクイズ
や野菜の重量当てクイズのほか、Ｊ
Ａ女性組織フレッシュミズが制作し
た「ＳＤＧｓかるた」を使いＳＤＧ
ｓについて学びながら交流会を楽し
みました。
若い世代が中心に活動している象
潟フレッシュ部も参加し、子どもと
一緒に部員と交流。フレッシュ部員
は「様々な世代と交流できて、
今後の
活動へ刺激を受けた」と話しました。
１１

地域の
活性化
食と農
を通じ
て活性
化

▲協力して豆腐作りに挑戦！

１５

１１

地域の
活性化
食と農
を通じ
て活性
化

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
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ネッ
ト

冬を楽しく過ごして４０周年！

新所スキーアカデミーの皆さん

（矢島地区）

新所スキーアカデミーは、地域の農家が
冬場のスポーツに熱中したことがきっかけ
で設立され、今年４０周年を迎えました。
「冬を楽しく過ごす」をモットーに、地
域内外を問わず、老若男女が楽しみながら
活動しています。
また、地域のスキー教室の指導やスポー
ツ大会の役員、矢島冬まつりで雪灯籠の制
作に参加するなど、スポーツ振興とともに、
地域貢献にも取り組んでいます。
▲４０周年おめでとうございます！

温かな響きを届けたい
や

アフリカ舎カラバンテ
の皆さん

（大内地区）

アフリカ舎カラバンテは、平岫地区にある「木工舎つき
のわ」を営む岡本雄さんが主催しているアフリカ音楽を楽
しむサークルです。
西アフリカにあるギニアの打楽器「ジャンベ」と「ドゥ
ンドゥン」を使って週に一度地域の人たちと、大内地区の
公共施設で練習しています。
現在一緒に音楽を奏でるメンバーを募集中！ アフリカ
の音楽やダンスに興味のある方は、下記までご連絡ください。
▲太鼓を叩くと気持ちがスッキリ！

【アドレス】tsukinowa３３１@gmail.com

「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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放牧の強みを生かしながら
発情見極め効率的な生産を

西部エリア（象潟地区）

渡邊

強（わたなべ

平成１１年 １ 月１８日生まれ
専業農家
【経営面積】
和牛（繁殖）
稲作 ３．５㌶
牧草 ５ ㌶

つよし）さん

２１歳

１３頭

好きな言葉◉やりぬく
趣味◉弓道 読書
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ます。

や繁殖能力の向上にも結びついて

出すと活発になる場合もあるため、

す。牛舎でおとなしくても、外へ

放牧牛の強みを生かす

した。

たことが、就農を決心した理由で

かな環境で牛を育てる光景に憧れ

などを手伝っていました。自然豊

育てており、小さい頃から餌やり

我が家では、牛を放牧しながら

涼しい夜間に放牧したり、害虫ト

になってしまうことがあるので、

発になり、ストレスや病気の原因

気温が高いと吸血昆虫の活動が活

に繋がることもあります。また、

難しいため、体調を崩し分娩事故

しかし、牛舎と比べ暑熱対策が

えています。

すことができるのではないかと考

のが特徴なので、その強みを生か

て脂身が少なく、歯ごたえがある

放牧した牛は通常の和牛と比べ

ように情報収集しています。

自分でと畜して精肉を販売できる

放牧風景に憧れて

就農するにあたって、自分に足

ラップを設置して対策しています。

現在は、将来的に増頭を進め、

りないものは「経験」だと考え、

そのほかにも、脱柵といった放

発情の見極めに役立っています。

高校卒業後に由利本荘市内の大規

牧ならではのリスクもありますが、

年以内を目途

対策を考えることが楽しく、次は

けたいですね。

に自分なりの経営の方向性を見つ

ンジすることで、

頭数が少ない今のうちにチャレ

模畜産農家で研修させてもらいま
した。子牛の体調管理や餌やりな

どうしようかと試行錯誤してい

発情を見極める
放牧することで出来た時間を、
飼養管理に充てています。小まめ
に牛の様子を見回り、牛のコン
ディションや発情の兆候がないか
を確認しています。発情時期の見

