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知っておきたい感染症対策
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ＪＡグループ秋田キャッチフレーズ

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！
３月６日にＡＫＴ「ＪＡみどりの広

場」
で放送された「旬 ｔｈｅ Ｃｏｏｋｉｎｇ」

のコーナーに登場した秋田由利牛にち

なんで、牛肉をご紹介します。

良子さん（中）

お の

一年を通して旬な牛肉。脂肪が筋肉

髙橋

の間に細かく網の目のように入ってい

しんこ

眞子さん（右）

たかはし

るものを「霜降り肉」といい、細かい

うめつ

▲東由利女性部：梅津

ほど上質とされています。

牛肉は鮮やかな赤色で、
きめが細かく脂肪が美し
い白か乳白色のものを選
びましょう。

牛 肉

本誌１５ページに
「牛肉」を使ったレシピを
掲載しています！

りょうこ
こ

小野フキ子さん（左）
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稲作・畜産・営農振興・園芸

１２ ＪＡ自己改革への挑戦

今月の表紙

撮影地／ＪＡ本店

２ 月２５日、ＪＡ本店で「高校受験合格祈願神事」を開催しました。詳
しくは裏表紙のふく散歩をご覧ください。
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ＪＡ秋田しんせいの

「うどん」

ぜひ、
て
食べてみ
！
い
くださ

ＪＡ秋田しんせいは、農業者の所得増大と農
産物の販路拡大のために管内で生産された農畜
産物を使った商品開発に取り組んでおります。
今回は １ 月３０日から販売が始まった「しいた
けうどん」「米粉うどん」をご紹介いたします。

Ａコープで販売中！
ＪＡ秋田しんせい産菌床しいたけ使用

ＪＡ秋田しんせい産土づくり実証米使用

しいたけうどん

価格

価格

１袋

（２００ｇ）

ひとめぼれ米粉うどん

３３０円（税抜）

ＪＡ自慢の「菌床しいたけ」を練り込みました。
ソフトなしいたけの風味、しいたけの栄養もプラス
した乾麺です。

１袋

（２００ｇ）

２２０円（税抜）

ＪＡ自慢の「土づくり実証米ひとめぼれ」を米粉
にして練りこんだ乾麺です。ツルツル、滑らかな舌
触りがポイント。

食品ロス削減と所得増大に貢献したい！

デイサービス「泉の里」でも好評！

「しいたけうどん」は、
・食べられるのに形が悪い…
・味も正品と変わりない…
そんな、商品として販売されない“規
格外品”を加工用原料として使用して
います。
規格外品のしいたけを使用することで
食品ロス削減を果たしながら、食べて
農家を応援していただきたいという思
いから商品化されたしいたけうどん。
こだわりがたくさん詰まっていますの
で、ぜひお試しください。

２ 月１８日から、ＪＡのデイサービス「泉の里」で
しいたけうどん、米粉うどんを使った昼食を提供し
ています。利用者からは「ツルツルしていて食べや
すい」「優しい口当たりでたくさん食べられそう」
と好評をいただいております。

Ａコープでご購入いただけます！
■子吉店

■ひがしゆり店

由利本荘市埋田字小館８１－３

由利本荘市東由利老方字畑田３８－１

■おおうち店

■やしま店

由利本荘市大内三川字三川３８

■鳥海店

由利本荘市鳥海町上笹子字堺台１０９－１

由利本荘市矢島町七日町字熊之堂１３１－１

※掲載商品の仕様・価格等は予告なく変更する場合や取扱いを中止する場合もございますのでご了承ください。

ＳＤＧｓに
関わっています
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２
１２

飢餓をゼロに：飢餓に終止符を打ち、食料の安定確保と栄養状態の改善を
達成するとともに、持続可能な農業を推進する
つくる責任 使う責任：持続可能な消費と生産のパターンを確保する
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安心安全な農作物のために
種子について理解深める

女性部と協力し本店に食堂開設
職員に地産地消を呼び掛け
経営管理部

ＪＡは２月 日、職員向けに「女
性部食堂」を開設しました。女性部
と協力し、Ａｇｒｉ・Ｆｏｏｄ未来
企画課が商品化したうどんやうま煮
を提供しました。
メニューは、令和３年１月に発売
の米粉うどんを使用した「肉うど
ん」と秋田由利牛のうま煮がおかず
の「ご飯セット」、特製の「煮卵」
の３つ。
担当者は「今後は女性部が考案し
たレシピも活用しながら、月に一度、
職員に管内の農畜産物を食べる機会
を提供し地産地消を呼び掛けていき
たい」と話しました。

