令和 ３ 年 ２ 月 ８ 日発行

菌床
床し
しい
いた
たけ
け
菌

メガ団地稼働中！

真坂
坂 公
公平
平さ
さん
ん
真

【計
計画
画通
通り
りの
の収
収量
量に
に手
手応
応え
え】
】
【

ＪＡグループ秋田キャッチフレーズ

農業の現場から
08

２
№2８７
2021

しんせい管内の
今が一番おいしい食材を
紹介します！
ダイコンは秋から冬にかけて旬を迎

１４ 健康ガイド

えますが、春どり、夏どりもあり、四

季を通じて様々な品種が出回ります。

豪雪対策本部を設置しました

春から夏のものは辛みが強く、秋か

０３ トピックス

ら冬の寒い時期のものは甘味が増す傾

さとう さ え こ

▲鳥海地区：佐藤小枝子さん

向にあります。

ダイコンは、ピンとした
葉がついていて、表面が
なめらかなものを選びま
しょう。

ダイコン

本誌１５ページに
「ダイコン」を使ったレシピを
掲載しています！

１５ 食のおはなし

０４ クローズアップ

菌床しいたけ メガ団地稼働中！

１６ ほっとメール・苦労すパズル

０６ エリアニュース

前年越え７０万円台 あきた総合家畜市場で初セリ ほか

１８ ＪＡからのお知らせ

０７ ＪＡ自己改革への挑戦
０８ 農業の現場から
真坂

公平さん

１０ 営農情報

計画通りの収量に手応え

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／ＪＡ本店

１ 月２３日、ＪＡ本店で第 ６ 回のワム・ワムクラブを開催しました。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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豪雪対策本部を設置しました
ＪＡ秋田しんせいは、この度の記録的な大雪によ
る組合員各位の農業施設や家屋への被害発生状況を
鑑み、令和 ３ 年 １ 月 ５ 日に小松忠彦組合長を本部長
とする「令和 ２ 年度豪雪対策本部」を設置いたしま
した。
被害を受けた皆さまに、心よりお見舞い申し上げ
ます。
同対策本部では、被害の全容把握に努め、被害を
受けた組合員の皆さまへの支援策を設定しておりま
す。被害が発生した場合には、営農センター、支店
へご相談ください。

支援策
❶被害を受けた農業関連施設の復旧に必要な資材について特別価格・特別サイトの設定

復旧のためのパイプハウス資材等を予約価格にて供給させていただきます。併せて、当該資材の決済サイトを１０月
まで延長させていただきます。

❷雪害対策支援ローン特別金利の設定

今回の雪害により被害を受けられた方々の農業用施設の復旧や住宅の修繕工事に利用できる資金の特別金利を設定
し支援いたします。

被害が発生したらすぐに
“ご相談” ください 信用共済部
ＪＡ共済利用者の皆さまへ
雪災、風災によって家屋が壊れて発生した損害が ５ 万
円以上、または２０万円以上の場合など※、建物共済で災
害復旧のお手伝いができる場合があります。被害が発生
した際には、まずはお近くのＪＡ支店にご相談ください。
※契約内容、加入年度で支払い内容が異なりますのでご了承ください。

例えば…
■雪で
・屋根や屋根板を支える垂木（たるき）が壊れた
・水道管が凍って破裂してしまった
…等
■風で
・トタンが剥がれてしまった
…等
まずは、最寄りの支店
へお電話にてご連絡く
ださい。
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パイプハウス被害を最小限に
抑えるために
営農生活部

１

 雪が予想される場合は、倒壊を防ぐため支
大
柱等で補強しましょう。

２

 設内は気密にし、室温の上昇を図り、屋根
施
から積雪の自然落下を促すことが大切です。

３

 房機等での加温が可能な場合は、内部カー
暖
テンを全開にして屋根からの放熱量を増加さ
せ、積雪を滑落させましょう。

４

 覆していないハウスでも、ジョイント部へ
被
の着雪により倒壊する恐れがあります。パイ
プから適宜、雪を落としましょう。

５

 設側面の積雪は、早く除排雪することが重
施
要です。特に北側や風下側に雪が積もりやす
いので注意しましょう。

６

 ウスビニール修理用ハシゴを貸し出します。
ハ
必要な方は最寄りの営農センターへお問い合
わせください。

秋田県しいたけ全国トップブランド化に向けて

メガ団地稼働中！
菌床しいたけ

ＪＡでは、平成２８年に閉校した下川大内小学校のグラウンド跡地に菌床しいたけ
のメガ団地を整備し、現在 ２ つの法人がハウスで約 ７ 万１，０００菌床のしいたけを栽
培しています。令和 ３ 年度からは11万５，０００菌床を栽培する計画です。

菌床しいたけの生産を拡大することで、農業者の所得増大と、周年農業による地
域の雇用創出が期待できます。

メガ団地のメリットって？

品目の産出額の拡大を図り、秋田

に取り組む担い手を育成し、園芸

メガ団地は、大規模な園芸経営

所得増大を図ることができる点で

いブランドの確立による生産者の

よって有利販売を展開し、しんせ

規模栽培を生かした数量・品質に

園芸メガ団地のメリットは、大

の園芸振興をリードする大規模団

す。さらに栽培情報の共有と技術

「販売額 １ 億円」
「メガ団地」ってなんだ？

地のことです。１団地当たり販売

の高位平準化にもつながります。

令和元年度、首都圏の大消費地

秋田県産しいたけがアツい！

額１億円以上を目指しています。

ＪＡ管内には、今回の菌床しい

たけメガ団地の他にも、由利本荘

アスパラガス・小菊のメガ団地と、

である京浜地区中央卸売市場にお

市鳥海平根地区にあるリンドウ・

にかほ市中三地区の小菊のメガ団

いて、秋田県産しいたけの生産

販売課までご相談ください。

方は、各営農センターまたは園芸

菌床しいたけ栽培に興味のある

ります。

け販売額２億円超を目指してまい

し、令和５年度までに菌床しいた

用しながら、生産基盤拡大を支援

とともに、部会リーダー制度を活

地としてメガ団地施設を整備する

ＪＡでは、その一翼を担う生産

た！

なり、初めて３冠を達成しまし

量・販売額・販売単価がトップと

地が整備されています。

（令和 ２ 年度計画）
菌床栽培用ハウス：６５坪×１３棟
参加法人：（農）真坂ファーム ハウス ３ 棟
（農）Ｌｕａｎａ ハウス１０棟
菌 床 数：約 ７ 万１，０００菌床

