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ＪＡグループ秋田キャッチフレーズ

撮影地／東由利地区

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。

ナ

ス
令和３年度、ＪＡ管内では 戸の農家

が長ナスを栽培しており、出荷数量

㌧、販売額５００万円を目指していま

す。

ナスには「コリンエステル」という成

分が他の農産物の１０００倍以上含まれ

ているとされ、血圧改善効果や気分改善

効果があるといわれています。

この成分は熱にも強く、揚げナスや焼

きナス、天ぷらなどさまざまな調理法で

摂取できます。

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！

１４

２４

本誌１５ページに
「ナス」の紹介を
掲載していま
す！

ＪＡ女性部
東由利支部長
うめつ

梅津

しんこ

眞子さん㊨

仁賀保支部長
たかはし

髙橋

あけみ

明美さん㊧

ナスとひき肉のキーマカレー
◉作り方

玉ねぎ………………… ２ 個
トマト………………… ２ 個
豚ひき肉…………… ２５０㌘
カレールー（中辛）……½箱
塩……………小さじ １
Ａ おろしにんにく……小さじ½
おろししょうが……小さじ½
ナス…………………… ６ 本
サラダ油………………適量
塩………………………適量

①玉ねぎは薄切りにして耐熱ボウルに入
れ、ラップをかけて電子レンジで１２分
加熱する。トマトはへたを取って、ざ
く切りにする。
②鍋にサラダ油を熱して「①」の玉ねぎを
入れ、初め強火、途中で中火にしてじっ
くり炒める。茶色く色づいてきたら、
豚ひき肉を加えてほぐすように炒める。
③「②」の肉の色が変わったら「Ａ」を加え
て混ぜ合わせ、「①」のトマトと水 ３
カップを加えて煮る。煮立ったら、弱
めの中火で３０分煮込む。
④ナスはへたを落として縦半分に切り、
さらに ３ 等分に切って塩水に ３ ～ ４ 分
つけ、あくを抜く。その後水けをしっ
かりふき取って、１８０℃の油で素揚げ
にする。
⑤お皿にご飯と「③」を盛り、「④」を乗せ
て出来上がり。

──
⎠

◉材料（ ４ 人分）

── ⎞
⎬

塩水であく抜き
をすることで、
ナスの色味をき
れいに保つこと
ができます。
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の取り組みを集中掲載

移動編集局を
開局しました
掲載記事を一部紹介

ＪＡ秋田しんせいは、 ８ 月２３日（月）から２７日（金）の
５ 日間、「日本農業新聞」にＪＡの取り組みを集中的
に掲載する「移動編集局」を開局しました。
全国に当ＪＡの取り組みを集中的に発信することで、
ＪＡ事業への理解を深めていただくことを期待すると
ともに、さらに取り組みを前進させてまいります。

１日５～６本

合計２８本掲載されました！

税務申告にも使えます！「日本農業新聞」を購読しませんか？
ＪＡ秋田しんせい営農振興課

０１８４ － ２７ － １６０１
日刊 月刊購読料 ２，６２３円（税込）
もしくはお近くのＪＡ各支店まで

ＷＥＢからのお申込み
日刊 月刊購読料 ２，６２３円（税込）
２０２１年秋 電子版サービス開始予定

移動編集局の期間中、取材にご協力いただいた皆さま、誠にありがとうございました。
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04

自分で育てて、農業の面白さを感じてほしい！
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親子で収穫体験
あぐり体験スクール開催

▲暑さに負けずたくさん収穫しました

Ａｇｒｉ・Ｆｏｏｄ未来企画課
ＪＡは８月７日、東由利地区で今
年度１回目のあぐり体験スクールを
開催しました。スクール生など 名
が参加。
子どもたちは、農家の圃場で野菜
の収穫を体験。大きいトウモロコシ
を選んだり、袋いっぱいにジャガイ
モを収穫したりしました。また、女
性部員と一緒にカレーの調理も行い、
ゆでたてのトウモロコシや枝豆など
とともに味わいました。
参加者は「ジャガイモの掘り出し
は大変だったけど楽しかった」と話
しました。

飾って食べて農家を応援！
ＪＡ本店で直売会開催
経営管理部

ＪＡは８月 日、ＪＡ本店で「ワ
ケあり・盆前直売会」を開催しまし
た。
この直売会は、大きさがふぞろい
で傷があるなどのワケありな農産物
を販売し、農家の応援や消費拡大に
つなげようと企画したもの。アスパ
ラガスやメロンなどの野菜や果物、
リンドウ、小菊といった切り花を販
売しました。
利用者は「今回の直売会はＪＡの
公式ＬＩＮＥで知った。スーパーで
買うよりも安くて新鮮で、また開催
されれば参加したい」と話していま
した。

