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雪害からの復旧へ
ＪＡ職員が農家の撤去作業を支援

経営を

サポー
ト
ＪＡでは、年末年始の大雪で被害を受けた農
家の早期復旧を支援しようと、農業経営支援室や営農経済
部、総務部、経営管理部の職員がハウスの撤去作業を ４ 月上旬まで
行いました。
職員は農家と協力しながら、止め具や針金など取り除き、曲がっ
たパイプを切断するなど、倒壊したビニールハウスなどの解体・撤
去作業などの労働力支援を行いました。
また、今回の災害により今後の農業経営・産地維持に大きな影響
が出ることが懸念
されることから、
ＪＡでは雪害対策支援ローン特別金利の設定や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いております。
２ 月には小松組合長が由利本荘市とにかほ市を訪れ、豪雪・暴風
雪被害に対する農業用施設の復旧にかかる費用の助成などの支援を
要請しております。
ＪＡは、農業・地域経済の発展を支える「農の応援団」として、
生産者の皆さまの一日も早い農業経営の復旧・復興に向けて支援を
続けてまいります。

支援を受けた組合員から
ＪＡ職員から支援のことを知り、ハウスの撤去支援を行っ
ていることに驚きました。撤収作業も順調に進み、先日新
たなハウスの建設も無事終わりました。大変助かりました。

【本荘地区】

斉藤

良明さん

０２ トピックス

最初に支援の話を聞いた時は驚きました。こ
うしてＪＡ職員から手伝ってもらえるのは有
難いことです。今後の営農の見通しが立ち、
感謝しています。

雪害からの復旧へ ＪＡ職員が農家の撤去作業を支援

【矢島地区】

佐藤

永吉さん

１２ ＪＡくらしの活動

０３ NewFace

令和 3 年度新採用職員紹介

１４ 健康ガイド

０４ Answer’s

令和 ２ 年度 第 ２ 回集落座談会 意見・要望回答

１６ ほっとメール・苦労すパズル

０６ エリアニュース

複合作物として推進 シャインマスカット栽培研修会 ほか

０７ ＤＣＭニコット㈱と取引が始まりました！
０８ 農業の現場から
渡会

利男さん

１０ 営農情報

生涯現役で農業に取り組む

稲作・畜産・営農振興・園芸

１５ 食のおはなし

１８ ＪＡからのお知らせ
今月の表紙

撮影地／東由利地区

３ 月 ６ 日、東由利地区で「あぐり体験スクール」が開催され、参加者
は雪の下キャベツ掘りやだまこ作りを体験しました。詳しくは裏表紙の
ふく散歩をご覧ください。
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皆さまのお役に立てるよう頑張りますので、
よろしくお願いいたします！

令和 3 年度 新採用職員紹介
総務部

あしざわ

まい

芦澤

舞

【好きな言葉】
継続は力なり

営農経済部
園芸販売課

やまの

山野

ひろこ

寛子

【好きな言葉】
笑う門には福来る

中央部営農センター さ と う
佐藤かおり
営農課

【好きな言葉】
初心忘るべからず
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総務部

さとう

佐藤

ゆいと

結斗

【好きな言葉】
案ずるより産むが易し

営農経済部経済課
東部農機センター

ま さ か こうたろう

眞坂幸太郎

【好きな言葉】
意志あるところに道あり

東部エリア
由利支店

まつい

松井

あけみ

明美

【好きな言葉】
一期一会

総務部

さとう

佐藤

み

な

未奈

【好きな言葉】
親しき中にも礼儀あり

農業経営支援室

やまの

じゅん

山野

隼

【好きな言葉】
日々感謝

東部営農センター
営農課

きのうち

木内

せつこ

節子

【好きな言葉】
一日一生

令和 ２ 年度 第 ２ 回集落座談会

Answer‛s

s

この度の集落座談会は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、
従来の集落単位での開催は中止とし、組合員の皆さまには「集落座談会資
料」「ご意見・ご要望用紙」を配布させていただきました。皆さまよりた
くさんのご意見・ご要望をいただきありがとうございました。ご意見・ご
要望への回答を掲載いたしますのでご覧ください。

営農部門
水田リノベーション事業（加工
用米）の採択・不採択が確定す
Ｑ る時期はいつか。また、令和 ３
年産米に取り組んだ場合、備蓄
米とのプール精算はあるのか。

Ａ

由利本荘市３６８ｈａ、にかほ市８１ｈａ
で申請しており、 ４ 月上旬に採択
になる見込みです。
加工用米の交付金は、リノベー
ション事業が採択されるか否か
で異なることとなりますが、採
択されない場合は、通常の水田活
用交付金 ２ 万円の交付があります。
よって加工用米は、交付金 ２ 万円
を含めた収入が備蓄米と同額にな
るようプール精算をします。

厳しい農業情勢の中で営農指導

Ｑ の強化を図ってもらいたい。
Ａ

営農指導員の指導能力を上げ、巡
回指導を徹底してまいります。営
農指導に対してお気づきの点、要
望等がありましたらご連絡くださ
い。

令和 ４ 年産米からの「土づくり
Ｑ 肥料の変更」について、どのよ
うな変更を考えているのか。

Ａ

長年の土づくりへの取り組みの中
で現在まで ５ 回ほど見直しを図っ
ております。今後は、稲体にとっ
て必要な土づくりを継続しつつ、
コスト低減を図るためにケイ酸成
分を主体とした土づくり肥料に変
更したいと考えております。今後
も県立大学・全農等関係機関と検
討を重ね、令和 ３ 年度第 １ 回座談
会で周知いたします。

サキホコレの令和 ４ 年産の作付

Ｑ けについて、申込者は多いのに
合格者が少ないのはなぜか。

Ａ

県の作付け要件は、令和元年産の
あきたこまちが基準です。当管内
はひとめぼれが主力品種であるた
め、県と協議し、令和 ２ 年産の数
値での合否の判断となりました。
不合格の要因はタンパク値と １ 等
米比率ですが、県の要件が厳しく
申込みを辞退された方もおります。

多頭飼育農家が増えており、堆
肥の処理に苦慮している。休耕
田等に堆肥のストックヤード等
Ｑ を設けるなどして耕種農家に利
用してもらうなどの体制を整え
てほしい。

Ａ

園芸農家への堆肥供給体制や、畜
産農家へのもみ殻供給体制を構築
し、資源循環体制の確立を図って
まいります。

農機部門
Ｑ 農機部品の納品までに時間がかかる。
Ａ

部品の長期在庫は費用となり経営リスクとなることから、
部品の発注や在庫管理は中央基幹農機センターで一元管
理をしています。部品を迅速に納品する事務フローを再
度徹底いたします。

急な農機類のトラブルで連絡した際に、対応可能か
Ｑ どうか、対応日時、変更になった際の連絡など、どの
ように対応できるのかについて明確な連絡がほしい。

Ａ

連絡をいただいた際に、可能な限り対応スケジュールを
お伝えできるよう努めてまいります。全エリア統一の繁
忙期対応として、 ４ 月２４日（土）～ ５ 月２３日（日）は土日も
休まず営業とし、延長については該当地域において検討
します。外務等で繁忙期間及び担当者の携帯番号を周知
いたしますので、ご確認ください。