見した際はＪＡにご相談ください。

別金利を設定しておりますので、発

イトの設定や雪害対策支援ローン特

に必要な資材について特別価格、サ

状況が分かる場合があります。復旧

今後、消雪が進むにつれて、被害

助成などの支援を要請しております。

る農業用施設の復旧にかかる費用の

利本荘市へ豪雪・暴風雪被害に対す

１日にはにかほ市、２月２日には由

年度豪雪対策本部」を設置し、２月

忠彦組合長を本部長とする「令和２

ＪＡは、令和３年１月５日に小松

ＪＡ

豪雪・暴風雪被害に対する
支援を要請

２６

営農経済部
Ｊ Ａ は ２ 月 ８ 日、「 食 と 農 を 基 軸
として地域と一体となった協同活動
をすすめる集い」を西目公民館シー
ガルで開催し、種子法廃止と種苗法
改正についてのドキュメンタリー映
画「タネは誰のもの」を上映しまし
た。
小松忠彦組合長は「安心安全な農
作物の生産を持続できるよう注力し
ていきたい」と話しました。
ＪＡ秋田しんせい農政対策本部は、
「 主 要 農 作 物 種 子 法 （ 種 子 法 ）」 の
平成 年４月１日の廃止を受け、種
子条例制定を求め活動しています。

仲間との絆深める
女性部祭「燦燦の集い」
ＪＡ女性部
ＪＡ女性部は２月６日、令和２年
度女性部祭「燦燦の集い」を西目公
民館シーガルで開催しました。女性
部員ら１２８名が参加。
会場には女性部が制作したキーホ
ルダーや衣服、絵画など様々な作品
が展示され、参加者は各地区の女性
部活動の成果に見入っていました。
また、家の光記事活用発表として、
岩城支部の渡辺鉱子さんが「人生一
回転」と題し発表しました。渡辺さ
んは、次回の秋田県家の光大会でＪ
Ａ秋田しんせいの代表として発表し
ます。

▲「食」と「農」の大切さを確認しました
▲自身の半生と加工グループの活動を振り返りました

３０

▼にかほ市へ支援を
要請

▲由利本荘市へ支援
を要請

▲うどんやうま煮は管内のＡコープで
購入できます
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【居宅介護支援事業】
について

⎝⎛

ＪＡ介護保険事業所より

❷事業でできること
利用者が自宅で自立した日常生
活を送ることができるよう支援し
ます。
【例】
・要介
 護認定（要支援の認定を含
む）の申請の代行
・ケアプランの作成
・サー
 ビス提供事業者との連絡調
整

❶こんなことを目的としています
在宅の介護保険利用者が適切な
介護サービスを利用できるように、
ケアマネージャーがケアプラン・
介護サービスの導入を支援します。

福祉

介護保険のサービス計画は、
個々の利用者に合わせて作成しま
す。
利用者ご自身で作成することも
できますが、居宅介護支援事業所
などの担当者が支援いたします。
施設への入所を希望する場合は、
施設をご紹介いたしますので、ぜ
ひご相談ください。

居宅介護支援事業所

経営管理部 福祉事業所
お問い合わせ

0184-27-1698

居宅サービス事業者

利用者の介護保険負
担割合に応じてサー
ビスを利用できます

❶課題の分析
介護支援専門員（以下ケアマネー
ジャー）が利用者の自宅を訪問し、
利用者や家族の現状、今後どのよ
うな生活を送りたいかなどを聞き
取り、課題を分析します。
❷介護サービス計画原案の作成
ケアマネージャーは、利用者が希
望する生活の実現に向けた計画の
原案を作成します。
❸サービス担当者会議の開催
利用者・家族・サービス提供の関
係者が集まり、計画原案について
話し合います。
❹利用者の同意
計画の内容を利用者に説明し、希
望に合っているかを確認します。

自宅で自立した生活を送りたい

【支援の流れ】

ＪＡ の
※介護
 保険施設への申し込みは、
介護給付の対象者ご自身で行う
こともできます。
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■介護給付対
象者の場合
要 介 護
１ ～ ５
⎝⎛

ＪＡくらしの活動

試行錯誤できる農業に魅力
継続的な作業体制目指す

東部エリア（矢島地区）

三浦

綾真（みうら

平成 ２ 年１２月２５日生まれ
専業農家

りょうま）さん
３０歳

【経営面積】
繁殖和牛 ５８頭
乳牛 １１頭
好きな言葉◉継続は力
趣味◉釣り
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私にとって牛は、小さい頃から
産農家を訪問し、技術や知識を学