象潟

日、ＪＡ象潟支店で農事組

名が参加。

に設立。構成員は

名、経営規模は

足の解消、農業の維持・発展を目的

同法人は農家の高齢化や担い手不

ど

催され、構成員やＪＡ、にかほ市な

合法人象潟ファームの設立総会が開

８月

西部エリア

象潟ファーム設立総会
農業の維持・発展を目指す

１２

㌶。稲作や秋冬ネギを栽培する

須 田 淳 代 表 理 事 は、「 こ れ か ら 大

変なことがあると思うが、構成員一

丸となって前に進んでいきたい」と
話しました。

▲次回は ９ 月中旬に支店で開催予定です

地域の
活性化
食と農
を通じ
て活性
化

▲目録を手渡し激励しました

５１

粘り強くモー烈な活躍を
東中学校にお米と牛肉贈呈
ＪＡ秋田しんせい

５０

３０

予定です。

約

２５

２５

ＪＡとＪＡ秋田しんせいサービス
は、第 回全国中学校軟式野球大会
（開催８月 日～８月 日）に初出
場する由利本荘市立東中学校野球部
を応援しようと、独自ブランド米
「土づくり実証米」 ㌕と「秋田由
利牛」５㌕を贈呈しました。
８月 日に行われた贈呈式では、
小松忠彦組合長とＪＡ秋田しんせい
サービスの清橋一広副社長が、野球
部の渋谷拓斗主将と今村聡部長に目
録を手渡しました。
小松組合長は「土づくりにこだ
わったおいしいお米とおいしい牛肉
を食べて、粘り強く〝モー烈〟な活
躍を期待している」と激励しました。
２１

地域の
活性化
食と農
を通じ
て活性
化

▲ともに頑張りましょう

３２

７０

４３

１８
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知ってほしい！ＪＡが頑張っているこんなコト

女性部活動で地域を活性化

ＪＡ自己改革への挑戦

３７
ＪＡ秋田しんせい自己改革の取り組み●

明るく豊かな地域社会を目指して

女性部員になって地域を盛り上げませんか？ く

Ｑ

地域の
活性化
らしの
向上で
活性化

この取り組みには、
どんな効果があるのですか？
「食」と「農」を基軸とした活動
で、農業への理解が深い、住みよ
い地域社会づくりを目指します。

Ａ
Ａｇ
ｒ
ｉ
・Ｆｏｏｄ未来企画課
係長 佐藤 明美㊧

斎藤

❶ＪＡ秋田しんせい女性部について
ＪＡ秋田しんせい女
性部は、ふれあい活動
を通じて、互いに助け
合いながら楽しく活動
する組織です。
由利本荘・にかほ市
の方であれば、誰でも参加でき、２０代から８０代まで
幅広い世代のメンバーが所属しています。ＪＡ管
内 ２ 市１１地区に支部があり、「食」と「農」、「くら
し」に関心のある女性が集まって活動しています。

❷女性部活動はＳＤＧｓに繋がっています

洋子㊨

❸特技を生かして仲間と交流
◀ふれあい泉の里への訪問活動

今年度から、ＪＡが運営する福
祉事業所「ふれあい泉の里」へ毎
月 １ 支部が訪問しています。女
性部員の歌や踊りといった特技
を生かしたレクリエーションを
行っており、利用者にも好評です。

◀サークル活動や支部活動

ＪＡ女性部の各支部では、畑や
ガーデニング、手作り味噌の講
習会などを行っています。年代
が違う仲間と助け合い、支え合
いながら楽しく交流しています。

◀女性部食堂

月に １ 回、本店でＪＡ職員を対
象とした食堂を開設しています。
管内の農産物を使うことで、消
費拡大や食材の新鮮さとおいし
さの再確認につながっています。
毎回約１００名が利用しています。

ＳＤＧｓとは、２０１５年に国連で採択された持続可
❹女性部活動に参加しませんか？
能な社会をつくる１７の目標のことです。
女性部では、一緒に地域を盛り上げてくれる女性
ＪＡ女性部の活動の多くはＳＤＧｓと関連してお
り、持続可能な社会を築くことにつながっています。 部員を募集しています。女性部活動に興味がある方
は、本店Ａｇｒ
ｉ
・
Ｆｏｏｄ未来企画課までご連絡ください。
「誰一人取り残さない」という思いで、住みよい地
女性部活動に参加して、毎日の生活を楽しみませ
域社会づくりを目指し、地域のさまざまな問題に力
んか。（ＴＥＬ：０１８４－２７－１６６１）
を合わせて取り組んでいます。

【トップメッセージ】
女性部と一緒になって取り組み、地産地消や食農教育など食べて農業を応援 代表理事組合長
小松 忠彦
していただくＪＡファンを増やし、地域の活性化につなげてまいります。
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就農一年目、アスパラガス軸に
人を雇える経営を目指す

東部エリア（矢島地区）

高橋

知樹（たかはし

平成 ３ 年 ７ 月１５日生まれ
専業農家
【経営面積】
アスパラガス

ともき）さん

３０歳

半促成 １５２坪
露 地 １０㌃

ナス １．１㌃
好きな言葉◉為せば成る
趣味◉釣り
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以上収穫できるため毎年の植え替
きっかけでした。

