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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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農業の課題にソリューション

Ｚ ＢＦＭを使って
営農計画の検討を後押し！
－

－

当室では営農計画システム「Ｚ Ｂ
ＦＭ」を導入しております。
このシステムは、現在の労働力や作
付け面積、品目などを入力することで
所得が最も大きくなる「営農計画案」
を作成することができます。また、新
規の作物を導入した場合の「経営シ
ミュレーション」も行うことができま
す。
現状の課題を「見える化」すること
で、課題の解決につながるほか、具体
的な営農計画の作成による農業所得の
向上にもつ
ながります。
営農も終
盤になり、
間もなく今
年度の振り
返りを行う
時期になり
ます。
当室では、
法人や農家
の皆さまに
システムを
活用した提
案を行って
まいります
ので、興味
のある方は
ぜひ当室ま
でご相談く
ださい。

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、今年度の「年金友の会総会」およ
び関係事業につきまして中止とさせていただきました。そのため、ささやかではご
ざいますが、会員の皆さまにはＪＡオリジナル商品の「米粉うどん」と交換できる
「ハガキ引換え券」をご送付しております。
引換え期限を１２月末までとさせていただいておりますので、まだ引換えされてい
ない会員の方は、ハガキをご持参の上、支店窓口までお越しください。

クラブを開催しました。親子が磁器
に好きな模様を絵付けして焼き上げ
るポーセラーツづくりを楽しみま
した。詳しくは ６ ページのエリア
ニュースをご覧ください。

１０月１６日、ＪＡ本店でワム・ワム

0184-27-1665

お問い合わせ

農業経営支援室

0184-74-6020

お問い合わせ

活動中

撮影地／ＪＡ本店

今月の表紙

信用共済部

年金友の会会員の皆さまへ
「米粉うどんの引換え」はお済みですか？

農業経営
支援室

令和 ４ 年の
農業経営に向けた
提案活動に力を入れて

経営 状 況 を 分 析 し て
次年 度 の ソ リ ュ ー シ ョ ン を 提 案
新型コロナウイルス感染症などによ
り、米の消費動向が鈍い状況が続いて
います。その影響を受け、令和３年産
米の概算金も昨年より減額となり、水
稲を大規模に作付けしている農家の
方々への影響が懸念されます。
当室では緊急農家訪問を実施し、今
年の育苗状況や栽植密度、農薬・肥料
の使用量や効果、米の品質や作柄など
経営の状況について詳しく聞き取りを
行いました。
この結果を分析し、次年度の営農に
向け生産資材による「コストダウン 」、
または「畜産・園芸品目の導入」等の
提案を行っています。
今後も営農状況などについて詳しく
聞き取り
を行って
まいりま
すので、
当室の訪
問時や当
室にお越
しの際は、
ぜひ課題
やご意見、
要望など
をお聞か
せくださ
い。
▲畜産・園芸との複合経営を推進しています

▲労働時間をグラフ化し、わかりやすくイメージできます。
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第１４４回

先人に学び農業の未来をひらく

秋田県種苗交換会

～ 白神の空にとどけ！ 豊穣の祈り。大地の恵みを、能代から。～
今年で１４４回を数える県内最大の農業イベント「秋田県種苗交換会」が１０月２９日から１１月 ４ 日の ７ 日間、能代市で
開催されました。
主会場の能代市総合体育館では、農産物出品展示が行われ、県内各地から水稲や野菜、花きなど１，２１６点が出品。
当ＪＡ管内からは、 １ 等賞（秋田県知事賞） ２ 点、 ２ 等賞 ６ 点、 ３ 等賞に１３点が選出されました。

ＪＡ管内の受賞者をご紹介いたします！
農林水産大臣賞（ １ 等賞）

秋田県畜産農業協同組合組合長賞

【乾牧草

相庭

リードカナリーグラス】

安一さん（矢島）

秋田県種苗交換会って何？

秋田県知事賞（１等賞）

【ミニトマト

三浦

秋田県種苗交換会は、秋田県独
自の農業イベントです。
農家同士で優れた農産物の苗や
種子を交換したり、栽培技術の向
上のために勉強会や情報共有の機
会を設けたことが始まりとされて
います。

サマー千果】

佑さん（本荘）

２等賞
【ミニトマト

サンチェリーピュアプラス】

【ミニトマト

千果】

今野

半田

純一さん（矢島）

弘子さん（本荘）

【切花（ディスバッドマム）

佐藤

チスパ】

公世さん（仁賀保）

【切花（リンドウ）

深山ラブ ３ 】

【種苗（パンジー）

パシオイエローブロッチ】

石田

戸蒔

晶和さん（鳥海）

亨さん（仁賀保）

【種苗（パンジー） デルタスピーディーイエロー】

横山喜代和さん（仁賀保）

このほかの受賞者につきましては、ＪＡ秋田中央会ホームページ「種苗交換会→今回の交換会」の受賞者一覧をご覧ください。
http://www.ja-akita.or.jp/syubyo/konkai#jusyosya

会場の様子
今回の種苗交換会でも、新型コ
ロナ対策として、マスクの着用や
検温の実施、主会場への入場制限、
衝立の設置やソーシャルディスタ
ンスの確保など万全の対策がとら
れました。
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玄米３０㎏