行い、経験を補うために県外の畜

るよう、牛の観察は毎日欠かさず

いことがあります。変化に気付け

ます。

知識を深めながら経験を重ねてい

の感覚による判別が重要なので、

見逃さないことなどに加え、手先

ぎないことや発情のタイミングを

力です。自分がいいなと思ったこ

で変えることができるところが魅

農家は、作業内容を自分の判断

とをすぐ取り入れられることが農

大規模化を目指して

身近な存在でした。両親が畜産農
んでいます。

農業の可能性

家なので繁忙期には作業を手伝い、
また、分娩の監視、発情の発
見のためＩＣＴ技術を活用した

将来的には、３００頭規模の畜

牛と触れ合っていました。
しかし、農業経営に対してあま
「牛温恵」を導入しています。分

産農家になるのが目標です。規模

業の楽しさですね。

り良いイメージは持っておらず、

娩のタイミングが２回に分けて

ぎゅうおんけい

一般の企業に勤めていました。

ターが買えるなんて、農業って可

「父の年代であんな大きいトラク

肉体的な負担の軽減につながり、

いながら確認できるので精神的・

見ていましたが、導入後は自宅に

業ができるような体制づくりに取

ニュアル化して誰でも継続的な作

そのためにも飼養管理などをマ

で、法人化も視野に入れています。

能性があるんだ」と衝撃を受けま

り組んでいきたいですね。

我が家では、父が家畜人工授精

自家生産牛でコストダウン

とても助かっています。

用トラクターを購入したのを見て、 牛舎内にとどまって母牛の様子を

そんなある時、父が大型の牧草

拡大に向けて新しい畜舎も建設中

就農のきっかけとなったトラクター▶

メールで通知されるため、以前は

▲建設中の牛舎

した。そこで、作業を効率化する
ことで、さらに大規模な畜産経営

年に就農しまし

師と受精卵移植師の資格を持って
おり、優良な飼養牛から採卵した
受精卵を活用することで、受精卵
購入費用のコストダウンを図って

います。両親は、牛の表情や雰囲

授精は私がほとんど担当していま

私も両方の資格を取得し、人工

▲大規模で効率的な経営に向けて頑張っています

ができるのではないかと考え、会
社を退職し平成
た。

牛の変化を見極める
牛は体調管理が重要で、健康に

気などのわずかな違いから、体調

す。受精率の向上には母牛の体調

います。

の変化を見分けることができます

管理が重要です。母牛を太らせ過

育ってくれるよう毎日気をつけて

が、経験の差なのか私は気づけな
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３１

●作業場の清掃をお願いします
４月に入ると、いよいよ令和３
年産に向けての作業が始まります。
稲は苗半作といわれるように、育
苗期の栽培管理がその後の生育に
大きく影響します。
健苗を育成するためには、種子
予措の段階で徹底した衛生管理と
種子管理が重要となりますので、
作業スペースは前年からの残さ等
が無いよう十分に清掃し、清潔な
状態で種子予措を開始してくださ
い。
●種子予措について
❶浸種について
浸種作業は、水温が ℃～ ℃
を確保できる４月から実施してく
ださい。水温が ℃以下での浸種
は、種籾の休眠性が高まり、発芽
に影響が出るので注意が必要です。
浸種期間は、積算温度１００℃
に到達時点で終了とします。浸種
時の水温が高い場合や、浸種期間
が長い場合は発芽が始まる場合が
あるのでご注意ください。
浸種の際に使用する容器は種子
の量に対して大きめのものを使用
します。水量は種子１㌕に対して
３・５㍑が目安です。底が浅い平
底型の容器を使用すると、容器内
の温度ムラが少なくなります。
１０

１０

１５

３２

３０３㎏

７１１，９８２円

２４，９２０円

勢

１９１頭

３２９㎏

７６３，８４９円

５２，０１３円

合

計

３５５頭

３１７㎏

７３９，８８８円

３８，３５０円

金木 慎一
（仁賀保）

２ 美国桜 安福久 平茂勝 １１７㎝ ２７９日 ３２１㎏ ９６６，９００円

麻生
（矢

大地

美
照

良一
利）

２

須藤 好史
勝早桜
美国桜 安福久 １２１㎝ ２９１日 ３９２㎏ １，００５，４００円
（仁賀保）
５

お問い合わせ

きが鈍くなる時期ですが、子牛相
場は更新や導入の需要などで一定
の引き合いがあるため、子牛価格
は回復傾向にあります。
子牛価格が順調な中、子牛の事
故を絶対に起こさないよう、飼養
管理や個々の観察を入念に行いま
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
を最小限にし、所得の向上を図り
ましょう。

１ 諒太郎 義平福 安福久 １２０㎝ ２９５日 ３１２㎏ １，０２１，９００円

７７

去

営農経済部 畜産振興課

１

津
植村
美国桜 安福久 １２６㎝ ２７９日 ３５４㎏ １，０１３，１００円
重
（由

敏喜
島）

あきた総合家畜市場ニュース

生産者

２月市場は、雌・去勢ともに先
月よりも高値となり、全体の平均
価格は 万９８８８円と前月より
３万８３５０円高くなりました。
全国の市場では、前月より価格
が下がった市場もありましたが、
全国平均価格は ～ 万円台と、
高値で取引されています。
例年、２月は大きなイベントが
少なく、牛肉の需要低下により動

１６４頭

お問い合わせ

0184-27-1601

また、浸種時には種籾から発芽
阻害物質が溶出します。適度な酸
素供給も必要ですので２～３日に
１度、水交換をお願いします。病害
等の感染を防ぐため、異なる品種
や消毒方法が違う種籾は、同一容
器での浸種は行わないでください。
❷催芽について
催芽作業を始める前に ～ ℃
の温度で湯通しを行い、種子袋内
部まで温度を均一にすると発芽が
揃いやすくなります。
催芽は水温 ～ ℃で 時間を
目安に行います。ただし、催芽時
の気温等により芽の伸長が早まる
場合がありますので種籾を観察し
ながら、ハトムネ状態で終了して
ください。
芽が長くなると欠損したり、播
種量のバラつきや播きムラの原因
となるので注意してください。品
種により催芽時間に差があります
のでよく観察し、適切なタイミン
グで終了してください。
ハトムネ
状態の種子