菌床しいたけメガ団地概要
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栽培のオススメポイントは？

農事組合法人真坂ファーム
す。基本的にほとんどが軽作業な

きるので、周年栽培に適していま

しいたけは年間を通して収穫で

平通

通年 雇 用 を 目 標 に
持続 可 能 な 農 業 目 指 し て

代表 真坂
ので、体に負担がかかりにくいの
もメリットです。

（ＪＡきのこ部会長兼部会リーダー）

栽培規模を教えてください

ア

団地内で出荷までを整備
ル

上田

ナ

弘樹

農事組合法人Ｌｕａｎａ
代表理事
法人の特徴は？

当法人では、ハウスと同じ団地

内に事務所兼選別施設を整備しま

ハウスから収穫した菌床しいた

ハウス栽培での作業が快適なこ

今後の目標を教えてください
農業を今後も続けていくことを

けを、選別からパック詰め、箱詰

栽培のオススメポイントは？

内の３棟目のハウスが完成しま

考えたときに、通年雇用を目標に

とです。気温が高すぎると菌の生

した。

した。自宅の近くにある菌床ハ

めまでを一括で行うことで作業の

長が低下しますし、寒すぎると菌

度程度の快適な温度に保

話ください。

に興味のある方は、お気軽にお電

ればと考えています。Ｌｕａｎａ

用して、活気ある農業をしていけ

ることです。そして若い世代を雇

現在の目標は経営を軌道に乗せ

今後の目標を教えてください

くいのがオススメポイントです。

土や泥はねもなく作業着も汚れに

また、コンクリート床なので、

ています。

たれており、作業もしやすくなっ

度から

効率化と費用の圧縮を図っていま

棟規模での栽培は、管内

今年度中にさらに４棟が完成予定

現在６棟で栽培していますが、

が活着しないため、ハウス内は

しようと決めました。
私の計画では、３万菌床以上の
規模であれば、通年雇用できる生
産量と収益を確保できる見込み
です。

です。

１５

３万７０００菌床の規模になりま
す。
メガ団地内のハウスは、大型の
換気装置と断熱材を備えており、

す。

ウスを含め、令和３年度からは

令和３年の１月に、メガ団地

▲代表の上田さん（後列中央）とＬｕａｎａ
の皆さん。合わせて１２名が働いて
います

３７２１）
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２９５０

－

年間を通して安定した出荷を行

最大になります。

▲事務所内にある自動パック詰め機

１０

１８

（代表上田：０９０

－

い、管内産のしいたけを広められ
るようを頑張ります。
▲代 表の真坂平通さん㊨と長男の公平さん㊧。
メガ団地の作業は主に公平さんが担当

夏場・冬場問わず温度を適正に維
持しやすいです。

▲しいたけ栽培は温度・湿度が大事な品目です

前年越え 万円台
あきた総合家畜市場で初セリ
あきた総合家畜市場
あきた総合家畜市場で１月５日、
黒毛和種子牛の初セリが開催されま
した。
初セリでは３３９頭が上場され、
万円台となり、堅

３３２頭の取引が成立。平均価格は、
昨年よりも高い
調なスタートを切りました。
畜産振興課の村上康浩課長は「今
回の初セリは豪雪の影響などで購買
者も少なく、上場牛の個体差にバラ
つきがあった。ＪＡとして今後も個
体格差の改善に力を入れたい」と話
しました。

できることを考えよう
ＪＡ運営女性参画学習会
ＪＡ女性部

楽しくまぜまぜ！
紙粘土でお弁当作り
ＪＡワム・ワムクラブ

ＪＡは１月 日、ＪＡ本店で今年
度６回目のＪＡワム・ワムクラブを
開催しました。親子９組が参加し、
紙粘土お弁当工作を通して親子の交
流を深めました。
ＪＡ職員が講師となり、具材を細
かく丁寧に作るコツや紙粘土の混ぜ
方などを説明。参加者は色とりどり
の紙粘土を使い、複数色を混ぜてグ
ラデーションを表現したり、細かく
彫り込んだりと親子で協力しながら
お弁当を作っていました。
参加者は「他の親子とも交流でき、
楽しく作れた。子どもの想像力に驚
かされた」と話しました。

安全な食品を届けるために
ＨＡＣＣＰ
（ハサップ）研修開催
営農生活部

▲おいしそうなお弁当ができました！

▲営業に関して注意点を確認しました
※ＨＡＣＣＰ… Ｈａｚａ
ｒ
ｄ Ａｎａ
ｌ
ｙｓ
ｉ
ｓａｎｄ Ｃｒ
ｉ
ｔ
ｉ
ｃａ
ｌＣｏｎ
ｔ
ｒ
ｏ
ｌＰｏ
ｉ
ｎ
ｔ

２３

１月 日、由利地域振興局が由利
地域「ＨＡＣＣＰ研修」をＪＡ本店
で開催しました。
由利地域振興局福祉環境部環境指
導課の永須昭夫主幹が「営業許可制
度の改正とＨＡＣＣＰに沿った衛生
管理について」と題し、令和３年６
月１日から食品衛生法の改正となる
ことを受け、①営業許可制度の見直
し、②営業届出制度の創設、③「Ｈ
ＡＣＣＰに沿った衛生管理」の義務
化の三つを解説しました。
参加者は、製造している食品の種
類ごとに質問するなど、制度や衛生
管理について学びました。
２１

７０

ＪＡは１月 日、ＪＡ運営女性参
画学習会を開催しました。
（一社）
日本協同組合連携機構の基
礎研究部副主任研究員の阿高あやさ
んが「女性としてＪＡに関わる意義
をＳＤＧｓから考える」と題してリ
モートで講演を行い、ＪＡ女性部が
ＳＤＧｓの実現に向けて取り組む課
題などについて解説。参加者は、全
国で取り組まれている活動を通して
ＳＤＧｓへの理解を深めました。
ＪＡ女性部の今野春子部長は「女
性として取り組んでいくべき視点を
持てた。自分たちにできることを探
していきたい」と話しました。

