12
№2９７
2021

令和 ３ 年１２月 ８ 日発行

ＪＡ
Ａ秋
秋田
田し
しん
んせ
せい
いか
から
らの
の緊
緊急
急の
のお
お知
知ら
らせ
せ
Ｊ

雪に
によ
よる
る被
被害
害の
の備
備え
えは
は万
万全
全で
です
すか
か？
？
雪

農業の現場から
佐藤
藤 光
光博
博さ
さん
ん
佐
【県
県内
内で
で一
一番
番の
の品
品質
質を
を目
目指
指し
して
て】
】
【

ＪＡグループ秋田キャッチフレーズ

Ｔｏｐ ｉｃｓ ❶

03

08

農業の課題にソリューション

法人と所得向上に向けた
意見交換会を実施

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」をお贈りいた
したく「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。

１１月１８日、福祉事業所敷地内
の畑で育った野菜をデイサービ
ス利用者の皆さんが収穫しまし
た。詳しくはＰ１２の「ＪＡくら
しの活動」をご覧ください。

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／福祉事業所

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？

当室では所得向上に向けた意見交換
会を実施しています。 月 日には秋
田県農業試験場と由利地域振興局、法
人、ＪＡ関係部署などが集まり、ミニ
トマトの収量アップに向けた意見交換
会を行いました。
意見交換会では、今年度のミニトマ
トの病害や生育状況について法人と各
関係機関が意見を交わし、次年度の栽
培に向けた取り組みと今後の栽培方針
について確認しました。
今後も定期的に意見交換会を実施し、
所得向上につながるよう関係機関と連
携して取り組んでまいります。

▲意見交換会の様子

農業経営
支援室

 業を始めたい方へ
農
相談会を開催
所得向上に向けて
法人との意見交換

１１

２４

新た に 農 業 を 始 め た い 方 は
ぜひ 当 室 に ご 相 談 く だ さ い
新たに農業を始める際に必ず考えな
ければならないのが「生産性の高い圃
場」の確保です。
農業を営むうえで良い圃場のポイン
トは、地力が高く、排水良好で用水の
確保がしやすいなどの条件が揃ってい
ることで、この条件が定植後の作物に
おける生育と収量に直結します。
当室では関係機関と連携して、就農
を希望する方が安心して農業に取り組
めるよう支援体制を整備しています。
行政や当室、ＪＡ関係部署が連携し、
新規就農に向けた圃場予定地の現地確
認と合わせ、就職相談会の開催や導入
作物の選定、資材の準備、補助事業利
用、導入資金の融資などについて相談
の場を設け、就農がスムーズに行える
ようサポートしています。
「就農するにあたって何をすればい
い ん だ ろ う 」、「 就 農 し た い 地 域 は あ
るけど詳
しいこと
はわから
ない」と
いった悩
みを抱え
ている方
は、お気
軽に当室
までご相
談くださ
い。
▲圃場予定地の現地確認の様子
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雪による被害の備えは万全ですか？
からの 緊急 のお知らせ

昨年の１２月から ２ 月にかけての大雪で、管内では積雪により家屋の倒壊が発生するな
ど多くの被害が発生しました。
ＪＡ共済が提供している「建物更生共済 むてきプラス」は、大雪を始め、台風、地
震、火災・落雷による被害やケガに備えられる「建物」の損害を保障するプランです。
ぜひご検討ください。

こんな被害がありました
ケース

１

屋根からの落雪で
軒先が壊れた

ケース

２

雪下ろし作業中にケガ
をした（契約者家族）

ケース

３

雪に押されて
シャッターが壊れた

ＪＡの支払い実績について（令和 ２ 年１２月 １ 日から令和 ３ 年１１月１５日まで）

１，０３８件 約 ４ 億７，５００万円

昨年の管内の雪害・暴風に
よるＪＡ共済の支払いは、

となっています

※令和 ３ 年１１月３０日現在

ＪＡ共済連秋田調べ

【メッセージ】
気象庁では、１２月以降は北日本や東日本でも一時的に大雪になるとの予報が発表されま
した。 昨年の豪雪は１２月１６日、暴風は １ 月 ７ 日から発生しております。 異常気象が続くな 信用共済担当常務
兼松 晴人
か、皆さまの大事な建物を守るため、今一度保障内容を見直ししませんか。

平成２９年 ３ 月 までご加入の建物更生共済契約をお持ちの方へ

保障内容の点検をお願いします

渉外担当者が
訪問して
おります！

ご契約の内容によっては、十分な共済金がお受け取りになれない場合があります※

１００万円の損害を受けたとき

※例えば…雪で屋根が壊れ、

（評価額２，０００万円の建物に保障額１，０００万円加入の場合）

実損害額が
支払われる
仕組です！

Ｈ２９． ３ 月以前にご加入の

建物更生共済契約の場合
風水災等
（自然災害）共済金

６２．５万円

自己負担額

３７．５万円

※実損てん補特約付

風水災等
（自然災害）共済金

１００万円

自己負担額

ゼロ！

この資料は概要を説明したものです。ご検討にあたっては、「重要事項説明書（契約概要）」を必ずご覧ください。
また、ご契約の際には、「重要事項説明書（注意喚起情報）」および「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。

お問い合わせ
ＪＡ秋田しんせい各支店までお気軽にお問い合わせください
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【２１０５４３４００６５】

農家応援企画

ひょう被害のキャベツを「買って応援」
西目と金浦支店で直売会を開催！

ＪＡは１１月 ４ 日と１２日、ＪＡ金浦支店と
西目支店で「農産物直売会」を開催しました。
この直売会は、１０月２３日に沿岸部を中心
に発生したひょう被害により、農産物を出
荷できなくなった農家さんを応援しようと
企画したものです。
ひょう被害で葉に穴があいたり、裂けた
りしたキャベツを始め、ミニトマトやネギ、
ピーマンなどの野菜に加え、新米やパック
ごはんなどの加工品を販売。開催と同時に
地域住民が訪れ、約 ２ 時間で完売しました。
買ってくれた方の声
・ひょう被害で出荷できないキャベツを
販売することは、ＪＡの取り組みとし
て非常に良い。
・キャベツを買って応援したい。