ジェイエイ秋田しんせいサービス
Ｑ

Ａ

Ａコープで全国各地の弁当を販売
しているが、当ＪＡ管内にも美味
しいお米と食材が豊富にあると思
う。オリジナル弁当を販売しては
どうか。ぜひ職員にも昼食などで
食べてほしい。
現在Ａコープで販売している弁当
のお米は、全て管内産を使用して
おります。管内の食材を使用した
オリジナル弁当については、今後
検討してまいります。

Ａコープの移動店舗車巡回につ
いて、由利地区の市営住宅近辺
Ｑ にも来てほしい。また岩城地域
にも来てほしい。

Ａ

集落座談会データ 【主な内容】・経営概況

４ 月より由利地域の方々からご要
望をいただいた地区にも運行する
予定です。詳しい巡回日・時間等に
つきましては、運行スケジュールの
チラシをご覧ください。現在、東由
利・由利地域を中心とした運行とし
ており、保有車両が １ 台のため岩
城地域への運行は厳しい状況です。

上郷ＳＳについて、再度営業継
Ｑ 続の検討を要望したい。検討結
果は早急に提示してほしい。

Ａ

ご利用の皆さまの強い要望を踏ま
え、地下タンクのコーティング等
の補修工事により営業を継続いた
します。

・第 ９ 次中期総合 ３ か年経営計画（案）および令和 ３ 年度事業計画（案）について
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信用部門・共済部門
効率化支店の昼休業について、会社員など、お昼に利

Ｑ 用する人のためにも、交代で対応できないか。

店舗を残すため、昼休業を導入することで最小人員での

通帳へのコメント入力サービスについて、カナコメ
Ｑ ントで通帳を整理するなど、集落営農などでは大切
なサービスである。継続できないか。

Ａ 運営を行っていきたいと考えておりますので、ご理解と
ご協力をお願いいたします。

同一店舗内の振込手数料について、集落営農組合や

Ｑ 法人等の農業団体を除外してほしい。

Ａ

１ つの振込オペレーションを行うごとに、ＪＡではシス
テム経費を支払っております。当ＪＡではこれまでサー
ビスとさせていただきましたが、昨今の金融情勢下で継
続することが厳しい状況となっています。銀行や他ＪＡ
も手数料をいただいている状況であります。可能な限り
集落営農組合等に配慮しながら、検討させていただきま
す。また、ＡＴＭ・ネットバンクを利用した場合の同一
店舗内の振込については無料となっておりますのでぜひ
ご利用ください。

１２月に支店担当者より共済の加入状況について説明
をいただき大変助かった。年 １ 回程度はこういった
Ｑ 機会を作ってほしい。暴風雪の際に、「家屋の被害は
ありませんか」と聞いてくれたことも大変嬉しかった。

Ａ

この度の店舗再編を考えるにあたり、少人数で支店を運
営していくために課題となるオペレーションを聞き取り
した結果に基づくものです。 １ 件の負荷は大きくないも
のの、件数がかさむと過大な負荷となります。支店を存続さ
せていくための策としてご理解をお願いいたします。振
込・振替・公共料金等の摘要は引き続き表示いたします。

集落営農組合でも「契約」をすることで従来どおり
の紙媒体での受付をしてもらえるのか。できれば集
Ｑ 落営農や農業法人等については、従来通りの紙媒体
での受付をしてもらいたい。

Ａ

ご利用者さまをフォローすべく、保障の点検も含めた活

Ａ 動を行っております。今後も年 １ 回以上の活動を継続し

支店にある「貯金口座振替に関する契約書」を締結する
ことで、紙媒体の受付をすることにしています。組合員
の皆さまには、段階的にでも「紙」から「ＵＳＢ等の電
子媒体」への移行ができるよう検討していただきたいと
考えております。
インターネットバンキングを利用した場合は集落営農組
合については手数料を無料にしております。また、イン
ターネットバンキングを利用する場合は、口座振替契約
書は必要ありません。ぜひご利用ください。

てまいりますので、共済に関わらずご相談ください。

座談会
コロナ禍で厳しいことは承知し
ているが、集落ごとの座談会を
Ｑ 開催してほしい。集落で密にな
らないように工夫できるのでは
ないか。

Ａ

検討を重ねた末の今回の開催スタ
イルとなっております。集落に
よっては、密にならない工夫が可
能な場合もあるかと思われますが、
全ての集落となりますと厳しいと
いう判断です。

合併

土づくり実証米の販売をどんど

Ｑ ん促進してほしい。

Ａ

令和 ２ 年度に新米直売会を初開催
し、大変ご好評いただきました。
現在、精米事業の開始に向けて準
備しており、要望の多い管内の学
校給食向けの販売について協議し
ております。引き続き、皆さまの
応援をよろしくお願いいたします。

農業経営支援室

県域合併について、組合員にア

Ｑ ンケートをとるなどしないのか。

Ａ

販売部門

まずは、県域ＪＡの目指す姿、実
現したいこと、必要となる体制等
について議論し、組合員の皆さま
にその内容をお伝えできる段階に
辿りつくことが必要と考えていま
す。その内容をお示しした上で、
皆さまのご意見を頂戴するタイミ
ングとなると考えております。

農業経営支援室について、高度
Ｑ な人材が求められることになり、
難しいのではないか。

Ａ

営農指導、あぐりパートナー、融
資専任渉外の経験者など、幅広い
分野の力を持つ職員で構成し、そ
のメンバーがチームで協議し、併
せてＪＡ内部、行政等との連携を
密にすることで、総合的な提案へ
とつなげてまいります。

生産資材部門
資材センターについて繁忙期の

Ｑ 対応をしていただきたい。

春の繁忙期対応を行います。営業

Ａ 日につきましては、各生産資材セ
ンターよりお知らせいたします。

地区支部
集落支部は構成員の減少により
実質的な活動が総会のみとなっ
Ｑ ている。地区支部の存続につい
てＪＡはどのように考えている
のか。

Ａ

近隣支部との合併、解散などにつ
いては各支部の協議に基づき決定
すべきと考えますが、各支部長は
じめ支部構成員の皆さまにはＪＡ
事業運営に多大な協力をいただい
ております。集落支部活動は、農
業・農村の維持に重要な活動と考
えておりますので、引き続き支部
活動の継続をお願いたします。

たくさんのご意見・ご要望をいただき、ありがとうございました。
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佐藤茂良専務が
全中農協功労者として表彰

農業への理解深める第一歩に
教育委員会に教材本を贈呈
信用共済部

ＪＡでは「ＪＡ食農教育応援事
業」の一環として、由利本荘市とに
かほ市の教育委員会へ「農業とわた
したちのくらし」の教材本を贈呈し
ています。
教材本はＪＡバンクが制作。農業
や日本の食料生産が図やグラフなど
で分かりやすく解説されています。
３月 日には兼松晴人常務がにか
ほ市の齋藤光正教育長に、 日には
小松忠彦組合長が由利本荘市の秋山
正毅教育長に教材本を手渡しました。
８００部の教材本が、両市 の小
学校と養護学校へ送られ、新学期か
ら各校で活用される予定です。