▲豪雪などの影響でまばらな購買者
▲女性部として出来ることを考えました

７０

１９

地域の
活性化
くらし
の向上
で活性
化
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農業者の所得ＵＰのために
経営をサポートします

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

３２
ＪＡ秋田しんせい自己改革の取り組み●

「基盤の維持・拡大」と「経済・労力両面の損失を防ぐ」

和牛繁殖農家の経営をサポート！

Ｑ

農業者

の所得
増大
農業生
産の拡
大

この取り組みには、
どんな効果があるのですか？

生産基盤が拡大することで、ブランド力を高める
ための販売力の強化につながります。
また、子牛の死亡事故などが減ることで農家の所
得の向上や労力の負担の軽減につながっています。

Ａ
畜産振興課
課長 村上 康浩

❶若い世代中心に規模拡大中！

❸子牛死亡事故低減に向けた取り組み

令和 ２ 年は、 ６ 名の畜産農家が
新たに１５頭から５０頭規模の畜舎を
建設するなど、ＪＡ和牛青年部員
を中心に規模拡大が進んでいます。
平成３０年から令和 ２ 年（１１月末時
点）までの ３ 年間に和牛青年部が増頭した頭数は、
累計１６１頭になりました。

子牛の死亡事故は、経済的損失だけでなく、生産
意欲の低下や死亡牛の処理など精神的・時間的損失
にもつながります。
ＪＡでは、事故死亡率の抑制や個体管理の強化、
労力削減などにＩＣＴ技術を活用してもらおうと提
案や推進を行っています。また、事故防止委員会に
よる検証と対策を協議し、個別巡回を強化、事故発
生率の減少に取り組んでいます。

和牛青年部で

１６１

頭

増頭！

（平成３０年から ３ 年間）

❷初期投資の軽減をサポート
ＪＡでは、「秋田由利牛」のブランド力強化と、
優良雌牛牛群整備及び基盤拡大の初期投資の軽減を
図るため、繁殖牛の更新と増頭に対して独自の支援
を行っております。
令和 ２ 年度からは、増頭に対する支援を強化。上
限金額を ３ 万円から１０万円に増額することで増頭計
画をバックアップしています。
●更新１頭当たり
●増頭１頭当たり

２ 万円を助成
上限１０万円を助成
上限

●分娩・発情などを監視するＩＣＴ技術を活用し
た個体管理により分娩や発情の兆候を把握し、
分娩事故防止や受胎率の向上を図ります。
●事故防止委員会による検証の実施、個別巡回の
強化、事故防止マニュアルの発行による改善策
の提案と呼び掛け。

5.5
5

5.4％

4.5

5.2％

1.3％減少

4
3.5
3

H30

【トップメッセージ】
繁殖素牛の増頭・更新への更新継続と規模拡大農家への補助事業活用、
農業融資部署などが一体となって支援強化を図ってまいります。
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子牛死亡事故率が
平成30年より

子牛死亡事故率の推移

4.1％

R01

R02

代表理事組合長

小松

忠彦

栽培に挑戦して一年半
計画通りの収量に手応え

北部エリア（大内地区）

真坂

公平（まさか

昭和５２年 １ 月２７日生まれ
専業農家

こうへい）さん
４４歳

【経営面積】
菌床しいたけ １ 万８，２００菌床
好きな言葉◉コツコツと
趣味◉ドライブ
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私の両親は、昔から菌床しいた
うになり、慌てて大掃除を行いま