▲景観維持も兼ねて遊休地に小規模放牧もしています

ど、家と比べて何倍もの頭数を世

る観察眼を養えたと思います。
現在は来年度の就農に向けて、
父の経営を手伝いながら、飼養管
理を学んでいます。

放牧のメリットデメリット
放牧には、日々の餌やりや家畜

排せつ物処理などの作業の簡略化、 極めは、受精の効率に関わるので

また、牛舎の隣には運動場があ

特に注意して行っている作業です。
省力化できるメリットがあり、抗

り、一日一回牛を運動させていま

購入飼料の削減などの家畜管理が

病性や適度な運動で牛の健康維持
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１０

ます。

増頭のため今年１０月に牛舎を拡張▶

話することで子牛の状態を見分け

▲運動場があるおかげで発情管理がしやすい

第

回秋田県産米品評会について
回秋田

第１４３回種苗交換会の協賛行
事として開催された「第

農林水産省東北農政局長賞

最優秀賞

あきた総合家畜市場ニュース

均
島）

斉さん （由利）

北林
勝早桜
安福久 百合茂 １２３㎝ ３０５日 ３６０㎏ １，０１７，５００円
（矢
５

庄司

２

お問い合わせ

に市場価格へ反映されると考えら
れます。
また、飼養牛の病気や発情は早
期に発見し、対応することを心が
け、特に分娩事故には十分注意し
てください。毎月、子牛の死亡事
故が多く発生しておりますので、
今一度、細心の注意を払いながら
事故防止の徹底をお願いします。
県内でも新型コロナウイルスの
感染者が発生しております。農家
の皆さんも感染対策を行いつつ農
作業を行ってください。

春雄
島）

品種【ひとめぼれ】

翔大

金太郎
伊東
安福久 平茂勝 １２４㎝ ２８０日 ３５８㎏ １，０２６，３００円
３
（矢

点のうるち玄米などが出品さ

営農生活部 畜産振興課

１

県産米品評会」では、ＪＡ管内か

生産者

ら

３０，２３５円

れ、食味値と目視による形質（充

７３６，０５３円

実度、粒のそろい、光沢など）が

３２１㎏

最優秀賞
秋田県知事賞

３１７頭

審査されました。うち７点が入賞

計

しましたのでご紹介いたします。

合

月市場の全体平均価格は
万６０５３円となり、３カ月連
続で本年度の最高平均価格を更新
しました。
新型コロナウイルスの影響によ
り低迷を続けていた牛肉価格は、
行政の緊急対策事業やＧｏＴｏ
イートなどの施策が奏功し、価格
に反映されたと考えられます。年
末年始に向けて各種共励会の開催
や消費活動の拡大が進めば、さら

１４，０６７円

孝樹さん （矢島）

７５９，６２５円

佐藤

３３２㎏

品種【ひとめぼれ】

１９０頭

日にはＪＡ本店で

勢

月

去

また、

４８，５４４円

最優秀を受賞した３名に、小松組

最優秀賞

７００，７８７円

合長が賞状と記念品を手渡しま
した。
受賞された皆さま、おめでとう

靖さん （西目）

秋田県農業協同組合中央会
代表理事会長賞
齋藤

品種【ひとめぼれ】

お問い合わせ

千鶴さん （象潟）ひ と め ぼ れ

優秀賞
斎藤

0184-27-1601

佐々木金美さん （大内）ひ と め ぼ れ

３０４㎏

米穀課

伊藤

猪股 生弥さん （本荘） あきたこまち

優良賞

１２７頭

早人

営農生活部

木内 啓一さん （由利） 秋田酒こまち

前回対比

３９

菊地

0184-27-1601

百合白清
小野 久一
安福久 １２３㎝ ２９７日 ３７２㎏ ９９６，６００円
２
（東由利）

３ 福之姫

㈲玉米牧場
（東由利）

３ 美国桜 諒太郎 安福久 １２０㎝ ３１２日 ３４４㎏ ８９１，０００円

一男
島）

三浦
（矢

１ 美国桜 安福久 平茂勝 １２０㎝ ３１０日 ３７５㎏ ９３１，７００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
高沢 和子
安福久 平茂勝 １１９㎝ ３０８日 ３３９㎏ ９１４，１００円
（東由利）
５

