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ＪＡグループ秋田キャッチフレーズ

福祉事業所

撮影地／本荘地区

活動中

農業経営支援室

0184-74-6020

お問い合わせ

ます。
当室では、今年度モデル経営体
となっている 経営体の圃場を巡
回 し、「 天 晴 れ 」 の 解 析 結 果 と 合
わせて、生育量・登熟進度や圃場
の地力（生産力）を分析しました。
分析することで経営体ごとの特
徴をつかみ、モデル経営体と意見
交換を行うことで、地力に応じた
基肥量の調整やコストを重視した
施肥設計の見直し、近年の気候変
動への対応を目的とした一発型肥
料使用など、来年度の稲作へ向け
ての提案を行っております。
モデル経営体との意見交換会は、
９月からスタートしたばかりです
が、施肥設計のほか肥料品目、水
稲以外の
作物転換
の提案も
同時に行
い、農業
所得の向
上に向け、
経営をサ
ポートし
てまいり
ます。

「天晴れ」で圃
場の地力を見え
る化して法人経
営をサポート

コスト削減・作業の効率化の提案へ

圃場の地力を見える化して分析

農業経営
支援室
近年、圃場整備や農地の集約に
より、管内の法人は稲作経営の大
規模化が進んでいます。
このような状況の中、法人は主
食用米以外の作付けや密苗、直播
などの栽培方法を組み合わせて作
業の効率化を図りながら、所得の
確保を実現すべく需要・コストを
意識した稲作経営を展開しており
ます。当室では、こうした稲作経
営の現状を踏まえ、圃場を見える
化し、分析することが必要と考え
ました。
分析結果を活用し、施肥体系の
見直しを図ることで、コスト削減
や作業の効率化へのソリューショ
ンを提供するため、令和３年度か
ら新たに農業クラウドサービス
「天晴れ」を導入しました。
農業クラウドサービス「天晴
れ」は、人工衛星から撮影した地
表画像をもとに水稲の葉色を測定。
色の濃淡で圃場の地力を診断する
ことができます。
これにより、圃場ごとの生育ム
ラを把握でき、次年度の基肥量の
散布量調整に役立てることができ

１１

活動中！
農業経営支援室
ワンストップで幅広く対応
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組合員・利用者の皆さまへ

ＪＡ秋田しんせいは新型コロナウイルスの

感染防止対策に努めています

ＪＡ秋田しんせいは、皆さまに安心して
施設をご利用いただくために、新型コロナ
ウイルスの感染防止対策に取り組んでおり
ます。

農家・ＪＡともに安心して米の集荷を

米の買い入れに従事する職員を
対象とした抗原検査の実施
稲刈り・米の集荷作業の本格化にあたり、カントリーエ
レベーターや米倉庫などでは、米の買い入れに従事する職
員を対象に「抗原検査キット」による検査を行っています。
９ 月１５日のカントリーエレベーター荷受開始日には、検査
を実施し、全員の感染がないことを確認した後、荷受け作
業を開始しました。
組合員へ訪問する機会が多い渉外担当者や営農指導員、
▲検査結果を確認する職員
福祉事業所の職員などにも検査を拡大し、月 １ 回の検査を
基本としながら管内の感染拡大の状況に応じて頻度を調整
してまいります。

▲職員は検査実施後
腕章を着用しています

職員の感染を防止し、組合員サービスを安定的に

職域接種の実施

９ 月１３日から１６日の ４ 日間、由利組合総合病院でＪＡ秋
田しんせいグループの職員やその家族、病院関係者ら約
６００名が職域接種を行いました。県内ＪＡでは初の試みで
す。ワクチンはモデルナ製。
接種会場では、ＪＡ職員が受付や会場の誘導、書類の回
収の作業を協力して行いました。
２ 回目の接種は ４ 週間後の１０月中旬に行う予定です。
▲ワクチン接種を受ける職員

皆さまに安心してご利用いただきたい

ＡＴＭへ抗菌・抗ウイルスガラス
コーティングの実施
ＪＡでは、感染症対策としてＪＡ管内の全ＡＴＭの操作
画面に抗菌フィルムを施工し、併せて定期的に操作画面や
ドアなどの消毒を実施しております。この度、さらに組合
員や利用者の皆さまに安心して利用してもらうために、Ｊ
Ａ共済連の「新型コロナウイルス関連施策に関する地域・
農業活性化助成」を活用し、ＡＴＭコーナーの接触する箇
所に抗菌・抗ウイルスガラスコーティングを施工しました。
ガラス被膜が細菌やウイルスの増殖を抑制し、接触感染
を予防する仕組みとなっています。
▲施工したＡＴＭにはこれらのチラシやシールを掲示しています
ＪＡでは、今後も皆さまに安心してご利用いただける環境の整備に取り組んでまいります。
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米価下落に対する
緊急要請書を ２ 市に提出

由利本荘市

にかほ市

▲清橋一広副組合長が湊貴信由利本荘市長と、市川雄次にかほ市長へ要請書を手渡しました。

●米価下落にともなう農家支援を要請
１０月 １ 日、秋田しんせい農協農政対策本部は、由利本荘市・にかほ市に「米価下落に対する緊急要請書」を提出し
ました。
内容は、令和 ３ 年産の米価下落に対応した支援資金や米生産経費に対する支援に関する対策と、今後の営農継続に
向けて①米の需給・価格・経営安定対策、②令和 ３ 年産米に関わる緊急対策、③米の需給と価格安定対策、④令和 ４
年産以降の米対策への万全な予算措置、⑤ミニマムアクセス米の受け入れ量の見直し、⑥肥料高騰対応緊急対策につ
いて県や国に米政策対策として強力に働きかけていただくよう要請しました。
清橋一広副組合長が市長に要請書を渡すと、湊貴信由利本荘市長は「要請に応えられるように協議を重ねていきた
い」、市川雄次にかほ市長は「他自治体と協力しながら、営農が継続できるような取り組みを進めたい」と話しました。