ご購入いただき
ました！

１，７００

袋

月９日と

日、ＪＡ本

土づくり実証米のファン
になってほしい
今年は新鮮野菜も一緒に
ＪＡは

楽しみに！

㌕紙袋を

来年度も開催予定ですので、お

域の魅力を感じていただきました。

な どを 販 売 し、新 米 とあ わせて 地

地 元の新 鮮 な 野 菜や 果 物 、切 り 花

売グループが農産物直売会を開催。

また、ＪＡ本店会場では地元の直

しいコメントをいただきました。

したので、
親せきにも贈りたい」と嬉

いしかった。今年は買う数を増や

年も購入したが、食べてとてもお

ご購入いただいた方からは「去

だきました。

１７００袋の新米を購入していた

特別価格で販売。２会場で合計

「ひとめぼれ」の玄米

り実証米」の「あきたこまち」と

良食味米の独自ブランド「土づく

くりにこだわって生産する高品質

直売会では、農家とＪＡが土づ

なってもらおうと企画しました。

ていただく「農業の応援団」に

さまに地域の農家とＪＡを応援し

証米を知ってもらい、消費者の皆

おいしい新米を食べて土づくり実

で落ち込む米の消費拡大につなげ、

新型コロナウイルスの影響など

開催しました。

店と金浦倉庫で「新米直売会」を

１６

３０

▲旬の野菜や果物などが並びました

▲ＪＡ女性部も協力し、新米のおにぎりで
来場者をもてなしました

▲抽選会も開催しました

１０

土づくり実証米

皆さまの「食べて応援」
ありがとうござました
会場：由利本荘市ＪＡ本店

新米直売会開催！
今年も

04

皆さまに知ってほしい

農家とＪＡが力を合わせた自慢のお米

「土づくり実証米」

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

❷
●

て、美味しいお米を作ります。

❸
●

土にこだわって育てたお米を、品

❹
●

質・食味測定で厳選したお米が土づく
り実証米です。
平成１０年から土づくりにこだわり、
以来２３年、取り組みは現在作付け面積
の８７．０％（令和 ３ 年度）に至っていま

❺
●

す。

会場：にかほ市金浦倉庫
①・②・③／新型コロナウイルス対策のため、車に乗ったまま購入できるドラ
イブスルー方式で販売し、ＪＡ職員が玄米を積み込みました
④・⑤／第 １ 号のお客様に記念品をプレゼントしました

▲土づくり実証米ブランドマーク

月

１０

令和３年産米パックご飯
お米セット販売開始

新米直売会のほかにも、

日から令和３年産米を使用した土

づくり実証米パックご飯を、Ａ

コープ各店（おおうち・子吉・や

しま）や百彩館物産館、管内ホー

マックニコット、ネットショップ

ＭＡＭＡＫＥなどで販売していま

す。一般家庭用レンジで２分温め

るだけで、簡単に炊き立てが味わ

えます。

また、農家応援企画「季節のお

いしい福袋」お届け便に新たに

「お米セット」ができました。Ｊ

Ａ秋田しんせい管内の農家さんが

丹精込めて育てたお米と、矢島地

区で日本酒を製造する天寿酒造の

仕込み水をセットにしたコースで

す。「自慢の米」を「美味い水」

で炊いて食べてほしい。そんな想

いを込めて選びました。

新米を食べて管内農家さんの
応援をよろしくお願いいたします

１１

ＪＡ秋田し
んせいＬＩ
ＮＥ公式ア
カウントで
は、イベン
ト情報やネットショップＭ
ＡＭＡＫＥの情報などを配
信しています！
▲湯せんでも調理可能で非常食にも便利です
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❶
●

オリジナルの食器作りに挑戦
親子でポーセラーツ体験
ＪＡワム・ワムクラブ
ＪＡは 月 日、ＪＡ本店で今年
度４回目のワム・ワムクラブを開催
しました。親子 組が参加。
親子は、転写紙や特殊なペンで磁
器に好みのデザインを絵付けして焼
き上げ、オリジナルの食器を制作す
る「ポーセラーツ」を体験。花や動
物、ドット柄などの転写紙から好き
なものを選び、お皿やコップに貼り
付けて一人一人の個性があふれた作
品を作りました。
参加者は「さまざまな転写紙があ
り、どれを使ってもすてきな作品が
出来そうでワクワクした。オリジナ
ルのお皿を親子で作れて楽しかっ
た」と話していました。

西目中がＪＡ活性化案発表
第２回秋田活性化中学生選手権
経営管理部

月９日、秋田魁新報社が主催す
る「第２回秋田活性化中学生選手権
県央大会」が、秋田市で開催されま
した。４市１村の８校から生徒 人
が参加。
地元の企業、団体を生徒が取材し
て考えた地域活性化策を発表するも
ので、由利本荘市立西目中学校の生
徒の皆さんが、ＪＡを取材して考え
た活性化案を発表しました。
①組合員を増やす取り組み②農業
を多くの人に知ってもらう③農業の
会社化といった活性化案について写
真やアンケート結果などをもとに発
表しました。