１７

１９

ＪＡは３月 日、令和３年度ミニ
トマト部会栽培講習会を開催しまし
た。栽培農家 名が参加し、令和３
年度生産販売計画や栽培に関する重
点実施事項などについて共有しまし
た。
講習会では、土づくりとガラス玉
対策やローテーション防除などにつ
いて解説し、単収向上と品質のさら
なる向上などについて注意すべき点
を改めて確認しました。
参加者は収量の減少を防ぎ、単収
向上を図るために土づくりと病害虫
防除に力を入れるよう意識を高めま
した。

営農経済部

単収向上を目指す
ミニトマト部会栽培講習会

１５

ＪＡ秋田しんせい
佐藤茂良代表理事専務が令和２年
度全中農業協同組合功労者の栄に浴
されました。
管内２市との「防災協定」や「高
齢者地域見守り活動協定」の締結、
管内警察署と連携した特殊詐欺防止
運動などの地域貢献のほか、間断な
く押し寄せる規制などに対処するた
め、組織・機構改革に着手し、農業
協同組合の発展に尽くした功績が評
価されたものです。
佐藤専務は「表彰は組合員はじめ
諸先輩、役職員の皆さまのおかげで
あり、感謝と御礼を申し上げます。
持続可能なＪＡ運営を目指し、今後
とも農協運動にまい進してまいりま
す」と話しました。

複合作物として推進
シャインマスカット栽培研修会

▲表彰を受けた佐藤専務
▲果樹の栽培方法について学ぶ参加者

▲齋藤教育長へ手渡しました

▲今年度の栽培に向けて注意点を確認しました

１２

２８

営農経済部

３０

ＪＡは３月 日、第１回目となる
シャインマスカット栽培研修会を開
催しました。農家など 名が参加。
研修会では、由利地域振興局農業
振興普及課の佐藤智則副主幹が秋田
県果樹の現状や「盛土式根圏制御栽
培」などを説明。すでに管内で取り
組んでいる事例をもとに栽培方法や
２年目の収量などを紹介しました。
営農経済部の北島清部長は「令和
３年度から新たに研修制度を創設し
て新規就農者を募集している。複合
作物の取り組みによる所得向上や産
地づくりを目指したい」と話しまし
た。
２５

◀秋山教育長へ手渡
しました
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ホーマックニコットで
青果物の販売・生産資材の取扱いが
始まりました！

ＪＡ秋田しんせいとＤＣＭニコット㈱は令和 ２ 年１２月に商品取引基本契約を
締結いたしました。ＪＡは、令和 ２ 年度の経営計画において「地産地消の拡大」、
令和 ３ 年度からの第 ９ 次中期総合 ３ か年経営計画においても「農と食の応援団の
増加」を目標として掲げており、地域の皆さまにより一層「食べて応援」してい
ただけるよう取り組んでおります。
３ 月 ９ 日から管内のホーマックニコット ３ 店舗で青果物の販売が始まりました。
管内産のぶなしめじや菌床しいたけ、タラの芽
が店頭に並び、販売開始当日に売り切れになるなど好
評をいただいております。今後も生産に応じてア
スパラガスやミニトマトなどの品目の取り扱いを
検討しております。 ４ 月 １ 日からは、岩城店にお
いてＪＡ生産資材の取り扱いも開始しました。
３／１８ 小松組合長（左）とＤＣＭニコット㈱氏家智社長が
意見交換を行いました

管内産

青

果

物

ホーマックニコット

岩城店・由利前郷店・鳥海店

小商圏型ホームコンビニを展開する

ＤＣＭニコット㈱
（本社

札幌市）

ＤＣＭニコットは「小さ
なまちに大きな便利を届
けます」の経営方針のも
と、商業過疎地において
も普段使う品が全て揃う
便利を届けるべく、生活
用品、道具、資材、衣料、
食料品を販売し、ホーム
センターとコンビニ双方
の機能を提供しています。

Ｊ Ａ 生 産 資 材
ホーマックニコット

岩城店

のぼりが
目印です☆

❶当用でちょっとほしいときに「営業時間が長い」
土曜・日曜も営業
営業時間 ９：００～２０：００（令和 ３ 年 ３ 月現在）
取り扱い青果物（令和 ３ 年 ３ 月現在）

ぶなしめじ、菌床しいたけ、タラの芽

皆さまに「食べて応援」していただけると幸いです！

ＪＡ秋田しんせい

小松忠彦組合長
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ニコットさんとの取引により地産地消が拡
大し、管内の消費者の皆さまに当ＪＡの農
家が作った農畜産物を今まで以上に食べて
いただき、管内農業の応援団になってもら
えると嬉しいです。生産資材の取り扱いに
ついては、組合員の皆さまに生産資材を買
いに行ったついでに食料品や生活用品も買
える便利さを感じていただけたら幸いです。

❷ＪＡ生産資材を買いに行ったついでに
「食品・生活用品」も買うことができます
●日頃人気のある肥料を中心に取り扱いを開始します。
●ニコット店舗での「ＪＡ未収金口座」のご利用はできま
せんのでご注意ください。
ご購入いただいた方から「地元の農協の
マークがあれば安心して買うよ！」とお話
していただきました。地域のお客さまがＪ
Ａの野菜を信頼している証だと感じていま
す。お互い地域密着を掲げており、地域の
皆さまの利便性を高め、より愛される取り
組みを一緒に行っていければと考えており
ます。

ホーマックニコット
由利前郷店・岩城店

谷川家基店長

空きハウスを有効活用
生涯現役で農業に取り組む

中央部エリア（本荘地区）

渡会

利男（わたらい

昭和１８年 ３ 月１１日生まれ
専業農家

としお）さん

７８歳

【経営面積】
ブロッコリー（ハウス） ２００坪
ミニトマト ２７０坪
稲作 １．４㌶
畑作 ４０㌃（カボチャ・ジャガイモ・ブロッコリー）
好きな言葉◉為せば成る、為さねば成らぬ何事も
趣味◉ドライブ（産直めぐり）
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空きハウスを活用
私は農家の長男に生まれ、農業

