東由利生産資材センターと
東由利支店が
一緒になりました！

【地
地域
域の
の受
受け
け皿
皿と
とな
なる
る組
組織
織作
作り
りへ
へ】
】
【

須田
田 貴
貴志
志さ
さん
ん
須

農業の現場から
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ＪＡグループ秋田キャッチフレーズ

撮影地／仁賀保地区

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。

ピーマン
令和３年度、ＪＡ管内では 戸の農家
がピーマンを栽培しており、出荷数量
３６㌧、販売額１４７６万円を目指して
います。
ピーマンの苦味を感じてしまうのは、
細胞内にある苦味成分のため。細胞を壊
さないように繊維に沿って縦切りにする
か、脂溶性なので油を使うことで苦味を
軽減できます。

本誌１５ページに
「ピーマン」の紹
介を掲載してい
ます！

過去のレシピを
ホームページで
掲載中！
気になる食材から探せる
検索機能付き！
地元の食べ方
女性部アイデアレシピで
美味しい食卓を！

１６

Ａｇ
ｒ
ｉ
・Ｆｏｏｄ未来企画課

肉厚のパプリカを入れること
で食感が良く、パプリカの甘
みとピーマンの苦味が合いま
すよ。

ピーマンとパプリカのきんぴら
◉作り方

ピーマン……………… ２ 個
赤パプリカ……………¼個
オレンジパプリカ……¼個
ごま油……………小さじ ２
しょうゆ……小さじ ２
砂糖…………小さじ １
Ａ
みりん………小さじ １
顆粒和風だし……少々
白ごま…………………適量

①ピーマン、パプリカはヘタと種を取り
除き、細切りにする。
②フライパンにごま油を入れて熱し、
「①」を入れて中火で炒める。
③全体がしんなりしてきたら、「Ａ」を
加え、味がなじむまで中火で炒める。
④味がなじんだら火を止め、白ごまを和
えて出来上がり。

──
──
⎠

◉材料（ ２ 人分）

──
⎬
──

⎞

調味料を加える
と焦げやすくな
るので、火加減
に注意してくだ
さい。
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地域の
活性化
くらし
の向上
で活性
化

東由利生産資材センターと
東由利支店が一緒になりました！

03

同じ建物内で便利に！

一緒になりました！

東由利支店

東由利
生産資材
センター

商品陳列スペース

受付カウンター･レジ

遠隔相談スペース

出入口 － 壁

●東部グリーンセンター
＋東部営農センター

●西部グリーンセンター
＋西部営農センター

●上川大内生産資材センター
＋上川大内支店

●笹子生産資材センター
＋笹子支店＋Ａコープ

第９次３か年経営計画では、令
和３年度から５年度にかけて左記
のような体制整備を検討しており、
組合員の皆さまからのご意見・ご
要望をお聞きしながら、利用者の
皆様の利便性向上に向け、店舗づ
くりに取り組んでまいります。

今後の体制整備について

【店舗内図】

【令和 ３ ～ ５ 年度（案）】

東由利生産資材センター
８ ：１５ ～ １７：１５
東由利支店
８ ：３０ ～ １５：００
（昼休業 １１：３０ ～
１２：３０）
地域の
活性化
くらし
の向上
で活性
化

支店と資材センターが
合体！

東由利生産資材センター

７月 日、東由利生産資材セン
ターが東由利支店内での営業を始
めました。ワンストップ型店舗に
なることで組合員、利用者の利便
性向上を目指します。
ワンストップとは、複数の要件
が一か所、または一度で済ませら
れるような仕組みのこと。生産資
材センターを支店内に配置するこ
とで、信用・共済事業、購買事業
を同時に利用することができるよ
うになりました。
入り口は２カ所あり、どちらか
らでも東由利生産資材センター、
東由利支店に行くことができます。
店内には車イスも設置しており、
高齢者や身体が不自由な方も安心
してご利用いただけます。

東由利支店

【営業時間】

東由利生産資材センターと
東由利支店が

２６
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東由利支店
遠隔相談システムを
設置しました

▲支店内の遠隔相談ブース

遠隔相談システムの
使用方法について

お任せください

支店職員がサポートいたします

▲遠隔相談システム画面イメージ図

ＪＡでは、経営環境が大きく変
遠隔相談システムの相談内容
化する中、利用者の皆さまにでき
を選ぶ
る限り支店を残す方針のもと、店
舗機能の再編を行い、少人数体制
緑のコールボタンを選択
での支店運営に取り組んでいます。
そのような中、利用者の皆さま
統括支店 または 本店の担
の利便性をできる限り確保するた
当 オ ペ レ ー タ ー を 呼 び 出 し、
めに「遠隔相談システム」を導入
相談を開始
い た し ま し た。 シ ス テ ム に よ り、
これまでと変わらず支店で専門的
相談終了
な相談が可能です。
遠隔相談システムは、パソコン
※事前
を活用してテレビ電話で相談でき
 の予約も受け付けておりま
す
るシステムで、融資や年金、相続
など専門的な内容を相談できます。

05

また、農業機械用Ｖベルトと
東由利生産資材センター
いった一部農機部品も取り揃えて
おります。
今後も皆さまにお気軽にお越し
秋野菜の土づくりにピッタリ
いただける資材店舗を目指してま
やしお堆肥オススメです
いりますので、皆さまのご利用を
地域の皆さまには、ＪＡ東由利
よろしくお願いいたします。
生産資材センターをご利用いただ
き、感謝申し上げます。当資材セ
ンターは、肥料・農薬・園芸資材
などを取り扱っております。
資材センターオススメの商品は
「やしお堆肥」です。当ＪＡでは、
資源循環型農業に取り組んでおり、
東由利地区で盛んな畜産の農家か
ら出た牛糞に管内産の籾殻などを
混ぜて発酵させた堆肥を販売して
おります。
「やしお堆肥」はこれから植え
る秋野菜の土づくりにピッタリで、
家庭菜園用としても人気の商品で
す。東由利生産資材センターで購
入できるほか、各ＪＡ資材セン
ターで販売しておりますので、ぜ
ひお買い求めください。大量に購
入されるお客さまについては、２
㌧車での配送も行っておりますの
でご相談ください。
▲４０㍑税込５００円で販売中！