３９
ＪＡ

ひょう害で農作物 ㌶被害
被害状況聞き取り支援説明

１０

ＪＡ管内では、 月 日に沿岸部
に降ったひょうの影響で、出荷最盛
期のキャベツやネギの葉に穴があい
たり、
裂けたりする被害がありました。
特にキャベツは、出荷できなく
なったものも多く、 日にはＪＡ役
員が被害を受けた組合員を訪問し、
被害状況の聞き取りや販売に向けた
取り組みなど説明しました。
小松忠彦組合長は「一つでも多く
を販売につなげて、生産者の努力を
応援したい」と話しました。
管内の被害は、 日時点でキャベ
ツとネギを合わせて約 ㌶確認され
ています。

１２

２３

１２

▲チームワーク良く堂々とした発表でした

▲▶被害状況を聞き
取る役員ら
圃
 場に出向き被
害状況を確認し
た

１０

２８

２５

年金支給日に直売会開催
地元の旬の農産物並ぶ

▲とれたての農産物が並びました

経営管理部
１０

▲世界に一つだけの食器が出来ました！
地域の
活性化
食と農
を通じ
て活性
化

１６

１２

ＪＡと女性部象潟支部は 月 日、
年金支給日に合わせてＪＡ象潟支店
で「農産物直売会」を開催しました。
農家の応援や消費拡大につなげよう
と企画したもので、今回で５回目で
す。
直売会には、旬のいちじくやネギ
といった地域特産の農産物を始め、
リンドウや小菊といった切り花、ご
飯パックやしいたけと秋田由利牛の
うま煮などの加工品が並びました。
利用者は「地元の新鮮な野菜が買
えて嬉しい。年金支給日と一緒だと、
ついでに買えるので次回も開催して
ほしい」と話していました。
１５

１０

地域の
活性化
くらし
の向上
で活性
化
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米価の下落受け、経営課題の聞き取りや支援策を提案

役職員が緊急で農家訪問しました！
ＪＡは令和 ３ 年産米の米価下落を受け、減収の影響が大
きい農家を訪問し、営農継続に不安がないかの聞き取りや
支援の提案を行っています。
今回の訪問は大規模稲作農家が対象で、ＪＡの役職員が
緊急で訪問しました。
１０月１５日には、高橋徹常務と北島清営農経済部長、佐々
木由浩融資課長などが本荘地区の農家を訪問。現在の課題
と要望を聞き取り、資材コスト低減に向けた予約購買や労
力軽減対策、ＪＡが創設した「農業経営緊急対策資金」の
活用などを提案。令和 ４ 年度の営農継続に向けＪＡのバッ
クアップ体制について説明しました。

米価下落の影響を受けた農業者の皆さまへ

緊急対策資金により営農継続を支援いたします！
ＪＡは、新型コロナウイルスなどによる米価下落の影響を受け、農業経営の継続に必要な運転資金等に対応するた
めに「農業経営緊急対策資金」を創設しました。
詳しくは、最寄りの支店または、営農センターまでお問い合わせください。

農業経営緊急対策資金について
対

象

先

米価下落の影響を受けた組合員（正組合員、准組合員）、農業者等

資 金 使 途

農業経営の維持、継続に必要な運転資金等

借 入 期 間

５ 年以内（うち据置き ２ 年以内）

金

０ ％（借入者負担なし）

利

借 入 限 度

５００万円以内（個人・法人等共通）※減収額の範囲内まで

保

原則として秋田県農業信用基金協会の保証を付し、必要に応じ個人保証を求める。
※保証料 ０．５１％（実質負担なし）

証

取扱い期間

令和 ４ 年 ３ 月３１日までお借入分

【トップメッセージ】
組合員の皆さまが令和 ４ 年度の営農を安心して始められるように、訪問活動などを
通じて意見や要望を聞き取り、行政と連携しながら支援してまいります。
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代表理事組合長

小松

忠彦

地域の農地を守るために
技術取り入れ、効率化図る

中央部エリア（本荘地区）

菅原

文克（すがわら

昭和４０年１２月 ４ 日生まれ
専業農家

ふみかつ）さん

５５歳

【経営面積】
稲作 １８ｈａ
アスパラガス １２ａ
好きな言葉◉上を向いて歩こう
趣味◉ネットショッピング
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当初の稲作栽培面積は３㌶ほど