▲ ２ 日間合計で２０ケース、約２００㌕のキャベツを販売しました

皆さまのおかげで約７．２㌧販売
ひょう被害を受けたキャベツは上記直売会のほか、由利本
荘・にかほ市の行政機関やＪＡ管内の企業、北部学校給食セン
ター、由利組合総合病院などにも販売。皆さまのご支援により
約７．２㌧のキャベツを販売することができました。
「買って応援」していただき、ありがとうございました。

女性部食堂で「食べて応援」

役員が被害状況を聞き取り
支援を説明しました
１０月２８日、ＪＡ役員がひょう被害を受けた組
合員を訪問し、被害状況の聞き取りや販売に向
けた取り組みなどを説明しました。
小松忠彦組合長は「一つでも多くの販売につ
なげて、生産者の努力を応援したい」と話しま
した。

ＪＡは１１月１８日、役職員を対象に「女性部食堂」を開設し、
ひょう被害を受けたキャベツを使用したメニューをテイクアウ
トで提供しました。
ＪＡでは、令和 ３ 年 ２ 月から月
に一度女性部と協力し女性部食堂
を開設。
▲圃場に出向き被害状況を確認しました
役職員自らがしんせい産の素晴
らしさを感じ、地産地消に貢献す
◀メ ニューは「チキンカレー」「かきたまスープ」
「キャベツとリンゴのサラダ」の ３ 品
ることで農家を応援しています。
ＪＡ秋田しんせいはＳＤＧｓの
達成に貢献していきます

食を通じて「農業を応援する想い」を持った人を増やし、農業者と消費
者がお互いに理解しあう地域を目指すことで、持続可能な農業を推進する。
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由利本荘市議会・にかほ市議会へ
令和 ４ 年度以降の営農継続に向け要請

農家支援と農業振興に対する
要望書を提出しました

秋田しんせい農協農政対策本部は１１月１８日と１９日、由利本荘市・にかほ市の両市議会に「令和 ４ 年度の営農継続に
向けた農家支援と農業振興に対する要望書」を提出しました。ＪＡによる米価下落に関する要請は１０月の緊急要請書
の提出に引き続き、今回で ２ 回目。
小松忠彦組合長が両市議会を訪れ、令和 ３ 年産米の米価下落による営農継続意欲の低下が危惧されることから、❶
稲作の継続に向けた農家支援として種子購入に対する支援、❷稲作以外での農業所得増大を目指すため、重点園芸品
目（半促成アスパラガス、りんどう、シャインマスカットなど）への取り組みに対する支援などを要望しました。

由利本荘市議会
▲由利本荘市議会の伊藤順男議長とにかほ市議会の佐藤元議長へ要望書を手渡しました

【トップメッセージ】
農家の皆さまが来年度も安心して稲作経営が継続でき、加えて農業所得向上につなが 代表理事組合長
るような重点園芸品目への支援について、行政と連携しながら取り組んでまいります。 小松 忠彦

１０月には両市長に緊急要請書を提出
広報誌「Ｗｉ
ｎｄｓ
’ 」１０月号にも掲載しておりますが、秋田しんせい農協農政対策本部
は１０月、由利本荘市・にかほ市の両市長に「米価下落に対する緊急要請書」を提出し
ています。
内容は、❶米の需給・価格・経営安定対策、❷令和 ３ 年産米に関わる緊急対策、❸
米の需給と価格安定対策、❹令和 ４ 年産以降の米対策への万全な予算措置、❺ミニマ
ムアクセス米の受け入れ量の見直し、❻肥料高騰対応緊急対策などを県や国に米政策
対策として強力に働きかけていただくことや、米価下落に対応した支援資金、米生産
費に対する支援に関する対策の要請です。
要請を受け、両市ではＪＡが創設した「農業経営緊急対策資金」の利子の一部を助
成することを１１月の市議会で承認していただきました。
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にかほ市議会

ＪＡ職員から脳トレ学ぶ
助けあいグループ研修会開催

「食と農」を基軸に交流深める
象潟支部部員交流会開催
ＪＡ女性部

ＪＡ女性部象潟支部は 月 日、
ＪＡ象潟支店で「食と農」をテーマ
に部員交流会を開催しました。部員
と子ども合わせて 名が参加。
「ちゃぐりん」を活用した野菜も
のしりクイズやＪＡ女性組織フレッ
シュミズが制作した「ＳＤＧｓかる
た」などを行い、野菜やＳＤＧｓに
ついて学びながら楽しく交流しまし
た。
須田祐子支部長は「若い世代が集
うフレッシュ部を中心に、交流でき
てよかった。これからも若い世代と
の関係づくりをすすめ、食と農の大
切さを伝えていきたい」と話しまし
た。

１４

した。

月５日、秋田県立本荘高

いる匂いにそっくり」と驚いていま

生徒が匂いを嗅ぐと「いつも食べて

ジュースを作ったりする実験では、

作ったり、炭酸水と色素、香料で

添加物とお湯などで豚骨スープを

添加物を使った実験を行いました。

切さやフードロスについての講話、

ので出来ている」と題し、食事の大

ＪＡ職員が「私たちの体は食べたも

定時制課程の授業の一環として、

等学校で出前授業を開催しました。

ＪＡは

経営管理部

ＪＡ職員が出前授業
食の大切さを実験交え伝える

１１

ＪＡ助けあいグループ
ＪＡは 月 日、ＪＡ本店で「Ｊ
Ａ秋田しんせい高齢者助けあいグ
ループ会員研修会」を開催しました。
会員 名が参加し、認知機能の向上
が期待できる脳トレーニングを学び
ました。
研修会では、ＪＡの福祉事業所の
職員が認知症の種類やトレーニング
方法を説明。じゃんけんの手の形を
見て、後出しで違う形を出すエクサ
サイズなどを助けあい会員と一緒に
行い、トレーニングの内容を確認し
ました。
会員は「気軽にできる動きなので、
地元や家庭でも取り入れてみたい」
と話していました。