で栽培できています。寒さにも強

する必要がほとんどなく、無農薬

冬場は虫自体がいないので対策を

すね。

できるよう品質向上に努めたいで

り良い、おいしいブロッコリーが

いためオススメの品目です。

農業が当たり前

令和３年度より、ハウスでブ

ロッコリーを栽培したことで、感

覚をつかめたので、他の品目を作

歳で就農しまし
また、ブロッコリーは主枝の頂

付けしていた露地でも栽培してみ

高校を卒業後、
た。やりたいことは他にもありま
点につく「頂花蕾」というつぼみ

その後は兼業しながら農家を続

ため作業効率も良く、気に入って

ら１個を収穫します。一回で済む

伝ってくれていることで人手に余

また、昨年から妻が農作業を手

け、平成

栽培の流れ

使っていたハウスがあると聞いて、 います。
何か施設園芸ができないかと思い、
ミニトマトの栽培を始めました。

ウレン草のハウス栽培も考えてい

ます。

年

トマトに合わせています。収穫が

で当たり前にやることになってい

近くがたち、
農業は普段の生活の上

歳から農業に取り組んで

空きハウスを活用できないかと考

終わる９月頃にブロッコリーの種

私は、栽培スケジュールをミニ

えるようになりました。一人で管

トの植え付けが始まる４月頃に後
片付けまでの作業が終わるよう調
整しています。

で農業を頑張っていきたいですね。

ます。健康でいるためにも生涯現役

令和元年度から栽培しています。

越冬型のメリット

ただ、次回は直播ではなく育苗

しています。手間はかかりますが、

露地のブロッコリー栽培と比べ

害が発生しにくいのが特長です。

生育が揃い、収量や品質の向上が

してからの定植へ切り替えを予定

ブロッコリーはキャベツと同じア

見込めるためです。

て、ハウスで栽培する越冬型は虫

ブラナ科で、蝶や蛾の幼虫類によ

食べてくれる人たちを想い、よ

▲風雪対策のため渡会さんが設置した補強鉄骨

が楽と聞いたブロッコリーに決定。 月にかけて行うことで、ミニトマ

を直播きして、収穫を２月から３

６０

理できる品目に絞って探し、作業

栽培を続けるうちに、収穫後の

裕ができたため、来年度からはホ

年頃、親せきが以前

ちょうからい

したが、当時は長男が家を継ぐこ

ようと考えています。

青々と育ったブロッコリー▶

を収穫するため、基本的に１株か

▲手製のかん水装置

とが当たり前の時代でした。

１９

る被害が発生しやすい野菜ですが、

09

１９

２２

２０℃～３０℃
２５℃以下
５ ℃以上
１５℃～２０℃
５ ℃以上
寒くない限りビニールハ
ウスを開放し、苗を外気
に慣らす。
※中苗は稚苗と比べハウスに置く期間が長くなりますので、苗丈が伸び
すぎないよう温度管理は若干低めで行ってください。
３．５葉期

７４４，８８５円

３２，９０３円

去

勢

２３３頭

３３４㎏

８１９，２２６円

５５，３７７円

合

計

３７０頭

３２３㎏

７９１，７００円

５１，８１２円

生産者

１ 紀多福 美国桜 安福久 １１９㎝ ２９６日 ３４７㎏ １，０６８，１００円

㈲玉米牧場
（東由利）

２ 福之姫 安福久 勝忠平 １２１㎝ ２８６日 ３３３㎏

９９０，０００円

佐々木善永
（東由利）

３ 百合茂 安福久 勝忠平 １１８㎝ ３１２日 ３１７㎏

９６５，８００円

佐々木一郎
（矢 島）

営農経済部 畜産振興課

公成

加藤

お問い合わせ

美
照

畑山 吉基
津
美国桜 勝忠平 １２０㎝ ３０１日 ３７０㎏ １，１４８，４００円
（東由利）
重

３

美
照

津
㈲玉米牧場
隆之国 安福久 １２２㎝ ２９０日 ３６６㎏ １，１２５，３００円
（東由利）
重

0184-27-1601

２

新や導入などの一定の需要がある
ことから大幅な下落は考えにくい
ですが、令和２年度同様の価格変
動があると予想されます。
また、春作業が始まる時期です
が、牛の事故が増加する時期でも
あります。事故は経済的・精神的
に大きな痛手になりますので、子
牛の事故は絶対起こさないように
しましょう。
早期発見、早期治療により、
万一の場合でも子牛への影響を最
小限にとどめ、所得の向上を図り
ましょう。

金一
荘）

須藤
（本

１ 福之姫 安福久 平茂晴 １２０㎝ ２８４日 ３６８㎏ １，２２１，０００円

生産者

あきた総合家畜市場ニュース

３０４㎏

0184-27-1601

お問い合わせ

です。ベタ張り除去が遅れると、
出た芽が日焼けする原因になりま
すのでご注意ください。
また、覆土が持ち上がる場合は、
覆土下の芽長を確認し、適切なタ
イミングで被覆資材を除去して土
落としを行いましょう。籾が露出
した場合は覆土してください。

１３７頭

令和２年度最後の３月家畜市場
は、全体平均価格が前月と比べて
高値になりました。
令和２年度は新型コロナウイル
スの影響により、各種イベントの
中止や緊急事態宣言により価格が
乱高下した年でした。
しかし、あきた総合家畜市場に
おいては、大幅な価格の下落はな
く、令和２年４月市場が最安値で、
令和３年３月に最高値がつく結果
となりました。
今後の子牛価格については、更

前回対比

米穀課

伊藤

●ビニールハウスについて
悪天候でも気温が高ければハウ
ス内は高温になります。高温が予
測される場合は、午前中にビニー
ルハウスを開放し、適切な温度を
保ちましょう。特に新しいビニー
ルは日光を通しやすいため、遮光
資材等を使用して高温対策を行っ
てください。

平均価格

早人

営農経済部

●病害虫防除について
苗立枯れ病を始めとする育苗期
病害の防除と本田での病害虫防除
のため、箱処理剤は規定量がきち
んと入るよう、床土混和や均一散
布を行ってください。特にいもち
病には注意してください。
箱処理剤は品目によって使用方
法が異なります。登録内容をよく
確認し、間違った使い方をしない
ようご注意ください。

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 ３ 月 ９ 日

●育苗について
令和３年産に向けて播種作業が
始まります。育苗管理は生育に大
きく影響するため、健苗育成に努
めましょう。
特に近年は春先の気象変動が大
きく、気温も日によって大きく異
なる場合があるため管理を徹底し
ましょう。
ベタ張りをはがすタイミングは
播種量ごとの出芽長に達したとき

２０℃～３０℃
２０℃～２５℃
１０℃～１２℃
１５℃～２０℃
５ ℃以上
昼
１．５葉期まで
夜
昼
２．５葉期まで
夜

価格

母の父 母の祖父 体高 日齢 体重

父

去勢

播種量１００㌘～１１０㌘／箱
育苗日数３２日以内（中苗）
出芽期

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

播種量１３０㌘～１５０㌘／箱
育苗日数２７日以内（稚苗）
温度管理

時間帯

◆温度管理
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営農振興
営農振興課

内容確認

●料金について
基本料金は年間５万５０００円
（税込）です。畜産農業や果樹農
業、消費税本則課税の会計記帳代
行をお申込みの場合は、別途加算
料金が発生します。
また、ソリマチ農業簿記ソフト
をお持ちの方には、購買・販売信
用事業の取引情報を年間８８００
円（税込）で提供いたします。