なエアコンの稼働にも影響が出そ

子が発生。温度管理に必要不可欠

原因で、壁が真っ白になるほど胞

う、こまめに見回るようにしてい

ケートなので変化を見逃さないよ

えています。菌床はとてもデリ

処理などを行うことで、被害を抑

カビが発生した菌床の乾燥と殺菌

をコントールしやすい品目です。

湿度の管理を徹底すれば、収穫量

菌床しいたけの栽培は、温度と

技術を伝えられる農家に

けの栽培に取り組んでいましたが、
した。

父から学ぶ

私は就農するまで栽培自体にはあ

計画通りに作業を行い、それが収

穫量に反映されると手応えを感じ、

ます。

だっただけで終わりましたが、そ

やりがいにもつながっています。

幸いにも、被害は掃除が大変

休日に収穫を手伝う程度でしかし
れ以降、胞子が出そうなしいたけ

まり関わりがなく、
会社勤めの傍ら、

いたけ栽培を知りませんでした。

就農してから１年半。自分の環

やってみないか」と誘われたこと

しいたけの事業を立ち上げるが、

たけを栽培することで繁忙期をず

に、収穫時期の異なる品種のしい

また、計画的な作業を行うため

が学ばせてもらった分、将来的に

まだまだ経験不足ですが、自分

多くのアドバイスをもらいました。

め、父や管内外の生産者などから

境にあった栽培方法を模索するた

でした。就農するに当たって不安

らし、必ず菌床の様子を確認する

は新人のしいたけ農家にノウハウ

ます。

も多くありましたが、良いタイミ

時間を作り、作業環境を整えてい

人の代表をしている父から「菌床

ングだと思い、決心して取り組む

やアドバイスを伝えていきたいで

菌床しいたけは、菌床というオ

すね。

ます。

会リーダーを務めている父から、

ガクズや糠などを固めてできたブ

カビ対策がカギ

ことにしました。
栽培に関する知識不足を解消す

自宅近くの菌床ハウスで付きっき

ロックに菌を活着させてしいたけ

▲９，１００個の菌床ブロックが並ぶハウス

るため、ＪＡのきのこ部会長兼部

りで指導を受け、栽培の流れを学

を発生させています。
栄養と水分を含む菌床ブロック

びました。今でもアドバイスを受
けながら作業しています。

は、
しいたけだけではなくカビや 雑

特にカビは生育や収穫量に大き

菌などにとっても良好な培地です。
栽培を始めた当初、芽欠きの時

な影響があるので、換気の徹底や

計画的な作業のために

期を間違ってしまったことなどが

09

は、絶対に芽を欠くようにしてい

６５坪のハウスで栽培しています▶

就農のきっかけは、農事組合法

▲しいたけ専用の大型エアコン

大場 惣晃
（東由利）

あきた総合家畜市場ニュース

９０６，４００円

特に、病原菌との接触を防ぐた

３ 福之姫 幸紀雄 安福久 １２４㎝ ２９６日 ３２５㎏

●水稲種子温湯消毒作業始まる

㈱たかはし畜産
（東由利）

めに、ネットに入った状態でも吊

９２８，４００円

り下げるか、敷物を活用するなど

お問い合わせ

２ 福華 １ 菊福秀 安福久 １２７㎝ ２９１日 ３５３㎏

0184-27-1601

遠藤 正直
（東由利）

日

営農生活部 畜産振興課
課長補佐 小野寺真人

１ 茂福久 美国桜 百合茂 １２３㎝ ２７１日 ３６６㎏ １，００６，５００円

令和３年産に向けて、１月

生産者

から水稲種子温湯消毒作業を開始

畑山 清和
（東由利）

り、九州地方は価格が上がる傾向
にあります。
また、緊急事態宣言が発令され
ています（１月末現在）が、１月
日現在、価格は全国的に前月並
みで推移しており、極端に下落す
る可能性は低いと考えられます。
１月市場の子牛は個々のばらつ
きが散見されました。今後の動向
に注意しつつ、適切な管理と適期
の出荷による所得の向上を目指し
ましょう。

963,600円

して、稲わら・もみ殻・むしろ・

黄白

生産者

しました。細心の注意を払い、農

－５６，７７６円

土等が付着しないよう、地面や床

めんこいな

0184-27-1601

に直接置かずに保管してください。

７０１，５３８円

家の皆さまへ優良な消毒種子を供

３１５㎏

給してまいります。

３３２頭

また、種子ネットの中には「温

計

湯消毒済みカード」が入っていま

合

また、生産の段階でロットごと

－５３，０５８円

に発芽試験を行い、発芽率の確認

７１１，８３６円

す。万一事故が発生した場合、調

３２７㎏

も実施済みとなっております。

緑白

本年の初セリとなる１月の家畜
市場は、平均価格が全体で前月比
安値となりましたが、 万円台で
推移することができています。
全国において、令和３年になっ
て最初に開設された家畜市場でし
たが、新型コロナウイルスの感染
拡大に加え、大雪の影響で購買者
が２割ほど少ない状況が価格に反
映された結果となりました。東北
など雪の多い地域では価格が下が

１９４頭

査するための証明書となりますの

勢

で、１年間保管してください。

去

％以

－５７，９０６円

種子を乾燥させ、水分を

●種子の基準について

６８７，０６２円

●温湯消毒済み種子の供給について

コシヒカリ

価格

水稲種子を供給するにあたり、

小助川喜久男
（大 内）

母の父 母の祖父 体高 日齢 体重

下にしたものを品種ごとに色別

青白

検査を行い、合格したもの。

986,700円

去勢

左記通り厳正な基準を設けており

ゆめおばこ

①種子
 圃場内で指定種子生産圃場
②生産物検査に合格したもの。
③農産
 物検査を実施し、種子とし
て合格したもの。

２ 美国桜 安福久 平茂勝 119㎝ 310日 341㎏

１
安福久 120㎝ 266日 325㎏
国

㌕の種子専用紙

赤白

雑菌感染を防止するために、湿

高橋 定敏
（東由利）

第
花

ネットに分け、

萌えみのり

気が少なく、風通しの良い場所で

２９９㎏

お問い合わせ

袋（４㌕×５袋）で供給いたしま

緑

保管し、ネズミ等の被害や雨が当

１３８頭

米穀課

齋藤

ますのでご紹介いたします。

黄
ササニシキ

たらないように管理してください。

前回対比

和重

営農生活部

す。端数の場合はネット単位で供

つぶぞろい

給いたします。
青

●消毒種子の保管方法について

あき た こまち

１０

１ 紀多福 隆之国 安福久 114㎝ 311日 282㎏ 1,002,100円

３ 諒太郎

父

平均価格

１４

１６

赤

７０

ＪＡ秋田しんせい管内ベスト ３
市場高値

家畜市場成績
２０２１年 １ 月 ５ 日

２０

ひとめぼれ

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

◆種子ネットの色
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お問い合わせ

不要

必要

必要

不要

必要

必要

不要

必要

必要

必要

不要

必要

必要

不要
申告時の準備

園芸

園芸販売課

パイプハウスの倒壊を防ぐには

年末からの豪雪により農業用施
設に被害が発生しています。被害
に遭われた方々に、心よりお見舞
い申し上げます。
今後も降雪が予想されます。パ
イプハウスの倒壊を防ぐには、降
雪前の準備が大切です。
①一番重要なのは、雪の滑落場所
を確保することです。ハウスの
側面に雪をためないよう除雪を
行いましょう。
②ハウスの棟部沿いに４～５㍍間
隔で中柱を立てます（右下図）。
土台をしっかりと固定するのが
ポイントです。中柱はパイプが
望ましいですが、木や竹などの
場合はパイプより間隔を狭くし
て立ててください。ハウスの肩
部をワイヤーで固定する水平張
りも行うと、さらに効果が高ま
ります。
③今後
 は積もった雪が重く締まっ
てくることが予想されます。パ
イプの着雪は注意しながら落と
してください。
※豪雪
 時は倒壊の危険があるので
ハウス内には立ち入らないでく
ださい。そのためにも、こまめ
な除雪を行いましょう。

営農生活部 園芸販売課

佐々木彩香

0184-27-1601

お問い合わせ

水平ばり（番線等）

中柱（パイプ・木材等）

ＪＡでは、主に出荷者向けに野
菜の育苗を行っています。
品目は、ミニトマト、大玉トマ
ト、長ナス、ピーマン、アスパラ
ガス、長ネギ、キャベツなどです。
生産者の育苗にかかる労力軽減
とコスト削減を目的としており、
右記の品目をＪＡに出荷している
生産者のほぼ全員にご利用いただ
いております。令和２年度の生産
実績は約 万本（長ネギ・キャベ
ツ・アスパラ菜はトレー苗）と
なっています。
現在、令和３年度向けの注文を
取りまとめております。ぜひご利
用ください。
興味のある方は園芸販売課へお
気軽にご相談ください。