農業経営支援積立金の取り崩しについて
農業経営支援積立金については、 ６ 月の通常総代会でご承認いただき、現在 ２ 億円となっております。
令和 ３ 年産米の米価（概算金）の下落やコロナ禍による他の農畜産物への影響も含めて、農業経営支援積立金
を取り崩し、組合員への支援に充てるための協議を行っております。
座談会資料にも掲載いたしましたが、取り崩しの使途につきましては、税務面、会計面の課題を整理しつつ、
利用高配当金で対応することを前提に協議を重ねております。利用高配当金は、ＪＡの事業利用高に応じての配
当となりますので、ＪＡの事業利用について特段のご理解を賜りますようお願いいたします。
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令和 ３ 年秋の先行販売へ向け

サキホコレの稲刈りが始まりました！

サキホコレの発売日が決定しました！
秋田米新品種「サキホコレ」の先行販売が、令和 ３ 年１１
月 ６ 日（土）に決定しました！
発 売 日：令和３年１１月６日（土） ※全国一斉発売
販売期間：発売日から令和４年１月末までを予定
販 売 店：秋田県内外の米穀専門店、百貨店、スーパー等
※販売店は１０月中旬に秋田米ウェブサイト「ご
はんのふるさと秋田へ」内に掲載予定
販 売 量：４００㌧（県内１００㌧、県外３００㌧）を予定

●サキホコレの刈り取りが始まりました！

●サキホコレのこだわりポイント！

来年秋の本格デビューを前に、今年秋に先行販売され
る秋田県の新ブランド米「サキホコレ」の稲刈りが始ま
りました。管内では１２名の農家が６．７㌶の面積でサキホ
コレを栽培しています。
９ 月２８日には、仁賀保地区でサキホコレの刈り取りが
行われ、鳥海山を背景に順調に稲刈り作業が進んでいま
した。

❶作付地域を限定
 「サキホコレ」は成熟期が遅い晩生種であることか
ら、その優れた外観・食味などの品種特性を安定的に
発揮できるよう、気象条件などにより選定した「作付
推奨地域」に作付けを限定しています。
❷品質・出荷基準を設定
 おいしく、高品質なお米だけをお届けするため、次
の品質・出荷基準を設定しています。
・玄米タンパク質含有率
６．４％以下
・農産物検査等級
１ 等または ２ 等
・玄米水分含有率
１４．０％以上１５．０％以下
❸生産者を限定
 高品質・良食味なお米の生産実績があるなど、一定
の要件をクリアした「生産者」と、品質・出荷基準の
チェック体制が整った「集荷業者」が組織する「生産
団体」が生産を担います。
 ＪＡでは「ＪＡ秋田しんせいサキホコレ栽培研究
会」が生産団体となります。
❹安全・安心の栽培方法
 安全・安心や環境に配慮し、農薬の使用を半減した
※
栽培（延べ使用成分回数 ２０成分回数→１０成分回数以
下）を標準とします。
※使用した農薬に含まれる有効成分の延べ使用回数

●サキホコレの初検査！
１０月 １ 日、本荘地区
の１２号倉庫でサキホコ
レの初検査が行われま
した。約 ６ ㌧のサキホ
コレをＪＡの検査員が
目視や機械を使って分
析し、整粒、水分、着
色等の品質を検査。結
果、全量一等米に格付けされました。
検査したＪＡ米穀課の村上和幸さんは「粒のハリが良
く、整粒歩合も高い良い米に仕上がっている。消費者に
自信を持ってオススメできる品種なので、ぜひ味わって
ほしい」と話しました。
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女性部と協力し直売会開催
地元の農産物並ぶ
経営管理部

ＪＡは９月 日から 日にかけて、
ＪＡ矢島・西目・金浦支店で「農産
物直売会」を開催しました。
この直売会は、地域住民に旬の農
産物を食べて農家応援や消費拡大に
つなげようと企画したもの。今回は
女性部員と協力して実施しました。
ミニトマトやリンゴなどの野菜や
果物、リンドウや小菊といった切り
花、ご飯パックや米粉うどんなどの
加工品を販売しました。
利用者は「地元で採れた新鮮な野
菜を買えてうれしい。こういった直
売会をまた開催してほしい」と話し
ていました。

手刈りの大変さを体感
各小学校で稲刈り体験

東部・北部エリア 鳥海・大内・岩城

９月下旬、由利本荘市立鳥海・大
内・岩城小学校で稲刈りの体験学習
が行われました。農家や地域住民、
ＪＡ職員が参加。
この稲は５月下旬に児童たちが田
植えしたもので、農家から稲刈りの
手順やコツの説明を受けた後、生長
した稲を丁寧に鎌で刈り取っていま
した。
その後、コンバインでの収穫や脱
穀の様子を見学し手刈りとの速度の
差に驚いていました。
児童は「稲刈りは最初は難しかっ
たけど、コツをつかむと楽しかっ
た」と話していました。

▲たくさんの農産物が並びました

収穫量のバラつきを見える化
収量マッピングコンバイン実証

地域農業の活性化に役立てて
西目高校に管理機贈呈
ＪＡ

１７

営農経済部
由利本荘市スマート農業研究会は
９月 日から 日にかけ、本荘や大
内地区などで収量マッピングコンバ
インの実証試験を行いました。
収量を測るセンサーの情報と位置
情報をもとに、収穫量マップを作成。
収穫量を見える化し、圃場内のバラ
つきを把握することで、次年度の土
づくりや施肥設計などに活用できま
す。
ＪＡの担当者は「農地の集約が進
み、農家一戸あたりの管理する面積
が増加している。圃場管理の効率化
を図るため、こうしたＩＣＴを活用
した技術が今後必要になってくる」
と話しました。
３０