と枝切りの手順や整枝、誘引作業

ます。自分の考えを反映できると

現在、圃場を一人で管理してい

人が雇える経営を目指して

長期間安定した収量を確保する

など戸惑うことも多く、こちらも

ころが農業の魅力だと思います。

しかし、実際に栽培に取り組む

私はＪＡの「園芸就農者支援研
ため、露地栽培と半促成栽培を組

アドバイスをもらいながら技術の

また、自分で育てたもので身を立

えが必要ないところです。

修制度」を経て、今年の４月に就
み合わせた作型に取り組んでいま

習得に努めています。

ＪＡの研修制度を利用

農しました。
す。

るうちに、野菜の栽培ができない

作付けされてない田んぼを見てい

朽化などを理由に令和元年に離農。

行っていましたが、農業機械の老

Ａや先輩農家などからアドバイス

生長が止まってしまいました。Ｊ

障害が発生。葉焼けしてしまい、

ましたが、７月からの猛暑で高温

今年の５月中旬から定植を始め

いずれは、人を雇える規模の経営

行っていきたいと考えています。

品目として、栽培面積の拡大を

今後はアスパラガスをメインの

私の家では、両親が稲作経営を

かと考えるようになり、次第に就

をもらい、新芽を育てることでリ

そんなとき、ＪＡが行っている

な農業の経験がありませんでした。

さず参加していますし、矢島地区

毎日です。ＪＡの講習会には欠か

まだ就農一年目なので、勉強の

ますね。

てているんだという達成感もあり

農を目指すようになりました。

９ 月いっぱいまで収穫予定です▶

を目指したいですね。

▲管理された露地栽培のアスパラガス

カバリーを行い、現在では順調に

しかし、私は田植えや草刈りな

「園芸就農者支援研修制度」を知

にはアスパラガス部会リーダーが

生育しています。

り、２年間研修を受けることにし

いるので、分からないことがあれ

▲半促成栽培のアスパラガスは来年以降が収穫本番です

どは手伝っていたものの、本格的

ました。さまざまな園芸品目の栽

ばすぐ聞くようにしています。

試験栽培で手応え

培講習会や巡回に参加しながら、
自分や土地に合うと考えて選んだ
品目がアスパラガスです。

経営の安定を図るため、ナスの
栽培にも取り組んでいます。研修
期間中に試験的に栽培を行い、自

毎日が勉強
栽培品目にアスパラガスを選ん

分なりに手応えを感じたことが
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年

だポイントは、単価が良く、

１０

刈取り適期の籾の熟色

刈取り適期の枝梗の
黄化程度
1
黄モミ
青モミ 2
3

4

5 黄化

去

勢

１８２頭

３３４㎏

８１５，１７３円

４３，２９３円

合

計

３１３頭

３２２㎏

７６３，９６６円

３０，１０３円

生産者

１ 若百合 安福久 百合茂 １１７㎝ ３１８日 ３１０㎏ １，００１，０００円

遠藤 拓朗
（東由利）

２ 美国桜 百合茂 安福久 １１４㎝ ２９６日 ３０３㎏ ８７８，９００円

佐々木栄一
（大 内）

３ 幸紀雄 美国桜 百合茂 １１５㎝ ３１８日 ３２５㎏ ８６５，７００円

加藤
（大

１ 若百合 美国桜 安福久 １２３㎝ ２７８日 ３７６㎏ １，１６０，５００円

小助川優貴
（大 内）

２ 諒太郎 安福久 勝忠平 １２４㎝ ２８５日 ３９０㎏ １，０９５，６００円

佐藤
（象

正孝
潟）

0184-27-1601

お問い合わせ

勝早桜
小松 正行
幸紀雄 安福久 １２１㎝ ２８１日 ３８５㎏ １，０７４，７００円
（東由利）
５

影響が出ることも予想されます。
秋になり涼しくなると、牛の食
欲が旺盛になったり、発情が見つ
けやすくなります。繁忙期と重な
りますが、分娩事故や発情を見逃
さないよう、こまめに観察を行い、
早期発見、対応しましょう。
また、相場の動向に関わらず、
発育良好で飼養管理をしっかりし
た牛は高値がつきます。飼養管理
を丁寧に行い、購買者の評価を得
られる子牛を育てましょう。

聡太
内）

あきた総合家畜市場ニュース

１１，４６０円

で、上表の目安を確認しながら刈
取りを行うようにしてください。

６９２，８２４円

８月市場は、前月比で雌、去勢
ともに高値となりました（左表参
照）。
先月まで、全国的に子牛価格は
下落傾向でしたが、堅調な内食・
輸出需要や政府の補助事業の実施
に支えられたことで高値となりま
した。
ただし、８月末現在で新型コロ
ナウイルスの感染が広がっており、
今後の需要期や各種イベントへの

３０４㎏

0184-27-1601

●乾燥調製について
乾燥調製は、出荷時の品質に関
わる大切な作業です。刈取り時の
水分が高い場合や活青米の混入が
多い場合は、乾燥機の容量と刈取
り日程を考慮しながら風量・温度
を上げすぎないよう、可能な範囲
でゆっくりと乾燥させましょう。
また、二段乾燥ができる場合は行
いましょう。
短時間で急激に乾燥させると、
胴割れが発生する原因となります。
特に備蓄米は、水分が ％以下
にする必要があるためご注意くだ
さい。

１３１頭

お問い合わせ

●食味事前サンプルについて
土づくり実証米は、事前サンプ
ルの提出がないと検査を行うこと
ができません。出荷する際は、黄
緑色のサンプル袋に玄米を詰め検
査を受ける２日前までに提出しま
しょう。
また、プレミアム実証米対象と
なる米は通常の黄緑色ではなく、
オレンジ色のサンプル袋に詰めて
提出してください。