お問い合わせ

※詳細は、４月号外務資料として配
布してある「ＪＡが農業の決算書
作成を代行します」をご覧くださ
い。

園芸

園芸販売課

スナップエンドウを栽培
してみませんか？

スナップエンドウは、初めての

方でも栽培がしやすく、面積が小

さくても収量をある程度見込める
品目です。

また、収穫期間が約２か月と短

いため、他品目と複合して栽培す
ることが可能です。

スナップエンドウの作型は、春

●栽培のポイント

型・秋型・越冬型の３種類があり
月から

月、越冬型は４月か

ます。春型は６月から７月、秋型
は

スナップエンドウは寒さに強く、

ら５月にかけて収穫が可能です。

冬越しが可能な品目です。越冬ス

ナップエンドウは、ミニトマトハ

ウスなど既存の施設を活用して栽

型

業

夏

内

型

慶太

本間

越冬型

容

0184-27-1601

お問い合わせ

播種・定植

収穫

培しており、病害虫も春夏栽培と

また、ＪＡでは県内で唯一ス

比べ少ないのが特長です。

ナップエンドウの共同選果を行っ

ており、収穫調整作業を簡略化で

春

播種・定植

作

営農経済部 園芸販売課

播種・定植

収穫

土づくり

２月
上 下

１月
上 下

１２月
上 下

１１月
上 下

１０月
上 下

0184-27-1601

●「ソ
 リマチ農業簿記ソフト」の
特徴
①農業
 特有の勘定科目が登録済で
操作が簡単
②固定
 資産の登録で減価償却費、
育成資産等が自動計算され、資
産管理が可能
③入力
 した仕訳が転記・集計され、
自動で決算資料作成が可能
④電子帳簿保存に対応
⑤ソリ
 マチクラブ会員には、消費
税改正などの法令改正に対応し
たソフトを提供
⑥ＪＡ
 との取引内容を一括取込み
が可能

きます。

興味のある方は、お気軽に園芸
販売課までご連絡ください。

収穫

土づくり

１１

９月
上 下

８月
上 下

７月
上 下

６月
上 下

５月
上 下

４月
上 下

３月
上 下

品種名

決算書等の記帳結果
を利用者へ提供
ＪＡ開催
税理士による
税務相談会

確定申告

・農業簿記システム
⇒ＪＡが入力、修正
・ＪＡ以外の取引
・現金取引
⇒出納帳へ記入

１０

会計記帳代行のすすめ

・ＪＡとの取引を自動仕訳

資料を提出

ＪＡ
・ＪＡとの取引
⇒自動仕訳したものを毎月確認

営農経済部 営農振興課
係長 原田 和宏
※ご購入いただいた方には、ソリマ
チ農業簿記操作・入力研修会のご
案内を送付いたします。
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利用者（組合員）

ＪＡでは、農家の記帳・経理事
務等の軽減を図るとともに、複式
簿記記帳による経営の把握をすす
め、農業経営の改善・合理化を図
るための経営支援を目的として、
会計の記帳代行を実施しておりま
す。ぜひご利用ください。

■会計記帳代行イメージ

◎作業スケジュール

ＪＡくらしの活動
デイサービスセンター

【泉の里】について

時間短縮利用にも柔軟に対応し
ております。
❶こんなことを目的としています
介護が必要な方が住み慣れた地
域・自宅で過ごし、ご家族の介護
負担を軽減できるようサポートい
たします。
また、元気な方には現在の身体
機能の維持、向上につながるよう
サポートいたします。

❸ＪＡらしさ
・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
・ＪＡ
 の事業とコラボレーション
したレクリエーションの開催
・Ａコ
 ープ移動販売車と連携し、
安全にお買い物が楽しめる

ＪＡ介護保険事業所より

■デイサービスセンター「泉の
里」概要
【一日の利用定員】
名
【営業日】
年中無休
（ 月 日～１月３日を除く）
【営業時間】
９時 分～ 時 分
１５

❷きめ細かなサポート
・利用
 者の状態に合わせて入浴方
法を変更することが可能です
・利用
 者一人一人に合わせたサー
ビスの提供をいたします

お問い合わせ

❹担当者から一言
新型コロナウイルスの流行によ
り、さまざまなイベントが開催で
きずにおりました。今後は万全の
感染対策の上、少しずつイベント
を開催し、皆さまに楽しんでいた
だきたいと思います。
また、Ａコープの移動販売車と
連携を図り、買い物が困難な方に
も安全に買い物が出来るように対
応しています。皆さまぜひ、ご利
用ください。

お問い合わせ

0184-74-6020

❹私たちにご相談ください！
経営に対する悩み、課題につい
ては私たちにお任せください。
ぜひ、お気軽にご相談ください。

❸豪雪被害農家へ支援活動
豪雪によりパイプハウスが被害
に遭われた農家の方々へ、経営支
援・労働力支援を行いました。農
業再生産に向けた手助けをするべ
く、今後も支援活動を継続してま
いります。

した。
今後も営農管理の効率化や経営
分析のシステム等、様々な情報を
ご提供してまいります。

雪害からの
復旧支援へ
出動

「農業経営支援室」は、高度化
する経営の悩み、課題に対応する
べく立ち上げられました。ＪＡの
総合事業という力を発揮し、各部
署、関係各所と連携して皆さまに
的確なソリューションを提供して
まいります。３月１日に設置され
てからの約１か月間の活動をご紹
介します。

❶農家訪問
農家の皆さまの悩み、課題を把
握すべく、農家訪問を実施しまし
た。約１か月で 件の農家を訪問
しました。
訪問では、経営の現況、今後の
予定、豪雪被害の有無などをお聞
きし、当室の役割についてお話し
しました。今後は各種クラウドシ
ステム導入による経営支援を柱に、
的確なソリューションを提案して
まいります。
❷法人連絡協議会開催
３月 日、農業法人向けに連絡
協議会を開催しました。 名の組
合員が参加しました。
ＪＡ全農あきた営農支援課によ
る農業クラウドサービスの説明や
各関係機関の方々による情報提供
が行われ、参加者は理解を深めま
２９

農業経営支援室

●携帯電話番号
渡部（営農担当）：
０８０－９５７８－５２５７
佐藤（融資担当）：
０８０－８７２２－１１９９
小松（補助事業担当）：
０８０－６０５７－５６８１
斉藤（アプリケーション担当）：
０８０－２１０２－７７５０
佐々木（融資担当）：
０８０－２３４８－７５３７
山野：０８０－２８４９－４０７４

活動中
６１

経営管理部 福祉事業所

0184-27-1698

▲３ 月３１日に由利高校民謡部の皆
さんが慰問公演に訪れました

農業経営
支援室
２２

１６

福祉

１２

１５

２９

ＪＡ の
３０
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４ 月から支店の体制が変わりました！
金融共済店舗の再編について
店舗の再編は、ＪＡを取り巻く経営環境が大きく変化する中で、ＪＡ本来の使命である利用者の皆さまの負託
に応えられるよう、店舗を縮小しながらも可能な限り支店を残し、地域の利便性を確保するために実施するもの
です。統括支店の機能を発揮することでエリア内の運営意識を高め、ローコストな事業運営の定着を目指します。