野菜種苗センターについて

▲中柱の立て方イメージ

0184-27-1601

必要

土台（ブロック等）

営農生活部 営農振興課
係長 原田 和宏

不要

クランプ

営農振興

－

必要

事前準備
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－

必要

マイナンバー
カードの取得
ｅ－Ｔａｘの開始
届出書の提出
ｅ－ＴａｘのＩＤ・
パスワードの取得
ｅ－ＴａｘのＩＤ・
パ ス ワ ー ド
マイナンバー
カ
ー
ド
ＩＣ カ ー ド
リーダ ラ イ タ

－

－

３１

－

－

4～5ｍ

営農振興課

これまでの対応 マイナンバーカード方式 ＩＤ・パスワード方式

得していない方への暫定的な対応
青色申告特別控除の改正
として、「ＩＤ・パスワード方式」
に伴う手続きについて
も導入されています。利用するに
青色申告特別控除の改正により、 は、所轄の税務署にて対面による
本人確認後、ｅ Ｔａｘの開始届
令和２年分の所得税から、青色申
告特別控除額の上限が 万円から
出書を提出し、ｅ ＴａｘのＩＤ
とパスワードを取得する必要があ
万円になりました。
ります。
令和２年分以降も 万円の青色
※内容
申 告 特 別 控 除 を 受 け る に は、「 ｅ
 については一部抜粋したも
のです。詳しくは、所轄の税務
Ｔａｘを利用して電子申告」を
署、または「国税庁ホームペー
する必要があります。
ジ」などでご確認ください。

「ｅ－Ｔａｘ」の利用について

６５

６５

●「ｅ Ｔ ａ ｘ（ イ ー タ ッ ク ス ）」
で確定申告する方法について
これまでｅ Ｔａｘを利用する
ためには、マイナンバーカードと
ＩＣカードリーダライタ（ＩＣカ
ードに記録された電子情報を読む
ための機器）を準備し、所轄の税
務署にｅ Ｔａｘの開始届出書を
提出、さらにｅ ＴａｘのＩＤと
パスワードを取得する必要があり
ました。
しかし、平成 年１月から導入
された「マイナンバーカード方
式」については、開始届出書の提
出、及びＩＤとパスワードの取得
が不要になりました。つまりマイ
ナンバーカードとＩＣカードリー
ダライタのみでの申告が可能です。
また、マイナンバーカードを取

１０

５５

－

ＪＡくらしの活動
福祉用具
貸与・販売事業
ＪＡ介護保険事業所より

お問い合わせ

利用料金など詳細については福
祉事業所にお問い合わせください。

福祉用具販売事業
福祉用具のうち、使いまわしが
ふさわしくないものや消耗品を購
入できます。
【例】腰掛
 便座、入浴用補助用具、
簡易浴槽など

0184-27-1698

▲介護認定を受けている利用者さまの負担割合に応じて貸与や販売が
できます。

❶こんなことを目的としています
ＪＡでは、利用者の心身の状況、
希望及びその生活環境等をふまえ、
利用者が可能な限り自宅で自立し
た日常生活を送ることができるよ
うにサポートし、介護負担を軽減
するために「福祉用具貸与事業」
と、「 福 祉 用 具 販 売 事 業 」 を 行 っ
ています。

…等
ポイント
・立ち上がりや起き上がりの支援
・環境を整え、介護の負担を減らします。

経営管理部 福祉事業所
※介護度により原則的に利用できない用具もあり ※保険で支給される限度額は、年度内１０万円まで
ます
となっています。

福祉

❷事業の特徴
福祉用具貸与事業
日常生活の自立を助けるための
福祉用具を貸し出します。各種福
祉用具を取りそろえております。
【例】歩行
 器、歩行補助杖、電動
式ベッド、車いすなど

・車イス
・特殊寝台（電動介護ベッド）
・床ずれ防止用具（エアマット）
・歩行補助つえ
・手すり
・歩行器

特定販売対象品目
───────────
・腰掛け便座
・特殊尿器
・入浴補助用具
・簡易浴槽
・移動用リフトの吊具部分
貸与対象品目
────────

ＪＡ の
担当者オススメ福祉用具
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おいしそう♡

あ､これ作ろ♪

ＪＡ秋田しんせい

ホームページの「おすすめレシピ紹介」が
使いやすくなりました！
ＪＡのホームページでは広報誌「Wind’s」、「ふるさとの味料理集」に掲載したレ
シピを紹介しています。工夫を凝らしたレシピの数々、ぜひお試しください。
ここが

ポイント

検索がらくらく♪

気になる食材からレシピを探せる検索機能付きです！ 今日
使いたい野菜を選ぶと、その野菜が使用されているレシピを
表示します。随時更新しておりますので、ぜひ献立を考える
際などご活用ください。
ここが

ポイント

ビジュアルでレシピを選べる！

新着レシピや使いたい野菜を選ぶと、出来上がりの写真とレ
シピ名を表示します。写真を選択すると、材料と作り方、調
理する際のポイントなどを紹介しています。
ここが

ポイント

JA 秋
田しん
せい

ＬＩＮＥからのアクセスがおすすめ！

既読
10：00

ふくちゃ
ん

ＪＡでは公式LINEアカウントを開設しています。おすすめ
レシピのページに直結するメニューを設置していますので、
ぜひこの機会にご登録ください！ 以下のQRコードを読み
込むか、またはLINEで「JA秋田しんせい」とユーザー検索
を行って友だち登録してくださいね♪

お！ どん
な情報
が来る
かな
（＊＾-＾＊
の
）

10：03

ふくちゃ
ん

既読
10：07

楽しみ
～！

10：12

▼
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管内の
旬の食べ
物とか、
んな情
報が届く
色
みたい！