前回対比

翔

長田

１ 袋でも多くＪＡへ出荷し
ていただけるようお願いいたし
ます。

平均価格

米穀課
営農経済部

１５

営農経済部 畜産振興課
係長 鈴木
佑

３

生産者

価格

母の父 母の祖父 体高 日齢 体重

父

去勢

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

平均体重

雌

頭 数
分
区

家畜市場成績
２０２１年 ８ 月１０日

あきたこまち ひとめぼれ つぶぞろい 萌えみのり
9

（出穂後の １ 日の平均気温の積算）

◆品種別の積算気温目安◆

7青
8

９０

6

●刈取りの適期について
９月に入り、刈取り時期を迎え
ます。刈取り適期は籾の黄化度と
出穂後からの積算気温を参考に判
断してください。
籾の黄化度は ％の頃が刈取り
適期となります。
目安は、分げつし
た茎ではなく主と
なる太い茎の１番
上から５番目の枝
梗まで黄化した頃
です。
また、積算気温
は１日の平均気温
の積み重ねを指し
ます。品種ごとに
目安となる積算気
温は異なりますの
【籾の熟色・枝梗の黄化程度による刈取時期の決定】

９５０℃～
１０５０℃～
１０５０℃～
１０５０℃～
１０５０℃
１１５０℃
１１５０℃
１１５０℃
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営農振興

令和３年
１０

営農振興課

月から

１０

提出できます

１０

インボイス制度の登録申請書を

インボイス制度とは、令和５年
月から始まる法的効力のある
「 イ ン ボ イ ス （ 適 格 請 求 書 ）」 を
発行できる制度です。
インボイスは、売り手が買い手
に対して正確な適用税率や消費税
等を伝えられるもので、買い手が
仕入税額控除を受けるために必要
となります。
そのため、買い手からインボイ
スの提出を求められた際に対応で
きなければ、買い手は税額控除を
受けることができず、取引が敬遠
される可能性があります。
さらに、インボイスを発行する
ためには、消費税の課税事業者で
あることや所轄の税務署において
登録番号の交付を受けることなど
の要件を満たす必要があります。
インボイス制度は令和５年 月
１日から始まりますが、今年の
月１日から登録申請書の提出が可
能になります。
手続きや詳細につきましては、
本荘税務署または、本店営農振興
課までご相談ください。
１０

制度導入までのスケジュール
令和 5 年10月 1 日から登録を受けるためには、原則
として、令和 5 年 3 月31日までに登録申請書を提出
する必要があります。

登録申請書は、
令和 3 年10月 1 日
から提出が可能です。
令和 3 年10月 1 日

令和 5 年 3 月31日

令和 5 年10月 1 日

登録申請書の
受付開始

インボイス制度
の導入

登録事業者になろうとする事業者の方は「適格請求書発行事業者の登録申請書（登録申請書）
」の提
出が必要です。登録申請書提出後、税務署から登録番号などの通知が行われます。

お問い合わせ

0184-27-1601

園芸
園芸販売課

月に収穫を迎える秋冬

１２

ネギについて

１０

月～

ねぎの栽培管理は、まもなく本番

に入ります。今後重要になるポイ

ントを解説します。

１．追肥及び土寄せ

ネギの商品価値を決定するのは、

白根（軟白長）の長さです。

３０

～
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軟白が仕上がるまでには、

※●は予防・治療剤、○は予防剤。

４０

日かかるので、収穫期から逆算

薬剤名
使用量（１０㌃）
使用回数
ジマンダイセン水和剤
６００倍 １００～３００ℓ ３ 回以内
ダ コ ニ ー ル １０００ １，０００倍 １００～３００ℓ ３ 回以内
テ ー ク 水 和 剤
６００倍 １００～３００ℓ ３ 回以内
アミスター２０フロアブル ２，０００倍 １００～３００ℓ ４ 回以内

して土寄せ・追肥します。

【病害】

①追肥の量

薬剤名
使用量（１０㌃）
使用回数
アグロスリン乳剤（劇物） １，０００倍 １００～３００ℓ ５ 回以内
モスピラン顆粒水溶剤（劇物） ２，０００倍 １００～３００ℓ ３ 回以内
デ ィ ア ナ Ｓ Ｃ ２，５００倍 １００～３００ℓ ２ 回以内
ベ ネ ビ ア Ｏ Ｄ ２，０００倍 １００～３００ℓ ３ 回以内