▲店内が明るく広くなりました

◀生産資材のご相談はお任せください！

☎

１

２

３

４

日、社会福祉法人由

利用者の笑顔につながる一助に
社協にエアーマット寄贈
信用共済部
ＪＡは７月
利本荘市社会福祉協議会に介護用エ
アーマット２台を寄贈しました。同
日、贈呈式が行われ、小松忠彦組合
長が社会福祉協議会の佐々木保之会
ＪＡでは地域貢献活動の一環とし

長へ目録を手渡しました。
て、介護用昇降テーブルや車イスな
どを管内の医療、介護施設などに寄
小松組合長は「地域貢献を通じて

贈しています。
共済事業への理解や利用者の笑顔に
つながってほしい」と話しました。

地域の農業を学んで応援！
食と農の現地学習会開催
ＪＡ女性部

ＪＡ女性部象潟支部は７月 日、
ミニトマト、アスパラガス、シャイ
ンマスカットなどの現地学習会を行
いました。
女性部員は農家や農事組合法人の
圃場など３か所を巡り、栽培方法や
作業の特徴などを学習。見学後、開
設された農産物の直売コーナーで、
女性部員は新鮮な野菜を購入しまし
た。
参 加 し た 部 員 は、「 改 め て 農 業 の
大変さや難しさを知った。これから
も地産地消を通じて、地域の農業を
応援していきたい」と話しました。

スマート農業の普及に向けて

無人ヘリによる可変施肥を現地検討

▲シャインマスカットの説明を聞く参加者

▲無人ヘリの可変施肥導入に向け検討する参加者

営農経済部

１５

ブルーの鮮やかな発色が人気
秋田鳥海りんどう出発式

１１

１０

由利本荘市スマート農業研究会は
７月 日、岩城地区でドローンの空
撮による生育診断や無人ヘリコプ
ターによる可変施肥の現地検討会を
開催しました。会員ら 名が参加。
研究会では、ＩＣＴやロボット技
術、ＡＩ、５Ｇ回線などの先端技術
導入における農作業の省力化、生産
性向上の可能性の研究に取り組んで
います。
参加者らは、メーカーの担当者に
田んぼ一枚あたりのドローンの空撮
による生育診断の所要時間や運用コ
ストなどを質問し、導入における課
題を検討しました。
２０

営農経済部

３２

ＪＡは７月 日、鳥海地区の花卉
集出荷施設で「秋田鳥海りんどう出
発式」を行いました。生産農家やＪ
Ａ職員、行政など 名が出席。
出発式では、輸送の安全とりんど
うのＰＲを祈念してミスフレッシュ
秋田の須藤よしのさんから運転手の
小野信也さんへりんどうの花束が手
渡されました。
令和３年度、秋田鳥海りんどう
は販売数量５７４万本、販売金額
２億７千万円を計画。出荷は 月中
旬まで続き、主に関東と関西の市場
に出荷されます。

▲目録を手渡す小松組合長㊨と受け取る佐々木会長㊧
▲安全輸送とＰＲを祈念しました

１４
１９

地域の
活性化
くらし
の向上
で活性
化

地域の
活性化
くらし
の向上
で活性
化
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知ってほしい！ＪＡが頑張っているこんなコト

生産基盤の強化に向けて

ＪＡ自己改革への挑戦

３６
ＪＡ秋田しんせい自己改革の取り組み●

出荷数量の確保と遺伝子解析情報で販売力を強化！

奨励金の設定と新しいゲノミック評価※の導入

Ｑ

※遺伝的能力評価

この取り組みには、
どんな効果があるのですか？
安定出荷を実施することで、購買者が安心し
て購入できる産地を確立し、遺伝子解析の情
報を活用した有利販売や計画交配により、牛
群整備と産地優位性を高めます。

農業者

の所得
増大
生産基
盤の拡
大
経営を
サポー
ト

Ａ
畜産振興課
課長 村上 康浩

❶生産基盤の強化に向けて

❷優良雌牛を保留して和牛改良！

令和 ３ 年度、ＪＡでは増頭農家の支援や中小規模
農家の減頭対策として、ＪＡ独自に優良雌牛導入保
留奨励金制度を設け、補助事業と併用することで導
入・保留にかかる初期投資を軽減して基盤の維持・
拡大を推進しています。また、若手大規模農家につ
いては経営分析を行い所得向上に向けた支援を行っ
ています。
①優良雌牛導入保留奨励金の設定

ＪＡでは、優良な雌牛を保留
するため、日本中央競馬会（Ｊ
ＲＡ）畜産振興事業による助成
を受け、「肉用牛の高度生産体
系確立・普及事業」に取り組んでいます。２０２０年度
から ３ 年間、一般社団法人家畜改良事業団が行って
いるゲノミック評価の手法を活用して、和牛改良の
大幅なスピードアップを図り、能力の高い雌牛を保
留することが狙いです。

・更新 １ 頭あたり
（計画１５０頭）
・増頭 １ 頭あたり
（計画７０頭）

２ 万円を助成
上限１０万円を助成
上限

②若手大規模農家への経営分析による経営支援
税務指導や経理研修会による経営分析を行い、所
得向上に向けた経営支援を実施します。
・畜産コンサルによる分析
・簡易分析

５件
目標分析数 ２５件

 目標分析数

①と②により生産基盤の強化につなげます
生産基盤

令和 ３ 年度 令和 ４ 年度 令和 ５ 年度

繁殖雌牛頭数

２，５００頭

２，６９５頭

子牛販売頭数

１，７５８頭

１，８２０頭

生 産 者 数

２７８名

２７８名

２，７５０頭
１，９００頭
２８０名

❸ゲノミック評価って何？
肉用牛のゲノミック評価は、従来の育種価に遺伝
情報を加えた新しい評価法で、生まれたばかりの子
牛でもＤＮＡ検査を行えば、個体ごとの能力を明ら
かにすることができます。
令和 ３ 年度は２００頭、令和 ４ 年度は県内の農協など
で３００頭のゲノミック評価を行う予定です。
あきた総合家畜市場では、１７年 ３ 月から上場名簿
にＧ解析牛と表示している
ほか、購買者には上場名簿
発送時にゲノミック評価の
結果を同封して、情報提供
を行っています。
▲上場番号版にも表示