前回対比

佐藤

0184-27-1601

佐々木 優
（大 内）

３ 若百合 安福久 平茂勝 １２４㎝ ２９８日 ３５３㎏ １，００３，２００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
佐々木一徳
安福久 百合茂 １１９㎝ ３１２日 ３１５㎏ ９４１，６００円
（西 目）
５

３

７８

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

翔

長田
４０

伸ばしすぎ

家畜市場成績
２０２１年 ２ 月 ９ 日

米穀課
営農経済部

３６

２４

７３

平均体重

雌

頭 数
分
区

３０

正しいハトムネ催芽
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営農振興
営農振興課
青色申告会
税務研修会を開催

令和２年分所得税の確定
申告期限の延長について
申告所得税（及び復興特別所得
税 ）、 贈 与 税 及 び 個 人 事 業 者 の 消

0184-27-1601

日も延長されています。

振替納税を選択している方の振替

及び個人事業者の消費税について、

また、それに伴い、申告所得税

通り延長されています。

限・納付期限については、左記の

習を目的とした税務研修会を開催

質疑・応答

期限】
日（木）

【申告
 所得税・贈与税及び個人事
業者の消費税の申告期限・納付

記の実務を中心に複式簿記につい

令和３年４月

また、事前に質問事項を募り、

日（月）

日（月）

署、または「国税庁ホームペー

※内容
 については一部抜粋したも
のです。詳しくは、所轄の税務

令和３年５月

【申告所得税の振替納税振替日】

令和３年５月

【個人
 事業者の消費税の振替納税
振替日】

て学習しました。

正点や留意点等を確認し、農業簿

研修では、令和２年分申告の改

③その他

②決算・確定申告の実務について

ましについて

①令和２年分の所得税改正のあら

【研修内容】

費税（及び地方消費税）の申告期

日、確定申告に関する学

お問い合わせ

しました。

１月

営農経済部 営農振興課
課長補佐 畠山
修

ジ」などでご確認ください。

園芸

園芸販売課

管内で半促成栽培に取り組んで

植３年目以降の株よりも早く萌芽

株が若いと休眠が浅いので、定

者の参入、規模拡大により面積は

栽培しています。毎年、新規就農

を十分に行いましょう。茎葉が大

では収穫せず、立茎を行い株養成

します。しかし、２年目は６月ま

いる生産者は

増加傾向にあり、既存の空ハウス

事業名：ＪＡ独自支援

今年もＪＡは独自支援を
継続します

タートです。

分できるようになったら収穫ス

へ定植する生産者も増えています。 きくなり、葉が展開、光合成が十

半促成栽培は、２月下旬よりハ

ウス内の保温を開始し、３月中下
旬には収穫可能な作型です。
ほうが

降雪が多い年でしたが、２月に

は気温の上昇も見られ、萌芽開始

時期は例年通りの見込みです。ハ

ウス内でも強い霜にあたると、凍

害や紫色に変色することもあり、

萌芽が早過ぎると収穫できない場

合があります。保温開始時期の見

目：アス
 パラガス（半促成栽

極めが重要です。霜等が心配なと

きは、３月中にハウスを開放して

品

培）

内部の温度を低めにすることで萌

芽を遅らせるのも一つの手段です。

内

雨に当たらずに作業ができ、病

●ハウス栽培の良いところ

の支援

（上限２５０万円、施工
費を除く）

２／

0184-27-1601

お問い合わせ

●露地・半促成共通の定植２年目
は萌芽が早い

もポイントです。

亮

戸蒔

名、５９３１坪で

アスパラガスの半促成栽
培が始まります

営農経済部 園芸販売課

容：圃場造成額１００坪１棟
当たり事業費（税抜）の

気も出にくいので、効率良く管

理・収穫ができます。また、露地

よりも約２ヶ月長く収穫できるの
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１２

１５

２４

３１

講師の方々から回答していただい
て、情報を共有しました。

▲集中して学びました

２６

２５

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
３３
ＪＡ秋田しんせい自己改革の取り組み●

秋田鳥海りんどうの販売拡大、農家の所得向上へ

さらなる産地へ向けた取り組み

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？

産地として生産基盤拡大に向けた支援や単収アッ
プと所得の向上にこだわった指導・提案を行い、生
産者が抱える課題の解決に向けてともに取り組むこ
とで、農家所得の向上と販売の拡大につなげます。