２

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

１３

１１

頭 数
分
区

１１

ございます！
▲佐藤孝樹さん㊧、庄司斉さん㊥、齋藤靖さん㊨

７３

家畜市場成績
２０２０年１１月１０日

３９
２８
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営農振興
0184-27-1601

■ＪＡ青色申告会総会
【日時】令和３年１月 日（月）
午後１時 分～
【場所】ＪＡ本店２階
第１会議室

②青色申告会総会・税務研修会
令和２年分の決算・確定申告の
時期に伴い、ＪＡ青色申告会総会、
税務研修会を左記日程で開催いた
します。税務研修会のお申し込み
は、ＪＡ青色申告会会員以外の方
でも可能です。参加を希望する方
はご連絡ください。

お問い合わせ

■税務研修会
【日時】令和３年１月 日（月）
午後２時～
【場所】ＪＡ本店２階
第１会議室
【持参するもの】
電卓・筆記用具
【申込期日】
令和
 ３年１月 日（金）
まで

園芸

園芸販売課

シクラメン出荷最盛期です！

月中旬からシクラメンの出荷

❶置き場所は玄関の窓際など

暖房の効いた部屋で管理すると葉

シクラメンは、暑さが苦手です。

ＪＡ管内では、仁賀保地区で若

日当たりの良いところを好むの

が黄色く変色したり、花が傷んで

災害など、厳しい天候条件での栽

で、日光がよく当たり、暖房が直

手生産者がシクラメンを栽培中で

培となりましたが、それらを乗り

接当たらない玄関の窓際などが適

きます。

越え、高品質なシクラメンが出荷

しています。

水は花や葉、球根部分に直接当

❷水やりと追肥のポイント

されています。

主に東京、神奈川を中心とした

関東及び県内で販売し、年々市場

たらないように与えましょう。冬

の間は生育が緩やかになるため、

評価も高まっています。

冬の鉢物の代名詞ともいえるシ

乾かし気味の管理で構いません。

に取り除いてください。

と栄養分を確保するため、こまめ

色くなってきた葉は、病気の予防

傷んだ花や咲き終わった花、黄

❸その他の注意点

を目安に追肥を行いましょう。

効果が切れてくるので、月に１度

購入後、１ヵ月くらいで肥料の

クラメンですが、ご家庭での管理
は難しい品目です。

長く楽しむための管理方法は下
記をご覧ください。

0184-27-1601

お問い合わせ

シクラメンの管理方法（家庭用）

営農生活部 園芸販売課
課長補佐 大平 好仁

す。今年も夏場の高温や秋の自然

がピークを迎えています。

１１

営農生活部 営農振興課
係長 原田 和宏

２５

２５

２２

営農振興課

１３

３０

※会員
 の皆さまのお申し込みに
ついては、ＪＡがお送りする
案内文書をご覧ください。
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１５

ＪＡ青色申告会が開催する
各種研修会のお知らせ
①ソリ
 マチ農業簿記ソフト活用研
修会
ソリマチ農業簿記ソフトを使用
されている方を対象に、簿記ソフ
ト活用研修会を左記日程で開催い
たします。
ソリマチソフトによる農業簿記
決算について一緒に学びません
か。参加のお申し込みについては、
「ソフトをお持ちのＪＡ青色申告
会会員の皆さまへお送りする案内
文書」をご覧ください。
その他の方でも、ソリマチソフ
トをお持ちの方は、お申し込みが
可能ですので、参加をご希望され
る方はご連絡ください。
【日時】令和３年１月 日（金）
午後１時 分～
【場所】ＪＡ本店２階
第１会議室
【持参するもの】
ソリ
 マチ農業簿記ソフト
がインストールされてい
るパソコン・電卓・筆記
用具
【申込期日】
令和
 ３年１月 日（水）
まで
３０

ＪＡくらしの活動

３０

１７

１４

３０

▲優しく丁寧に支援します！

営農生活部 福祉事業所

0184-27-1698

お問い合わせ

❻担当者から一言
優しい手を持つベテランヘル
パーが訪問することで、利用者一
人一人を大切にした、喜ばれる
サービスを提供し、ご自宅での生
活を安心して継続できるよう支援
してまいります。

❺提供できるサービス
▪身体介護
（入浴・排泄・食事の介助等）
▪生活援助
（掃除・調理・洗濯・買物等）
▪総合事業訪問型サービス
（調 理・掃 除・ゴ ミ 出 し・買 物 等）

❹ＪＡらしさ
ＪＡ女性部・助けあいグループ
のホームヘルパーが多く、日頃か
ら地域のボランティアをしている
ため、思いやりや地域の風習、話
し方などについて親しみやすいの
が特色です。