【トップメッセージ】
導入・保留奨励金を活用することで増頭を勧めながら、新しい評価手法を導入し 代表理事組合長
て和牛改良への取り組みを進め、農家所得の向上と産地振興を図ってまいります。 小松 忠彦
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農業を次の世代へつなぐために
地域の受け皿となる組織作りへ

西部エリア（象潟地区）

須田

貴志（すだ

たかし）さん

昭和５０年１２月 ７ 日生まれ ４５歳
専業農家・株式会社権右衛門代表取締役
【経営面積】
稲作 ２６㌶
ネギ １．６㌶
農作業受託 ５ ㌶
好きな言葉◉大丈夫
趣味◉農業
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気持ちが変化し就農へ
私の父は、象潟の関地区で代々
稲作農家を営んでいましたが、当

る高齢化や担い手不足、地域の活
性化の問題を解決するお手伝いが
できるのではないかと考えたから
です。

き手の確保に努めています。

農業を次の世代へ

農地を引き受けるのは、地域の

農業を次の世代につなげていきた

今では、その考えに賛同してく

まだ法人としての一歩を踏み出

いと考えているからです。

時の私は農業以外の仕事をしたい
れた３名のスタッフが従業員とし

い人がいたときにスムーズに農地

を提供できるよう、農地を維持し

ながら若い世代を育てていけたら

現在、権右衛門では稲作とネギ

いという人を待っています。興

権右衛門では、農業をしてみた

と考えています。

らったり、農業関係の本を読んだ

を栽培しています。どちらも昨年

１１６０

歳の

りして知識の習得に努め、

０７０

味があればぜひご連絡くださ

６６０８）

（ＴＥＬ

と比べ面積が約２倍に増えており、

ときに父から経営を継承。
年経った令和３年１月に「株

上浜地区の集出荷所を今年度７月

そこでＪＡに相談したところ、

式会社権右衛門」を設立しました。 ついておらず、困っていました。

地域農業の現状を受けて

ととなり、選別や調整作業の拠点

法人を設立したのは、ここ数年、 ～３月末まで貸していただけるこ
数㌶のまとまった農地を持ってい

として使用することができ助かっ

人手不足の問題もありますが、

た方が離農することが多くなり、

多くなったことがきっかけでした。

１日農業バイトアプリ「ｄａｙ

ています。

農地を引き受けながら規模拡大

ｗ ｏ ｒ ｋ （ デ イ ワ ー ク ）」 や Ｊ Ａ

農地について相談を受けることが

を進め、若いスタッフを雇用して

▲㈱権右衛門の皆さん

－

い。一緒に農業をやりませんか。

スマホアプリで人手確保

でいます。

若い人材が中心に農業に取り組ん

て働いており、平均年齢が

と思い、県外に就職しました。

歳か

農業を手伝いながら、地域の先

ら父の農業を手伝い始めました。

就農を考えるようになり、

しかし、次第に気持ちが変化し

したばかりですが、農業をやりた

８ 月下旬から収穫予定のネギ▶

歳と

▲超神ネイガーと一緒に農業を盛り上げています

特にネギは作業場所の確保が追い

輩農家から栽培方法を教えても

３１

の無料職業紹介所を利用して、働
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２５
３５

育成することで、今後地域が抱え

－

１０

●出穂後の水管理について
出穂後は、最も水を必要とする
時期です。出穂後 日間は、水深
を５～６㌢程度の湛水状態（花
水）にしてください。
稲体が消耗する原因となります
ので、湛水期間に気温の高い日が
続き水温が極端に上昇する場合は、
可能であれば適度に水の入替えを
行い、水温を下げるようにしてく
ださい。
終了後は、２～３㌢程度で間断
かん水を行いましょう。間断かん
水時は完全に落水するのではなく、
溝に水が多少残るようにしてくだ
さい。
また、落水のタイミングは、出
穂後 日が目安です。登熟には水
が必要です。追肥を効率良く吸収
するためにも温度と水が重要とな
りますので、早期の落水は避けま
しょう。
圃場条件により、出穂後 日の
落水では稲刈りなどに影響が出る
場合は、少し早めの落水が必要か
と思われますが、可能な限り目安
に近い時期で落水を行いましょう。
１０

３０

●カメムシ防除について
６～７月のカメムシ掬い取り調
査の結果、今年の斑点米カメムシ
類の発生は多くなっております。
各地区でヘリ防除が行われます

６８１，３６４円

－１７，１９１円

去

勢

２０３頭

３３１㎏

７７１，８８０円

－６，２６３円

合

計

３５０頭

３２２㎏

７３３，８６３円

－１０，５３５円

生産者

営農経済部 畜産振興課

大地

お問い合わせ

0184-27-1601

美
照

津
三浦
幸紀雄 安福久 １２７㎝ ３０４日 ３８７㎏ １，２１９，９００円
重
（矢

一男
島）

２

佐藤
勝早桜
美国桜 安福久 １２３㎝ ２７７日 ４０９㎏ １，０８２，４００円
（象
５

浩一
潟）

小幡
（矢

良信
島）

今後、夏休みやお盆といった需
要期を迎えますが、昨年同様に不
要不急の県外との往来は自粛する
動きが予想され、先行き不透明な
状況に進展はないようです。
梅雨も明け、本格的な暑さの季
節となりました。牛は人より体温
が高く、暑さには敏感です。特
に分娩直後や生後間もない子牛
は、熱中症や脱水症状になりやす
く、温度管理や冷たい水の給与な
ど、体調には十分注意しましょう。

佐藤

１

３ 諒太郎 美国桜 安福久 １２２㎝ ２８４日 ３７０㎏ １，０４５，０００円

生産者

あきた総合家畜市場ニュース

３０９㎏

７月市場は、前月比で雌、去勢
ともに安値となりました（左記参
照）。
緊急事態宣言やまん延防止等重
点措置等による飲食店の時短営業、
酒類提供の時間制限が行われてい
ることから外食産業の需要の落ち
込みが続き、牛肉価格が下がって
いることが大きな要因ではないか
と考えられます。