として農業に取り組んでいます。

農地を受け継ぎ、現在は専業農家

仕事をしていましたが、６年前に

私は両親の農業を手伝いながら

で作業量のピークを緩やかにでき

き、移植栽培と組み合わせること

の苗運びなどの労働負荷を軽減で

負担の大きい育苗作業や田植え時

㌶の面積で取り組んでいますが、

接種をまく栽培方法です。現在４

植える移植栽培に対し、水田に直

直播栽培は、水田に育てた苗を

たいですね。

きる技術を積極的に導入していき

ドローンのように作業を効率化で

地域の高齢化が進む中、今後も

と考えています。

足の解消につながるのではないか

りの散布時間を短縮でき、人手不

感じます。その分苦労もしますが、

くれますので、達 成 感ややりがいを

手をかければかけた分だけ応えて

は、収穫したものを見たときです。

今後、地域の高齢化や担い手不

良いものが出来ると嬉しいです。

自分にとって農業の一番の喜び

今ある農地を守るために

でしたが、高齢化や担い手不足に
ています。

地域の農地を引き受ける

悩む地域の手伝いができればと、

散布しながら圃場を練り歩く、多

す。

えています。これからも頑張りま

地域農業を発展していければと考

ではなく、たくさんの人と一緒に

目途に検討中です。地域の人だけ

その一つで、２、３年後の設立を

農業をしています。法人の設立も

足が進む中、今ある農地をどのよ

㌃あたり
～⅓にで

度には薬剤散布用のドローンを導

防除作業の効率化を考え、来年

ドローンでさらなる効率化へ

ことができます。

き、育苗資材費や労力を低減する

の使用箱数を慣行の約

種する栽培方法です。

また、４年前から取り組んでい

㌶の

農地を引き受けて翌年には６㌶に

㌶、今年は

うに守っていくのかを考えながら、

稲刈りをする菅原さん▶

る密苗栽培は、種籾を高密度で播

▲定植 ５ 年目のアスパラガス

拡大しました。その後も引き受け
続け、昨年は
栽培面積になりました。
また、稲作のほかにアスパラガ
スやミニトマトを栽培しています
が、稲作面積の拡大にあたり、労
力を確保するためにミニトマトは
お休みし、稲作とアスパラガスに
取り組んでいます。

入する計画です。

稲作の作業量が増加するにあ

くの人手と労力を必要とする作業

防除作業は動力噴霧機を背負い、

たって、これまでと同じやり方で

です。

これまでの農作業を変える

はいけないと考え、作業を省力化

ドローンで散布することで、圃
場間の移動時間や田んぼ１枚あた
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１８

するため直播栽培と密苗に取り組
んでいます。

▲ひとめぼれ、萌えみのり、ササニシ
キを栽培しています

１０

½

１２

－２０，２３３円

去

勢

１７６頭

３３２㎏

８３８，６８１円

４０，２９２円

合

計

２９３頭

３２０㎏

７８５，４９０円

２０，０３８円

菊地市賀子
（大 内）

２ 美国桜 安福久 勝忠平 １１８㎝ ２８６日 ３３６㎏ ９８７，８００円

佐々木栄一
（大 内）

お問い合わせ

小野 久一
（東由利）

３ 美国桜 安福久 勝忠平 １２０㎝ ２８８日 ３４１㎏ １，０１９，７００円

三浦
（矢

一男
島）

0184-27-1601

２ 華春福 安福久 平茂勝 １２３㎝ ２９０日 ３２８㎏ １，０７３，６００円

翔

長田

公成

加藤

桜山 克維
（仁賀保）

１５

生産者

営農経済部 畜産振興課

１ 福之姫 幸紀雄 安福久 １２１㎝ ３０８日 ３７９㎏ １，１０６，６００円

あきた総合家畜市場ニュース

７０５，４７６円

また、９月 日をもって緊急事
態宣言とまん延防止等重点措置は
解除されましたが、新型コロナ流
行前の牛肉需要には程遠い状況で
す。冷凍牛肉の保管と販売促進を
支援する事業や輸出の需要増によ
り価格は維持されていますが、依
然として先行きは見通せません。
間もなく冬期間に入ります。今
まで以上に分娩事故や発情の見逃
しなど防げる事故を防ぎ、所得の
確保につなげましょう。

１ 百合茂 安福久 平茂勝 １１８㎝ ２９１日 ３３０㎏ ９８８，９００円

月市場は全国的に不安定な相
場でしたが、あきた総合家畜市場
では、前月対比で２万円以上高く
値を付けました。 月 日時点の
全国主要市場速報では、但馬・鳥
取に次いで全国３番目に高い状況
です。
前月同様、県内外の大口購買者
を中心に安定した購買があり、価
格が上昇したものと推測されます。

３０１㎏

米穀課
営農経済部

お問い合わせ

●大豆の刈取りについて
月中旬より、大豆の刈取り作
業が始まっています。今年は、集
中豪雨による冠水被害と８月上旬
の干害により、生育量は少なく草
丈も短い状況です。
今後も刈取り作業が続きますの
で、作業事故と体調管理に十分に
注意してください。また、作業集
団と連携し、効率的な収穫作業を
お願いいたします。
１０

●農作業記録簿の提出について
栽培履歴の提出はＪＡ米の必須
事項です。まだ提出されていない
方は、提出していただくようお願
いいたします。用紙を紛失した場
合や記入方法に不明な点がある場
合は、最寄りの営農センターまで
ご相談ください。

１１７頭

３０

生産者

価格

母の父 母の祖父 体高 日齢 体重

父

去勢

高橋 新一
津
隆之国 安福久 １２０㎝ ２７０日 ３２１㎏ ９８３，４００円
（東由利）
重

美
照

３

前回対比

１０

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

雌

平均体重

１０

頭 数
分
区

家畜市場成績
２０２１年１０月 ５ 日

●令和３年産米の傾向について
米検査は終盤を迎えております。
令和３年産米は、出穂の早い圃場
と平年並みの圃場で玄米品質に違
いが見られます。
出穂の早かった圃場は、胴割れ
粒の発生と高温による乳白粒が見
受けられ、平年並みの８月上旬に
出穂した圃場については、８月中
旬の低温の影響で登熟が進まず、
未熟粒が散見されています。
月１日時点では、玄米タンパ
ク値については６・０～６・２と
昨年よりも低い傾向となっており
ます。また１等米比率については
・１％です。