❸訪問介護事業の特徴
介護認定を受けている要介護者
が、自立した日常生活が継続でき
るように本人・家族の希望や問題
点を関係サービス事業者と協議し、
担当のケアマネジャーが利用者に
必要とされるケアプランを作成し、
そのケアプランに沿ったサービス
提供を行います。

ＪＡ介護保険事業所の
訪問介護事業

❷概要
▪スタッフ
管理者兼サービス提供責任者
１名

サービス提供責任者兼介護員
２名

訪問介護員 
名
▪営 業 日：月～日曜日
（ 月 日～１月３日を除く）
▪営業時間：８時 分～ 時 分
３１

❶事業の目指すもの
高齢者が要介護者になっても、
身体介助や家事面における生活援
助を行うことで、可能な限りご自
宅で、自立した日常生活を営むこ
とができるように支援することを
目的としています。
訪問介護員（ホームヘルパー）
が利用者のご自宅に伺い、身の回
りの支援を行います。

福祉の
はなし
１２
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エスディージーズ

ＳＤＧｓとわたしたち

第１１回

「安心して
暮らせる地域」
のためにできることって？

エ ス デ ィ ー ジ ー ズ

ＳＤＧｓと

持続可能な地域社会のために
ＪＡでは、すべての人が自分らしく過ごせる
環境を目指し、事業活動を通して安心して暮ら
せる持続可能な豊かな地域社会づくりに貢献し
ていきます。
今回は、信用・共済部門での取り組みをご紹
介いたします。

つながっています

すべての人に
健康と福祉を

「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

このＳＤＧｓに

住み続けられる
まちづくりを

わたしたち

質の高い教育
をみんなに

平和と公正を
すべての人に

パートナーシップで
目標を達成しよう

テ

ィ

ナ

ブ

ル

「
SDGs」は「Sustainable
デ ベ ロ ッ プ メ ン ト ゴ 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
■特殊詐欺被害防止運動

特に関わる項目

■交通安全教室

特に関わる項目

都市と人間の居住
地を包摂的、
安全、
強靭かつ持続可能
にする

ＪＡは、平成２７年度から特殊詐欺の被害を未然に防
ごうと、警察やＪＡ女性部などと協力し、年金支給日
に毎回全支店をあげて詐欺被害の防止運動を行ってい
ます。また、ＡＴＭには注意喚起のシールやチラシな
どを設置し、詐欺撲滅に注力しています。
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ＪＡでは、組合員、地域住民の皆さまが健康で安心
して暮らせるよう、交通安全教室を開催しています。
交通安全ミュージカルやスタントマンが交通事故を再
現する交通安全教室など、年代に合わせた幅広い学習
機会を提供しています。
交通安全教室の開催数