１４７頭

0184-27-1601

お問い合わせ

が、今年もコロナ禍の影響により、
無人ヘリの稼働台数が減少してい
ます。日程次第では、稲の生育ス
テージに合わせた適期の防除がで
きない場合があるため、個人防除
も検討してください。
特にあきたこまちの場合は、品
種特性上、籾がらに隙間が空いて
いる「ふ割れ」が生じやすく斑点
米カメムシ類の被害も出やすくな
りますので、適期の防除が必要と
なります。



前回対比

米穀課

齋藤

●スタークル剤
（出穂 日後頃）

粉剤ＤＬ
㌃当たり３㌕
液
剤
㌃当たり１０００倍
１００～１５０㍑

●キラップ剤
（出穂後 日後頃）

粉剤ＤＬ
㌃当たり３～４㌕
フロアブル
㌃当たり２０００倍
１００～１５０㍑
カメムシ防除薬剤

また、８月末までは草刈り禁止
期間となりますが、８月の１回目
の防除後から１週間は防除圃場周
辺の畦畔・農道の草刈りを実施し
てください。

平均価格

和重

営農経済部

１０

２４

陽一
海）

佐藤
（鳥

１ 美国桜 安福久 平茂勝 １１６㎝ ２９６日 ３２４㎏ １，００３，２００円

佐々木栄一
（大 内）

９８５，６００円

３ 美国桜 安福久 平茂勝 １１６㎝ ２７７日 ３１３㎏

価格

母の父 母の祖父 体高 日齢 体重

父

去勢

勝早桜
高橋 定敏
美国桜 百合茂 １１５㎝ ３００日 ２９７㎏ １，００１，０００円
（東由利）
５

２

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 ７ 月 ６ 日

１０

１０

１０

１０

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

３０
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営農振興
営農振興課
新時代を勝ち抜く！
農業夢プラン応援事業
令和４年度の要望受付について
農業経営の複合化や規模拡大、
６次産業化に向けた農業用機械・

【成果目標】
事業実施後の販売額が県補助金
額の１・２倍以上増加すること
（新規就農定着事業のうち非農家
は県補助金額の１／２以上可）

に当たる野菜や花きなど（水稲関

県の重点品目、地域の振興品目

【対象品目】

する「農業夢プラン応援事業」に

連機械は対象外）

園芸

園芸販売課
きれいな水と
生産者の努力による
セリ栽培

セリの旬は秋から冬にかけてで
すが、管内では他産地との差別化
を図るため、夏と秋の作型に取り
組んでいます。
①夏セリ
お盆の需要に向けた作型で、お
盆前の約５日間で約５５０㌕を出
荷します。
②秋セリ
９月中旬以降の鍋物需要に向け

作型について

今年度、しんせい管内では 名
の農家が１１６㌃の圃場でセリ栽
培に取り組んでいます。セリ栽培
に欠かせない清らかで豊富な水が
確保できる由利地区の町村集落で
は、 年以上前からセリ栽培に取
り組んでいます。また、近年は西
目地区や象潟地区でも栽培が広
がっています。
ＪＡ秋田しんせいセリ研究会で
は、圃場巡視会や出荷目揃え会な
けんさん
どを通して生産者同士で研鑽し合
いながら、高品質なセリの生産・
出荷に努めています。

１４

た作型で、９月中旬から
収穫時期となります

寛子

セリは、数少ない日本原産の野
菜のひとつで、春の七草として古
くから親しまれています。七草粥
や鍋物、油炒め、和え物などにし
て食べられており、独特の強い香
りには健胃、食欲増進、解熱と
いった薬効があります。
しんせい産のセリは、白根が長
いのが特徴です。Ａコープや市内
のスーパーでお見かけした際は、
ぜひご賞味ください。

食べて応援しませんか？

0184-27-1601

お問い合わせ

月末が

山野

セリは定植から約１か月で収穫
できますが、前年の秋から親株の
育成が必要です。露地に定植した
親株は雪の下で越冬し、春先に萌
芽します。開花後、引き抜いて発
根させ、セリ田に定植します。そ
の後、茎葉の長さが ～ ㌢のと
きに収穫します。
セリは高温を嫌うので、夏場は
遮光が必須です。また、収穫の際
は鮮度低下を防ぐため、深夜から
朝方の涼しい時間帯に作業を行い
ます。

栽培方法について

営農経済部 園芸販売課

１０

４３

施設などの導入費用の一部を支援
ついて、令和４年度分の要望受付

があります。また、詳細について
は、各営農センターまたは本店営
農振興課までお問い合わせくださ

２７

お問い合わせ

を行います。
なお、要望のあった事業の採択
を約束するものではありませんの

日（金）まで

考
備

要領・事業名は変更となる場合

【規模要件（参考）】
い。

３０

営農経済部 営農振興課
課長補佐 畠山
修
事業実施後
の作付け面
積が左記以
上になるこ
と（新規作付
者は左記の
½以上可）

0184-27-1601

品
目
面
積
枝
豆
５０㌃以上
ネ
ギ
３０㌃以上
アスパラガス
露地栽培
２０㌃以上
ハウス栽培 ２００平方㍍以上
花
き
露地栽培
１０㌃以上
ハウス栽培 １００平方㍍以上