イベント
情報と
かもお
せがあ
知ら
ったら
行きた
☆
いな

メニュ
ー

←友だち追加はこちらから

ＪＡ秋
田し
LINEが んせいの公式
出来たん
だって♪

（Shigetoshi Oshima）

重敏

うＮＡＳＨとを通常の超音波検査

Ｌと肝硬変、肝癌に進行してしま

われています。進行しないＮＡＦ

などが背景にあることが多いとい

が効果があるといわれています。

合には食事、運動療法による減量

特にＮＡＦＬＤで肥満がある場

活習慣の改善が重要になります。

ますし、ＮＡＦＬＤであれば、生

の改善に結びつく場合もあります。

で見分けることは難しく、今のと

しかし、肝生検は出血等合併症

運動療法は、有酸素運動に加え

肥満がない場合には、糖尿病や高

のリスクもあり、気軽にできる検

て、筋肉に一定の負荷をかけたト

ころその鑑別には肝臓の一部の組

のや非アルコール性脂肪性肝疾患

査ではないために、肝生検以外の

レーニングであるレジスタンス運

脂血症、高血圧の有無について評

（以下ＮＡＦＬＤ）による脂肪性

検査でＮＡＦＬとＮＡＳＨを鑑別

動の有用性が注目されています。

織を取って調べる肝生検が必要で

肝疾患によるものが増えてきてい

できないか検討されています。特

いわゆる激しい筋肉トレーニング

価して、それらの治 療がＮＡＦＬＤ

る の で す。【 図 １ 】 に 脂 肪 性 肝 疾

殊な超音波診断機やＭＲＩ機器の

ではなく、膝をついた腕立て伏せ、

あるといわれています。

脂肪性肝疾患は、アルコール性

使用、または採血検査で肝臓の進

しゃがむ角度を調節したスクワッ

の原因の多くは、Ｂ型Ｃ型肝炎ウ

年前までは、肝硬変や肝癌

イルスによるものが大半を占めて

とＮＡＦＬＤに大きく分かれます。

行を評価する方法等、様々な研究

ＮＡＦＬＤとは、飲酒歴がない

ま す。（ ビ ー ル ２ ５ ０ ㎖ ＝ 日 本 酒

継続して摂取している場合を指し

ていることが考えられています。

など様々な原因が複雑に絡みあっ

菌異常、酸化ストレス、脂肪毒性

いのですが、遺伝子変異や腸内細

いては、まだわからないことが多

ＮＡＳＨへと発展する原因につ

ています。コロナウイルスの影響

発展してしまうことが常識になっ

や場合によっては肝硬変や肝癌へ

行しないことが常識でしたが、今

肪肝は一昔前までは、肝硬変に進

だきました。非アルコール性の脂

性肝疾患についてお話させていた

ＮＡＳＨに分かれます。

１０

約

いましたが、近年それらのウイル

アルコール性とは、アルコール

ト等でも効果があることがいわれ

患の分類を示します。

スが内服薬でコントロールできる

がなされており、肝生検以外でも
㌘／日、女性

のにも関わらず脂肪肝が生じるも

脂肪性肝疾患の治療については、

で自宅にこもりがちになっている

以上、最近注目されている脂肪

ので、脂肪肝を認めるものの病態

アルコール性であっても、ＮＡＦ

今、アルコールの多飲や、肥満に

㌘／日以上のアルコールを

がほとんど進行しないＮＡＦＬと

ＬＤであっても、特効薬は今のと

よる脂肪性肝疾患に注意が必要か

㌘）

進行性で肝硬変、肝癌に発展する

ころありません。アルコール性で

もしれません。

㎖＝純エタノール量

特に進行する例は、肥満のみな

あれば、節酒や禁酒が重要になり

では

時代になり、肝硬変、肝癌の原因

⎩

⎧

⎧

⎧

⎧

⎩

──

らず、糖尿病、高脂血症、高血圧

８０

──
⎩

──
⎩

──

ＮＡＳＨ
ＮＡＦＬ

たれます。

多飲によるもので、通常男性では、

すなわち、アルコールによるも

大嶋

ています。

本当は恐い
脂肪肝の話

由利組合総合病院
消化器内科

肝臓の進行を評価できる時代が待

⎧

⎧

非アルコール性
脂肪肝炎

非アルコール性
脂肪肝

２０

エタノール換算で

⎩

──

ＮＡＦＬＤ

──
⎩
非アルコール性
脂肪性肝疾患

アルコール性

３０

１０
脂肪性肝疾患

も変わりつつあります。

【図 １ 】脂肪性肝疾患の分類

ＮＡＳＨ・ＮＡＦＬＤの診療ガイド
２０１５ 日本肝臓学会編
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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。

ダイコン
根の部分にはあまり栄養成分は含まれ

ておらず、水分が多く栄養価は低いので、

とてもヘルシーです。

ダイコンで最も甘みがあるのは葉に近

い上の部分であり、根の先端に近づくほ

ど辛みを感じやすくなります。

鳥海地区
さとう さ

え

こ

佐藤小枝子さん

“す”が立ったダイコンも、調理し
だいでおいしく食べられますよ！

ダイコンの炒め煮
◉材料

◉作り方

ダイコン……………… １ 本
ニンジン…………… １００㌘
しらす…………………９０㌘
さつま揚げ……… ２ ～ ３ 枚
カブの葉………………適量
こめ油……………大さじ ３
白だし……………… １００㏄
塩………………………適量

①しらすは、フライパンで乾煎りする。
②ニンジンは、 ５ ～ ６ ㌢の長さに千切り、
さっと塩ゆでにする。カブの葉は、 ５
～ ６ ㌢に切り、塩ゆでする。
③さつま揚げは半分に切り、薄切りにす
る。
④ダイコンは１０㌢くらいの輪切りにし、
皮をむいて千切りにする。
⑤鍋にこめ油とダイコンを入れ、ダイコ
ンがしんなりするまで炒める。
⑥「⑤」にさつま揚げを入れ、さっと炒め
たら白だしを入れて混ぜ、火を止める。
⑦粗熱がとれたら、しらす、ニンジン、
カブの葉を入れて混ぜたら出来上がり。

ダイコンの葉
を一緒に炒め
てもおいしい
ですよ♪
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【 月】
今年は、小学生のひ孫がプランター
でミニトマトとピーマンを育てて、
見せてくれました。嬉しかったです。
来年も楽しみにしています。
代
トミばぁば さん
本荘
…………………………………………
今年は去年より雪が降っており、今
は大雪です。とても寒く、中学校に
行くのは大変です。こんな寒い日は
「なべ」がぴったりですね。私も妹
もしゅんぎくが苦手なので、おばあ
ちゃんのように、好き嫌いをなくし
たいです。
代
矢島 佐藤 英莉 さん
…………………………………………
Ｐ．Ｎ