ＪＡは、地域農業の活性化に役立
ててもらおうと、ＪＡ共済連の「地
域・農業活性化事業」を活用して、
秋田県立西目高等学校に管理機１台
を贈呈しました。
９月 日には管理機の贈呈式が行
われ、佐々木純悦校長先生や佐々木
惇農場長、農業科学系列３年の齊藤
颯さんと岡部剛さんが参加。ＪＡの
佐藤茂良専務が、佐々木校長先生に
目録を手渡しました。
齊藤さんは「今まで畝立てやマル
チを貼るのにひと苦労だった。管理
機を活用してさまざまな野菜を栽培
し、西目の野菜を地域の方々に食べ
てほしい」と話しました。

１５

地域の
活性化
食と農
を通じ
て活性
化

▲スムーズに刈り取ることができました！

▲刈り取りを見守る参加者
▲管理機を活用して農業を盛り上げてください！

地域の
活性化
食と農
を通じ
て活性
化

２４

２４
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農家と働きたい人を
マッチング

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

３８
ＪＡ秋田しんせい自己改革の取り組み●

農業を手伝って応援しませんか

無料職業紹介所で農業アルバイト募集中！

Ｑ

この取り組みには、
どんな効果があるのですか？
ＪＡでは、人手不足を解消したい農家組合員
の雇用の斡旋・補助のため、農家で働きたい
人とのマッチングをサポートすることで、生
産基盤の拡大や地域の活性化に貢献します。

農業生

産の拡
大
地域の
活性化

Ａ
営農振興課

堀田

❶農業バイト、始めてみませんか
ＪＡの無料職業紹介所（厚生労働大臣許可０５－特
－００００１３）は、農繁期などで人手が必要になる組合
員と農業でアルバイトをして収入を得たい方をつな
ぐ事業です。
１ 日単位から数か月単位まで、さまざまな期間・
さまざまな作物・作業の募集があります。農業経験
がない方の参加もお待ちしておりますので、ぜひ地
域の農業を手伝って応援してください！
募集作業の一例

ネギの皮むき

キャベツの収穫

❸アルバイトを行った方の声
・エダマメの箱作成、袋詰めの作業を、一緒に行っ
た職員と分担しながら楽しくできました。
・現場の一体感を感じることができました。
・普段はデスクワークが多いので、体を動かしてリ
フレッシュできましたし、農家さんの作業を体験
した上にお金も稼げていい機会になりました。
・作業は知っているつもりでしたが、実際やってみ
るととても大変でした。体験してみる事で生産者
の努力がわかるので、お勧めします。

❷ＪＡ職員も無料職業紹介所でアルバイト

ＪＡでは、農作業の経験がない職員が増えてきた
こともあり、農業への理解促進や農家との接点を増
やすことを目的に、「無料職業紹介所」を使った農
作業のアルバイトに限り、ＪＡ職員の副業を認めて
います。
「農業を肌で感じてみたい」「地域の農業を知りたい」
との思いから、業務のない日にエダマメの袋詰めや
長ネギの皮むき作業などで農家を応援しています。

❹申し込み方法・最新の求人はコチラから
求職票をＪＡ本店 営農振興課
と各営農センターに設置しており
ます。また、ＪＡ秋田しんせい
ホームページからもダウンロード
が可能です。皆さまのお申し込み
をお待ちしております。
▲ＨＰのＱＲコード
ＪＡ秋田しんせい無料職業紹介所
営農経済部 営農振興課 Ｔｅｌ：０１８４－２７－１６０１
Ｆａｘ：０１８４－２７－１６０２
受付時間 ９ ：００～１６：００（土・日・祝日は除く）

【トップメッセージ】
ＪＡでは、無料職業紹介所を活用して人手不足の解消を支援し、農業生産 代表理事組合長
小松 忠彦
の拡大と持続可能な農業・地域の実現に取り組んでまいります。
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拓人