でご了承ください。
【要望受付】
令和３年９月
【対象】
認定農業者、認定就農者、６次
化法認定事業者など

税抜事業費の１／３以内

以内（予定）

～

（新
 規定着事業のうち非農
家は１／２以内）など
２／

税抜事業費の１／

１２

県

【補助率】

市
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１０

１２

ＪＡくらしの活動

福祉事業所「ふれあい泉の里」

ＪＡらしいレクリエーション

日には、女性部象潟支部

女性部による脳洗浄を実施

を企画しています

野菜を使ったレクリエーション
７月

食べるだけでなく、実際に見て、

を取るとされる「脳洗浄」を実施。

脊髄液の流れを良くし、脳の疲労

分間のマッサージを受

マッサージを受けた利用者は

今後も、利用者が心も体も元気

業が指先を使った細かなものとな

で健康に過ごせるように、充実し

「 気 持 ち よ か っ た 」「 頭 が す っ き

利用者は「地元の野菜に触れる

たサー

りした」と話し、大好評でした。

いい機会となり、楽しかった」と

り、認知症予防や脳の活性化につ

けました。

けになり

利用者は、順番にベッドで仰向

初めて行いました。

触れて楽しんでもらおうと野菜の
日には、レクリエーショ

行いました。小さく、形もふぞろ

ンとして、ミニトマトの袋詰めを

７月

女性部員に有資格者がおり、今回

0184-27-1698

袋詰めを行っています。

の材料として提供していましたが、 が訪問し、頭をマッサージして脳

これまでは、地元の食材を昼食

お問い合わせ

話しました。

を使用し、

元の食材

ます。

まいり

供して

容を提

ビス内

利用者の

今後も、介護サービスの中に地

皆さまに
喜ばれる
企画を行
ってまい
ります。

他部門と連携して
農家訪問活動を強化

農業経営
支援室

お問い合わせ

担い手ワークショップの
開催について

また、猛暑が続いておりますの
で、農作業をする際には作業事故
に十分注意していただき、水分を
十分に取るなど熱中症対策を行っ
てください。

他部門と連携し
た農家訪問活動
と担い手ワーク
ショップの開催

７月上旬から、農業経営支援室
と信用共済部融資課、各統括支店
の融資渉外担当が連携し、農家訪
問活動を実施しております。
活動内容は、日頃のＪＡ利用に
対する感謝とお礼、農作業事故や
熱中症に対する注意喚起、設備投
資の予定の確認や農業資金の説明
などを行っています。
農作業事故への注意喚起には、
ＶＲ（バーチャル・リアリティー）
機器を使った体験学習も行ってい
ます。より身近に事故の危険性を
体感してもらうことで、安全な農
作業への意識向上につなげようと
行っています。
訪問活動以外でも各種イベント
で体験ブースを設けるなど、今後
も農作業の安全確保に向けて啓蒙
活動を行ってまいります。

農業経営支援室

●支援室にご相談ください！
農業・経営に対する悩み、課題
についてのご相談がありましたら、
ぜひ当室までお寄せください。

ＪＡでは、毎月１回、行政関係
機関などと「担い手ワークショッ
プ」を開催しております。
ワークショップでは、担い手の
収益性の向上や農業法人の経営継
承等に向けた支援、農地の利用調
整、担い手間の連携など、地域の
農業振興に関する話し合いを行っ
ております。
ワークショ
ップで出た担
い手支援策・
対応について
は、日々の巡
回活動の中で
農家の皆さま
におつなぎし
てまいります。

0184-74-6020

経営を
サポー
ト
生産基
盤の拡
大

経営管理部 福祉事業所

なげる狙いがあります。

いな野菜を袋詰めすることで、作

１０

経営を
サポー
ト
生産基
盤の拡
大

熱中症の注意喚起として
塩飴をプレゼント

福祉
２７

活動中
ＶＲゴーグルによる体験

２０

ＪＡ の

12

組合長が国会議員と意見交換
米価格の安定や後継者問題など現場の声を届ける
衆議院議員の御法川信英氏とＪＡ秋田しんせいの小松忠彦組合長は ７ 月１６日、新型コロナウイルス感染症の感
染拡大による米需要減少に伴う米価下落対策や、次世代に継承できる経営体を創設するための支援策などを国へ
働きかけてもらうよう意見交換を行いました。
令和 ３ 年 ５ 月に、化学肥料使用量の３０％低減や耕地面積に占める有機農業の取組面積の割合２５％（１００万㌶）
の実現などを目指す「みどりの食料システム戦略」が策定されたことを受け、これまでの農業普及技術からの大
幅な方向転換が予想されることから、管内の農業の現状と今後の支援について意見を交換。御法川議員は「秋田
県は農業産出額の半分以上を米が占める。米の安定した生産
に向け、国だけでなく県にも働きかけたい」と話しました。
【意見交換の内容】
１ ．米の在庫拡大解消について
２ ．持続可能な農業現場の育成策について
３ ．総合事業体としてのＪＡの経営基盤維持の理解と支援
４ ．カントリーエレベーターやライスセンター、米貯蔵庫
施設の老朽化に対する長寿命化・更新への支援