統括支店

一般支店

効率化支店

信用事業特化支店

4支店

3支店

５支店

2支店

本荘支店、大内支店
矢島支店、象潟支店

本荘中央支店、由利支店
仁賀保支店

東由利支店、西目支店
岩城支店、鳥海支店、金浦支店

上川大内支店、笹子支店

貯金・為替
Change

共

済

信用事業特化支店を除く支店で契約、 異動、 請求、 満期手続き等といった各種のお手続きが可能です。

融

Change

資

融資取次

集約配置した融資担当者へ相談内容を取り次ぎます。

融資担当者を集約配置し、組合
員の皆さまへ効率的に相談機能
を提供してまいります。

NEW

遠隔相談システムの導入

遠隔相談システムを設置し、遠隔地であっても専門的な相談に対応できる態勢を構築します。

NEW

昼休業導入

午前中営業

１１：３０～１２：３０まで
窓口業務を休業いたします。

８ ：３０～１２：３０までの営業

※ＡＴＭはこれまで通り稼働しております

店舗再編に関するＱ＆Ａ

「来店予約」が便利です

Ｑ１． 上川大内・笹子支店では共済の相談は出来ないの？
共済業務は行いません。契約・異動・請求・満期手続など
の各種お手続きは、他の支店にてお願いいたします。
また、渉外担当者が年間を通して訪問活動を行っておりま
すのでお気軽にお声掛けください。

Ｑ２． 「遠隔相談システム」とは？
パソコンを活用してテレビ電話で相談出
来るシステムです。融資や年金、相続など
専門的な内容を相談できます。

ご来店の際、長時間お待ちいただくことのないように、あ
らかじめご連絡いただき「来店予約」することをおすすめい
たします。
【来店予約について】
・ご来店予定の店舗にて承ります
・お電話または窓口にてご用命ください
【対象のお取引】
❖新規口座開設
❖各種ご変更（住所変更や口座名義変更等）
❖相続に関する手続き
❖年金に関する手続き
など
※ご予約いただいているお客様を優先的にご案内等させていただきます

ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
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今月は外来全科の受付スケジュール表を掲載いたしました。由利組合総合病院を受
診の際はご参考ください。

由利組合総合病院 外来受付スケジュール表
科

名

受付スケジュール（※新患受付 ８：００～）

特

殊

診

療

Ａブロック
Ｂブロック

科

月曜日～金曜日

化学療法クリニック
（月・水・木曜日）
腫瘍内科（毎週月曜日）
食道外来（月曜日隔週）
７：００～１１：００ （一部予約制）
乳腺・甲状腺クリニック
（火曜日）
小児外科クリニック
（第2・第４金曜日）
ストーマ外来・緩和ケア外来（予約制）

泌 尿 器 科

月曜日～金曜日

７：００～１１：００ （一部予約制）

歯科口腔外科

完全予約制
月・水～金曜日 ７：００～１１：００（一部予約制）
脊椎専門外来（火曜日・予約制）
火曜日 予約・新患・急患・薬のみ
月曜日～金曜日 ７：００～１０：３０（一部予約制）
火・金曜日 ７：００～１１：００
ペースメーカークリニック
木曜日 予約 ・ 薬のみ ※新患は火・金のみ
（毎週木曜日）
月・水曜日 休診
他院・他科からの紹介の方のみ
予防接種
（火曜日）
育児相談
（月曜日）
腎臓クリニック
（第２木曜日）
血液クリニック
（最終木曜日）
月曜日～金曜日 ７：００～１１：００
心臓クリニック
（第２・４・５金曜日）
内分泌クリニック（偶数月⇒第２・４水曜日）
内分泌クリニック（奇数月⇒第２水曜日）
脳神経クリニック
（第３月曜日）
月・水・金曜日 ７：００～１５：００（４０名まで）
火曜日
７：００～１５：００（２５名まで）
木曜日 休診
（診察１３：００～）
母乳育児外来
（月～金曜日）
※ＨＰＶワクチン接種希望の方
は毎週月・火曜日１６：００～診
月・火・水・金曜日 ７：００～１１：００
察・接種ができます。
（予約制）
木曜日
７：００～１０：３０
※風 疹ワクチン接種希望の方
は診察後の予約となるため
一度診察が必要です。

外

整 形 外 科
脳神経外科
心
臓
血 管 外 科
リハビリ/放射線科

Ｃブロック

小

児

科

皮

膚

科

産 婦 人 科

Ｄブロック

内

科

神 経 内 科

Ｅブロック

消化器内科
糖尿病代謝内科
循環器内科

Ｆブロック

眼

科

月～金曜日 ７：００～１１：００（一部予約制）
※健康診断（入社用等） 受付１０：３０まで
火曜日（指定日）７：００～１１：００（新患１日 ２ 名まで）

在宅腹膜灌流クリニック
（第２・４木曜日）
ストーマ外来（予約制）

ＴＥＬ
㈹ ０１８４－２７－１２００
ホームページ
http://www.yuri-hospital.
honjo.akita.jp/

月～金曜日 ７：００～ ３０名になり次第終了
※予約・予約外・新患含め３０名になり次第終了
月・木曜日 休診
火曜日
７ ：００～１１：００ 完全予約制
水・金曜日 ７ ：００～１１：００（新患１日 ２ 名まで）
月曜日～金曜日 ７：００～１１：００
火・金曜日 ７：００～１１：００ 通常受付・予約
※通常受付は早くても１１：００以降の診察となります
月・水・木曜日 予約・薬
月曜日～木曜日 ７：００～１１：００
金曜日 ８：００～１０：００（新患・急患のみ）

特殊外来（火曜日）
学童外来（月曜日）

精

月曜日～金曜日（再来） ７：００～１１：００
＊新患 ８：００～１０：３０（新患 １ 日 ２ 名まで）

デイケア（月・水・木曜日）
心理療法（予約制）

科

由利組合総合病院

神経内科指定日につきま
しては毎月変更あります。
各科スケジュールにてご
確認ください。

耳鼻咽喉科
神

由利組合総合病院
外来診療のご案内

※「各科受付スケジュール」に、特に時間帯の記載のない曜日は１１時までの受付です。
（休 診 日）
……毎週土・日曜日、祝日、 ８ 月１４日、１２月３０日から １ 月 ３ 日。
（救 急 外 来）
……休診日・診療時間外の救急患者については、随時診療いたします。
（再来受付機）
……午前 ７ 時より稼働します。（院外設置は午前７時～１０時まで）
（新 患 受 付）
……各科新患の方は、午前 ８ 時より新患受付で受付します。
（特殊クリニック等）……表の特殊診療欄に掲載しているクリニック等の詳細は各科外来にお尋ねください。
（担 当 医 師）
……出張などの都合により診察日・外来診療医師が変更になる場合がありますのでご了承ください。
※スケジュール表は当院ホームページでもご覧になれます。
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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。