ネットハウスで試験栽培
病害虫対策し単収１㌧を目指す

北部エリア（岩城地区）

田口

守（たぐち

昭和３３年１１月 ３ 日生まれ
専業農家

まもる）さん
６２歳

【経営面積】
アスパラガス ４０ａ
好きな言葉◉何でもやってみる
趣味◉山菜とり

08

代で農地を受け継ぎ、兼

園芸品目への転換
私は

したが、茎枯病やアザミウマの被

り組み。どうなることかと思いま

主な病気である茎枯病は、雨に

害が少なくなったのではないかと

枯れてしまうこともあります。

よって土が跳ね返ることで周囲に

単収１㌧を目指して

私は、どうすれば今年より来年、

のかを日々考え、試行錯誤しなが

来年より再来年の収量が良くなる

まだ試験の段階ですが、将来的

ら農業をしています。手間はかか

感じています。

して防除を強化したり、雨が直接

には色の違う防虫ネットを使った

りますが、その分アスパラガスが

広がる病気なので、動噴機を導入

あたらないように簡易的な雨よけ

ネットハウスも建設して、収量の

業しながら稲作に取り組んできま

しかし、農機具の更新や米価の
ハウスを建設するなどで対策して

かわいく思えますし、やりがいに

した。

下落などもあり、稲作から園芸品

違いなどを比較してみようと考え

もつながっていると思います。

います。

ています。

目に切り替えることを考えるよう
になりました。

あるとき、ＪＡのアスパラガス

単収１㌧の大台を目指したいです

的な作業を心がけながら、将来は

現状の面積を維持しつつ、効率

情報を集め、収穫の期間が長く、

の担当者から雨よけハウスを発展

ね。

赤い防虫ネットを使った栽培

収益性が高いとされるアスパラガ

させた赤い防虫ネットを使った

私は先輩農家の意見や本などで

スに決めました。アスパラガスは

ネットハウスを建ててみないかと

網目の細かい防虫ネットを使う

水はけが良いところを好む野菜の

ハウスは周囲の風よ
け効果も期待できる▶

提案がありました。

▲ ２ 年前に建てた雨よけハウス

ため、そこから３年ほどかけて田
んぼを畑地化。排水性を高め、平

ことで雨粒が霧状化し、土の跳ね
返りを抑え、茎枯病が広がりにく

成 年からアスパラガス栽培に取
り組んでいます。

くなります。また、赤色はアザミ

スパラガスが多年生の野菜である

に特に注意が必要な品目です。ア

アスパラガスは、病害虫の防除

キュウリの栽培に使用されていま

ネットハウス栽培は県内でも

に導入してみることにしました。

被害を抑えられると聞き、試験的

ウマが忌避する効果があるとされ、

ため、茎枯病やアザミウマの食害

すが、アスパラガス栽培に使った

アザミウマと茎枯病

にあうと、影響が数年に渡ること

ことはなく、県内では初めての取
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２０

もあり、何年もかけて育った株が

▲試験栽培に取り組んでいるネットハウス

２５

【稲作】
●稲わら処理について
毎年、刈取り後の稲わらの分解
が進まず、次年度の田植え後に土
壌還元の発生が見られます。
土壌還元は稲の活着や発根に影
響を及ぼすため、コンバインから
排出される稲わらはなるべく薄く
広げ、翌年の作付けまでに分解が
進むようにしましょう。特に、コ
ンバインが旋回する場所は、稲わ
らが堆積しやすくなるのでご注意
ください。
また、刈取り後の稲わら焼きは
県の条例で禁止されております。
焼却時の煙で健康被害や交通の妨
げとなる可能性がありますので、
行わないでください。
くん炭製造のための籾殻焼きも
同様に禁止です。稲わら・籾殻の
処分については県・市町村農林部
局やＪＡに相談し、適切に処理し
てください。

１２１頭

３０８㎏

７２５，７０９円

３２，８８５円

去

勢

１４６頭

３３５㎏

７９８，３８９円

－１６，７８４円

合

計

２６７頭

３２３㎏

７６５，４５２円

１，４８６円

生産者

７８

１ 諒太郎 美国桜 安福久 １１７㎝ ２８３日 ３２８㎏ ９４７，１００円

佐々木嘉元
（大 内）

２ 諒太郎 菊福秀 百合茂 １１６㎝ ２８２日 ２８１㎏ ９１６，３００円

金木 慎一
（仁賀保）

５
佐藤真理子
１２３㎝ ２９６日 ３５１㎏ ９８６，７００円
（鳥 海）
福

営農経済部 畜産振興課

翔大

菊地

お問い合わせ

万円で、前年と比べ 万円以上
高い価格で推移しており、子牛を
始めとする秋田県産牛は高い評価
を受けています。
しかし、依然として新型コロナ
ウイルスの影響で、消費や牛肉需
要の低迷は深刻な状況です。子牛
価格もこれらの影響により先行き
不透明な状況に変わりはありませ
ん。
秋の繁忙期は、分娩事故や発情
の見逃しなどが懸念されます。防
げる事故を防ぎ、所得の確保につ
なげましょう。

母の父 母の祖父 体高 日齢 体重

第
隼

２ 幸紀雄 安福久

第 ２
上山 徳人
１２４㎝ ３１２日 ３３９㎏ ９８２，３００円
（仁賀保）
平茂勝

１０

１ 百合茂 安福久

あきた総合家畜市場ニュース

前回対比

９月市場の平均価格は、前月よ
り雌が高値、去勢が安値となり全
体 は 高 値 で 推 移 し ま し た。（ 左 記
参照）
全国的に市場相場は安値傾向で
したが、あきた総合家畜市場では、
県外の大口購買者を中心に安定し
た頭数の購買や繁殖用の導入が多
かったことから雌子牛の価格が上
がり、全体の平均価格に反映され
たものと推測されます。
また、上期の全体平均価格は

平均価格

米穀課

齋藤

0184-27-1601

お問い合わせ

●出荷について
各倉庫での集荷が続いておりま
すが、紙袋やフレコンで出荷する
場合は玄米の水分や量目に十分に
注意してください。特にフレコン
出荷は水分過多の場合、再乾燥や
交換が難しくなり、円滑に集荷を
行えなくなるので注意が必要です。
また、紙袋の量目に過不足が生
じないようお願いするとともに、
生産者名や品種などの記載漏れが
ないよう十分に確認をお願いいた
します。

去勢

価格

0184-27-1601

大場 惣晃
（東由利）

３ 幸紀雄 安福久 勝忠平 １２３㎝ ２８４日 ３５６㎏ ９７７，９００円

生産者

百 合
真坂
安福久 １１６㎝ ３１１日 ３１９㎏ ９０６，４００円
（鳥
白清 ２

正雄
海）

３ 美国桜

父

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 ９ 月 ７ 日

和重

営農経済部

【大豆】
●大豆の刈取りについて
まもなく大豆の刈取り作業が始
まります。刈取り、出荷は適正な
水分で行ってください。水分量は
％以下を守るようお願いいたし
ます。
高水分での刈取りは、乾燥後に
しわ粒となったり形質が悪くなり
ますので、天候を確認しながら行
いましょう。
仮置き場の確保や効率的な荷受
け体制の整備に努めてまいります
ので、計画的な刈取り作業や適正
水分での出荷をお願いいたします。
１７
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営農振興

第１４４回秋田県種苗交換会

営農振興課
第１４４回秋田県種苗交換会
農産物出品のご案内

１０

２９

１１

会期
１０月２９日（金）～１１月 ４ 日（木） ９ ：００～１６：００
※最終日は ９ ：００～１２：００
主会場（能代市総合体育館）
・農産物出品展示 ・産米改良展 ・学校農園展
・農業関連参考展示 ・聖農石川理紀之助翁展
協賛第１会場（総合体育館駐車場）
・農工商フェア ・ＪＡ女性部食堂 ・能代山本ＰＲブース
協賛第２会場（能代河畔公園周辺）
・おらほの農機具展示会（白神・やまもと両ＪＡ主催）
・物産販売展 ・墓石仏壇展
協賛第３会場（中心市街地各所）
・街なかの賑わい創出イベント

【農産物出品規格（例）】

0184-27-1601

※受付場所や出品規格の詳細については、外務
配布時のチラシまたは各営農センターまでお
問い合わせください。

１０

２５

①水稲など
②畑作物及び工芸作物（豆類、雑穀など）
③果樹（果実など）
④野菜（野菜、種子など）
⑤花き（切り花類、枝物類など）
⑥農林園芸加工品など
⑦畜産品及び飼料（畜産品、加工品など）
⑧林産品（きのこ類など）