13

▲御法川議員㊥に説明する小松組合長㊧

急性心筋梗塞で
命を落とさないために

（Toru Nakanishi）

徹

中西

分以上持続し、冷汗

診療部長

く疑われます。

急性心筋梗塞の予防

急性心筋梗塞は、冠動脈の動脈

時間とともに拡大し、３～６時間
で最大に達するとされています。

硬化が原因で引き起こされます。

に関わるもので、これらの危険因

したがって、急性心筋梗塞では命

現在、急性心筋梗塞の治療で最

子をなくすことが心筋梗塞の予防

動脈硬化の原因は高血圧、糖尿病、

もよく行われているのはカテーテ

につながります。

を救うための早急な治療が必要に

ル治療です。冠動脈を詰まらせて

急性心筋梗塞を

脂質異常症、喫煙などの生活習慣

いる血栓をカテーテルで吸引して

発症してしまったら

なります。

取り除いた後に、ステントと呼ば

で生じる狭心症の発作の可能性が

る場合は、冠動脈が狭くなること

カテーテル治療が困難な場合は冠

血液の流れを改善する治療法です。 病院に来る前に心停止に陥る人は

れる金属製の網状の筒を留置して

原因の多くは心室細動といわれる

胸痛が数分～

心臓は、全身に血液を送るポン

あり、放置すると心筋梗塞にいた

動脈バイパス術や薬物治療が行わ

急性心筋梗塞を発症した場合、

プの働きをしています。心臓は心

る危険性がありますので早めに医

ステント留置術による治療

ステント留置後

㌫以上に及ぶとされています。

筋と呼ばれる筋肉でできており、

不整脈で、脈が触れなくなり意識

症状から急性心筋梗塞が疑われ

れます。

この冠動脈の動脈硬化が進み、

た場合、まず心電図で心臓の電気

療機関を受診するようにしてくだ

血栓により詰まってしまい、心筋

的な活動の状態を調べ、心臓超音

心筋に酸素や栄養を供給する「冠

が壊死した状態が心筋梗塞です。

波検査にて心臓の動き具合を調べ

さい。

急性心筋梗塞では治療法の進歩に

ます。そして、カテーテル検査に

もかかわらず、約

詰まった部位を確認します。

よって冠動脈を撮影し、冠動脈の

とつといえます。

急性心筋梗塞の治療

しており、命にかかわる病気のひ

急性心筋梗塞の症状

分で心臓の内側から始まり、

ステント留置後
病変部でステントを拡張
病変部（矢印）にステントを挿入

㌫の人が死亡

動脈」という血管が心臓を取り囲

分くらいで治ま

を伴った場合は急性心筋梗塞が強

で、症状が

由利組合総合病院
循環器内科

急性心筋梗塞の診断

１５

むように存在しています。

急性心筋梗塞とは

３０

冠動脈が詰まると、心筋壊死は
～

３０

急性心筋梗塞の症状の８割以上
は胸が締めつけられるような痛み

２０

ステント留置
左冠動脈造影

１０

要請するようにしてください。

に１１９番通報を行い、救急車を

胸痛が持続した場合はためらわず

につながりますので、冷汗を伴う

せることが救命とともに予後改善

動脈の血流をなるべく早く再開さ

急性心筋梗塞では、詰まった冠

器）が近くにある場合は有効です。

あり、ＡＥＤ（自動体外式除細動

直ちに電気的除細動を行う必要が

を失ってしまいます。この場合、

１４

14

15

した。頂いた方とお花に感

ら、きれいに咲いてくれま

いだね」と言ってきました。よく見

「ママ、アジサイの花とってもきれ

に咲いているアジサイの花を見て

小学生の娘が散歩のとき、道路わき

西目

す。

＆Ａ」が畑に連泊していま

家の光付録の「家庭菜園Ｑ

家庭菜園をやっています。

コロナ！」平和な以前の暮らしがほ

いつになっても終わりのない「憎い

ます。

西目

ふと涼しい風が心地よく感じます。

仕事で田んぼの中を歩いていると、

…………………………………………

毎回「ほっと」な話題を楽しみにし

…………………………………………

乗り切りましょう。り）

おいしい夏野菜を食べて、暑い夏を

かったな」「ありがとう」というこ

て い ま す 。 毎 日 の 生 活 の 中 で、「 よ

ケンケン さん

…………………………………………

とが、一つでも多くなるよう心掛け

金浦

佐々木ケイ子 さん

代

て過ごしていきたいと思っています。

畑仕事はまだまだ初心者ですが、
料理にも力が入ります。
東由利

願って頑張りましょう。

終わる日がくることを

作用がないといいのですが…。早く

ました。２回目の予約も済ませ、副

ついに１回目のワクチン接種を受け

…………………………………………

少ししょぼくれています。早く収

れちゃったとのこと。それは一大事。

おじいちゃんと会えないから、顔忘

４歳の孫娘からの電話で、コロナで

…………………………………………

み）

代

キュウリやナスが採れるようになり、

本荘

代

水分補給にピッタリですね。

たっぷり含まれているので、

（キュウリには、水分が

佐々木佐和子 さん

代

好きなキュウリを食べてい

熱中症にならないよう、大

毎日暑い日が続いています。

………………………………

Ｋ・Ｅ さん

仁賀保

謝で～す。

ぶ顔が浮かびます。コロナ

ると色が濃く、とてもきれいな紫色
おじい さん 
代
………………………………

嬉しいです。これからはトマト、ユ

代

禍の中ですが、頑張ってほ
しいですね。

のアジサイでした。日々の嫌なこと
今年もトウモロコシを植え

ウガオなど、こちらでしか手に入ら

大内

しいなぁ…。
代

ない品を送りたいものです。皆の喜

クマの妻 さん

イーストリリー さん

…………………………

知り合いから規格外のお花をたくさ
ん頂きました。我が家の花壇で元気
に咲いています。毎日お手入れした

もりもりおじいちゃん

本荘

まってほしいね。
代
由利

ミーのじいじ さん

誰とでも会える日が待ち遠しいです。
ケ防止に「苦労すパズ

…………………………………………
ています！
象潟
代

ル」毎月楽しんでやっ

８６

村上喜美子 さん

代

歳になりますが、ボ

りたいですね。いずれ

Ｐ．Ｎ

本荘

を少しだけ忘れさせてくれた時間で

代
土屋 真澄 さん 
………………………………

した。娘の笑顔にも感謝です！

す。カラスさん突っつかないで～！

ました。カラス対策大変で

…………………………………………

…………………………………………

金浦

代

関東方面の友人に、ＪＡの野菜・

ぐうたら さん

米・麺類を送ったら、とても喜ばれ

代

Ｐ．Ｎ

６０

７０

ポンタ さん

我が家のアイドル
、子猫の「ミャー
」は
人懐こくて、すご
くかわいいです。
どこ
でもついてきます
。
矢島 新井 久美
さん
５０代

Ｐ．Ｎ

Ｐ．Ｎ

５０

６０

６０

７０

（早く普通の日常に戻

Ｐ．Ｎ

３０
６０

６０
７０
８０

６０

４０

が、
観客となりました
オリンピックは無
し、
表
を
意
頑張りに敬
選手のこれまでの
思い
と
い
た
かり応援し
テレビの前でしっ
ます。
６０代
イチさん
岩城 Ｐ．Ｎ シュー

Ｐ．Ｎ

Ｐ．Ｎ

岩城

我が家のアイドル
Ｐ．Ｎ

Ｐ．Ｎ

しっかり応援
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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
１０
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
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 ８ 月２７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 １ 名さまに地産地消商品を、大賞 ３ 名さま・
地産地消賞 ７ 名さまにＪＡ加工品を差し上げます。