１１

●引き続き出荷をお願いいたしま
す
米の集荷数量は 月１日時点で
契約数量比 ％となっております。
新型コロナウイルスの影響により、
米の需要が伸び悩んでいる状況で
すが、今後も消費地への安定供給
につなげてまいりますので、１袋
でも多くの出荷にご協力をお願い
いたします。
９４

１１

９２

0184-27-1601
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アスパラガス栽培で気を
付けたい病気について

園芸

アスパラガスの収穫終了
後の管理について

▲自然な黄化㊧と病害による黄化㊨

営農振興

0184-27-1601

お問い合わせ

アスパラガス栽培において、茎
枯病は特に注意が必要な病気です。
降雨による菌の付着が発生原因で、
梅雨時期や秋頃に被害が出ます。
また、風により胞子が飛散し、
被害が広範囲に及ぶこともありま
す。罹病した株は茎葉が黄化して
枯れ上がるので、養分転流が起こ
りにくくなり、来年の必要な養分
を生成することが難しくなります。
茎枯病の対策として、栽培圃場
の排水対策と薬剤防除が重要です。

園芸販売課

亮

戸蒔

未亜

猪股

お問い合わせ

ＪＡ秋田しんせいの青年部
に加入しませんか？

営農経済部 園芸販売課

アスパラガスは、秋に入ると気
温の低下にともない若茎の発生が
止まります。しかし、地上部の萌
芽が停止しても、
アスパラガスに
は光合成で生成
した養分を地下
の株へ貯蔵する
「養分転流」と
いう働きがあり、
株の生長は続い
ています。
この働きが活
発であればある
ほど、来年の春
に発生する若茎
が増加し、収量
を左右します。
管内の平年気
温であれば、
月下旬から 月
中旬頃がこの時
期となりますの
で、病害虫被害
や排水不良に注
意し、養分転流
の期間を確保す
ることが重要で
す。
アスパラガス栽培暦

営農経済部 営農振興課

❶加入資格
秋田
 しんせい農業協同組合の
地区内に居住している農村青
年の方
❷年会費
構成員１人あたり
２０００円
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１１

営農振興課

１１

青年部作成のオリジナル
日本酒が完成しました！

▲部員で協力して作業しました

ＪＡ秋田しんせい青年部と天寿
ＪＡ秋田しんせい青年部は、年
酒造株式会社が協力して製造した
間を通じて秋田県青年部イベント
日本酒が完成しました。
への参加、各地域のイベントへの
青年部の東部支部で作付けした
協力など管内の組合員や地域の
酒造好適米の美山錦を材料に、し
方々とふれあいながら活動してい
んせい管内産のりんどうから採取
ます。
した花酵母を使い天寿酒造で醸造、
また、同世代の仲間と情報の交
香り高い美味しい日本酒が出来上
換・共有を行っています。同じ苦労
がりました。
を共有する仲間と理解を深め、自
らの経営に
役立ててみ
ませんか？
加入に関
してのお問
い合わせは、
営農経済部
営農振興課
までお問い
合わせくだ
さい。
田植え

【商品詳細】
商 品 名 純米
 吟醸 鳥海リンド
ウ酵母仕込み
販 売 日 令和
（月）
 ３年 月１日
価
格 １４３０円（税込）
内 容 量 ７２０㎖
販売店舗 管内
 のＡコープ各店舗
（子吉・おおうち・や
しま・鳥海店）
種まき

0184-27-1601

ＪＡくらしの活動
福祉事業所「ふれあい泉の里」
お問い合わせ

女性部による慰問活動再開
利用者に踊りと歌を披露

❶新米が昼食に初登場
❷女性組織の慰問活動
再開

新米を握って食べて味わって
昼 食に鳥 海 地 区のあきたこ
まちが登場
２０

0184-27-1698

▲元気な歌声で盛り上がりました！

福祉

月９日、令和３年産の新米が
泉の里の昼食に登場しました。新
米は鳥海地区でとれた「あきたこ
まち」で、利用者に塩むすびを
握ってもらい、食べていただきま
した。
利用者の皆さんは、手慣れた様
子 で お む す び を 握 り、「 な べ っ こ
遠足」を意識した芋の子汁などの
メニューと一緒に味わいました。
利 用 者 は、「 米 が つ や つ や で 最 高
だ、おいしいなぁ」と新米と秋の
季節を満喫していました。

経営管理部 福祉事業所

月 日、泉の里でＪＡ女性部
東由利支部による歌と踊りのレク
リエーションが行われ、利用者と
一緒に歌ったり、手拍子したりす
るなどして楽しみました。
８月上旬から管内の新型コロナ
ウイルスの拡大により、慰問活動
を休止していましたが、今回から
再開。利用者からは「楽しみに
待 っ て い た 」「 次 回 は い つ や る の
か」といった声が聞かれました。
ＪＡでは、利用者が心も体も元
気に過ごせるようにＪＡ関連組織
と連携し、さまざまなイベントを
企画・実施してまいります。
１０