ＪＡ由利牛肥育部会

秋田由利牛の品質を確認
関係者で食べ比べ

１１

ＪＡ由利牛肥育部会と秋田由利牛
振興協議会は 月８日、由利本荘市
文化交流館カダーレで「秋田由利牛
の食べ比べ会」を開催しました。
同部会員や振興協議会員、ＪＡ、
行政機関など約 名が参加し、秋田
由利牛など５頭の肩ロースを食べ比
べ、肉質や脂質、味の評価を行い、
意見を交わしました。
ＪＡの担当者は「今後も生産者や
関係者などが意見交換できる機会を
増やし、品質を高めあいながら秋田
由利牛の生産・消費拡大に取り組ん
でいく」と話しました。

３０

地域の
活性化
くらし
の向上
で活性
化

▲さまざまな世代が楽しみながら交流しました

▲真剣に耳を傾ける生徒の皆さん

１１

１１

１１

５０

▲脳の活性化トレーニングを学ぶ助けあい会員の皆さん
▲味を確かめ用紙に記入する小松忠彦組合長㊧

４０

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

地域の皆さまへ安心と安全を

ＪＡ自己改革への挑戦

３９
ＪＡ秋田しんせい自己改革の取り組み●

交通事故のない社会を目指して

ＪＡ共済と交通安全運動を実施中！ 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？

保障の提供と地域貢献活動を通じて、組合員・地域
住民の皆さまが住み慣れた地域で、健康で安心して
暮らせる豊かな環境づくりに貢献してまいります。

Ａ
信用共済部
次長 黒木 雅隆

●さまざまな年代に向けた交通安全活動の展開
ＪＡとＪＡ共済は、交通事故のない安全な社会づ
くりを目指して、園児や親子向けなどの交通安全教
室を開催し、交通事故の未然防止に取り組んでいま
す。

歌と踊りで交通ルールを楽しく学ぶ

交通安全ミュージカル「魔法園児マモルワタル」

超神ネイガーと一緒に交通ルール学ぼう！ 園児
ＪＡでは平成２４年から、
「超神ネイガー交通安全教
室」を開催しており、管内の
園児を対象に一緒になって交
通安全ルールを学んでいます。

園児
向け

令和 ３ 年度

令和 ３ 年度

県内初開催
就学前の幼稚園・保育
園児と保護者を対象とし
た、ミュージカル形式の
交通安全教室を開催して
います。楽しみながら交
通ルールを学べる構成と
なっています。
１１月 ９ 日にはナイスア
リーナで開催し、管内の
園児約２００名が参加しま
した。

交通安全運動に役立てて！

管内１７の小学校へ交通安全ベストと帽子を寄贈

向け

超神ネイガーの交通安全教室

６ 回開催予定
落語を取り入れた楽しい交通安全教室 シルバー
世代向け

交通安全落語の開催

高齢者の交通事故を防ぐた
めに、「シルバー世代向け交通
安全教室」を開催しています。
「交通安全落語」で笑いながら
交通安全の意識を高め、「レ
インボー体操」で身体機能の
低下を予防。誰でも楽しく参
加できる内容になっています。

児童
向け
平成２６年度から毎年、由利本荘市とにかほ市の教育委員会
を通じて、両市の小学校へ交通安全活動に活用してもらおう
と交通安全ベストと帽子を ２ 組ずつ寄贈しています。
平成２６年から

▲由利本荘市教育委員会㊧とにかほ市教育員会に㊨に贈呈

延べ

２４０

組贈呈

【トップメッセージ】
農業の発展と安心して暮らせる豊かな地域社会の実現にむけて、今後も事 代表理事組合長
小松 忠彦
業活動を展開しながら社会貢献に努めてまいります。
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機械自作し、作業効率化
県内で一番の品質を目指して

西部エリア（仁賀保地区）

佐藤

光博（さとう

昭和６０年１０月２８日生まれ
専業農家

みつひろ）さん
３６歳

【経営面積】
ネギ ３０㌃
好きな言葉◉努力
趣味◉ＤＩＹ
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水機能を高めるため明渠を掘った