発表

当選者は ９ 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

ヨコのカギ

鉱石を高温でドロドロにする装置。 ０１
高炉とも呼ばれます
０２
川や池の土手のこと
信号機で「止まれ」を示す色
０３
家屋を壊して新しく造り直すこと ０４
墨も料理に利用する魚介
０６
大きな魚はこの形でパック詰めさ
０９
れていることが多い
令和 ３ 年の――の日は ８ 月 ８ 日。
１１
国民の祝日です
１３
ねぶた祭で知られる県
「五七五七七」などの形式で作ら １５
１７
れます
１９
飛行機で人や荷物を運ぶこと
井戸端会議中に楽しむもの

７

月号のこたえ

最低気温が２５度以上の夜のこと
寺子屋では字の――やそろばんを
教えました
地球の中心部にあります
長良川で有名な伝統漁法
親戚の――を頼って仕事に就いた
高速道路のサービス――で一休み
した
親潮は千島――とも呼ばれます
帰る客を玄関まで――に行った
力士が腰に締めます
割、分、厘の次
虫が入ってこないように布団の周
りにつるします

正解は

サ ン ダ ル でした。

◆特別賞（地産地消商品）

土田

レツさん （矢

島）

◆大 賞（ＪＡ加工品）
池田 英子さん （鳥 海）

木内 祐子さん （由
Ｐ．Ｎ こゆりママさん （本

利）
荘）

◆地産地消賞（ＪＡ加工品）
小松 由子さん （東由利）
Ｐ．Ｎ フラワーガールさん （西 目）
◇応募総数 １２２通 菅原 久和さん （岩 城）

戸堀 恵子さん （大 内）
佐々木アヤ子さん （仁賀保）
Ｐ．Ｎ ぐうたらさん （金 浦）
後藤理和子さん （象 潟）

管内記事を集中掲載！
「移動編集局」開局します！

電話

□食のおはなし □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
□ほっと．こむ
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ＪＡ秋田しんせいは、 ８ 月２３日から２７日までの ５ 日間、日本農
業新聞に管内の記事を集中的に掲載する「移動編集局」を開催し
ます。
移動編集局では、農業新聞の全国版・ブロック版などに２５本～
３０本の記事を集中して掲載することで、多くの人に農家所得の向
上や自己改革など、ＪＡの取り組みを紹介します。
■ＪＡ秋田しんせいの記事も載っています！
７／７ 出番です！ ７／１４ 水稲・大豆４００㌶被害
７／１８ 地元社福協にエアーベッド
７／２０ 地場産現地学習 栽培方法を学ぶ …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)

農機具の変更はありませんか？
共済に加入している農機具（トラクター、田植機、コ
ンバイン、刈払機ほか）が買い替えなどにより変わって
いませんか？
機械と証書（加入票）のご確認をお願いいた
します。
《対象となる共済》
◎自動車共済 ◎特定農機具傷害共済
【ご注意ください】
農機具を変更している場合は手続きが必要です。手続
きされていない場合、共済金の支払いができませんので、
ご注意ください。
変更手続き時に必要なもの
「登録ナンバーがある機械の場合」
市発行の標識交付証明書が必要です。（大型特殊は車
検証なども必要です）
「登録ナンバーなどが無い機械の場合」
①メーカー名 ②型式 ③車体番号 ④年式
※印鑑をご持参ください。
季節使用農機具は『季節農業用自動車保障特約』でも
保障できます。

ＪＡまつり

中止のお知らせ

開催を予定しておりました令和３年度の「ＪＡまつ
り」につきまして、新型コロナウイルス感染症拡大防止
のため、開催を中止させていただきます。
ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

秋田を学ぶ講座
シリーズ２０２１

受講
無料

秋田しんせい農業協同組合 職員募集要項
令和 4 年度
（令和 4 年 4 月 1 日採用）
正職員を下記のとおり募集します。
1 ．採用職種・人数

本組合における業務全般、農業機械技術職

2 ．勤務先及び待遇

本組合の本・支店等に勤務し、待遇については就業規則、職
員給与規程による。

3 ．応

高校卒業以上の学歴を有する者（令和 4 年 3 月卒業見込み者
を含む）で、令和 4 年 4 月 1 日現在で35歳以下の者。

募

資

格

※ただし、農業機械技術職については、経験者を優遇するものとし、高校卒
業以上の学歴を有するもので、令和 4 年 4 月 1 日現在で45歳以下の者。

4 ．提

出

書

類

場

にかほ市仁賀保勤労青少年ホーム

●定

員

６０名

●申込先


教授

池本

（公財）斎藤宇一郎記念会
ＴＥＬ ０１８４－３５－４０５７ または ０１８４－３５－４７１１
（月曜日休館）

1通

当組合の本・支店窓口に準備してあります。また、当組合ホームページか
らダウンロードできます。(https://www.akita-shinsei.or.jp/）履歴書
には 3 ヶ月以内に撮影した写真(上半身)を貼付し、Ａ 3 版で提出すること。

⑵卒業見込み証明書または卒業証明書

1通

⑶成績証明書（新卒者のみ、既卒者は不要）

1通

※ただし､高等学校卒業見込者については､全国高等学校統一用紙で可とする。
なお、採用内定後、健康診断書をご提出いただきます。診断書の結果に
よっては、採用できない場合もありますので、ご了承ください。

「秋田の地域食資源を活用した

健康食品や化粧品の開発」
秋田大学教育文化学部地域文化学科

⑴履歴書（当組合所定の様式）

（既卒者は卒業証書の写しでも可）

８ 月２８日（土） １３：３０～１５：００
●会

5 名程度

敦

5 ．応 募 受 付 期 間

令和 3 年 9 月 6 日(月)から 9 月17日(金)