園芸

園芸販売課

菌床しいたけの出荷シーズン到来

県内ナンバーワンの品質を目指して

雄大

土田

0184-27-1601

お問い合わせ

ＪＡでは、菌床しいたけの菌床
ブロックを製造しており、一般販
売も行っております。
栽培は簡単で、肥料や農薬は一
切不要です。ときどき霧吹きなど
で水をかけるだけで新鮮でおいし
いしいたけが収穫できます。自粛
生活が続く中、おうちで簡単に取
り組めるしいたけ栽培を楽しんで
みてはいかがでしょうか？
【価格】
税込４００円

自宅で菌床しいたけを
栽培してみませんか？

営農経済部 園芸販売課

詳細につきましては、営農経
済部園芸販売課（担当：土田）
までご連絡ください。
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お問い合わせ

が開催されます

２３

拓人

堀田

左記日時より農産物出品の受付
を開始いたします。皆さまからの
ご出品をお待ちしております。
●農産物出品受付
日時：令和３年 月 日（月）まで
場所：各エリア指定の場所

稲刈りも終盤を迎え、いよいよ
菌床しいたけの出荷シーズンとな
りました。今年度、 名の生産者
で菌床数 万４０００菌床、数量
１９９㌧、金額２億１９００万円
の販売を計画しています。
秋田県の菌床しいたけは市場評
価が高く、京浜市場においては２
年連続（令和元年～２年）で販売
数量、販売金額、単価の３部門で
トップとなり、特に秋冬において
は非常に引き合いが強くなってお
ります。
ＪＡでは、大内地区の菌床しい
たけメガ団地や労働力軽減を目的
とした共選事業を整備し、出荷量
と所得の増大、県内ナンバーワン
の品質を誇る産地を目指しており
ます。
また、ＪＡ菌床しいたけ部会で
は部会リーダーを設置し、圃場の
公開やＪＡ指導員や種菌メーカー
の担当者とともに巡回活動を行っ
ています。リーダーの栽培ノウハ
ウを共有することで栽培技術の高
位平準化を図り、品質、出荷量の
向上を目指しています。
２３

営農経済部 営農振興課

令和３年 月 日（金）～ 月
４日（木）の７日間、能代市総合
体育館を主会場に第１４４回秋田
県種苗交換会が開催されます。主
な催事日程は左表の通りです。
種苗交換会は、新型コロナウイ
ルス感染拡大防止に細心の注意と
対策を講じて開催いたしますが、
ご来場の皆さまにつきましても、
マスクの着用や手指消毒、ソー
シャルディスタンスなどへのご協
力をお願いいたします。

【催事日程】

ＪＡくらしの活動
ＪＡ の

福祉事業所「ふれあい泉の里」

泉の里に野菜畑が完成！
育てる楽しさ提供します

0184-27-1698

職員 主 催 で 敬 老 会 開 催
歌や 楽 器 演 奏 を 披 露

お問い合わせ

▲元気に育っています！

９月６日、泉の里の敷地内に畑
ができました。
利用者の皆さんが野菜を育て収
穫し、味わうことの楽しさを提供
する農福連携の取り組みの一つで
す。中央部営農センターと協力し、
０・５㌃の畑を作りました。
栽培は、無農薬・有機栽培にこ
だわり、堆肥には東由利地区の畜
産農家から出た牛ふんを原料とす
る「やしお堆肥」を使っています。
畝を作り、利用者がダイコン、
ハクサイ、キャベツの苗を植えま
した。
齋藤栄子所長は「栽培体験を通
じて野菜を育てる楽しさを感じて
もらいたい」と話しました。

経営管理部 福祉事業所

福祉事業所「ふれあい泉の里」
では、９月 日に泉の里職員主催
による「泉の里敬老会」を開催い
たしました。
仮装した職員による歌や踊り、
楽器演奏が披露されたほか、利用
者と一緒にリズムゲームを行い、
職員と利用者が一体となって会を
盛り上げました。
利用者からは「おもしれがっ
た 」「 ま た や っ て け れ 」 と 好 評 で
した。
今後も泉の里では、利用者の
方々に、喜んでいただけるような
サービスを提供し、地域に愛され
るデイサービスを目指してまいり
ます。