ていきます。そのため、圃場の排

現在、一人で収穫から出荷調整

り、土壌を消毒したりして対策し

だったためです。

作業を行っています。当初は手探

県の研修制度を経て
私は３年前、東京都から秋田県
ています。

一番の品質を目指して

収穫したネギは、ＪＡに出荷し

ており、一部は地元の保育園や介

護 施 設 に も 納 品 し て い ま す。「 立

りで行っていたため、ネギ１本当

また、収穫後も箱の中で感染が

に移住し、今年の４月から就農し
秒ほど時間がかかっていま

派 な ネ ギ だ 」「 お い し い 」 と 言 っ

たり

広がる可能性があるため、箱詰め

ました。
した。
そこで、建設業で培ったものづ

もともと都内で建設業をしてい

くりの経験を生かして根切りや皮

今後はネギの栽培面積を徐々に

てもらえることが嬉しく、やりが

ましたが、仕事中に大けがを負っ

むき作業を１台でできる機械を自

拡大し、５年後には１㌶での栽培

の際は慎重に確認しながら行って

てしまいました。それが仕事につ

作。ネギ１本当たりの調整作業時

を計画しています。また、ネギの

いを感じます。

いて考える転機となり、食べるこ

秒に短縮し、１日の出荷

います。

とが好きなことや、ものづくりが
間が約

して頑張ります。

秋田で一番の品質のネギを目指

経営にも取り組みたいですね。

栽培に慣れたら、他品目との複合

できる農業に魅力を感じ、妻の実

箱になりました。

しかし、まだ機械を使いこなせ

量は以前の倍の

農業の経験がなかった私は、知

ていない部分もあるので、今後も

家であるにかほ市へ移住しました。

識や栽培技術を学ぼうと妻の勧め

改良を重ねてさらなる省力化につ

効率よく作業ができるよう、楽

で県の「未来農業のフロンティア

場でさまざまな園芸品目の栽培に

しみながら好きなものづくりに取

なげたいと考えています。

チャレンジしながら、基礎的な知

り組んでいます。

育成研修」を受講。県の農業試験

識や栽培技術を２年間学びました。

慎重に確認しながら
ネギ栽培で特に気を付けている

作業機械を自作し省力化
経営の柱として栽培品目にネギ

軟腐病は、株についた傷口に降

ことは、軟腐病です。
奨していて手厚い支援があったこ

雨後の泥はねなどで感染する土壌

を選んだのは、県がネギ栽培を推

とや、にかほ市でも栽培が盛んな

伝染性の病気で、株全体が腐敗し

▲１２月末まで収穫予定のネギ

２０

ため、先輩農家に聞きやすい環境
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３０
１０

▲水切り用の棚も自作

自作した皮むき機。圧縮
した空気で皮をむきます▶

由

賀

荘
利
目
内
城
島
利
海
潟
保
浦
計

集荷数量
１８６，４０４
８５，４４６
３７，４５２
１２９，３１３
３０，５４７
６２，６９７
１０３，０２２
１０４，５５６
９４，９９８
９５，１５３
２９，４６９
９５９，０５７

雌

契約数量比
９８．３％
１００．２％
９７．８％
９１．３％
９３．２％
１０３．０％
１０６．０％
９９．１％
９５．５％
９２．１％
９６．４％
９７．４％

平均体重

平均価格

前回対比

１３４頭

３０６㎏

７４８，３７８円

４２，９０２円

去

勢

１７９頭

３３７㎏

８３４，３９０円

－４，２９１円

合

計

３１３頭

３２４㎏

７９７，５６７円

１２，０７７円

雌

父

ＪＡ秋田しんせい管内ベスト ３

母の父 母の祖父 体高 日齢 体重

価格

生産者
畑山 清雄
（東由利）

２ 美国桜 安福久 平茂勝 １１６㎝ ２８１日 ３２０㎏

９３０，６００円

小助川喜久男
（大 内）

８８０，０００円

小野 大輔
（東由利）

３

美
照

去勢

津
福之姫 安福久 １２２㎝ ２８９日 ３０５㎏
重
父

母の父 母の祖父 体高 日齢 体重

価格

生産者

１ 紀多福 隆之国 安福久 １２４㎝ ２９９日 ３７０㎏ １，０４７，２００円

高橋 定敏
（東由利）

２ 福

小野 徳昭
（東由利）

増 百合茂 安福久 １２４㎝ ３０１日 ３６９㎏ １，０２３，０００円

３ 直太郎 安福久 金

幸 １１７㎝ ２７６日 ３２０㎏

９９９，９００円

小助川優貴
（大 内）

５６

２１

９８

１１

ることが伺えます。
枝肉価格も安定しており、全国
的に共励会も開催されていること
から、クリスマスや年末年始にか
けて消費拡大に伴う需要増が期待
されます。
しかし、市場では極端に大きい
牛や発育が思わしくない子牛など、
個々のばらつきが散見されました。
適切な管理と適期の出荷による
ばらつきの解消を心がけましょう。
また、分娩事故には十分注意して
ください。

１ 美国桜 安福久 平茂勝 １１７㎝ ２９７日 ３２７㎏ １，０１４，２００円

１１

営農経済部

齋藤

米穀課

和重

お問い合わせ

0184-27-1601

７９

家畜市場成績

頭 数

市場高値

１１月２９日現在（単位：袋・％）
１等米比率
実証米合格率
９４．５％
９９．１％
９３．３％
９８．４％
９０．３％
１００．０％
９４．１％
９９．１％
９８．６％
９７．２％
９４．０％
９９．７％
９０．７％
９９．５％
８３．４％
９７．３％
９１．９％
１００．０％
８５．０％
９８．８％
９９．４％
９７．７％
９１．７％
９８．８％

あきた総合家畜市場ニュース

分

出荷契約数量
１８９，５９７
８５，２５７
３８，２８８
１４１，６２７
３２，７７５
６０，８８８
９７，２２３
１０５，５２９
９９，５１５
１０３，２６０
３０，５６５
９８４，５２４

月市場は、全体平均価格が
万７千円となり、本年度で１番
高い価格となりました。
県内外の大口購買者が安定的に
購入しており、全国主要市場の中
でも、毎月トップクラスの高値が
続いています。
また、 月 日には第 回秋田
県畜産共進会が開催されました。
枝肉の部では 頭の出品があり、
上物率１００％と県内の肥育農家
の技術が高いレベルで安定してい

２０２１年１１月 ９ 日
区

第 回秋田県産米品評会について
令和３年産米の検査買入状況
第１４４回種苗交換会の協賛行
令和３年産米の検査買入状況は
事として開催されました「第 回
次のとおりです。
秋田県産米品評会」では、ＪＡ管
内から 点のうるち玄米などが出
品され、食味値と目視による形質
（ 充 実 度、粒 の そ ろ い、光 沢 な ど ）
が審査されました。うち６点が入
賞しましたのでご紹介いたします。
受賞された皆さま、おめでとう
ございます。表彰式は２月の稲作
技術講習会で行う予定です。

最優秀賞
農林水産省農政局長賞

長谷部 重美さん （大内）
品種【ひとめぼれ】

最優秀賞
秋田県知事賞

齋藤
靖さん （西目）
品種【ひとめぼれ】

靖さん（西 目）つ ぶ ぞ ろ い
静夫さん（仁賀保）あきたこまち
和寛さん（仁賀保）ひ と め ぼ れ

優秀賞

齋藤
阿部
齋藤

優良賞

三浦哲太郎さん（矢 島）ひ と め ぼ れ
本
東
西
大
岩
矢
由
鳥
象
仁
金
合

区

１８

４０

令和３年産米の検査買入実績
地

４０

営農経済部 畜産振興課

佐藤

大地

お問い合わせ

0184-27-1601
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営農振興
営農振興課

園芸

園芸販売課

0184-27-1601

お問い合わせ

燥による白さび抑制を図りましょ
う。
採穂後は追肥を行い、栄養生長
の維持と脇芽の萌芽を促します。
③摘芯
伏せ込み後に親株が活着し、生
長点が伸長してきたら、
摘芯を行い
脇芽の発生を促しましょう。最終の
摘芯は２月下旬までとしましょう。
④農薬散布
親株からの持ち込みや湿度過多
による白さび病の発生など、穂木
や切り花品質への影響
が大きくなってます。
栽培状況を確認し薬剤
選択により病害虫の抑
制に努めましょう。