ＪＡ の
１０

12

ない。

（Shuji chiba）

前立腺肥大症とは、前立腺が肥

なって我慢できない、尿を我慢で

イレに起きる、急に尿をしたく

早期発見のポイント

歳以

以下の症状が現れたら、前立腺
肥大を疑いましょう。
①排尿症状
（尿が出にくい症状）
尿の勢いが弱い、尿が出始める
までに時間がかかる（尿をしたく

（尿をし終わった後の症状）
排尿後も尿が残っている感じが
する。

前立腺肥大症かなと思ったら
前立腺肥大症以外でも、尿道
きょうさく

いかどうかを見極めることが非常

く異なるので、前立腺がんではな

治療する薬物の種類も手術法も全

（ＨｏＬＥＰ）』が行われます。

ルミウムレーザー前立腺核出術

大した前立腺組織を摘出する『ホ

最近では、レーザーを用いて肥

す。入院期間は約１週間です。

に重要です。前立腺肥大症と前立

開腹手術が必要なほど大きく肥

前立腺肥大症と前立腺がんは、

腺がんとは、血液検査（ＰＳＡ検

査）でおおよその区別がつくので、 大した前立腺でも、おなかを切ら

きる方法で、秋田県でも数年前か

上記のような症状が気になる方は、 ずに内視鏡で手術をすることがで
泌尿器科の医師に相談することを

ら行うことができるようになりま

ることも可能です。

にはその手術をお勧めし、紹介す

した。大きく肥大した前立腺の方

お勧めします。

前立腺肥大症の治療法
前立腺肥大症の初期には治療の
必要はありませんが、軽症～中等

薬物療法を行っても排尿障害が

トイレの悩みを軽減させることは、

トイレは毎日のことですので、

最後に一言

改善せず、尿閉（尿が詰まって出

快適な生活のために重要なことで

症になると薬物療法を行います。

なくなること）や血尿、膀胱炎を

す。

泌尿器科ではトイレの悩みを抱

繰り返す場合や、膀胱結石ができ
たり腎機能が悪化すれば手術が勧

思っていただけるような、最適な

える患者様に「来てよかった」と
肥大した前立腺を内視鏡的に手

治療を提供したいと考えておりま

められます。
後遺症や糖尿病性神経障害、直腸

術する『経尿道的前立腺切除術

狭窄や膀胱結石、あるいは脳卒中

がん手術後に起こる膀胱の神経障

よりますが１時間～２時間程度で

術時間は前立腺肥大の大きさにも

ます。手術は全身麻酔で行い、手

であり、当院でも行うことができ

ずかしがらずに受診しましょう。

とですので、悩みを抱える方は恥

イレの悩みが増えるのは当然のこ

男女を問わず、年を重ねればト

す。

（ＴＵＲ

Ｐ ）』 が 一 般 的 な 手 術

害である神経因性膀胱などでも排
尿障害が起こります。
歳以上の男性で排尿
障害がある場合に、一番気になる

しかし、
れる、排尿の途中で尿が切れる、

て も な か な か 出 な い ）、 尿 が 分 か

③排尿後症状

大することにより尿道が圧迫され

昼間のトイレが近い、夜中にト

②蓄尿症状
（膀胱に尿をためにくい）

千葉 修治
科長

きずに漏らしてしまう。

前 立 腺 肥 大 症は
どんな病気？

由利組合総合病院
泌尿器科

て、排尿障害をきたす病気です。

～ ％、

％が前立腺肥大

８０

歳頃から加齢とともに増加し、

歳代男性では
～

３０

になると言われています。

上になると

９０ ２０

病気は前立腺がんです。

－

８０

尿をするときに力まなければなら
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５０

５０ ５０

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。

長 ネ ギ
ＪＡ管内では、特に金浦前

５０

川地区で砂地の特性を生かし

た長ネギの生産が盛んで、

年以上前から栽培されていま

す。

令和３年度、管内では 戸

の農家がネギを栽培しており、

出荷数量２７０㌧、販売額

７５７０万円を目指していま

す。

５０

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

旬の長ネギをたっぷり味わい
たい方は、白髪ネギを乗せて
もおいしいですよ。

調味料を加える
と、とろみがつ
き焦げやすくな
るので、火加減
に注意してくだ
さい。

長ネギたっぷり鶏肉の
カシューナッツ炒め
◉材料（ ２ 人分）

〈 ２ ㌢角に切る〉

長ネギ������� １ 本

カシューナッツ���３０㌘
オイスターソース
大さじ １ と½
Ｂ 砂糖����小さじ １
しょうゆ����少々
酒�����大さじ １
サラダ油����大さじ １
⎠⎜⎜⎬⎜⎜⎞

⎠⎜⎬⎜⎞

鶏モモ肉����� ２５０㌘
片栗粉���大さじ ２
Ａ 酒�����大さじ １
塩�������少々
ピーマン������ ２ 個

〈 １ ㌢幅の斜め切りにする〉

❶

❷

❸

❹

鶏モモ肉は一口大に切り、ボウ
ルに入れ「Ａ」を加え混ぜ合わ
せる。

中火で熱したフライパンにサラ
ダ油をひき、「①」を炒める。

鶏モモ肉に焼き色がついたら野
菜を加え、しんなりするまで炒
める。

カシューナッツと「Ｂ」を加え、
中火で炒め合わせる。鶏モモ肉
の中まで火が通ったら出来上が
り。
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15