Ａ
園芸販売課
課長 小松 嘉明

❶所得の向上と生産基盤の拡大へ

【平成２８年度から令和 ２ 年度で】
１ 本当たりの単価

７ 円アップ⬆

（ １ 本あたり平成２８年４２円→令和 ２ 年４９円）

販売金額

４，５８８万円アップ⬆

栽培面積

３８７㌃アップ⬆

（平成２８年２億１６９６万円→令和 ２ 年２億６２８４万円）

（平成２８年１，５５１㌃→令和 ２ 年１，９３８㌃）

単収（１０ａあたり）

５，４８７本ダウン⬇

（平成２８年３３，４７５本→令和 ２ 年２７，９８８本）

・老齢株の増加による、立ち本数の減少と品質の低下（段
数の不足、細茎の増加）
・病害虫被害の増加（黒斑病や花腐菌核病の発生）

令和３年度
販売計画

「秋田鳥海りんどう」は、発色
の良さと品質、ボリューム、日持
ちの良さで市場から高い評価を受
けています。
ＪＡでは、花卉集出荷施設稼働
による低温流通体系（コールドチェーン）を活用
することで有利販売を実現。品質の安定と価格の
向上に貢献しました。
また、ＪＡの独自助成や県・市による補助事業
活用を案内することで、圃場造成費の削減につな
がり、栽培面積も拡大しています。

❷令和 ３ 年産の販売計画と対策
出荷本数
目標単収
販売金額

H29

H30

５，７４８千本
１０㌃あたり ３ 万本
２億７，５９０万円

R1

R2

R3
（計画）

【令和 ３ 年度生産に向けた対策】
●基盤の拡大と収穫本数の確保
平坦部での栽培試験圃を設置して基盤の拡大を図
ります。また、改植を提案しながら、株養成のため
残す茎を ３ ・ ４ 本程度に抑えることで、収穫本数を
確保します。
●病気・曲がり対策
殺菌剤、微量要素剤、ホルモン剤などの新資材の
効果を検証する実証圃を設置して栽培農家への情報
提供を行い、品質の向上に努めます。
●販売対策
資材コストの削減につなげるため、試験的に需要
期の大型段ボール出荷に取り組みます。

【トップメッセージ】
市場から高い評価を受ける「秋田鳥海りんどう」の生産基盤拡大に向け、 代表理事組合長
圃場造成へのＪＡ独自支援の継続や労働力の軽減に取り組んでまいります。 小松 忠彦
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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

農業経営支援室
を設置しました

代表理事専務

佐藤

茂良

農業者

の

所得増
農業における高齢化・生産者減少の流れが顕著である中、
大
農業生
産の拡
一方では大規模化が進むと同時に経営の悩み・課題は高度に
大
なってきております。地域の農業が成長していくためには、高度化する
経営の悩みに的確な「ソリューション」を提案し農家・農業の問題解決を手助けしてい
く必要があります。ＪＡには総合事業という強みがあり、その力を発揮することで皆さ
まに的確なソリューションを提供でき、農家・農業の発展につながることと考えます。
そこで、これまでの訪問活動に加え、行政や関係団体とも密に連携を図り、経営のサ
ポートにつながる「ソリューションの提供」を強化し、農業者の皆さまに貢献すべく
「農業経営支援室」を設置いたしました。
今後、農業者の皆さまとの対話を行いながら、悩み・問題点をつかみ、課題解決のた
めのソリューション提案を行ってまいります。

メンバー

室長 渡部

治

係長 斉藤久美子

■得意分野
・営農指導
・営農支援

■得意分野
・農業融資
・制度資金全般

営農にお困りの際
は、ぜひご相談く
ださい。

より多くのソリュー
ションが確保でき
るよう頑張ります。

次長 佐藤

充

■得意分野
・青果精算
・アプリケーション

■得意分野
・融資全般

パソコンの知識で
お役に立てればと
思います。

フットワーク軽く
提案していきたい
と思います。

佐々木敬太

■得意分野
・農業補助事業
・新規就農支援
・法人関連
課長 小松

世

【目指すはワンストップソリューション】

お気軽にご相談く
ださい。

農業者の悩みに対し「ワンストップ」で対応するために、ＪＡ内部の各部署および、行政・関係団体等と密に連携
し、悩み・問題に対する適切なソリューションを協議することで、農業者に提案・提供を行います。

【所在地】ＪＡ秋田しんせい本店
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【電話】０１８４－７４－６０２０