営農経済部 園芸販売課
課長補佐 大平 好仁

○栽培スケジュール
３月
４月
５月
６月
７月
８月
９月
１０月
１１月
作型
上中下上中下上中下上中下上中下上中下上中下上中下上中下
８ 月お盆 採穂 挿し芽 定植 摘芯 整枝
収穫
親株伏せ込み
９ 月彼岸
採穂 挿し芽 定植 摘芯 整枝
収穫
親株伏せ込み

小菊の親株養成について

露地小菊の収穫が終了し、次年
度に向けた苗づくりが始まります。
収穫後の切り下株を親株として穂
木を育成し、挿し芽で増殖を図り、
来春の苗確保に努めましょう。今
回は、今後の小菊親株の管理つい
て解説します。
①温度管理
【晴天日】
ハウス間口とサイドを開放し、
温度低下に努め、午後４時には閉
めます。
【雨天時】
間口だけは締め切りにせず、換
気を促します。
温度が高い雨
天時は、白さ
び病が発生し
やすいのでサ
イドも開放し
て換気を行い
ます。
②潅水、追肥
天候や温度
に合わせた潅
水を行いま
しょう。晴天
日の午前中は、
ハウスを開放
して親株の蒸
散に努め、生
育サイクルの
向上と土壌乾
親株管理スケジュール

営農経済部 営農振興課
係長 原田 和宏

0184-27-1601

お問い合わせ

❷青色申告会総会・税務研修会
令和３年分の決算・確定申告の
時期に伴い、ＪＡ青色申告会総会、
税務研修会を左記日程で開催いた
します。税務研修会のお申し込み
は、ＪＡ青色申告会会員以外の方
でも可能です。参加を希望する方
はご連絡ください。
■ＪＡ青色申告会総会
【日時】令和４年１月 日（水）
午後１時 分～
【場所】ＪＡ本店２階
第１会議室
■税務研修会
【日時】令和４年１月 日（水）
午後２時～
【場所】ＪＡ本店２階
第１会議室
【持参するもの】
電卓・筆記用具
【申込期日】
令和４年１月 日（月）
まで
※お申
 し込みについては、ＪＡ青
色申告会会員の皆さまへお送り
する案内文書をご覧ください。
３０

新型コロナウイルスの感染拡
大対策として、参加人数を制限
する場合がございます。ご了承
ください。
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白さび病 アブラムシ アザミウマ
予防
予防
予防
〇
予防
予防・治療
予防・治療
〇
〇
〇
〇
〇
〇
予防・治療
〇
〇
幼虫・卵、残効長く遅効性

倍率
４００倍
１，０００倍
５００倍
１，０００倍
２，５００倍
２，０００倍
２，０００倍
１，０００倍
１，０００倍
１，０００倍
２，０００倍

種類
殺菌剤
殺菌剤
殺菌剤・殺虫剤
殺菌剤・殺虫剤
殺菌剤
殺菌剤
殺虫剤
殺虫剤
殺虫剤
殺菌剤・殺虫剤
ダニ剤

薬 剤 名
ジマンダイセン水和剤
ダ コ ニ ー ル １０００
サ ン ヨ ー ル
ピ リ カ ッ ト 乳 剤
ポリオキシンＡＬ水溶剤
メジャーフロアブル
アドマイヤーフロアブル
マ ラ ソ ン 乳 剤
ジェイエース水溶剤
ハ チ ハ チ 乳 剤
ニッソラン水和剤

○薬剤名一覧

定植・摘芯

採穂開始

休眠

低温遭遇

挿し芽
４ 月 ５ 日前後～

２ 月下旬
最終摘芯

5月

4月

3月

2月

1月

12月

11月

10月

年内摘芯
１ 回目

親株
入室

8月
親株
管理

上中下上中下上中下上中下上中下上中下上中下上中下

作型

１４

１２

２６

２６

２４

ＪＡ青色申告会が開催する
各種研修会のお知らせ
❶ソリ
 マチ農業簿記ソフト活用研
修会
ソリマチ農業簿記ソフトを使用
されている方を対象に、簿記ソフ
ト活用研修会を左記日程で開催い
たします。
ソリマチソフトによる農業簿記
決算について一緒に学びません
か。参加のお申し込みについては、
「ソフトをお持ちのＪＡ青色申告
会会員の皆さまへお送りする案内
文書」をご覧ください。
その他の方でも、ソリマチソフ
トをお持ちの方は、お申し込みが
可能ですので、参加をご希望され
る方はご連絡ください。
【日時】令和４年１月 日（金）
午後１時 分～
【場所】ＪＡ本店２階
第１会議室
【持参するもの】
ソリ
 マチ農業簿記ソフト
がインストールされてい
るパソコン・電卓・筆記
用具
【申込期日】
令和
 ４年１月 日（水）
まで
３０

ＪＡくらしの活動
福祉事業所「ふれあい泉の里」

食を通じた
レクリエーションへの
取り組み
お問い合わせ

利用者が野菜の収穫体験
保育園と小学校にプレゼント

0184-27-1698

小友小学校

食を通じたレクリエーショ
ンに取り組んでいます

経営管理部 福祉事業所

月 日、泉の里の敷地内にあ
る畑でダイコンとハクサイの収穫
体験を行いました。
農福連携の取り組みとして、営
農センターと協力して畑を作り、
利用者が９月にダイコンやハクサ
イなどの苗を植えていたものです。
利用者がダイコンを引き抜くと、
その大きさに他の利用者から歓声
があがっていました。また、農家
だった利用者も多く、手慣れた様
子でダイコンの泥を落としながら
収穫していました。
収穫されたダイコンはスープの
具として当日の昼食の材料として
提供されたほか、小友保育園や小
友小学校にプレゼントしました。
小友保育園