❶ 職員主催で敬老会開催
❷ 利用 者 の 方 と一緒 に 畑
に苗を植えました！

福祉
２０
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軽減し、全身状態の回復を早める

ラブルを防止します。

る人も、しばらく受診していない

定期的に歯科医院を受診してい

加えて、手術の際に全身麻酔の

人も、お口の中の環境を整えるた

ことができます。

挿管時の歯の脱落や破折を予防で

め、がん治療を始める前に歯科医

お口のケアとは、どんな事をする

最後に一言

院の受診をお勧めします。

きます。
お口のケアをすることで、患
者さんの術後のＱＯＬ（クオリ
ティ・オブ・ライフ＝生活の質）
を保ち、医療費の削減に繋がりま

り、傷口の感染などの術後合併症

す。

がんの治療をするのに、どうして

が歯の周り（歯垢や歯石）に潜ん

お口の中の細菌は、その大多数

の？

縮できます。早く退院できること
で社会復帰も早くなります。

口内炎になりやすいという副作用

て、徹底的に歯の周りの汚れ、細

口腔ケアでは専用の道具を使っ

しておきましょう。入れ歯が合わ

腫れるようなときはしっかり治療

ときどき、歯が痛んだり、歯茎が

毎日の歯磨きがとても重要です。

がん剤治療、放射線治療を行なっ

があります。口腔ケアをすること

菌をきれいにし、セルフケアの方

ないときも我慢しないで、しっか

でいます。

たりして、一時的に全身の免疫力

で、お口の中の細菌数が減り、口

法をアドバイスします。

また、ほとんどの抗がん剤には、

が低下したときには、誤嚥性肺炎

内炎を予防したり、症状を軽減す

そのほかにも、お口の周りの放

処置を行います。手術前に抜歯し

手術前の期間にできるだけの応急

す。かかりつけの歯科医院を作っ

定期的に歯科受診する事が大事で

また、症状がなくても普段から

ごえん

や重症の口内炎、歯性感染症が起

ることで、さらに全身状態が悪化

射線治療の際に口内炎を軽減した

たほうが良いと思われる歯は抜歯

り調整しておきましょう。
ることができます。

する循環に陥りやすくなることが

り、顎の骨のトラブルを予防でき

さらに、手術後の食事開始がス

することで、挿管しやすくしてト

たり、抜けそうな歯があれば固定

します。全身麻酔の挿管時に折れ

いでしょう。

に相談できるようにしておくと良

て、何か気になるときには、すぐ
ます。
中の環境を整えることで、これら

ムーズになり、食事の際の苦痛を

がん治療を始める前に、お口の

懸念されます。

もし、虫歯や歯周病があれば、

きやすくなり、食事がとれなくな

いない細菌であっても、手術や抗

息しています。普段は悪さをして

お口の中には、多くの細菌が生

が減少することで、入院期間を短

手術後の誤嚥性肺炎を予防した

ういう効果があるの？

お口のケアをすると、具体的にど

かってきました。

直栄

お口のケアが必要なの？

お口の中の環境を
整 え るの も が ん
治療の一部です

（Naoei Kasai）

笠井

の合併症を軽減できることがわ
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由利組合総合病院
歯科口腔外科
診療部長

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。

カボチャ

－

カボチャは、β カロテンやビタミン

カロテンには、抗酸化作用や免疫

Ｃ、Ｅが豊富に含まれている野菜です。

β

機能を高める効果があるとされるほか、

一部はビタミンＡに変化し、皮膚や粘膜

を強くします。

また、ビタミンＣは皮膚や血管、筋肉

を構成するコラーゲンの生成に役欠かせ

ない栄養素で、ビタミンＥは冷え性や肩

こり、頭痛などの改善効果も期待できま

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！

Ａｇ
ｒ
ｉ
・Ｆｏｏｄ未来企画課

カボチャの素朴な甘みが味わ
えるお菓子です。みたらし餡
をかけることで甘じょっぱく
ておやつにもぴったりです。

カボチャ餅のみたらし餡がけ
◉作り方

カボチャ………………¼個
塩………………ひとつまみ
片栗粉……………大さじ ６
しょうゆ……大さじ ２
砂糖…………大さじ ２
Ａ
片栗粉………小さじ ２
水……………½カップ
サラダ油………………適量

①カボチャは、種とワタを取り除いて固
い皮を所々そぎとり、一口大に切って
耐熱容器に入れ、ラップする。
②電子レンジで柔らかくなるまで ６ 分程
度加熱する。火が通ったらフォークで
カボチャをつぶす。
③「②」に塩と片栗粉を入れ、なめらか
になるまでこねてから好みの形に成形
する。
④フライパンにサラダ油を熱して「③」
を並べ入れ、両面に焦げ目がつくまで
焼く。側面もさっと焼き色をつけ、器
に取り出しておく。
⑤フライパンに「Ａ」を混ぜ入れて煮詰
め、とろみがついたら、「④」にかけ
出来上がり。

⎠⎜⎬⎜⎞

◉材料（ ２ 人分）

白玉粉を加えて、
もちっとした食
感にしてもおい
しいです。
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15