㌃当り１回につき、チッソ、

リンサン、カリ成分で３～４㌕を

施用

②土寄せ

葉身部と葉鞘部の分岐点を超え

ないように、分岐点から１㌢ほど

最後の土寄せは、葉身と葉鞘部

下まで行う。

の分岐点の５㌢くらい上まで行う。

２．定期的な病害虫防除・農薬の
適正使用

夏の高温期になると害虫の発生

が多くなり、気温が下がると病害

が出やすい環境となりますので病

害虫防除の薬剤を紹介いたします。

【主要害虫：アザミウマ、ハモグリバエ】

１０

営農経済部 営農振興課
係長 原田 和宏

使用時期
収穫 ７ 日前まで
収穫 ７ 日前まで
収穫前日
収穫前日
使用時期
収穫１４日前まで
収穫１４日前まで
収穫１４日前まで
収穫 ３ 日前まで

べと病 さび病 黒班病 葉枯病
○
○
○
○
○
○
●
●
●
●
●
●
●
●

営農経済部 園芸販売課

伊藤

光

お問い合わせ

0184-27-1601

ＪＡくらしの活動

福祉事業所「ふれあい泉の里」

日と８

経営管理部 福祉事業所

0184-27-1698

お問い合わせ

日、ＪＡ高齢者助けあいグ

ランターなどで野菜を育て、利用者

ふれあい泉の里では、これまでプ

り、県外在住のご家族やご親戚が帰

トルやキャップを使ったミニゲーム

やお手玉を使った玉入れ、ペットボ

の皆さんと一緒に歌に合わせて体操

したい」と話しました。

嬉しい、今後もデイサービスを利用

や舞に手拍子をしたり、一緒に歌っ

一緒に

用者と

他の利

泉の里に野菜畑設置
秋野菜の種まき行う

今年度からポイントカードを導入

職員発案でポイントカード導入
回利用者に似顔絵プレゼント

しました。利用者の皆さんに喜んで

の皆さんに収穫などを体験していた

今回、もっと農業に触れてもらお

だいておりました。

うと、泉の里の敷地内に畑を設置し

もらおうと職員が発案、企画しまし
ポイントは、１回の利用で１ポイ

ました。

省できず、例年とは違った形のお盆

てみたりと楽しんでいました。また、

やると

日には、畑に植える苗を育

組みをしていきたい」と話しました。

など、農業を通じたＪＡらしい取り

用した農作業と機能回復訓練の融合

齋藤栄子所長は「今後は、畑を活

丁寧にポットに植え付けました。

秋野菜が中心。利用者は、一粒ずつ

育てる野菜は、白菜や大根などの

ポットに種まきを行いました。

てるため、利用者の皆さんと一緒に

８月

提供などを予定しています。

体験、収穫した野菜を使った料理の

今後は、畑の管理の一部や収穫の

ントが貯まり、指定の回数ごとにハ
ています。
８月 日には、初めて

を過ごすことになった利用者の皆さ

二代目・浅野梅若さんによる舞がサ

張り合

利用者は「難しいゲームもあったが、

いました。

プライズで披露されると、大きな拍

利用者の皆さんは、梅若会の民謡

画したものです。

などを行い、利用者同士で成績を競

利用者は「プレゼントをもらえて

手渡しました。

が描いた手作りの似顔絵と記念品を

を達成した利用者の方に、ＪＡ職員

ポイント

ンカチやタオルなどをプレゼントし

た。

９０

んに少しでも喜んでいただこうと企

わかば鳥海のメンバーは、利用者

を行いました。

操や玉入れなどのレクリエーション

ループ「わかば鳥海」が訪問し、体

８月

身近なものでミニゲーム
触れ合い楽しみ成績競う

利用者がイキイキと過
ごせる企画を提供

お盆に 秋 田 民 謡 楽 し む
民謡鑑 賞 会 を 開 催
ふれあい泉の里では８月
日の２日間、日本民謡梅若流梅

若 会 に よ る、「 ボ ラ ン テ ィ ア 民 謡 鑑

月

１４

新型コロナウイルスのまん延によ

賞会」を開催しました。

９０

福祉

手をしながら舞を鑑賞しました。

いがあ
って楽
しかっ
た」と
話しま
した。

２９

２６

１０

ＪＡ の
１５
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0184-74-6020

お問い合わせ

次年度へ向けて事業確認！

の仲介などを提案しました。
ＪＡの施設を集荷・保管施設と
して利用することで、選別、保管、
出荷作業の一括管理が可能になり
ました。
また、これまで個別に所有して
いる選果機で選別作業を行ってい
ましたが、大型の選果機を活用し
たことで選別能力が向上し、作業
が効率化しました。

作業・出荷効率化
にソリューション
新規就農者の
次年度事業確認

タマ ネ ギの 選 別 、保 管 、出
荷作業にソリューション！

活動中

管内では、面積当たりの収益性
が高い高収益作物として、農業法
人を中心に、タマネギの栽培に取
り組む経営体が増えています。現
在は４経営体が２・８㌶で栽培し
ています。
タマネギの栽培は、今まで収穫
から出荷までの作業は農家ごとに
個別に行っていました。当室では、
収穫後の選別、保管、出荷作業の
効率化に向け、解決策を提案でき
ないか、農業法人や行政機関など
と協議を重ねてきました。
そこで①収穫後の集荷・保管ス
ペースとしてＪＡ施設を提供②Ｊ
Ａ所有の大型の選果機を利用する
ことによる効率アップ③取引相手
へ納品するための出荷・運送業者

農業経営支援室

新規就農者が順調に農業経営を
行えるよう、新規就農者を交えな
がら行政や関係部署と連携して、
経営規模や機械導入、補助事業申
請などの経営状況の確認を行って
います。
新規就農者にとっては、
ＪＡや行
政 と 一 緒に確 認していくことで、
さ
まざまな視点から現状を把握する
ことができます。
当室では、新
規就農者が安心
して農業に専念
できるよう、今
後も行政機関や
各部署と連携し
ながら、環境を
整えてまいりま
す。
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農業経営
支援室

免許の視力は
足りていますか？
運転免許証の適性検査の一つに
視力の項目があります。普通免許
や大型特殊（農耕車限定）では両
眼で０・７以上、一眼で０・３以
上。大型・牽引免許では両眼で
０・８以上、一眼で０・５以上と
なっています。皆さん今の視力は
どのぐらいありますか？
免許を更新しようとしたら、若