に主に回る感じのめまいが起きま

ときや寝たとき、寝返りしたとき

う器官の耳石が隣の三半規管内に

直線加速度を感知する耳石器とい

これは、内耳の前庭に存在する

前庭に戻って耳石器に吸着するこ

す。そのままじっとすれば数分で

代表的な例では起き上がった数

とが動物実験でわかっており、排

迷入してリンパの流れを障害する

まい全体の約５％程度です。頻度

秒後にめまいが起こり、徐々にめ

出されない場合は約３ヶ月で自然

治まりますが、また動いたときに

は少ないですが、ものが回って見

まい感が強くなっていき、ピーク

吸収、消滅します。長いと３ヶ月

ために起こる病気です。三半規管

えるだけでなく二重に見えたり、

を過ぎると徐々に軽減していきま

かかるのはそのためです。

発生します。難聴や耳鳴の合併は

呂律が回りにくかったり、立つこ

す。時間にして数分程度で落ち着

内に入り込んだ耳石を排出すれば

めまいを発症して耳鼻咽喉科を

とができないなどの合併症がある

くことが一般的です。

ありません。

受診する人はたくさんいます。そ

場合には、頭が原因と考えて良い

頭位めまい症について

こで、めまい疾患の中で最も発症

でしょう。その場合は脳外科を受

Ｖと略します）
について説明します。
一般の方がめまいを発症した際
は、真っ先に頭が原因ではないか
と思 うことが多いようですが、実は
大部分の例では耳が原因なのです。
主な症状がめまい（主に回る感
じ）と悪心、嘔吐だけなら耳が原
因と思って良いくらいで、耳が原
因の場合のめまい感は非常に強い
ことが特徴です。
また、頭が原因となる例は、め

吐いてしまうために怖がって寝た

するたびにめまいを起こしてして

には及びません。起きたり寝たり

反射（前庭自律神経反射）で心配

悪心、嘔吐はめまいに伴う体の

受診してください。

が治らない場合は、耳鼻咽喉科を

あり、２～３日経過してもめまい

ぞれの部位に応じて数種の方法が

（耳石置換法）があります。それ

だ耳石を排出するための理学療法

があります。それは、ある日急に

さて、ＢＰＰＶには大きな特徴

まいます。

安静にすればするほど長引いてし

３ヶ月程度かかることもあります。

ば２～３日以内に治まり、長いと

早まるという特徴があり、早けれ

この病気は、動いた方が回復が

です。

とを心に留めていただければ幸い

こういう病気がある、というこ

ことができないこともあります。

に疾患のある方は理学療法を行う

ことができますが、残念ながら首

また、理学療法で回復を早める

発症することです。起き上がった

て回復が遅れてしまいます。

きりになる人がいますが、かえっ

治療として三半規管に入り込ん

頻度の高い、代表的な疾患の良性

（Masaji Yamada）

診してください。

良性発作性

山田 昌次
診察部長

発作性頭位めまい症（以後ＢＰＰ

由利組合総合病院
耳鼻咽喉科
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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。

牛

肉
牛肉には必須アミノ酸やビタミンなど、

非常に多くの成分が含まれており、主な

働きとしては、体脂肪燃焼促進、血圧降

下作用・コレステロール低下作用等があ

るとされています。

東由利女性部の皆さん
うめつ

しんこ

梅津

眞子さん（右）

髙橋

良子さん（中）

たかはし
お

の

りょうこ
こ

小野フキ子さん（左）

秋田由利牛のミラノ風カツレツ
◉材料（ ４ 人分）

◉作り方

秋田由利牛もも肉… ６００㌘
塩コショウ……………適量
卵……………………… ４ 個
粉チーズ………………３０㌘
小麦粉…………………適量
パン粉…………………適量
サラダ油………………適量
バター…………………２０㌘

①もも肉を７５㌘程度に切り、塩コショウ
を両面にふる。そのままラップで挟み、
麺棒などで叩いて薄くのばす。
②卵を溶き、粉チーズを加えて卵液をつ
くる。
③パン粉をザルなどでこして細かくする。
④「①」に小麦粉をまぶし、卵液にくぐ
らせてからパン粉をつける。
⑤フライパンにサラダ油を入れ、バター
を溶かす。
⑥「④」をフライパンに入れ、揚げ焼き
で両面にこんがりと色がついたら出来
上がり。