庭の花の数も減り、土いじりも終わ
み）

応援していきましょう！

て、
これからも一緒に農 業 を

代

のり子ババ さん

ます。幸せです。

りです。あちこちの紅葉を見に出か
………………………………

（笑）

本荘

稲刈りも終わり、ほっとしています。

…………………………………………

食べてみたいです！

食べられるようになるといいですね。

活かして、おいしいお米がたくさん

いですね。効率良く水稲の生産力に

星を利用した圃場の地力診断はすご

代

あとは冬を迎えるだけです。今年は

久和 さん 

…………………………………………

菅原

岩城
多くて大変でした。
…………………………………………

金浦

す。

こえてきました。冬の到来を感じま

今年も晩秋の空に白鳥の鳴き声が聞
ＪＡ職員の方々の丁寧なアドバイス

…………………………………………

平栄 さん 

や指導のおかげで、無事米の出荷ま

春に植え付けした野菜がだんだんと

代
で完了できました。田植えから始ま

収穫され、畑もきれいになったのを
かずちゃん 
代
矢島
…………………………………………

ございました。

西目

に。

見ると、１年の終わりを感じさせら

きをして甘い柿をたくさん食べてい

阿部チヨ子 さん 

代

れます。来年も元気で作れますよう
今年も柿をもぎ取り、干し柿や渋抜

ミニトマト さん 
り、除草剤散布、籾すり等いろいろ

代

雪が少ないといいなぁ。去年は雪が

晴れ」の導入に驚きました。人工衛

農業クラウドサービス「天

………………………………

グッキー さん 

代

の口には入りませんでした

スが収穫に来てくれて、私

ですが、毎日せっせとカラ

ト・キュウリ・エダマメ…。

を始めてみました。トマ

このコロナ禍で、家庭菜園

………………………………

Ｐ．Ｎ

助言をいただき、本当にありがとう

東由利 小松

り）



本荘

けながら秋の味覚を楽しんで、冬の

代

どんな味がするのでしょうか。私も

誘導に感謝いたします。お

カラカラッと

疲れさまでした。来年もよ
福来郎 さん  代

ろしくお願いいたします。
本荘

到来に心も体も充電しておこうかな。
今年もサツマイモシーズン
となりました。我が家でも
サツマイモ掘りを…。例年

代

…………………………………………

とはちょっと違い、肌が

かな。

も皮をむいて、天ぷらにでもしよう

「ゴソゴソ」していて残念です。で

希維 さん

代

もう少しで修学旅行です。感染対策

坂爪

作りたいです。
西目
象潟

代

…………………………………………

…………………………………………

アキマツリ さん 

これからどんどん寒くなります。少

のです。
運動オンチ さん

金浦


山のじじ

鳥海

ビュー、楽しみですね。

（サキホコレの先行デ



たいです。待ち遠しい。

出回ったら、食べてみ

本格的にサキホコレが

…………………………

代

元気な冬を迎えたいも

しでも体を動かして、

今年もＪＡの「新米直売会」並ばせ



をしっかりしながら、いい思い出を

キッチン大好き さん 

東由利

管内のおいしいお米を食べ

（ありがとうございます。

７０

６０

５０

６０

Ｐ．Ｎ

Ｐ．Ｎ

Ｐ．Ｎ

Ｐ．Ｎ

６０
７０
６０

６０

６０
１０

存方
で、カボチャの保
「食のおはなし」
ので、
た
い
て
ことが載っ
法などさまざまな
にい
肌
は
ャ
す。カボチ
とてもよかったで
存し
保
ろ
い
たが、いろ
いと知っていまし
を付
気
に
康
をして、健
ていろんな食べ方
けたいです。
４０代
きらさん
仁賀保 Ｐ．Ｎ きら

ていただきました。職員の皆さまの

いろんな食べ方

この年になって初
めて干し柿を作り
まし
た。ベランダに「
カラカラッ」と並
んだ
干し柿カーテンを
見ると、食べごろ
が楽
しみでほほ笑んで
しまいます。
本荘 藤原 幸枝
さん
４０代
６０

Ｐ．Ｎ

Ｐ．Ｎ

６０

８０

Ｐ．Ｎ

Ｐ．Ｎ
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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
０５
０６
０７
０９

応募方法（おはがき・ＦＡＸ・Ｅメールで）

１１

◎パズルの答え、お名前、ペンネーム（ご希望の方）、住所、 １３
電話番号、年齢をご記入の上、下記までご応募ください。 １５
１７
◎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。

応募締切り 令和 ３ 年１１月２４日（水）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１２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。

１９
２０
２１

メダカもタイもサメもこれ
みそ汁によく入れる海藻といえば
水面に糸を垂らして楽しみます
紙幣や硬貨を入れます
鶴は千年、亀は――
バナナの木は、本当は木でなくて
――なのだとか
鳥が羽ばたかせるもの
林より木が １ 本多い
葉が黄色く色づく街路樹
――がびょうぶに上手に――の絵
を描いた
だんだん深まって冬に向かいます
１１月 ３ 日は――の日。国民の祝日
です
画家・ムンクの代表的な作品

１０ 月号のこたえ

ヨコのカギ

かんしょ

０１ 別名は甘藷。大学芋の材料です
０２ せき止めに良いといわれるバラ科
の果実
０３ エックスとゼットの間
０４ ――はあざなえる縄のごとし
０６ 酢、しょうゆ、みりんを合わせて
作ります
０８ おでこに手を当てて測ることも
１０ 搾り汁から黒糖が作られます
１２ 海の――、山の――をふんだんに
使ったごちそう
１４ プレゼントに掛けて結びます
１６ 東の空が明るくなってくるころ
１８ さなぎや幼虫から成虫になること