（Takehisa Denpo）

毅久

改善するには、手術が必要となり

回復する事はできません。視力を

せん。

２～３ヶ月以上は待たねばなりま

もので、白内障患者の７割以上を

部分を乳化させて吸引し、代わり

し、超音波で白く濁った核や皮質

体は水晶体嚢という外側の袋を残

鏡を使っておこなわれます。水晶

白内障の手術は局所麻酔で顕微

が充分出るとも限りません。術後

加えて、手術直後にすぐに視力

空けて日程を組みます。

れぞれの手術は２週間ほど間隔を

２回の手術が必要となり、かつそ

行いますので、両眼手術の場合は

また、１回の手術では片眼のみ

占めますが、他にも先天性や外傷

に眼内レンズを水晶体嚢の中へ挿

眼球が落ち着くまで時間がかかる

ます。

性、アトピー、糖尿病など代謝性

入します。手術にかかる時間が短

時点で眼科を受診されても、手術

免許が失効したとき、現在では

枠に空きがあるとは限らず、期限

しかし、ご希望するタイミング

誕生日から６ヶ月以内であれば視

手術を受ければたいていは免許の

で白内障手術を受けられるかとい

力検査を受け直すだけで再交付が

に間に合わないかもしれません。

うと、必ずしもそうではありませ

受けられますが、更新期間を過ぎ

とをお勧めします。

視力や眼の疾患などを確認するこ

にも、年に一度は眼科へかかり、

こういった事態にならないため

くなります。

ん。運転免許更新の期間は、誕生

歳以上）は更新期

た後では失効扱いで運転ができな
高齢者講習（

日の前１ヶ月～後１ヶ月ですが、

更新ができます。

眼の疾患が白内障だけの場合は、

徴です。

すいしょうたいのう

の病気、薬剤や放射線によるもの

ことが多いです。

治療はごく初期であれば、点眼

免許更新で視力が引っかかった

く、体への負担が軽くすむのが特

もあります。

りず、不合格になる事があります。

間が満了する３ヶ月以内に自動車

手術枠の空き状況の具合や、術

薬で進行を遅らせられる場合があ

ただし、点眼薬では水晶体の濁

前検査、眼内レンズの選定などい

この場合は、何か眼に病気がある

りをなくすことはできません。メ

くつかのステップを踏むので、基

学校で行われます。

白内障は、瞳孔の裏にある水晶

ガネは遠視・近視・乱視を補正す

本的には手術をすると決めてから

ります。

体という部分が白く濁ってくる病

るものであって、低下した視力を

可能性が高く、中でも多いのは白

気です。原因の多くは加齢による

内障です。

７０

いころは問題のなかった視力が足

由利組合総合病院
眼科

傳法
科長
水晶体
（レンズ）
虹彩
（絞り）

網膜
（フィルム）
眼の仕組み
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７月からの苦しいほどの暑さ、水不
かったです。ハバネロも

話が読めて、とても楽し

今月は大好きなピーマンの

むからね！

じじ、い

懐かしい思

代

き、だし入り酢と塩昆布を入れ、も

キュウリをポリ袋に入れめん棒で叩

…………………………………………

なり、楽しみにしていたので嬉しい

今年もシャインマスカットの季節に

…………………………………………

さに驚きました！

モコババ さん

代

なぁ…。昨年初めて食べて、おいし
した。

本荘

（シャインマスカットおいしいです

ちなみに私

よね。管内にも栽培している農家さ

藤原 幸枝 さん
（おいしそうですね！

んがいますので、見かけたらぜひ

本荘

は毎年、キュウリとミニトマトをオ

買って応援してください♪

り）

…………………………………………

み）

のを食べています！

代

…………………………………………

悦子 さん

コロナ禍で、東京の孫に会えなくて

菊地

最近夜、虫の声が聞こえるように

大内

寂しいです。コロナに負けるな！
すね。

…………………………………………

「健康ガイド」毎回読んでいます。

代

自分の体を守るため、注意しながら

仁賀保

…………………………………………

酒量、食べ物など考えています。

代

９月に３人目を出産予定です。今年

幸夫 さん

は暑い日が続いていましたが、我が

須田

象潟
かげで、夏バテ知らずで過ごすこと

家はじじが作ってくれた夏野菜のお

久保 栄子 さん

なってきました。秋の気配を感じま

リーブオイルと塩と砂糖で和えたも

代

んだものを毎日のように食べた夏で

だんだん畑 さん

西目

い出です。

くれたっけ！

帰ると母が蚊帳を準備して

もたちが小さい頃、実家へ

帳」がありましたね。子ど

苦労すパズルの答えに「蚊

………………………………

３人のママ さん

由利

代

元気な赤ちゃん産

ができました！

足を心配しましたが、何とか乗り越
ピーマンの仲間だったとは

とう！

つもおいしい野菜をありが

今年プランターで
育てたスイカ苗。
初め
て実をつけました
が、あえなく鳥に
食べ
られてしまいまし
た。いつも通り大
内の
スイカを買いまし
た！
岩城 Ｐ．Ｎ ウミネ
コさん
５０代