泉の里では、食を通じたレクリ
エーション（食レク）に力を入れ
ています。
月 日は、干し柿作りの食レ
クを行い、利用者はピーラーや果
物ナイフを使って柿の皮をむき、
紐縄へ吊るしました。利用者ごと
にさまざまな吊るし方があり、吊
るした柿を楽しそうに見せ合って
いました。
また、 月 日には餃子の皮を
使ったピザ作りの食レクを実施。
トマトソースピザや餡子とチーズ
の変わり種ピザなども作り、食べ
比べました。
利用者は「ピザって案外簡単に
作 れ る ん だ な 」、「 初 め て チ ー ズ
を食べた」と話していました。
ピザ作り

２２

干し柿作り

ら

ＪＡミニデイサービスに興味はありませんか！
にかほ市から委託されているミニデイサービス

福祉
２４

１１

そう思った
・最近、外出するのがおっくうになった…
・足腰がつらく、なかなか外出できない…
・普段、話をする相手がいなく一人ぼっちだ…

ＪＡ の
１０

１１

１８

血圧測定による健康状態のチェックから、体操や講話、手芸などさまざまなレクリエーションを開催してい
ます。しゃべったり、歌ったり、笑ったり、月に２回楽しいひとときを過ごしながら、みんなに元気をもらいま
しょう！

・対象は仁賀保・金浦・象潟地区
の方が対象です
・にかほ市より委託されているた
め、市の聞き取り調査を受けて
決定された方が対象となります
・毎回、昼食代などを含む利用料
が必要となります
・集落までバスで送り迎えします

【お申込み・お問い合わせ】
ＪＡ秋田しんせいＡｇｒ
ｉ
・Ｆｏｏｄ未来企画課 ＴＥＬ ０１８４－２７－１６６１
にかほ市地域包括支援センター
ＴＥＬ ０１８４－３２－３０４５
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全身麻酔について
病気やケガを治すために手術を
受けることになったら「手術中の
痛みを感じず、何もわからないう
ちに終わってほしい」と思われる
患者様がたくさんいらっしゃいま
す。そのために、全身麻酔が必要
になります。
全身麻酔は、通常麻酔科の医師
が行います。手術を受けることが
決まりましたら、事前に麻酔科医

中に目が覚めてビックリすること

量を調節します。ですから、手術

ターや患者様を見ながら麻酔薬の

ります。手術中は麻酔科医がモニ

全身麻酔はすべての方に効果があ

のでは？」と時々聞かれますが、

めです。

術によるものなのかを区別するた

ワクチンによる副反応なのか、手

術後に発熱があった場合、コロナ

空けてから手術を予定します。手

チンを接種した後は、１週間以上

めないことはありますか？」と心

反 対 に、「 全 身 麻 酔 か ら 目 が 覚

チン接種の状況によらず、いつで

い緊急手術の場合は、コロナワク

ガですぐに手術しなくてはいけな

しかし、突然の大きな病気やケ

配される患者様もいらっしゃいま

も手術を行います。

もありません。

す。全身麻酔は、麻酔薬で作られ

そのため、患者様に麻酔薬を送

ていいかは、患者様によって異な

くらいでコロナワクチンを接種し

反対に、手術を受けた後にどれ

り込むのを止めれば効果は無くな

ります。手術を受けた際に医師に

る意識がない状態です。

り、意識が戻ります。麻酔薬を止

確認してください。

また、新型コロナウイルスに感

めてから何分で目が覚めるかは個
人差がありますが、目が覚めない

態やご希望を確認し、手術の内容

用のチューブを入れて、酸素や麻

患者様のお口から気管に人工呼吸

もう一点近年の話題として、新

たと教えてください。

たら目を開けたり手を握って起き

お声がけしますので、聞こえまし

目が覚める頃にお名前を呼んで

せんので、診察してから時期を決

容によってはその限りではありま

奨されています。

診断から７週間以上空けるよう推

が、緊急でない手術の場合は感染

染した後の手術時期についてです

も考慮して、お一人お一人に最も

酔薬をチューブから送り込みます。

型コロナウイルス感染症と全身麻

めさせて頂きます。

ことはありません。

適した麻酔方法を選びます。

手術中はこのチューブや点滴から

酔・手術の関連について、日本麻

手術前の診察で患者様の健康状

全身麻酔の手順ですが、まず手

麻酔薬を送り続けることで、手術

てください。

いますので、安心して手術を受け

が細心の注意を払いながら行って

全身麻酔は、麻酔科医や看護師

しかし、患者様の状態や手術内

術室で患者様のお名前などを確認

ます。
まず、コロナワクチン接種と手

そして、お顔に酸素マスクをあて

て、点滴から麻酔の薬を入れます。 んでの麻酔が効かなかった経験が

術時期についてです。コロナワク

お酒に強い患者様や、歯医者さ

酔科学会の指針をもとにお話しし

何もわからなくなったところで、

ります。

識が無くなり、何もわからなくな

岩谷久美子

して、血圧計や心電図を付けます。 が終わるまで全身麻酔を保ちます。

が患者様を診察します。

（Kumiko Iwaya）

ある患者様から「麻酔が効かない
薬が入ると患者様は十数秒程で意
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由利組合総合病院
麻酔科
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。

白

菜
白菜などのアブラナ科には、

イソチオシアネートという辛

み成分が含まれています。

抗酸化作用があり、動脈硬

化やガンの予防に役立ちます。

また、殺菌効果や消化を助け

る作用も期待できます。

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

寒い冬にぴったり！白菜の甘
みが味わえる一品です。フラ
イパン一つで簡単にできるの
でオススメです。

アレンジとして、
ほかのキノコや
野菜、鶏肉など
を入れてもおい
しいですよ。

白菜とマイタケの
クリーム煮
◉材料（ ２ 人分）

白菜� ２ ～ ３ 枚（３００㌘）
マイタケ���� １ パック
〈一口大にほぐす〉

ベーコン�� ４ 枚（６０㌘）
〈 ３ ㌢幅に切る〉

牛乳������ １ カップ
水�������½カップ
サラダ油����大さじ １

塩こしょう�����適量
黒こしょう（粗びき）適量
パセリ�������適量
【水溶きかたくり粉】
かたくり粉���小さじ ２
水�������大さじ １
〈混ぜておく〉