正解は

タ イ イク サ イ でした。

◆特別賞（地産地消商品）

鎌田

◆大 賞（ＪＡ加工品）
Ｐ．Ｎ シューちゃん （岩 城）

菊地 秀幸さん （東由利）
植村より子さん （由 利）

◆地産地消賞（ＪＡ加工品）
佐々木 剛さん （大 内）
高橋 恵子さん （本 荘）
◇応募総数 １１１通 三浦 昭夫さん （西 目）

Ｐ．Ｎ かずちゃん （矢 島）
菅野 正子さん （鳥 海）
横山 静子さん （仁賀保）
村上喜美子さん （象 潟）

陽子さん （金

浦）

スマホやタブレットで農業新聞が読める！

日本農業新聞に「電子版」が登場！

電話

□トピックス① □クローズアップ □エリアニュース
□トピックス② □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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日本農業新聞は電子版を創刊。新聞本誌を基軸
に、デジタルでの情報発信を強化します。農業所
得と生産力を高め、地域活性化にも役立つ情報を
伝えます。
・いつでも、どこでも
スマホやタブレットで情報収集ができます
▲電子版の申し込
・過去記事検索が３０日分
みはコチラから
見逃した記事もさかのぼって読むことができます
・クリップ機能で記事を保存
気になる記事を最大２００件まで保存できます
■ＪＡ秋田しんせいの記事も載っています！
１０／６ 高校に管理機贈る １０／８ 「サキホコレ」初検査全量１等
１０／１２ 支店で直売会 旬野菜が好評 １０／２２ 米価下落受け緊急融
資 １０／２３ こだわりの新米５１㌧販売 …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！
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行事予定

理事会報告

11

第３３４回

理事会

議案第１号

開催日：令和 ３ 年１０月２７日（水）

固定資産の処分について

NOVEMBER

２５日（木） 理事会

12

ＪＡ秋田しんせい概況

DECEMBER

７ 日（火） あきた総合家畜市場
２３日（木） 理事会
※行事予定は変更となる場合がございます。

人形供養祭のご報告

１０月１７日、「虹のホールゆり」で人形供養祭
を執り行いました。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、ご
参列をいただかず、拝礼所を設けるなどの対策
を行いながらの開催となりましたが、約３００組
の方にご来場いただきました。皆さまの大切な
人形を、心を込めてご供養させ
ていただきました。
供養祭の様子は、㈱ジェイエ
イゆり葬祭センターのホーム
ページに掲載しておりますので、
ご覧ください。

令和 ３ 年 ９ 月３０日現在
正 組 合 員 数／
９，９５３人
准 組 合 員 数／
９，２０１人
出
資
金／ ５１億９，３３０万円
貯
金／１，４９１億９，３６１万円
貸
付
金／ ３５３億８，２８４万円
長期共済保有高／３，６７０億３，６３３万円
購 買 供 給 高／ １８億２，９９５万円

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）／

２４億８，７２２万円
７億９，９０１万円
３億３，０１６万円
３億３，３８７万円
５，１７８万円
１７８万円
９億７，０６１万円

金融移動店舗車（ふれあいちょきんぎょ号）令和 ３ 年１２月の運行日程について
１ 日（水）

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

６ 日（月）

２ 日（木）

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）

２０日（月）

２１日（火）

２２日（水）

２３日（木）

２４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

２６日（日）

２７日（月）

２８日（火）

午前 旧石沢支店 午前 旧 玉 会 館
午後 旧内越支店 午後 旧 蔵 支 所
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２９日（水）

３０日（木）

３１日（金）

２５日（土）

からのお知らせ

11

振り込め詐欺の被害が 急増しています

ＪＡ秋田しんせい広報誌

［ウインズ］№２９６

特殊詐欺にご注意ください！

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

こんな内容の電話がかかってきたら要 注意！

●●料の還付金があり、
今日中に手続きが必要です。
手続きを説明しますので、
まずはＡＴＭへ行って
ください！

至急○×◇▲へ
振り込んでください！

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/

あなたの口座が犯罪に利用
されているのでキャッシュ
カードの交換が必要です！

こんな手口に 要 注意！
オレオレ詐欺

… 親族の仕事のトラブルや事故を口実にお金を要求

預貯金詐欺

… 電話で警察官や銀行協会職員などを名乗り､ 医療費などの払い戻しがあ
るからと､ キャッシュカードの確認や取替の必要があるなどの口実で自
宅を訪れ､ カードをだまし取る

金融商品詐欺

… 架空または価値のない未公開株や有価証券などについて「必ず儲かる」
などと虚偽の情報を伝え、その購入代金の金銭をだまし取る

※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

このような電話があったら、まずは事実を関係者に確認しましょう。
身に覚えのない電話にかけ直す前に、身近な人・
最寄りの交番・警察署・ＪＡ等金融機関等に相談しましょう。
あとがき
クローズアップでも紹介しましたが、
新米直売会が１０月 ９ 日と１６日に開催され
ました。新たに地元の野菜などの直売
コーナーを設け、たくさんの人に来てい
ただきました。
農家の皆さんが頑張って育てた新米を
味わってもらい、今後も地域の農業を応
援していただければと思います。
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★