ス感染症が増加傾向にある

あえなく…

のが気がかりです。一人一
人が感染防止を！
金浦

えられました。今年は稲刈り早いか

代
佐藤 勝彦 さん 
………………………………

な、コロナのおかげで会えない孫た
本荘

…。
代
もかにゃん 
代
………………………………

順子 さん

今までの夏の暑さがウソの

池田

ちに早く会えるといいなー。

横 浜 に 住 ん で い る 孫 か ら、「 秋 田 の

ように、お盆が過ぎたら急に涼しく

西目

笹巻き食べたいんですけど」と電話

ましたが、何事もなくよかったです。
しかし、大雨が各地で信じがたいほ

３０

６０

…………………………………………

がきて、早速近くの直売所で購入し

なりました。台風９号の心配もあり

代

て送りました。販売してくれた生産
者の方に感謝です！
こうちゃん

ど降り続き、本当に大変です。私た

由利
…………………………………………

がら、日々元気に過ご

ちもこれからの天気に十分注意しな

代

していきましょうね。
象潟
益弘 さん

…………………………

須田

私の母は、 歳で施設
に入所しました。毎日
元気でいるのか心配し
ています。娘の気持ち
として、私が何歳に

代

なっても母への思いは
変わりません。
矢島
金子千津子 さん

Ｐ．Ｎ

Ｐ．Ｎ

７０

２０
９５

Ｐ．Ｎ

Ｐ．Ｎ

最近、秋田県でも新型コロナウイル

５０代
す。
昭さん
東由利 栃平 一

４０

６０
６０

り。
れて採れてびっく
今年は、野菜が採
」と
い
ま
う
が出ます。「
食卓に毎日野菜
いま
で
ん
喜
母がとても
言って食べると、

６０

６０

７０

７０
６０

５０

Ｐ．Ｎ

びっくり！
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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
０６
０７

応募方法（おはがき・ＦＡＸ・Ｅメールで）

０８
１０
１４
１６

◎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。 １８

応募締切り 令和 ３ 年 ９ 月２４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

１９
２０

中東の国の一つ。首都はバグダッ
ド
台風に備えて閉めておこうかな
すしのしゃりにのせます
９ 月の第 ３ 月曜日は――の日。国
民の祝日です
難しくありません
町火消しが火事場で振った物
草木も眠る――時
夕方「カナカナカナ……」と鳴く
セミ
ハウスみかんの生産量が日本一の
県
鼻からあごまでを覆うように着け
ます
十五夜に楽しむもの

８

月号のこたえ

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１０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。

ヨコのカギ
０１

米の収穫作業の一つ。手で行うと
きは鎌を使います
とう
０２ 家具などに使う籐のこと
０３ アルファベットの ９ 番目
０４ フランス語で栗のこと
０５ １ 位が金、 ２ 位が銀なら ３ 位は
０７ 阿倍仲麻呂や吉備真備などがこの
役を果たしました
０９ 鉄砲に込める物
１１ チョキがはさみならグーは
１２ ボール紙のことをこう呼ぶことも
１３ 釣りに使う透明な糸
１５ 宗谷、室戸、足摺といえば
１６ 何もすることがない状態です
１７ 喜・怒・哀・――

正解は

リ ツ シ ユ ウ でした。

◆特別賞（地産地消商品）

小番かつ子さん （本

荘）

◆大 賞（ＪＡ加工品）
金子千津子さん （矢 島）

齋藤
西田

城）
内）

◆地産地消賞（ＪＡ加工品）
Ｐ．Ｎ ばっぱさん （鳥 海）
津田 雅美さん （由 利）
◇応募総数 ９９通 眞坂
實さん （西 目）

隆一さん （岩
千昭さん （大

畑山津美子さん （東由利）
佐藤
隆さん （仁賀保）
村上キサ子さん （金 浦）
須田
馨さん （象 潟）

■ ８ 月の注目記事

所得最大化
ＩＣＴで提案
（８／２４ 付 一面 ）

電話

□食のおはなし □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
□ほっと．こむ
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ＪＡ秋田しんせいは
情報通信技術（ＩＣＴ）を活用した大規模
法人の経営支援に力を入れている。三つのシ
ステムで①圃場（ほじょう）②作物の生育③
経営―を可視化。施肥の見直しや園芸品目の
導入を提案し、農家所得の最大化を図る。今後、ＪＡ管内の認定
農業者の ２ 割に当たる１８５経営体への導入を目指す。
■ＪＡ秋田しんせいの記事も載っています！
８／１８ リンドウ花束 感謝込め ８／２０ 中学生に米と牛肉 野球全国
大会応援 ８／２４ ミニトマトにＩＣＴ ８／２７ 牛の分娩事故防止へ
手引 ８／２８ 地元米で愛情にぎり ８／２９ 無洗米需要 高まり受け

…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)

正組合員とともに地域を支えるサポーター

「准組合員モニター」募集のお知らせ
ＪＡ秋田しんせいでは、正組合員との協同による農業
振興と組合運営を実現することを目的に、定期的に准組
合員の皆さまからのご意見・ご要望をいただく「准組合
員モニター」を募集しています。
モニターの活動内容
①ＪＡ秋田しんせいに関するご感想やご意見、ＪＡ事業
に対する提言をアンケート用紙にご記入し返信してい
ただきます。（年 ２ 回）
②アンケート終了後のモニター座談会への参加
③ＪＡ事業やイベントへの参加（希望者のみ）
募集条件・人数・応募期間
・ＪＡ秋田しんせいの准組合員であること
・５０名程度（募集期間：令和 ３ 年 ９ 月２０日まで）
任
期 令和 ３ 年１０月～令和 ４ 年 ６ 月まで
※応募者多数の場合は抽選となります。
特
典 ＪＡの特産品・加工品を進呈します。
応募方法
①電子メールの場合は、件名を「モニター希望」とし、
必要事項（住所・氏名・年齢・性別・電話番号）をご
記入の上、soumu@akita-shinsei.or.jpまで送信く
ださい。
②ハガキの場合は、上記と同じ必要事項をハガキにご記
入の上、下記の宛先までお送りください。
〒０１５－８５３８ 由利本荘市荒町字塒台 １ 番地 １
ＪＡ秋田しんせい 総務部総務課 行き