年間

３４回実施

（平成２６年度～
令和 ２ 年度現在）

４１回

活動内容

平成２７年度からスタート

（年金支給日
偶数月１５日に実施）

都市と人間の居住
地を包摂的、安全、
強靭かつ持続可能
にする

・交通安全ミュージカル
・交通安全落語
・自転車交通安全教室
・交通安全ベスト寄贈

など

こうげ ん び ょ う

膠原病とは？
●膠原病の概要

①関節リウマチ
関節リウマチは全国で約

～

万人の患者さんがおり、最も多

あります。

生活を送ることも可能となりつつ

ことにより、発症前と変わらない

す。皮膚以外に内臓の硬化もみら

くなり、次第に皮膚が固くなりま

状ののちに、指全体が腫れぼった

飲み込みにくさや胸焼けなどの症

れることがあり、消化管の場合、

全身性エリテマトーデスは、関

状が出現し、肺の場合、息切れや

②全身性エリテマトーデス
節リウマチに次いで有名な膠原病

咳などの症状が生じます。

ぜんしんせいこうはんせいろう

です。和訳すると全身性紅斑性狼

④多発性筋炎・皮膚筋炎

そう

には皮膚筋炎と呼びます。

る膠原病で、皮膚症状も伴う場合

多発性筋炎は筋肉に炎症が生じ

瘡であり、赤い皮疹が狼に噛まれ
た痕に見えたことからこう名付け
代の女性に多く、全国で

られました。
～

代の中年層に
と推測されます。症状は発熱、倦

低下により発症することが多く、

多く生じます。筋肉の痛みや筋力

～
怠感などの全身症状や、皮膚症状

皮膚症状はまぶたの上にうっすら

歳前後と

が多く、朝方の関節のこわばり、

（蝶形紅斑と呼ばれる左右の頬に

と紅斑ができるヘリオトロープ疹

５万人以上の患者さんがおられる

りにくい病気に膠原病があります。

複数箇所の関節痛により発症しま

またがる蝶の形にみえる赤い皮

い膠原病とされています。

様々な臓器の組織間に存在する

す。関節内に存在する滑膜組織に

や、手指関節の背側にできるカサ

元来ヒトには、体の中に細菌や

壊され、やがて関節の変形につな

炎症が続くと骨や軟骨、腱が破

ど様々な部位に症状が出現します。

経症状（けいれんなどの症状）な

痢 、 吐 き 気 な ど の 症 状 ）、 中 枢 神

症 状 ）、 腸 炎 （ ル ー プ ス 腸 炎 ： 下

困難感などの症状が出現します。

を伴うことがあり、息切れや呼吸

な肺炎（間質性肺炎といいます）

筋症状や皮膚症状の他に、特殊

代の女性に発症すること

「膠原線維」や血管に炎症を生じ

持続的な炎症が生じている疾患で、 疹 ）、 関 節 痛 、 腎 障 害 （ ル ー プ ス

ウイルスなどの異物が入り込んだ

がりますが、早期から治療を行う

③全身性強皮症

～

る病 気の総 称であり、腎 臓 病、心 臓

際に、それらを排除するための免

ことにより骨破壊、関節変形を抑

カサした紅斑が特徴です。

特に手指や手首、足関節などに多

疫細胞（好中球やリンパ球など）

膠原病というと難治性のイメー

制できることもわかってきました。

覚ましく進歩し、新薬も次々と登

いずれの病気も近年治療方法が目

その主な症状をお話させていただ

さんそれぞれにあった治療薬を見

とを「寛解」と呼びますが、患者

示しており、悪化すると指先に潰

これは手指の血流が悪いことを

でご相談ください。

状でお悩みの方は、一度医療機関

先が冷えると手指の色が白、紫、

きます。

瘍が出来ます。また、レイノー症

象が多く見られます。

場しております。記載のような症

５０

赤と３段階に変化するレイノー現

～

この病気は名前の通り皮膚が固

が存在しますが、なんらかのきっ

くなる病気です。

ジを持たれるかもしれませんが、

近年リウマチの治療薬は急速に増

に多く、初発症状として、体や指

代の女性

かけで免疫細胞に異変が生じ、シ

えてきており、様々な治療選択肢
関節の腫れ、痛み、血液検査に

ステムが破綻して、
細菌やウイルスで
撃し炎症を生じるのが膠原病です。

おける炎症反応がほとんどないこ

３０
つけて素早く寛解状態を達成する

かんかい

今回は代表的な膠原病について、

があります。

腎炎：むくみや尿量の減少などの

病などと同じカテゴリーに膠原病

一般の方に馴染みがなく、わか

史人

く見られます。

６０

４０

（Fumito Abe）

阿部
科長

７０

があると考えるといいと思います。

４０

２０

由利組合総合病院
内
科

はなく、誤って自分自身の体を攻

５０

１０

８０
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。

米

粉
一般的に、米粉には粘りのあるタンパ

ク質の一種「グルテン」が含まれていま

せん。そのため、ふるいにかけなくても

ダマになりにくく扱いやすいのが特長

です。

また、米粉は小麦粉に比べて油の吸収

率が低いため、油で揚げるとカラッと仕

上がり、カロリーも低めになります。

癖のない味わいで、料理・菓子の両方

と相性がいい食材です。

金浦地区
いけだ

池田
さいとう

ゆうこ

悠子さん（左）

齋藤ひろ子さん（中）
さいとう

齋藤

れいこ

麗子さん（右）

野菜の米粉かきあげ
◉材料（ ４ 人分）

◉作り方

米粉………………… １００㌘
タマネギ……………… １ 個
ニンジン……………小 １ 本
春菊……………………½束
サツマイモ…………小 １ 本
ゴボウ…………………¼本
塩………………………適量