❶

❷

❸

❹

白菜は軸と葉に切り離し、軸は
３ ㌢幅のそぎ切り、葉は ３ ～ ４
㌢幅のざく切りにする。

中火で熱したフライパンにサラ
ダ油をひき、ベーコンをさっと
炒める。

白菜とマイタケを加えて炒め合
わせ、火が通ったら水を入れ弱
めの中火で ３ ～ ４ 分煮る。

牛乳を加え、ひと煮立ちさせる。
塩こしょうで味を調え、水溶き
かたくり粉を回し入れ、とろみ
をつけて出来上がり。
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15

なぁ～。

東由利

代

今年はちょっと早かった

月の末に受けていました。

予防接種手帳を見たら、

はいつ頃だったかなぁ～と

にインフルエンザの予防接

だ！」ってびっくりしてし

和子 さん 

………………………………

鈴木

新 品 種 の 「 サ キ ホ コ レ 」、

人気ですぐ売り切れたとか。

もちもちした食感でおいし

かったそうです。一般販売

代

されるのを期待しています。

山を見ると、キノコが見えるようで

…………………………………………

遠藤美知子 さん 
よ収穫ができると期待しています。

本荘
また、ベジタブルライフの情報を興

行かず、頂いて食べています。「ご

すが…思うだけで足腰、体が心配で
みにしています。

謝しています。

代

ダイコンがおいしい季節。おでん、

…………………………………………

も同じように作ったら、それもまた

げずにおいしくできました。豚肉で

炒めたら、野菜がシャキシャキで焦

した。鶏モモ肉を唐揚げにしてから

先月号の長ネギレシピ、作ってみま

…………………………………………

山のじいさん、Ｙ

ちそうさんです」とみんなと山に感

鮎川のターシャ さん  代
由利
…………………………………………

鳥海
達成したいと思う。
ソラネ さん 

みそ汁、玉こんにゃくとダイコンの

本荘

甘辛煮など…。我が家の食卓には、

美味！

９月中に２回目のコロナワクチン接

代
ヤッチャン 
岩城
…………………………………………

レードです。

なれば幸いです。り）

ざいます！

本荘

りました。ありがとう！

代
土屋 真澄 さん 
（早速作っていただきありがとうご
種を終わらせ、今度は風邪をひく前

我が家の定番メニューとな

毎日のようにダイコン料理のオンパ

代

今年もあと１か月。目標の１つでも

味深く読みました。これからも楽し

ができました。来春からは、いよい

種を受けてきました。去年

今年の長いもは、
長くて太くて成功
しま
した。掘るのは大
変でしたが、味は
格別
でした。
金浦 Ｐ．Ｎ アイボ
ーさん
６０代

ました。
鍋焼きうどん さん  代

………………………………
土づくり実証米のパック
ご飯をいただきました。

まいました。非常時だけで

…………………………………………

１１

７０

先日、冬囲いがやっと終わりました。 「 え？ こんなにおいしいん
あとは冬の間に食べるネギや白菜を
なく、普段から使えるので、
西目

我が家で重宝しそうです。

収穫すれば、今年の冬の準備は万全
代

です。
干し柿 さん 

…………………………………………

矢島

（ありがとうございます！

代

聞き、今までなんと無造作にやって

土づくりにこだわったお米

さくらえび さん 

いたんだと反省しきり。恥ずかしい。

今年、近所の人から追肥のやり方を

み）

小学校ではサッカー部に所属してい

をぜひ味わってください！

…………………………………………

る２年生の孫が、最近卓球を始めま

代

現在、地元の旧ＪＡ玉米支所が解体

した。じじがネットとラケットを購

佐々木博子 さん

中です。「ガタンゴトン」と耳にす

象潟

るたび、寂しい感じがします。長い

岩城

入してくれました。
代

間お世話になり、ありがとうござい

アッツ さん 

…………………………
「家の光」や「ウイン
ズ」などで、料理や健
康の事などを知ること

代

ができて、読むのが楽
しいです。
仁賀保
須田美佐子 さん 

…………………………
種から育てたアスパラ
ガスが、今年は赤い実
を付け、種を取ること

Ｐ．Ｎ

Ｐ．Ｎ



掘るのは大変 味
は格別

東由利
７０

２０

８０
７０

シン
、カラスとハクビ
今年も昨年に続き
トウ
る
送
に
て、孫たち
対策を万全にし
上を
以
２
の
収穫。 ３ 分
モ ロ コ シ を １３ ２本
うま
。「
た
し
に宅配しま
岩手県と東京都
て感
き
て
れ
写真が送ら
い」とＬＩＮＥで
激しています。
７０代
進さん
鳥海 村上

６０

８０

皆さまの食卓の一助に

６０

Ｐ．Ｎ

６０
３０
６０

６０
７０

Ｐ．Ｎ

Ｐ．Ｎ

Ｐ．Ｎ

Ｐ．Ｎ

Ｐ．Ｎ

対策を万全にして
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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

ヨコのカギ

０３
０６
０７
０８
１０
１２

０３
０４
０５
０７

０１

応募方法（おはがき・ＦＡＸ・Ｅメールで）

１４

◎パズルの答え、お名前、ペンネーム（ご希望の方）、住所、 １６
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
１８
ださい。「ほっと．こむ」でご紹介させていただきます。 ２０

応募締切り 令和 ３ 年１２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

２２
２３

石川県を代表する色絵磁器といえ
ば――焼
出生届を出すまでに決めます
花などで作るハワイの首飾り
ホップ・ステップ・――
炭を入れて使う暖房器具
㎏、㎞のｋ
はがきを買ってきて――状を書い
た
弓に矢をつがえて狙うもの
ソーセージの一種。薄切りにした
ものがピザのトッピングにも使わ
れます
サンタクロースのそりを引きます
木枯らしも颪（おろし）もこれ
原価に利益や経費を盛り込んで付
けます
まきをくべて使う暖房器具。ペチ
カはロシア風のこれです

１１ 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 ２ 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