未利用口座管理手数料について

（令和 ３ 年１０月 １ 日以降に新たに開設されるお客様）
長期間ご利用のない口座は、振り込め詐欺やマネ
ロン等の犯罪行為に使用されるリスクが高くなって
おります。
金融犯罪防止に向けた口座管理の厳格化にかかる
国際的な動き、他業態の取り組み等を踏まえ、一定
期間ご利用のない口座について、「未利用口座管理
手数料」を令和 ３ 年１０月 １ 日よりＪＡバンク全国統
一で導入されることから、令和 ３ 年１０月 １ 日以降に
開設され、かつ最終移動日から ２ 年間ご利用のない
口座を対象とし、口座管理手数料（年間１，３２０円）
を徴求させていただきます。
※令和 ３ 年 ９ 月３０日以前に開設された口座に対して
は適用されません。
※普通貯金・総合口座・貯蓄貯金を対象とします。

お問い合わせ
ＪＡ秋田しんせい信用共済部金融課
ＴＥＬ：０１８４－２７－１６６５ まで
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行事予定

理事会報告

9

第３３１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

SEPTEMBER

２９日（水） 理事会

10

開催日：令和 ３ 年 ８ 月２６日（木）

企業年金規約の一部変更について
経理規程の一部変更について
経理規程第７１条に定める有価証券減損処理基準の一部変更について
ＦｉｎＴｅｃｈ企業等との連携・協働にかかる方針の改正について
固定資産の処分について

OCTOBER

５ 日（火） あきた総合家畜市場
２８日（木） 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 ７ 月３１日現在
正 組 合 員 数／
１０，０１４人
准 組 合 員 数／
９，１７２人
出
資
金／ ５１億９，９０８万円
貯
金／ １，５３５億３２１万円
貸
付
金／ ３５６億２，９９０万円
長期共済保有高／３，６９４億９，８０４万円
購 買 供 給 高／ １２億５，７７８万円

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）／

９億３，４５５万円
１億６，８１８万円
４，４８４万円
３，０１９万円
４８万円
６億９，０８４万円

金融移動店舗車（ふれあいちょきんぎょ号）令和 ３ 年１０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）

１ 日（金）

２ 日（土）

午前 旧上郷支店
午後 大 竹 地 区

５ 日（火）

６ 日（水）

７ 日（木）

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 旧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 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 松ヶ崎公民館 午後

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 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 小砂川地区

２４日（日）

２５日（月）

２６日（火）

午前 旧石沢支店 午前 玉 米 会 館

２７日（水）
※

２８日（木）

２９日（金）

３０日（土）

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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※営業場所変更のお知らせ（玉米地区）
１０月２６日より、旧東由利資材センター解体のため、近くの玉米会館が営業場所になります。

今年もやります！

農家応援企画！
新米を食べて農業を応援しよう！

土づくり実証米

9
ＪＡ秋田しんせい広報誌

［ウインズ］№２９４

新米直売会

農家さんが丹精込めて育てた「新米」を準備さ
せていただきます。
皆様に農家さんの大切な応援団「食の主役」と
なっていただけると幸いです。

土づくり実証米とは？

発行●秋田しんせい農業協同組合

編集●経営管理部 Ａｇｒ
ｉ
・
Ｆｏｏｄ未来企画課

土がしっかりしていると、活力のある根ができます。その根は、養分を
たっぷり吸って、茎葉を丈夫にします。丈夫な茎葉は、太陽の光をたっ
ぷり浴びて、美味しいお米を作ります。土にこだわって育てたお米を、
品質・食味測定で厳選したお米が土づくり実証米です。

２ 品種を
ご用意

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/

ドーンと
３０㎏

※注意
転売目的のご購入は、
禁止とさせていただき
ます。

ひとめ
ぼれ

あきた
こまち

３０
㎏
玄米 紙袋
とき

１０月 ９ 日（土）
１０月１６日（土）

予定

※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

価格・開催場所・開催時間につきましては、
決定次第、チラシ、ホームページ、公式ＬＩＮＥアカウントでお知らせいたします。
新型コロナウイルスの感染拡大状況によっては、中止となる場合があります。ご了承ください。

「准組合員モニター」を募集しています！

詳しくは１８ページをご覧ください▶

ＪＡ秋田しんせいＬＩＮＥ公式アカウント

あとがき
トピックスでご紹介した日本農業新聞
移動編集局で、 ２ 回ほど農業新聞の記者
が取材に伺う際に同行させていただきま
した。取材や撮影の様子を間近で見学し、
質問内容や写真の構図など参考になった
ので、これからの取材に活かしていきレ
ベルアップにつなげていきたいです。
み

【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★