①野菜は長さ ４ 、 ５ ㌢程度の少し太めの
千切り、薄切りにする。
②野菜をボウルに入れ、野菜同士がくっ
つくように米粉を野菜が白くなるまで
まんべんなくまぶし、塩をひとつまみ
入れる。
③「Ａ」を「②」にざっくりと混ぜ合わ
せる。
④１８０℃の油で揚げて出来上がり。

卵（Ｍサイズ）… １ 個
水……………卵と同量

⎠⎬⎞

Ａ

野菜と衣をざっ
くりと混ぜるこ
とでサクサクの
衣になります。
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※②の際にボウルの底に水が溜まってい
て、衣が足りないと思ったら米粉を適
量足す。

子どもの部活に毎週行ってましたが、

さんの冬の使者「白鳥」が

頃。子吉の田んぼにたく

た。

矢島

た。秋の味！ 冬でも活躍しそうな

メジの炊き込みご飯、トライしまし

「食のおはなし」のサツマイモとシ

ニトマトを植えたのは初めてで、育

り花やミニトマトを植えました。ミ

外出が出来なかったので、花壇を作

今年はコロナのニュースであふれ、

て方も分からず、実はなったのです

が青いままです。来年は色づくとこ

代

ろを見てみたい（泣）

春記 さん

（私もトライしましたが、具だくさ

朋美 さん

代

本荘

植松

…………………………………………

見つつ肉じゃが

食べるとほっとしますね。り）

煮上げたる

…………………………………………
すね！

幼き孫の

タブレット
ますが、作り手の方の努力が素晴ら

自慢げな顔

何度か見に行ったことあり
しいですよね。近くに来たときは、

幸子 さん

また見に行こうと思います。野菜も

金子

大内

代

お孫さんの可愛らしい笑顔

（台所の景色が浮かぶ素敵な短歌で

も肉じゃがの大切な隠し味ですね。

す♡

な）

代

…………………………………………

孫かわいい！ さん

小春日和が続き、気持ちいいこの

象潟

太るのが怖い！

果物もおいしい時期で嬉しい～けど

種苗交換会の受賞作物すばらしいで

んで満足感抜群でした。旬の食材を

由利 佐藤

我が家のレシピになりそうです。

………………………………

茂木ぷっこ さん

代

会えず羨ましくもありまし

人間界では、家族と自由に

のようでほっこりしました。

の子」もいて、家族団らん

ま し た。「 み に く い ア ヒ ル

車を止めて見入ってしまい

羽根を休めたり…。思わず

だり、翼をばたつかせたり、

お目見え。落穂をついばん

手術をしました。思っても

「ほっと」する

みなかったことで、気が動
転しましたが、早期発見
で大事に至りませんでした。
「健康ガイド」とても参考
になりました。
西目
代

………………………………

のりピー さん

育ち盛りの息子たちの食欲

これからオフシーズンになるのでな
にか寂しいような感じです。冬のト

の毎日です。

レーニングを頑張って、一戦一勝し
代

が日々増しています。驚き

寒いのきらい さん
代

てほしいです。頑張れ！
金浦
ユッコ さん

本荘

ＧｏＴｏキャンペーンを利用して、

…………………………………………

フォレスタ鳥海に泊まってきました。

………………………………

る？

素晴らしい紅葉、温かい温泉、おい

外にも出られず、あちこち行

きたかったな。でも、由利本荘管内

今年はコロナで始まりコロナで終わ

の産直は回りましたよ。生産者の皆

「クマ」と遭遇し、ビックリでした。

途中

しい食事と満足度１００％！

代

さま本当にありがとうございました。
タベル好き。 さん

今年は山からたくさんのクマが下り

岩城
…………………………………………

代

て来ているんですね！
金浦
玲子 さん

今年、婦人科系の病気が見つかり、

阿部

…………………………
新品種米「サキホコ
レ 」、 い い ネ ー ミ ン グ
ですね。日本中はもと
より、世界の人々にも

代

食べてもらいたいです。
仁賀保
Ｔ ちゃん

新米もおいしいのです

６０

４０

７０

６０
６０

Ｐ．Ｎ

Ｐ．Ｎ

時
、タイヤの交換も
めっきり寒くなり
る
な
に
道
雪
きました。
間の問題になって
フ
ン
イ
、
ナ
ね！ コロ
のももうすぐです
を
体
お
ま
さ
ますが、皆
ル、いろいろあり
。
りましょう
大切にひと冬頑張
６０代
ゃんジージさん
ち
由利 Ｐ．Ｎ りー