で「いつもありがとう」と

たようなかわいいまなざし

ですが、毎夜位置や形が変わってい

それから孫のお呼びはなくなったの

ね」と私。久々の月の観察でした。

とを得意で言う孫。「へー、すごい

のため「上弦の月だよ」と覚えたこ

と外から呼び出し、月の観察の宿題

学４年生の孫が「ババ！

来て！」

夜７時過ぎ、部活から帰ってきた小

農家にとっては、とても残念なこと

米の価格が下がりました。

代
菅原 タエ さん 
………………………………

岩城

ができることに感謝ですね。

おいしい農産物を食すこと

な農家さんがいるおかげで、

号読んでいます。このよう

業の現場から」の記事を毎

天候や資材の価格など、さまざまな

陽子 さん

るプレゼントでした。

由利

下がった稲穂の上を気持ちよさそう

です。アキアカネの大群が重く垂れ

まです。ありがとう。

の方々に感謝です。そしてお疲れさ

栗、リンゴ、そして新米！

代

生産者
に舞って、秋本番を感じながらの作

バタバタ さん

岩城

十分気

…………………………………………

農作業事故のニュースが！

をつけて頑張ってください。

…………………………………………

鳥海

代

…………………………………………

サキホコレ早く植えてみたいなー。

代
最近、ひそかに多肉植物に恋してい

ひとめぼれの甘さも大好き！ ですが。

実りの秋 さん
ます。かれんで清楚で、心が和みま

代
厚で幾 何 学 的 な 形で 、とても ユ ニ ー

（「ハオルチア」、調べてみると葉が肉

なったと思いました。

た。なかなか空を見る機会がなく

中秋の名月とてもきれいに見えまし

…………………………………………

食欲の秋 さん

クでした。こんな多肉植物があるこ

仁賀保

金浦

とを知ってびっくりしました！ り）

（今年は８年ぶりの満月でしたね。

代

…………………………………………

私は仕事終わりによく空を見上げてい

タマちゃん

敬老の日の前日、近くに住む小学１

ます。気持ちが落ち着きます♪

代
年生と６年生の孫から、花束と手

Ｒ さん

紙をもらいました。二人とも照れ

本荘

す。特にハオルチアが好きです。

東由利 畑山津美子 さん

もファイトです。

飯を食べられることを願って、明日

業です。みんなが笑顔でおいしいご

ています。ナシやブドウ、

が聞こえ始め、ワクワクし

ちこちから秋の味覚の情報

すっかり秋めいてきて、あ

………………………………

伊藤

代

ました。何よりの勇気の出

らも頑張ってと書いてあり

むしりのことなど、これか

手紙には、花の手入れや草

花束を手渡してくれました。

とを願います。
満塁ホームラン さん

代

………………………………

く月を眺め、うっとりしているババ

各地域で頑張っている「農

です。

ことを頑張っています。国民みんな

です。作物を作っている農業者は、

…………………………………………

が、国産で安全な物を消費してほし

代

全国的にコロナ感染者数が減ってき

ムーンババ さん

ていると思います。来春からは、高

仁賀保

いと願います。
夢おばさん

いたいです。
金浦
竹内カズ子 さん

の下、稲刈りの始まり

配もすることなく青空

天候に恵まれ、雨の心

…………………………

代

早く５人の孫たちに会

断はできないですが、

向が続いています。油

コロナ感染者も減少傾

…………………………

代

校野球の試合観戦が普通にできるこ

本荘

心に染みる

西目

５０

８０

７０

６０

７０

７０

み）

６０

Ｐ．Ｎ

１０キ
クリングロードを
先日、親子でサイ
よう
る
れ
乗
。自転車に
ロ走ってきました
ル満
リ
ス
も
りのカーブ
になってきて、下
たり
っ
拾
も
。途中で栗
点だったようです
と楽しみました。
４０代
ノドンさん
本荘 Ｐ．Ｎ プテラ

Ｐ．Ｎ

Ｐ．Ｎ

Ｐ．Ｎ

Ｐ．Ｎ

Ｐ．Ｎ

７０

６０

畑を始めて ４ 年目
。ようやく今年の
夏は
トマト・キュウリ
・オクラを楽しめ
るよ
うになりました！
今まで父親がやっ
て
いた「ありがた
さ」「大変さ」が
心に染
みます。
象潟 Ｐ．Ｎ コッシ
ーさん
５０代
６０

６０
７０

Ｐ．Ｎ

Ｐ．Ｎ

スリル満点
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タテ、ヨコのカギを解いて、
Ａ～Ｆの文字を並べて、言葉にしてください。

タテのカギ
０２
０５
０７
０８
１０

応募方法（おはがき・ＦＡＸ・Ｅメールで）

１２
１４

◎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。 １８

応募締切り 令和 ３ 年１０月２５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

２０
２１

押し入れの上に作られた物入れ
青物――へ野菜を卸しに行った
祝い事に付きものの魚
とても小さな滴が降ってきます
知識やひらめきを駆使して解きま
す
感謝の――を込めて花束を贈った
つらいことが続くとこぼしたくな
ることも
船の積み荷を地上に移すこと
能ある――は爪を隠す
サツマイモには食物――が豊富に
含まれます
陰暦１０月の異称

９

月号のこたえ

当選者は１１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。

０１
０２
０３
０４
０６
０９
１１
１３
１５
１７
１９

野山の散策を楽しむレジャー
鶏肉の部位の一つ。羽の一部です
イノシシを家畜化したもの
沖縄にいる飛べない鳥、ヤンバル
――
南米にある南北に細長い国
定規に刻まれているもの
アイボリーとも呼ばれる淡い黄白
色
スマートフォンにはさまざまな
データが――されていきます
軽くて硬い金属。元素記号はＴｉ
ギョーザや中華まんの中身をこう
呼ぶことも
漢字から作られました

正解は

マ ス カ ツ ト でした。

◆特別賞（地産地消商品）

Ｐ．Ｎ バーバーさん （岩

◆大
金

賞（ＪＡ加工品）
チサさん （本 荘）

渡辺 景子さん （仁賀保）
今野ミヨ子さん （金 浦）

◆地産地消賞（ＪＡ加工品）
小松 正二さん （東由利）
高橋 妙子さん （西 目）
◇応募総数 １３１通 大竹 夏美さん （大 内）

Ｐ．Ｎ ポロ吉さん （由 利）
佐藤 美紀さん （矢 島）
Ｐ．Ｎ ルパンさん （鳥 海）
Ｐ．Ｎ ちーちゃん （象 潟）

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

ヨコのカギ

城）

■ ９ 月の注目記事

米生産費減へ新事業 （９／２３ 付 一面 ）

電話

□トピックス □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
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農水省は２０２２年度、米生産費の大幅削減を目
指す産地への支援策を新設する。農家やＪＡ、
自治体などでつくる協議会が対象。生産コスト
の把握・分析にかかる費用や、直播（ちょく
は）栽培といった低コスト化に向けた実証の経
費などを助成。産地の課題に合わせた実践を総
合的に支援する。補助上限は １ 協議会につき
１，０００万円とする方針だ。
■ＪＡ秋田しんせいの記事も載っています！
９／９ デイ施設で畑作り 育てる楽しさ提供
９／１６ 職域接種で 感染防止へ
９／２１ 農業の理解深めて 職員が農作業アルバイト
９／２４ ＣＥで抗原検査 安心して米集荷

…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)

組合員・利用者の皆様へ
はじめてみませんか？ いつでもつながる

ＪＡバンクアプリ・ＪＡネットバンク

▲ＪＡバンクアプリの
ＱＲコードはコチラ

▲ＪＡネットバンクの
ＱＲコードはコチラ

各種サービスを来店不要でご利用できます！

令和 ４ 年度分軽油引取税免税証（農業用）
交付申請の受付について

農業用軽油引取税免税証の交付申請については、以下の日
程で、集合受付を実施します。
総合県税事務所由利支所での受付は、令和 ４ 年 ２ 月 １ 日か
ら行う予定ですが、感染症予防の観点から可能な限り郵送に
て申請してください。郵送申請の受付期間は令和 ３ 年１２月
１ 日から令和 ４ 年 １ 月１１日までとなります。詳細は県ウェ
ブサイトをご覧ください。（https://www.pref.akita.lg.jp/
pages/archive/５９１６８）
■集合受付日程
地 域
受 付 日
令和 ３ 年
に か ほ 市 １１月１５日（月）
本
荘 令和 ４ 年
１ 月 ５ 日（水）
大内・岩城 令和 ４ 年
西目・由利 １ 月 ６ 日（木）
東 由 利 ・ 令和 ４ 年
矢島・鳥海 １ 月 ７ 日（金）