パン粉を細かく
することで口当
たりが良くなり
ますよ♪
15

県内でも様々な雪まつりが

運動のためと言い聞かせて頑張った。

せに悪戦苦闘。それでも体力づくり、

今年は去年と違って雪が多くて雪よ

りで、編み物、小物、マス

しています。週１回の集ま

ど前から町内有志で手芸を

農閑期を利用して、５年ほ

代
齊藤 淳子 さん 
………………………………

代

そうちゃんじいじ さん

由利

早く夢を叶えたいです。

ていたら各地で中止が…。

職を機に出かけようと思っ

けたことがありません。退

あるようですが、まだ出か

これから春に向け、夏秋、いずれ来
ク作りなど、色々アイデア

………………………………

雪のせいで肩こるやら足も

痛いし、運動不足。散歩で

もしたいけど滑りそうでこ

わいなあ。

代

晴れた日、青空にくっきりそびえる

…………………………………………

修 さん
健康診断で指摘されていたので、簡

伊藤

岩城

単な運動でも続けることで効果が出

鳥海山は雄大ですね。孫の通う東中

学校からの眺めはピカイチです。こ

んな景色を見て学べる子どもたち、

代

幸せだなーと思ってしまいます。

まるの母ちゃん

（私も指摘されました…。まるの母

代
…………………………………………

出の一部になりますね♪な）

になってからも、きっと素敵な思い

（とても豊かな風景ですよね。大人

ムーバーバ さん
真坂親子の記事を読み、変わらない

本荘

バイタリティーと頼もしい息子が跡

孫３人、下の孫は１歳の女の子♡

秋田市に住んでいるので、時々遊び

ママが写メ、動画を送ってくれます。

に来ます。ウインズ２月号の「オス

代

…………………………………………
昭和おじさん

…………………………………………

岩城

佐々木由美子 さん

食べてくれました！

祖母から茶碗蒸しの作り方を教えて

希維 さん

代

スメレシピ」を作ったら、皆喜んで
坂爪

みたいです。
西目

…………………………………………

代

もらいました。今度は一人で作って

本荘

しかったです。

を継いで頑張っているのがとても嬉

（笑）
り）

ちゃんさん、一緒に頑張りましょう

大内

るようなのでやってみます。

疾患の話、勉強になりました。実は、

回もお友達に持って行って、

白鳥の北帰行を…

とても喜ばれました。色良
く、柔らかく、甘みもあり
絶品です。

る冬のたくさんのお祭りのために、

本荘

あと少しコロナに負けず頑張ろう！
を出しながら、全員が講師
でやっています。１週間が

春記 さん

代

佐藤

…………………………………………

待ち遠しいです。今は家の

由利

光に載っている、くるみボタンの
端切れ布で作れるのでとても楽しい

ネックレス作りにはまっています。

こ の 間、「 バ ッ ケ 」 を 見 つ け ま し た 。

代

春が待ち遠しいです。孫の顔を見に
栄 さん
です。

長谷山

行きたいと思っています。

西目

代

…………………………………………

阿部チヨ子 さん

時々、Ａコープ子吉店にて、馬刺し

長い冬を利用して、初

Ｐ．Ｎ

Ｐ．Ｎ

…………………………………………
めて友達と体操教室に
参加してみました。友
達はベテランで慣れた
ものでした。そして、
講師の方も知っていた
方で、歌に合わせて体
を動かす一時間ちょっ

代

と。体も心もスッキリ
しました。
由利

６０

６０

６０

６０

伊藤 陽子 さん

…………………………

５０
６０

６０

健康ガイドの脂肪性肝

Ｐ．Ｎ

東由利

ウインズが届いた
日に白鳥の北帰行
を見
ました。 ９ 時半頃
です。ラッキー、
春は
近いですね。なん
とキレイなワンラ
イン
だこと。気を付け
て行ってね。
岩城 Ｐ．Ｎ ハナバ
アタンさん
７０代
１０

５０代
謝です。
さん
鳥海 大友美恵子

７０
７０

Ｐ．Ｎ

６０
６０

りま
ロナ禍で中止とな
笹子雪まつりはコ
た。
し
ま
り
花火が上が
したが、打ち上げ
とて
が
火
花
に上がった
澄んだ真冬の夜空
ら感
か
心
に
員の皆さま
も綺麗で、実行委

を買わせていただいております。今

真冬の夜空に
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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

応募方法（おはがき・ＦＡＸ・Ｅメールで）

０５
０７
０８
０９
１１
１２

◎パズルの答え、お名前、ペンネーム（ご希望の方）、住所、 １４
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
１５
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 ３ 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 ４ 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。

１６
１７

速度違反の交通取り締まりをこう
言うことも
仏様の頭の渦巻き
名を捨てて――を取る
お清めにも使う調味料
円を描くときに使います
人数確認のために――を取った
ボビンに巻いてミシンにセットし
ます
クロワッサンやコロネ、マフィン
など
コウゾやミツマタの繊維をすいて
作ります
花より団子、色気より――なので
す
三蔵法師の旅物語。堺正章主演の
テレビドラマもありました

２

月号のこたえ

ヨコのカギ
０１
０２
０３
０４
０６
０９
１０
１１
１３
１４
１６

桃の節句に付きもののすし
体温計であるかどうか確かめます
理科で学ぶ動物プランクトンの代
表格
難関を――して大学に合格した
恥ずかしいときに赤らめます
萩本欽一と坂上二郎のお笑いコン
ビ、――５５号
乳液や化粧水、パックなどを使っ
て行います
「元気で留守がいい」と言う人も
友人と――もない話で盛り上がっ
た
円周率を表すギリシャ文字
アスパラガスやウドは主にこの部
分を食べます

正解は

ユ キ マ ツ リ でした。

◆特別賞（地産地消商品）
遠藤まゆみさん （東由利）
◆ＪＡ全国共通商品券（２，０００円分）
佐々木榮市さん （岩 城）
新井 久美さん （矢 島）
熊谷ひとみさん （由 利）
Ｐ．Ｎ マメ子１号さん （大 内）
三浦 恭一さん （西 目）
佐藤ルミ子さん （金 浦）
Ｐ．Ｎ シシマル君 （鳥 海）
吉尾 幸男さん （仁賀保）
◇応募総数 １５８通 Ｐ．Ｎ スヌーピーさん （本 荘）
五十嵐幸朝さん （象 潟）