タラの芽
タラの芽には、カリウムと葉酸が多く

含まれています。

カリウムには、体内のナトリウムを体

外に排出する効果があり、高血圧の予防

や改善に効果があるとされています。

また、葉酸はビタミンＢ群のひとつで

血液を作る働きがあり、貧血を予防する

効果があるとされています。

Ａｇ
ｒ
ｉ
・Ｆｏｏｄ未来企画課

酒蒸しにすると、タラの芽が
天ぷらよりほろ苦く感じます。
お酒のおつまみにピッタリで
す！

タラの芽とアサリの酒蒸し
◉材料（ ４ 人分）

◉作り方

タラの芽……………… ８ 個
アサリ……………… ２００㌘
ショウガ………………適量
酒…………………⅓カップ
しょうゆ…………小さじ １

①アサリは砂抜きし、殻同士をこすり合
わせるようにして洗い、水気を切って
おく。
②タラの芽は根元の硬い部分（はかま）
を包丁でそぐようにむいておく。
③フライパンにアサリとタラの芽を入れ
て酒を加える。フタをして中火にかけ、
５ 分ほど蒸す。
④アサリを何回かひっくり返し、口が開
いたら、ショウガとしょうゆを加え、
さっと混ぜたら出来上がり。

バターを加えて
和風パスタにし
てもおいしいで
すよ♪
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り、早速食べてみようと思

けうどん、米粉うどんを知

代

日に頑張ろう。

象潟

しい限りです。

満塁ホームランさん

西目

代

代

前の年齢になり、うらやま

力がなく、早起きが当たり

春眠暁を覚えず。もはや体

………………………………

Ｓ・Ｙ さん

代

む、心もはずむ。明るい明

春、春。明るく気持ちはず

………………………………

孫かわいい さん

生活を送りたいものです。

思

先日、秋田からの帰り道、青空の下
いました。

………………………………

ミミコ

ず」です。十分に眠って免疫力Ｕ
Ｐ！

…………………………………………

我が家の梅の木は、今年の大雪で折

仁賀保

Ｒ さん

代

出てきました。春もあと少しかな♪

れた枝もありましたが、やっと蕾が
代

…………………………………………

コットン・リリ さん

米をいただきました。試験前日に食

…………………………………………

べてから入試に挑みました。まだ結

我が家の受験生もＪＡから合格祈願
デビューかも…。り）

（私も先日、くしゃみが出て、目が

…………………………………………

果は分かりませんが、合格していま

代

花壇の隅っこ、日陰でも福寿草が咲

佐藤 さん

すよーに！

りがとうございます。合格していた

（合格祈願米を食べていただき、あ

本荘
…………………………………………

らぜひ教えてくださいね！

代

知っておきたい感染症対策…助かり

キしながらお待ちしております☆

佐藤ルミ子 さん

ます。壁に貼っていつでも目に入る

ドキド
ようにしました。新型コロナパンデ

な）
しい生活様式を守りながら、日々の

ミックから一年が過ぎましたが、新

金浦

きました。今年は特に癒されます。

かゆくなりました。とうとう花粉症

金浦

しゃみが止まりません。

暖かくなったのはいいですが、く

仁賀保

Ｐ．Ｎ

象潟

１０年

庭うどんをはじめ、本荘う

東日本大震災から

どんやゆり根うどんなども
おいしいです。県外の知人
に送ってとても喜ばれてい
ます。広報誌ウインズ３月

に真っ白な鳥海山がくっきり！
本荘

号のトピックスで、しいた

わず大きな声で秋田県民歌を歌いま

暦の上では春なのに、家の

代

…………………………………………
周りにはまだ雪の山が。そ

康子 さん 

友達から、今年初めて「ばっけみ

の雪もまもなく消え、芽吹

斉藤

そ」をいただきました。やっぱり旬

きの季節がやってきます。雪が消え

代

した。気持ちよかったよ～♪
春うらら♪ さん

の味でした。翌日、早速取りに行き、

岩城

たくさん採ってばっけみそを作り、

ると同時に、農作業の始まりです。
ロッカスやスイセン、そしてクリス

庭では、雪の中でも紅梅が咲き、ク
マスローズももうすぐ咲きそうです。

代

…………………………………………

阿部チヨ子 さん

冷凍保存しています。

秋田はうどんの県で有名ですよね！

代

…………………………

畑山津美子 さん

東由利

いよいよ農作業が始ま
りますね。今年もおい
しいお米が出来るよう

代

にサポートを頑張りま
す！
ポンポコ さん

６０

７０

４０

６０

３０

由利
…………………………
やっと春めいてきまし
たね！ 寒さで目覚め
ることもなく、ぬくぬ
くしたお布団の中で、
まさに「春眠暁を覚え

６０

Ｐ．Ｎ

Ｐ．Ｎ

Ｐ．Ｎ

Ｐ．Ｎ

７０
４０

６０

西目

東日本大震災から
１０年が経ちました
。避
難の大切さ、支え
あいへの感謝、教
訓を
伝える意義を忘れ
ずに生活したいと
思い
ます。
西目 Ｐ．Ｎ ゴール
ドさん
４０代
６０

我が家はうどん大好き一家です。稲

いし
ブに行きたい。お
春が来た、ドライ
。
す
食べたいで
いものをたくさん
３０代
さん
の
岩城 Ｐ．Ｎ やい

Ｐ．Ｎ

４０

７０

２０

Ｐ．Ｎ

Ｐ．Ｎ

Ｐ．Ｎ

春が来た
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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

ヨコのカギ

０７
０９
１１
１２
１４

０２
０３
０４
０６
０８
１０
１３

０２
０５

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
１６
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 ３ 年 ４ 月２６日（月）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の加工品を差し上げます。

発表

当選者は ５ 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
２０
２１

お稲荷さんのお使いです
小さな子どもに読み聞かせること
も
一を聞いて――を知る
ひいて木を切ります
赤、白、八丁といえば
授業が始まる前に鳴ります
４ 月 １ 日のエイプリルフールには
ついてもいいとか
金太郎は長じて坂田――となりま
した
にっこりするとへこみます
精製してガソリンを作ります
日光市の景勝地の一つ、――の滝

３

月号のこたえ

０１

１５
１７
１９

東京の桜の名所。西郷隆盛像があ
ります
ランチュウやコメットはこの一種
ドライバーで締めたり外したり
威力があって速い球のこと
ムジュンのムが表す物
矢をつがえます
スマホの検索――を削除した
うずら豆は、――豆の品種の一つ
です
靴を数えるときに使う言葉
１０００㎏は １ ――です
漢字で書くと木瓜。美しい花が咲
く植物です

正解は

シ ユ ン ミ ン でした。

◆特別賞（地産地消商品）
須藤 宏美さん （象 潟）
◆ＪＡ全国共通商品券（２，０００円分）
阿部美也子さん （金 浦）
半田千恵子さん （本 荘）
今野 豊一さん （岩 城）
笹川 智明さん （仁賀保）
堀
克弘さん （大 内）
佐藤 裕子さん （西 目）
佐藤ケイ子さん （由 利）
Ｐ．Ｎ きざくらさん （東由利）
◇応募総数 １２３通 三浦 絹子さん （矢 島）
黒木 良孝さん （鳥 海）

今月の苦労すパズルから
当選内容が変わります！！
地産地消「特別賞」

１名

秋田由利牛など地域の特産品をプレゼント！

地産地消「大賞」

３名

ＪＡで開発した、しいたけ・米粉うどん
などの加工品をプレゼント！

電話

□トピックス □NewFace
□Answer’s □エリアニュース
□ＤＣＭニコット㈱と取引が始まりました！
□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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地産地消賞