牛歩で…

【１月】
年末年始、大寒波と大雪で
どこへも出かけずステイ
ホーム。時折晴れ間を見つ
けて除雪。普段なかなか会
うことのないご近所さんと
会える冬の風物詩に。皆さ
ん元気でなによりです。
岩城
おっとっと さん  代
………………………………
コロナ禍で気持ちが少し落
ちていますが、一人カラオ
ケ、おもちゃ美術館アテン
ダント等で前向きに進みた
い！ コロナが早く終息することを
願っています！
代
大内 伊藤 純二 さん
…………………………………………
大みそかには由利牛のすき焼きを食
べました。甘くて柔らかくて、とて
もおいしかったです。この日だけは
いっぱい食べました。
西目
代
匿名希望 さん
…………………………
今年は大雪で始まりま
したが、夜明け前から
心を込めて除雪してく
ださる除雪車運転手の
方々、どんな荒天でも
確実に集めて持って
いってくださるゴミ収
集に携わる方々等、日
常の暮らしを支えてく
れる「エッセンシャル
７０
７０

幻想的な気分
Ｐ．Ｎ

ワーカー」の皆さんに改めて感謝で
いっぱいです。
ヨッシー さん
代
本荘
…………………………………………
３月で学校が閉校になって、４月か
ら小友小学校に行きます。友達がた
くさんできるといいなと思います。
代
本荘 猪股 由奈 さん
（閉校はとても寂しいですが、きっ
と楽しいことがたくさん待っている
と思います！ 応援しています☆
な）
…………………………………………
今年の願いはただ一つ、世界中でコ
ロナが終息し、皆が安心できる平凡
な、幸せな 年になることですよね。年
にこだわらず、いつも若々しい心身
で今年も暮らしたいと思っています。
食は人間の基本。頑張ってください。
代
東由利 菊地 敬子 さん
６０

１０

９０

１０

………………………………
小学生の皆さんの年賀状は、
絵も字もとても上手で、感
心しました。孫も丑年生ま
れです。なかなか会えない
中、正月に外での短時間の
会話でしたが、誕生日プレ
ゼントを持って会いに来て
くれました。成長した姿が
見られて、嬉しさいっぱい
でした。
代
南天 さん
由利
………………………………
一人暮らしの私はコロナウ
イルスのため出歩くのも心
配、来てもらうのも心配。
町で行う介護予防運動に参加して頑
張ろうと思っています。
代
仁賀保 三浦ツネ子 さん
…………………………………………
毎年ハタハタ寿司に挑戦しています。
今年は不良で諦めていましたが、
チャンスがやってきて、寿司を漬け
ることが出来てとても嬉しいです。
おいしい寿司が出来ますように！
代
金浦 阿部 富子 さん
（ハタハタ寿司を作るなんてスゴイ
ですね！ おいしい寿司が出来たら、
また教えてください！り）
…………………………………………
コロナと大雪でとても静かな正月で
した。一日でも早く皆と笑顔で会え
る日を楽しみにして、毎日予防対策
を頑張って生活しています。
雪だるま さん
代
象潟

この時期、各集落
で「才の神焼き」
が
行われました。コ
ロナ禍で中止する
集落
もありましたが、
才の神の炎を見て
いる
と、しばしこの大
雪、コロナを忘れ
るよ
うな、幻想的な気
分になりました。
矢島 Ｐ．Ｎ かっち
ゃんままさん
５０代
７０

６０

７０

６０

６０

１２

Ｐ．Ｎ

が
牛歩で、焦らず急
今年は７０代に！
過
に
か
や
穏
道しながら
ず、あちこち寄り
いなぁ～！
ごしていけたら良
６０代
さん
草
鳥海 Ｐ．Ｎ 福寿

６０

Ｐ．Ｎ

Ｐ．Ｎ

16

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

たき火の――を念入りに行った

０６

チョコレートを――にかけて溶か
した

応募方法（おはがき・ＦＡＸ・Ｅメールで）

０８

構えてシャッターを切ります

０９

ジャムやピクルスなどを詰めます

１０

この――の輪、なかなか外れない
んだ

◎パズルの答え、お名前、ペンネーム（ご希望の方）、住所、
１１ 就職活動の際に書きます
電話番号、年齢をご記入の上、下記までご応募ください。
１５ シャープペンシルに入れます
◎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。 １６ 浜辺に寄せては返すもの

応募締切り 令和 ３ 年 ２ 月２５日（木）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 ３ 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。

１８

文庫本に布製の――を掛けた

２０ 夕方になると家々の窓にともります
２１

アシカに似た海獣

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

１２ 月号のこたえ

最低気温が ０ 度を下回る日のこと
どら焼きに挟んである物
片仮名語でいうとリベンジ
節分にまきます
冬、雪国の家の軒にぶら下がる物
――の道も一歩から
牛肉はビーフ、鶏肉は――
お釣りと一緒に受け取ることも
多くの人が眠っています
チョコレートの原料になる植物
アルコールを含む調味料
間違った答えに付ける印
バレンタインデーに伝える人もい
ます

正解は

シ ユ ン ギ ク でした。

◆特別賞（地産地消商品）
三舩 文子さん （鳥 海）
◆ＪＡ全国共通商品券（２，０００円分）
小助川暁子さん （仁賀保）
佐々木奈美さん （大 内）
田仲 タカさん （象 潟）
田口 秀彦さん （岩 城）
佐藤みつ子さん （金 浦）
齋藤
久さん （西 目）
佐藤 里美さん （矢 島）
佐藤 亮司さん （東由利）
◇応募総数 １３５通 工藤久美子さん （由 利）
池田
智さん （本 荘）

新春福ふくパズル2021

当選者発表

1 月号の正解は『カドマツ』でした！

1 等賞

ＪＡ全国共通商品券
10,000円分（ 1 名）

2 等賞

ＪＡ全国共通商品券
5,000円分（ 2 名）

伊藤

としさん（矢

島）

伊藤 恵子さん（岩 城）
佐藤みち子さん（象 潟）
ＪＡ全国共通商品券
◇応募総数 323通
2,000円分（10名）
P.N Ｋ．Ｓさん（本 荘） 佐藤
博さん（由 利）
伊藤 トシさん（西 目） P.N やしまの雪だるまさん（矢 島）
小松 大華さん（東由利） 佐藤 重典さん（鳥 海）
鈴木
憲さん（岩 城） P.N トウヤ君のバアバさん（仁賀保）
佐々木綾菜さん（大 内） 金
陽子さん（象 潟）

3 等賞
電話

□トピックス □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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特別賞 地産地消セット
（ 2 名）