時
間
１０：００～１１：３０
１３：００～１５：００
１０：００～１１：３０
１３：００～１５：００
１０：００～１１：３０
１３：００～１４：３０
１０：００～１１：３０
１３：００～１４：００

会
場
金浦公民館
（ ２ 階 軽運動室）
由利地域振興局
（ ３ 階 大会議室）

※会場での滞在時間を短くし密を避けるため、書類は記入の上でお越しく
ださい。
※申 請する上での必要書類については、前回免税証交付時にお渡しした
「農業用免税証交付申請の手続きについて」または県ウェブサイトをご
覧ください。（https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/７６８９）
各書類は課税第二課及び県税事務所各支所で配布しています。また、一部
を除きウェブサイトよりダウンロード可能です。
※申請内容・書類に不備があり、連絡がつかない等の場合、希望どおりの
交付にならない場合がありますので、申請書に日中連絡のつく連絡先を
必ず記入してください。
※来場の際はマスク着用、咳エチケット及び手指消毒等にご協力お願いし
ます。

【お問い合わせ】
秋田県総合県税事務所

課税第二課

ＴＥＬ ０１８－８６０－３３４１
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行事予定

理事会報告
第３３３回

10

理事会

議案第 １ 号
議案第 ２ 号

OCTOBER

開催日：令和 ３ 年 ９ 月２９日（水）

固定資産の処分について
子会社の経営計画の変更について

２７日（水） 理事会
２９日（金） 第１４４回種苗交換会 開会式

11

ＪＡ秋田しんせい概況

NOVEMBER

９ 日（火） あきた総合家畜市場
２５日（木） 理事会
※行事予定は変更となる場合もございます。

税理士による無料税務相談
東北税理士会本荘支部では、「税を考え
る週間」にあわせ、無料の税務相談所を開
設いたします。

【と
【と

令和 ３ 年 ８ 月３１日現在
正 組 合 員 数／
９，９９４人
准 組 合 員 数／
９，１７８人
出
資
金／ ５１億９，８２７万円
貯
金／１，５１３億７，２０７万円
貸
付
金／ ３５７億３，６０３万円
長期共済保有高／３，６８４億８，１１５万円
購 買 供 給 高／ １４億３，０９３万円

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）／

１４億９，７４６万円
２億５，６５１万円
２億１，５０６万円
３，８５０万円
５３万円
８億４，０８６万円

き】令和 ３ 年１１月１３日（土）
ろ】本荘由利地域職業訓練センター
２ 階 研修室Ｉ
ＴＥＬ ０１８４－２３－５５０２
【お申し込み】令和 ３ 年１１月１２日（金）まで
東北税理士会 本荘支部佐藤へ
ＴＥＬ ０１８４－２２－２０２２
こ

金融移動店舗車（ふれあいちょきんぎょ号）令和 ３ 年１１月の運行日程について
１ 日（月）

７ 日（日）

２ 日（火）

３ 日（水）

４ 日（木）

５ 日（金）

午前 旧石沢支店 午前 西滝沢駅前

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 亀 田 駅 前 午後 大 竹 地 区

８ 日（月）

９ 日（火）

１０日（水）

１１日（木）

１２日（金）

６ 日（土）

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 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

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 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

２１日（日）

２８日（日）
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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 旧石沢支店 午後 松ヶ崎公民館 午後 小砂川地区

２９日（月）

３０日（火）

営業時間
午前 ９ ：３０～１２：００
午後 １ ：３０～ ３ ：００

２７日（土）

季節のおいしい福袋お届け便に

10

お米セットができました！

［ウインズ］№２９５

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

皆さまに食べていただき、農家さんや地域の農
業を応援していただきたいという想いから、農家
さんが丹精込めて育てたお米をご用意させていた
だきました。
皆さま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。
ＪＡ秋田しんせい自慢のお米をどうぞ。

やさしい甘みが特徴です

どんなおかずにも合います

１ 回目と同じ

土づくり実証米 あきたこまちコース

※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

１ 回目と同じ

土づくり実証米 ひとめぼれコース

５，５００円（税込）

お届け回数
２回

無洗米 ひとめぼれ ５ ㎏
×１袋
天寿酒造の仕込み水（５００ｍｌ）× ２ 本

お届け回数
２回

＋お届け地域別の送料

５，５００円（税込）
＋お届け地域別の送料

１回目 ２回目

１回目 ２回目

１回目 ２回目

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/

無洗米 あきたこまち ５ ㎏ × １ 袋
天寿酒造の仕込み水（５００ｍｌ）× ２ 本

食べ比べしてみたい方に

無洗米 ひとめぼれ ５ ㎏
×１袋
天寿酒造の仕込み水（５００ｍｌ）× ２ 本
無洗米 あきたこまち ５ ㎏ × １ 袋
天寿酒造の仕込み水（５００ｍｌ）× ２ 本

土づくり実証米 どっちもコース
お届け回数
２回

５，５００円（税込）
＋お届け地域別の送料

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。

ＪＡ秋田しんせい
ＬＩＮＥ公式アカウント

友だち募集中！

【配信内容】

の

●ＪＡ広報誌Ｗｉ
ｎｄ’ｓ配信 ●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

土づくり
実証米の

新米を直売します ！

と き １０月１６日（土）午前９時～正午まで
ところ ＪＡ金浦倉庫（にかほ市金浦字花潟４６）
玄 米 ひとめぼれ
３０㎏
紙袋

あきたこまち

７，
２００ 円 ７，5００ 円

ご注意

税込

税込

お一人様

１０袋まで

【受付期間】１０月１５日（金）まで
事前の
お申込みが 【受付時間】午前９時～午後４時（平日のみ 土・日・祝日は除く）
必要です！ 【受付窓口】ＴＥＬ：０１８４－２７－１６６１
※転売目的のご購入は、禁止とさせていただきます。