７名

ＪＡで開発した、ひとめぼれ・あきたこ
まちのご飯パックなどの加工品をプレゼ
ント！

次回もご応募お待ちしております！

※画像はイメージで
す。実際の当選商
品と異なる場合が
ございます

組合員・利用者の皆様へ
貯金通帳コメント入力のサービス終了のお知らせ
当ＪＡでは現在お客様の依頼にもとづき、入金・出金
伝票の「備考」欄に、ご記入いただいた文言を通帳へ表
示しておりますが、お客様の待ち時間短縮のため令和 ３
年 ４ 月末をもちまして、当サービスを終了させていただ
きます。
※振込・共済・公共料金等の摘要は、引き続き表示され
ます。
当取扱い終了により、窓口事務の迅速化を図り、待ち
時間の短縮に努めてまいりますので、ご理解とご協力を
お願い申し上げます。

組合員・利用者の皆様へ
支店窓口営業時間変更のお知らせ
日頃より当ＪＡ事業をご利用いただき、誠にありがと
うございます。
令和 ３ 年 ５ 月 ６ 日（木）より、下記 ４ 支店の窓口営業時
間を次のとおり変更いたします。何卒、ご理解とご協力
をお願い申し上げます。
【対象店舗】本荘支店・西目支店・象潟支店・金浦支店
【実施時期】令和 ３ 年 ５ 月 ６ 日（木）から
【窓口営業時間】
９ ：００～１５：００（変更前 ８ ：３０～１５：００）
※ＡＴＭの営業時間は変更ありません。
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行事予定

理事会報告

4

第３２６回

理事会

開催日：令和 ３ 年 ３ 月２６日（金）

議事
議案第 １ 号 年度末賞与の支給について
議案第 ２ 号 第２４回通常総代会の開催について
議案第 ３ 号 総代選挙の実施について
議案第 ４ 号 職員給与規程の一部変更について
議案第 ５ 号 米穀共同計算委員会委員の選任について
議案第 ６ 号 令和 ３ 年度内部監査計画について
議案第 ７ 号 当組合における取引のリスク評価書の見直しについて
議案第 ８ 号 第 ９ 次中期総合 ３ か年経営計画について
議案第 ９ 号 第２５年度事業計画について
議案第１０号 令和 ３ 年度販売手数料の設定について
議案第１１号 令和 ３ 年度ＪＡ施設利用料金について
議案第１２号 令和 ３ 年度園芸品目共選料、予冷料等の設定について
議案第１３号 令和 ３ 年度農業機械整備料金について
議案第１４号 令和 ３ 年度水田活用米穀の取組みについて
議案第１５号 令和 ３ 年度余裕金の運用方針と運用方法について
議案第１６号 令和 ３ 年度借入金の最高限度額の設定について
議案第１７号 令和 ３ 年度貸付金利率の最高限度の設定について
議案第１８号 令和 ３ 年度信用の供与等の最高限度額の設定について
議案第１９号 子会社の経営計画について
議案第２０号 大口資金の貸付について
議案第２１号 令和 ２ 年度決算処理方針について
議案第２２号 ニコットとの覚書の締結について
議案第２３号 秋田県農協電算センターとの契約書の締結について
議案第２４号 由
 利短期入所生活介護事業所の運営に関する基本協定に係る覚書の締結について
議案第２５号 職員採用方針について
議案第２６号 組合員の資格喪失について

APRIL

３０日（金） 理事会

5
MAY

１１日（火） あきた総合家畜市場
２８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 ３ 年 ２ 月２８日現在
正 組 合 員 数／
１０，１８５人
准 組 合 員 数／
９，１８７人
出
資
金／
５２億６，２１６万円
貯
金／ １，４９５億７７４万円
貸
付
金／ ３４４億６，４３６万円

長期共済保有高／３，７４３億３，５４５万円
購 買 供 給 高／ ２９億４，０４６万円
販
売
高／ １０５億７，７５１万円
（う ち 米）／ ７８億５，８２７万円
（う ち 野 菜）／
４億２，６９４万円

（うち花き・花木）／
（うち林産物）／
（う ち 果 実）／
（うち畜産物）／

４億６，６１５万円
１億７，８８０万円
１，２３９万円
１６億３，４９３万円

金融移動店舗車（ふれあいちょきんぎょ号）令和 ３ 年 ５ 月の運行日程について
営業時間

１ 日（土）

午前 ９ ：３０～１２：００
午後 １ ：３０～ ３ ：００

２ 日（日）

３ 日（月）

４ 日（火）

５ 日（水）

６ 日（木）

７ 日（金）

８ 日（土）

午前 亀田出張所 午前 旧上郷支店
午後 亀 田 駅 前 午後 大 竹 地 区

９ 日（日）

１０日（月）

１１日（火）

１２日（水）

１３日（木）

１４日（金）

１５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 旧上浜支所
午後 旧内越支店 午後 旧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

１６日（日）

１７日（月）

１８日（火）

１９日（水）

２０日（木）

２１日（金）

２２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 旧Ａコープ前郷 午後 旧石沢支店 午後 いわもと会館（亀田）

２３日（日）

２４日（月）

２５日（火）

２６日（水）

２７日（木）

２８日（金）

機器更改のため 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
休業

３０日（日）
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３１日（月）

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

２９日（土）

雪中キャベツ掘りに夢中

こんにちは、ふくちゃんです。
今回は、３月６日に開催された

今月号に掲載した、雪害の被害に遭っ

マスコットキャラクター

今回は、３月６日に開催
した「あぐり体験スクー
ル」を紹介します。

東由利地区の金子拓雄さんの畑で親
子が雪の下キャベツの収穫やだまこづ
くりなどを体験しました。

その後は、ＪＡ女性部東由利支

完成しただま

部の皆さんに手伝ってもらってだ
まこ作りに挑戦！

こ汁とキャベツのサラダは、おい

しくておかわりが出るほど人気
だったよ。

とれたての野菜を味わって、お

思います。

うちでも今日のことを話題にして

農業や食に関心を持ってほしい
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

しても個人としても支援していきたいと

「あぐり体験スクール」に行って

発行●秋田しんせい農業協同組合

きたよ。

雪の下にあるキャベツをＪＡ職
員や地域の方と協力しながら、掘
り出したんだ。
キャベツは雪に埋まると、凍ら
ないように糖分をたくわえるから
甘くなるんだ。とれたてを食べた

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/

ら甘くて、ふくちゃんビックリし

ＪＡ秋田しんせい広報誌

ちゃった♪

［ウインズ］№２８９

も早く春作業に迎えるよう、ＪＡ職員と

創り出そう
｢農」の未来と
｢地域」の未来

を切断したりと、農家の皆さんが一日で

あぐりスクール開催

4

～農業・地域・ＪＡの持続可能性向上に挑む～ 「ふくちゃん」

り

キャッチフレーズ

した。パイプを掘り起こしたり、パイプ

第９次中期総合３か年経営計画

たハウスの撤去作業支援に私も参加しま

88