６０

Ｐ．Ｎ

４０
２０

３ 、 ４ 年前までは
、近くにポスト
が
あったのに私の足
ではちょっと遠い
郵便
局。ポストに苦労
すパズルのはがき
を入
れると「ほっと」
します。
東由利 鈴木 和
子さん
７０代
６０

６０
４０

…………………………

Ｐ．Ｎ

が、ウインズ 月号の
１１

Ｐ．Ｎ

Ｐ．Ｎ

Ｐ．Ｎ

ひと冬頑張ろう
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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
０３

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１２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 ２ 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。

はたきやモップで取り除きます
――ボクシングはムエタイを参考
にして作られました
０６ アルファベットの ３ 番目
０７ 素材の色が生きるように、――
しょうゆを使ってお煮しめを作っ
た
０８ 時刻を知りたいときに見ます
１０ 伊勢、車、牡丹（ボタン）から連
想される魚介類といえば
１２ 三十一文字（みそひともじ）とも
呼ばれます
１４ 大きな石のこと
１６ 茶室に敷かれている物
１８ 初心者を表す片仮名言葉
２０ ――に交われば赤くなる
２２ 神社を示す地図記号はこの形
２３ カメラや双眼鏡にはめられていま
す

１１ 月号のこたえ

ヨコのカギ
０１
０２
０３
０４
０５
０７
０９
１１
１３
１５
１７
１９
２１

クリスマスツリーのてっぺんに飾
ります
冬に着る厚手の上着
魚偏に喜と書く魚
受験生はこの前に座っていること
が多そう
――がカサカサ。リップクリーム
を塗らなくちゃ
夏がサマーなら冬は
１ 億は ９ ――の数字です
松任谷由実のヒット曲『――がサ
ンタクロース』
凝りやすい体の部位
ダイコンを――にしておでんに入
れた
カタカタと布を縫う機械
外（がい）の反対語
冬至の日に浴槽に浮かべます

正解は

ワ イ ン グ ラ ス でした。

◆特別賞（地産地消商品）
齋藤千鶴子さん （西 目）
◆ＪＡ全国共通商品券（２，０００円分）
佐々木恵子さん （東由利）
佐藤
勝さん （鳥 海）
柴田佳成子さん （本 荘）
Ｐ．Ｎ チコです。さん （岩 城）
佐々木光子さん （大 内）
佐藤 智子さん （仁賀保）
田宮 映子さん （金 浦）
阿部ヒナ子さん （由 利）
◇応募総数 １２４通 芝田 弘子さん （象 潟）
茂木 浩子さん （矢 島）

■１１月の注目記事

和牛

コロナ打撃から回復

（１１／２３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．
ｎｅ
ｔ □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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和牛枝肉の月別平均価格が、新型コロ
ナウイルス禍で大幅に落ち込んだ４月以
降初めて前年を上回って推移している。
食肉業者の在庫保管料などを支援する国の事業や
「ＧｏＴｏ」キャンペーンなどが奏功し、一定の引き合
いが出た。ただ、感染再拡大でＧｏＴｏは見直し。在庫
など懸念材料も多く、最需要期の１２月の動向には不透明
感が漂う。好調なスーパー向けの販促が相場展開の鍵と
なりそうだ。
■ＪＡ秋田しんせいの記事も載っています！
１１／１２ スナップエンドウ越冬栽培積極的に １１／１３ 直売イベント
で地場産消費拡大 １１／１８ 菌床シイ管理徹底を １１／１８ 特殊詐欺
防ごう …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)