■ ２ 月の注目記事

パックご飯生産最多
（２／11 付 一面 ）

電話

□トピックス □クローズアップ □エリアニュース
□ＪＡくらしの活動 □農業の現場から
□営農情報 □ＪＡ自己改革への挑戦
□健康ガイド □食のおはなし
□ほっと．こむ □ふく散歩
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パックご飯の勢いが続いて
いる。農水省が１０日に公表し
た２０２０年の生産量は２２万４４３０
㌧となり、統計がある１９９９年
以降で最多となった。
茶碗１杯１５０㌘で換算すると約１５億杯分になる。簡
便さから日常的な消費が定着し、新型コロナウイル
ス下では家庭での巣ごもり需要を捉えた。輸出も好
調で、米では数少ない成長分野となっている。
■ＪＡ秋田しんせいの記事も載っています！
２／５ 新成人を激励 米と加工品贈る
２／１２ 気象変化に強い土を 病害虫対策も確認
２／２６ 種子への理解深める 生産維持へ注力 …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)
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行事予定

理事会報告

3

第３２５回

理事会

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

MARCH

２６日（金） 理事会

4

議案第 ６ 号

開催日：令和 ３ 年 ２ 月２５日（木）

職制規程の一部変更について
信用事業方法書（内国為替取引）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
不良債権の処理について
令和 ２ 年度内部統制システム基本方針の運用状況報告および令和 ３
年度の取り組みについて
秋田県常例検査結果の通知事項に対する回答について

APRIL

６ 日（火） あきた総合家畜市場
２８日（水） 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。
Ｐ１９
行事予定 肉用牛研修会
【誤】 ２ 月 ９ 日（金） ➡【正】 ２ 月１９日（金）

令和 ３ 年 １ 月３１日現在
正 組 合 員 数／
１０，２１２人
准 組 合 員 数／
９，１８２人
出
資
金／ ５２億６，２６４万円
貯
金／１，５０９億９，１４５万円
貸
付
金／ ３４３億３，７７８万円
長期共済保有高／３，７４７億８，８８４万円
購 買 供 給 高／ ２６億９，１９６万円

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）／

１０３億１，２９５万円
７８億５，８２７万円
４億２，５１２万円
４億６，５８５万円
８，４１０万円
１，２１８万円
１４億６，７４１万円

金融移動店舗車（ふれあいちょきんぎょ号）令和 ３ 年 ４ 月の運行日程について
１ 日（木）

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

５ 日（月）

２ 日（金）

３ 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

６ 日（火）

７ 日（水）

８ 日（木）

９ 日（金）

１０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 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

１１日（日）

１２日（月）

１３日（火）

１４日（水）

１５日（木）

１６日（金）

１７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） 午後

１８日（日）

１９日（月）

２０日（火）

２１日（水）

２２日（木）

２３日（金）

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 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

２５日（日）

２６日（月）

２７日（火）

２８日（水）

２９日（木）

３０日（金）

午前 旧石沢支店 午前 旧玉米支所 午前 旧内越支店
午後 旧内越支店 午後 旧 蔵 支 所 午後 旧石沢支店
※院内地区（院内診療所）の営業は終了いたしました。これまでのご愛顧に感謝申し上げます。

19

２４日（土）

粘り強く受験に取り組んで

今回は、２月

日に開催

マスコットキャラクター

した「高校受験合格祈願神
事」を紹介します。
ＪＡでは、受験生を応援
校の中学３年生

する取り組みの一環として
受験を控える管内

７５９名に合格祈願した「土づくり実
証米パックご飯」をプレゼントしまし
た。

プレゼントした「土づくり実証

米パックご飯」は、レンジで温め

お米を

るだけで手軽にご飯が食べられる
から夜食にもピッタリ！

食べて頑張ってくれたら嬉しい

な

な！

「ふくちゃん」

～なくてはならないＪＡになるための挑戦～

きっと気分が明るくなりますよ！

受験生の皆が、志望校に合格で

３ 月を迎え、ようやく春の訪れを感じ

※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

２５

きるよう、ふくちゃんもお祈りし
ているよ☆

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/

めて、新しい空気で深呼吸しましょう♪

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

この一年、この冬を乗り越えた自分を褒

今回は、受験生応援企画「高校受

編集●経営管理部 Ａｇｒ
ｉ
・
Ｆｏｏｄ未来企画課

験合格祈願神事」に行ってきたよ。

大変な受験勉強をお米を食べて
粘り強く頑張ってもらおうと、Ｊ
Ａで合格祈願を行った「ひとめぼ
れ」のパックご飯を管内の中学３
年生にプレゼントしたんだ。
神事に参加した由利本荘市やに
かほ市の教育委員会の方に、祈願

ＪＡ秋田しんせい広報誌

したお米の一部を手渡したよ♪

［ウインズ］№２８８

ていました（笑）それでも春は来ました。

パックご飯プレゼント

3

暴風雪…気持ちが塞ぐ出来事は多く、後

第８次中期総合３か年経営計画

ます。新型コロナウイルスに加えて豪雪、

１３

87
にかほ市

キャッチフレーズ

創り出そう
｢農」の未来と
｢地域」の未来

私はなっ

ろ向きになっていませんか？

由利本荘市