6 ．試験方法・日程

⑴提出書類の審査を行い、適格と認めた者に受験案内を交付
する。
⑵第一次試験 一般教養試験、小論文(作文）

※郵送の場合も含め、期間内に総務部人事課に応募書類が必着のこと。

試験日は、令和 3 年 9 月24日(金）

⑶第二次試験

面接試験

⑷試 験 会 場

本組合

一次試験合格者に対し10月上旬に実施する。

7 ．応 募 申 込 先

本店 2 階

会議室

〒015‒8538 秋田県由利本荘市荒町字塒台 1 番地 1
秋田しんせい農業協同組合 総務部 人事課
TEL 0184‒27‒1661

詳細はＪＡホームページでご確認ください
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行事予定

理事会報告

8

第３３０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

AUGUST

２７日（金） 理事会

9

開催日：令和 ３ 年 ７ 月２９日（木）

コンプライアンスマニュアルの一部変更について
令和３年産米集荷・買入方針及び体制について
令和３年産民間流通米集荷推進運動要領の設定について
固定資産の取得について
ディスクロージャー誌について

SEPTEMBER

７ 日（火） あきた総合家畜市場
２９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。

東北電気保安協会からのお知らせ

８ 月は「電気使用安全月間」です

夏は肌の露出が多くなり、汗もかくこ
とから体に電気が流れやすくなります。
暑さにより注意力が散漫になりがちなた
め感電事故が多くなる傾向があります。
毎年 ８ 月は経済産業省が定める「電気
使用安全月間」です。電気安全に心掛け
ましょう。

令和 ３ 年 ６ 月３０日現在
正 組 合 員 数／
１０，０３６人
准 組 合 員 数／
９，１４６人
出
資
金／
５２億９７６万円
貯
金／１，５５９億７，２６５万円
貸
付
金／ ３５５億１，０５０万円
長期共済保有高／３，７０９億７，９５６万円
購 買 供 給 高／
１１億５１５万円

販
売
高／
（う ち 野 菜）／
（うち花き・花木）／
（うち林産物）／
（う ち 果 実）／
（うち畜産物）／

６億７，８８７万円
１億２，５６７万円
１，５２４万円
２，３１０万円
２万円
５億１，４８２万円

金融移動店舗車（ふれあいちょきんぎょ号）令和 ３ 年 ９ 月の運行日程について
１ 日（水）

営業時間

６ 日（月）

３ 日（金）

４ 日（土）

午前 旧内越支店 午前 亀田出張所 午前 旧上郷支店

午前 ９ ：３０～１２：００
午後 １ ：３０～ ３ ：００
５ 日（日）

２ 日（木）

午後 旧石沢支店 午後 亀 田 駅 前 午後 大 竹 地 区

７ 日（火）

８ 日（水）

９ 日（木）

１０日（金）

１１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

１２日（日）

１３日（月）

１４日（火）

１５日（水）

１６日（木）

１７日（金）

１８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

１９日（日）

２６日（日）

２０日（月）

２７日（月）

２１日（火）

２３日（木）

２４日（金）

午前 旧西滝沢支所 午前 旧内越支店

午前 旧上郷支店

午後 旧Ａコープ前郷 午後 旧石沢支店

午後 小砂川地区

２８日（火）

午前 旧石沢支店 午前 旧玉米支所
午後 旧内越支店 午後 旧 蔵 支 所
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２２日（水）

２９日（水）

３０日（木）

２５日（土）

食べて農家を応援☆

！
す
で
評
好
』

『

季節のおいしい福袋

8

※画像は全てイメージです。

［ウインズ］№２９３

ＪＡ秋田しんせい広報誌

編集●経営管理部 Ａｇｒ
ｉ
・
Ｆｏｏｄ未来企画課

発行●秋田しんせい農業協同組合

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/

野菜をたっぷり楽しむ！

スタミナ満点！

野菜セット

お肉セット
ＪＡが誇る「秋田由利牛」と「比内地鶏」をお届けする
セットです。赤肉の中にきめ細やかな脂肪を持つ、とろ
けるおいしさの「秋田由利牛」。濃厚な風味と香気を備
え、噛むほどに味とコクが際立つ「比内地鶏」をぜひこ
の機会に味わってみませんか？
～Ｓ
ｔ
ａｎｄａ
ｒｄ～
スタンダード

10,000

～Ｐｒ
ｅｍｉ
ｕｍ～
プレミアム

13,000

コース

コース

※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

お申込み
について

（税込）

円

（税込）

円

✚

お届け地域別の
送料

✚

お届け地域別の
送料

ＪＡ管内で栽培、収穫された野菜と美味しく食べていた
だくための管内産加工品をＪＡがチョイス！
１ セットで様々な楽しみ方ができる野菜セットです。農
家さんが丹精込めて育てた、旬の野菜を詰め合わせてお
届けいたします。
～Oｎce～
９月
１ 回コース

５,000

（税込）

円

✚

お届け地域別の
送料

※品 物 の 詳 細 に つ き ま し て は 、 Ｊ Ａ 秋 田 し ん せ い 広 報 誌
「Ｗｉ
ｎｄ’ｓ ６ 月号」の「トピックス」をご覧ください。

方法❶ＪＡ秋田しんせいのホームページから申込書をダウンロード、必要事項を記入して最寄りの
支店へ現金を添えてお申込みください。
方法❷最寄りの支店で申込書を受け取り、必要事項を記入。現金を添えてお申し込みください。

※仕入れ状況等により品物・時期が一部変更になる場合がございますのでご了承ください。

あとがき
Ｐ１２でご紹介したＶＲゴーグルを使用
した農作業事故疑似体験を私も体験させ
ていただきました。臨場感たっぷりで事
故の瞬間は思わず体が動いてしまうほど
でした。
毎日暑い日が続いています。熱中症が
原因とみられる農作業事故も発生してい
るようです。作業をされる際は、小まめ
な水分補給や休憩をとり、熱中症には十
分気をつけてください。
り

ＪＡ秋田しんせいＬＩＮＥ公式アカウント
【配信内容】

友だち募集中！

●ＪＡ広報誌Ｗｉ
ｎｄ’ｓ配信

の

●旬の紹介

●ネットショップＭＡＭＡＫＥの情報 ●オススメレシピ紹介

【登録方法】

▶ ＱＲコードを読み込む
または

▶ＩＤで検索

@001wfrfq

友だち追加
してね★