佐々木みゆきさん（金

浦）

佐々木タカ子さん（西

ご当選おめでとうございます！

目）

令和 ２ 年度豪雪・暴風雪により
被害を受けた農業者への
緊急資金対応について
◎令和 ２ 年１２月からの豪雪・暴風雪の被害を受けら
れた方々を対象に、ご利用しやすい資金を創設し
ました。
〇資金商品の概要
資金名

アグリマイティー資金

対象先

組合員（正組合員、准組合員）、農業者等で、大
雪・暴風雪により被害を受けた先

資金使途

農業生産・農業経営の維持や再開を目的とした緊
急性を要する資金

貸付期間 ５ 年以内（据置き ２ 年以内）
金利

当初 ３ 年間 ０ ％、 ４ ・ ５ 年目１．０％

金額

５００万円以内（一取引先あたり：個人・法人共通）

保証

原則として秋田県農業信用基金協会の保証を付
し、必要に応じ個人保証を求める

その他

ＪＡグループ秋田（全共連・全農・農林中央金庫）
にて当初 ３ 年間１．０％の利子補給を実施

取扱期間：令和 ３ 年 １ 月２５日～令和 ４ 年 ３ 月３１日まで

税理士による無料税務相談
（完全予約制）
東北税理士会本荘支部で確定申告期に併せまして、
「無料の税務相談所」を開設します。
【と

き】令和 ３ 年 ２ 月２０日（土）
～令和 ３ 年 ２ 月２１日（日）
午前１０時～午後 ３ 時まで

【ところ】第一会場
本荘由利地域職業訓練センター
２ 階 研修室Ｉ
ＴＥＬ ０１８４－２３－５５０２
第二会場
にかほ市総合福祉交流センター
スマイル ２ 階
ＴＥＬ ０１８４－３２－３０００
【予約お申し込み】
令和 ３ 年 ２ 月１９日（金）まで
東北税理士会本荘支部 鈴木へ
ＴＥＬ ０１８４－２４－５１４５
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行事予定

理事会報告

2

第３２４回

理事会

開催日：令和 ３ 年 １ 月２８日（木）

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

職制規程の一部変更について
福祉専門職員出向規程の一部変更について
福祉専門職員給与規程の一部変更について
高齢者生活支援事業実施規程の一部変更について
高齢者福祉事業実施規程の一部変更について
個人情報保護法等に基づく公表事項等の一部変更について
介護保険事業所職員就業規則の一部変更について
令和 ３ 年産水田活用米穀の取組みについて
上半期定期監事監査報告書 改善を要する事項（甲）に対する回答
について
議案第１０号 理事と組合との契約に関する承認について

FEBRUARY

９ 日（金） 肉用牛研修会
２５日（木） 理事会

3

MARCH

９ 日（火） あきた総合家畜市場
２６日（金） 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。

お詫びと訂正
先月号に下記の誤りがございました。
お詫びして訂正させていただきます。
Ｐ５
代表監事加藤龍一 年頭のごあいさつ
６ 行目
【誤】 令和 ２ 年度は、➡ 【正】 令和 ２ 年は、
３５行目
【誤】 内部管理体制 ➡ 【正】 内部管理態勢

令和 ２ 年１２月３１日現在
正 組 合 員 数／
１０，２４２人
准 組 合 員 数／
９，１５６人
出
資
金／ ５２億６，６４３万円
貯
金／１，５３６億５，１５９万円
貸
付
金／ ３４３億２，８３６万円
長期共済保有高／３，７５５億１，４４８万円
購 買 供 給 高／ ２３億２，４５３万円

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）／

１０１億５，０６１万円
７８億５，４３３万円
４億２，２２３万円
４億６，４１０万円
６，６７７万円
１，２１８万円
１３億３，０９７万円

金融移動店舗車（ふれあいちょきんぎょ号）令和 ３ 年 ３ 月の運行日程について
１ 日（月）

２ 日（火）

３ 日（水）

４ 日（木）

５ 日（金）

６ 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

７ 日（日）

８ 日（月）

９ 日（火）

１０日（水）

１１日（木）

１２日（金）

１３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

１４日（日）

１５日（月）

１６日（火）

１７日（水）

１８日（木）

１９日（金）

２０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

２１日（日）

２２日（月）

２３日（火）

２４日（水）

２５日（木）

２６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

２８日（日）

２９日（月）

３０日（火）

３１日（水）

営業時間
午前 ９ ：３０～１２：００
午後 １ ：３０～ ３ ：００
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２７日（土）

料理講習会で

発行●秋田しんせい農業協同組合

日に開催

マスコットキャラクター

今回は、１月

された「家の光」を利用し
た料理講習会を紹介します。
ＪＡでは、ＳＤＧｓに関

して、食と農についての講話や取り組
みについて発信するなど、理解醸成に

さんが料理の作り方を教えてくれ

たんだ。フライパンパエリア、米

粉のロールケーキなども調理した
よ♪

家の光には、レシピのほかにも

健康や家庭菜園についてなども

「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

※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

載っているから、皆もぜひ読んで
みてね！

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/

あとがき

１６

食育工房「農土香」の渡辺広子

力を入れています。

ＳＤＧｓに関係する「フードロ
ス」について考えてもらうために、
捨ててしまう野菜のヘタや皮など
で作っただし汁「ベジブロス」を

編集●経営管理部 Ａｇｒ
ｉ
・
Ｆｏｏｄ未来企画課

おいしい

調理に使って、食べ物をムダにし
ない料理方法を勉強！

ＪＡ秋田しんせい広報誌

スープに変身させたよ☆

［ウインズ］№２８７

行ってきたよ。

用したＪＡ職員向け料理講習会に

いる総合家庭雑誌「家の光」を利

今回は、ＪＡグループが発行して

こんにちは、ふくちゃんです。

食べ物の大切さを学ぶ

２

キャッチフレーズ

第８次中期総合３か年経営計画

今回ふく散歩で紹介した「ベジブロ
ス」、味見しましたが香りが良くとても
おいしかったです。普段捨てている野菜
クズがこんなおいしくなるなんて思いま
せんでした。
詳しい作り方は、２０２０年１１月号のちゃ
ぐりんに掲載されているので、購入希望
の方は、Agri・Food未来企画課までご
連絡ください。
り
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