(統括）本荘支店

TEL ２２‒４０５４

(統括）矢島支店

TEL 55‒4711

(統括）大内支店

TEL 22‒2323

由

利

支

店

TEL 53‒3221

岩

店

TEL 73‒2111

組合病院支店

TEL 24‒3705

鳥

海

支

店

TEL 57‒2111

上川大内支店

TEL 67‒2121

東 由 利 支 店

TEL 69‒2221

笹

子

支

店

TEL 59‒2041

西

TEL 33‒2150

目

支

店

本店

融資課

TEL 27‒1697

城

支

TEL 65‒2011

本荘中央支店

(統括）象潟支店

TEL 43‒4300

仁 賀 保 支 店

TEL 35‒2443

金

TEL 38‒2005

浦

支

店
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行事予定

理事会報告

12

第３２２回

理事会

開催日：令和 ２ 年１１月２７日（金）

議事

DECEMBER

２５日（金） 理事会

議案第 １ 号

固定資産の処分について

議案第 ２ 号

半期開示ディスクロージャーについて

1

JANUARY

５ 日（火） あきた総合家畜市場
２６日（火） 稲作技術講習会
２８日（木） 理事会

ＪＡ秋田しんせい概況
令和 ２ 年１０月３１日現在
正 組 合 員 数／

※行事予定は変更となる場合がございます。

由利本荘市役所出張所
年末年始の営業について
お知らせ

資

貯
貸

由利本荘市役所出張所は、令和 ２ 年１２
月２９日（火）～令和 ３ 年 １ 月 ３ 日（日）の期
間につきまして、由利本荘市役所の閉庁
に伴い休業となります。
ご不便をおかけしますが、ご理解を賜
りますようお願い申し上げます。

付

販

売

高／

６３億６，３２４万円

（う

ち

米）／

４５億１，６３０万円

５２億７，１４２万円

（う ち 野 菜）／

３億７，２４４万円

金／１，５１６億１，９９５万円

（うち花き・花木）／

４億３，２６４万円

金／

准 組 合 員 数／
出

１０，２９６人

金／

９，１２２人

３４６億７，１５６万円

（うち林産物）／

４，１２３万円

長期共済保有高／３，７８９億９，３３２万円

（う ち 果 実）／

６６７万円

購 買 供 給 高／

（うち畜産物）／

９億９，３９４万円

２０億３，１１３万円

金融移動店舗車（ふれあいちょきんぎょ号）令和 ３ 年 １ 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
３ 日（日）

４ 日（月）

５ 日（火）

６ 日（水）

７ 日（木）

１ 日（金）

２ 日（土）

８ 日（金）

９ 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 亀 田 駅 前 午後 小砂川地区

１０日（日）

１１日（月）

１２日（火）

１３日（水）

１４日（木）

１５日（金）

１６日（土）

午前 鮎 川 駅 前 午前 旧内越支店 午前 亀田出張所 午前 旧小出支所
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 院内診療所

１７日（日）

１８日（月）

１９日（火）

２０日（水）

２１日（木）

２２日（金）

２３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 いわもと会館（亀田） 午後 小砂川地区

２４日（日）

２５日（月）

２６日（火）

２７日（水）

２８日（木）

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

３１日（日）
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２９日（金）

３０日（土）

地場産品を買って
地域を元気に！
月７日にナイスアリー

こんにちは、ふくちゃんです。
今回は、

今回は、

ゆりほん

月７日に開催

された「第２回

じょうショッピングモー

ル」をご紹介いたします。
管内から 店舗が出店し、自慢の地
場産品を販売しました。

ＪＡのブースでは、管内産の野

菜や加工品、花き類などを販売！

みんなと交流できてとても楽し
かった☆

会場では、検温や手指の消毒し

てもらったり、仕切りを設置した

りして感染防止対策をしながらお

２０２０年もあと少し。皆さんはどんな一

※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

１１

買い物を楽しんだよ♪

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

なやかに活動していきましょう。

ナで開催された「第２回ゆりほん

発行●秋田しんせい農業協同組合

コロナ禍を楽観視することはできませ

じょうショッピングモール」に

新型コロナウイルスの影響で売
り上げが伸び悩む地場産品の消費
拡大が狙いで、たくさんのお店が
出店して盛り上がったんだ。
自慢の農畜産物や加工品など、

編集●経営管理部 Ａｇｒ
ｉ
・
Ｆｏｏｄ未来企画課

んが、柳に雪折れなし。前を向いて、し

84
たくさんの商品が並んでいて、何

ＪＡ秋田しんせい広報誌

を買うか迷っちゃった！

［ウインズ］№２８５

行ってきたよ。

1２

私も挑戦してみたいです！

創り出そう
｢農」の未来と
｢地域」の未来

てみたことなど、ぜひ教えてください。

２９

「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

しく過ごしたコツや初めてチャレンジし

第８次中期総合３か年経営計画

我慢の中でも楽

年を過ごしましたか？

１１