０９
１１
１３
１５
１７
１９
２１

一年の終わり。年の――
広葉樹の落ち葉を発酵させて作る
ことも
農機具などをしまっておく建物
定期貯金が――を迎えた
家事をする際に着ける前掛け
家を建てるときに神主さんを招い
てする儀式
スプリングとも呼ばれる部品
酒よりお菓子の方が好きです
無地のものには付いていません
お――の家に回覧板を回した
食べ過ぎると手が黄色くなるか
も？
大みそかの空に響く除夜の――
プラスでもマイナスでもないこと
を示す数字

正解は

カ ン ツ バ キ でした。

◆特別賞（地産地消商品）

小野ミヨ子さん （西

目）

◆大
堀

村上
進さん （鳥
田口 健哉さん （岩

海）
城）

賞（ＪＡ加工品）
裕子さん （大 内）

◆地産地消賞（ＪＡ加工品）
渡辺 京子さん （本 荘）
小松 フヨさん （東由利）
◇応募総数 １２４通 三浦
樹さん （由 利）

茂木 杏南さん （矢 島）
加藤 幸雄さん （仁賀保）
渡部 チヤさん （金 浦）
土田 アイさん （象 潟）

■１１月の注目記事

米２１万㌧減産必要 適正生産量６７５万㌧
（１１／２３付 一面）

電話

□トピックス① □トピックス② □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

17

農水省は１９日、２０２２年産の主食用
米の需要に見合った適正生産量を
６７５万㌧に設定した。２１年産が平年
作（作況指数１００）だった場合より
２１万㌧少ない。面積ベースでは２１年
産実積から約 ４ 万㌶（ ３ ％）の減産
が必要な水準で、産地は２１年産に引
き続き、大幅な転換が求められる。
■ＪＡ秋田しんせいの記事も載っています！
１１／３ 地域のチカラ １１／１１ コロナ落ち着き慰問活動を再
開 １１／１６ 演劇で交通安全学ぶ １１／１７ 「秋田由利牛」品
質を吟味 １１／２６ 脳トレ学んで認知機能向上へ
…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)

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

本

域

荘

大内・岩城
西目・由利
東 由 利 ・
矢島・鳥海

受 付 日
令和 ４ 年
１ 月 ５ 日（水）
令和 ４ 年
１ 月 ６ 日（木）
令和 ４ 年
１ 月 ７ 日（金）

時
間
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

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

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

12

第３３５回

理事会

議案第１号

開催日：令和 ３ 年１１月２６日（金）

半期開示ディスクロージャーについて

DECEMBER

２３日（木） 理事会

1

JANUARY

６ 日（木） あきた総合家畜市場
２７日（木） 理事会

ＪＡ秋田しんせい概況
販

売

高／

５５億５，３８３万円

９，９４４人

（う

ち

米）／

３５億４，４９５万円

令和 ３ 年１０月３１日現在

※行事予定は変更となる場合がございます。

正 組 合 員 数／

９，２２１人

（う ち 野 菜）／

３億７，５４２万円

５１億９，１８９万円

（うち花き・花木）／

４億２，４７２万円

金／１，４９８億８，８７７万円

（うち林産物）／

６，８７０万円

金／

３５４億８，８９５万円

（う ち 果 実）／

７８２万円

長期共済保有高／３，６４０億７，６７０万円

（うち畜産物）／

１１億３，２１９万円

准 組 合 員 数／
出

ＪＡ秋田しんせい年金友の会
のど自慢大会中止のお知らせ

資

貯

令和 ３ 年度の「年金友の会のど自慢大
会」につきまして、新型コロナウイルス
感染症の流行が予測できない状況を受け、
皆さまの健康と安全を考慮し、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。

貸

付

金／

購 買 供 給 高／

２０億３，５１１万円

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

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

３ 日（月）

４ 日（火）

５ 日（水）

６ 日（木）

７ 日（金）

８ 日（土）

午前 西滝沢駅前 午前 旧内越支店 午前 亀田出張所 午前 旧上郷支店
午後 旧Ａコープ前郷 午後 旧石沢支店 午後 亀 田 駅 前 午後 大 竹 地 区

９ 日（日）

１０日（月）

１１日（火）

１２日（水）

１３日（木）

１４日（金）

１５日（土）

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

１６日（日）

１７日（月）

１８日（火）

１９日（水）

２０日（木）

２１日（金）

２２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

２３日（日）

２４日（月）

２５日（火）

２６日（水）

２７日（木）

２８日（金）

午前 旧石沢支店 午前 玉 米 会 館 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 蔵 支 所 午後 旧石沢支店 午後 松ヶ崎公民館 午後 小砂川地区

３０日（日）

19

３１日（月）

２９日（土）

稲作農家の皆さま！

12

「季節のおいしい福袋」お届け便
に寄せられた応援のコメントです！

ＪＡ秋田しんせい広報誌

［ウインズ］№２９７

ＪＡではＡｇｒ
ｉ・Ｆｏｏｄ未来企画課が中心となり、全役職員で農業と食の大切さを伝える営業活動を行い、管内農
業の理解者を増やす取り組みをしております。その一つで、令和 ２ 年度より取り組んでいる「季節のおいしい福袋
お届け便」に寄せられた応援コメントをご紹介します。土づくり実証米とっても好評ですよ！

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

●由利本荘のお米、とってもおいしかった。

（青森県 ２０代 女性）

●新米もっとほしいです。ありがとうございます。

（宮城県 １０代男性・３０代女性）

●同じ秋田でも本荘の米はとてもおいしい。毎回秋田
市から本荘に買いに来ています。県外の娘にも本荘
の米を贈っています。
（秋田県 ７０代 女性）

●同じ米農家ですが、本荘の米、とってもうまいです。
ＪＡ秋田しんせいのパックごはんもとてもおいしい。

（秋田県 ６０代 男性）

●ＪＡ秋田しんせいのお届け便を毎回楽しみにしてい
ます。コロナ禍で由利本荘在住の娘や孫に会えず、
さびしい思いでおりましたが、秋のコースで新米が
届き、早速食べました。ふっくらつやつやしていて
とてもおいしかったです。（青森県 ７０代 女性）

●とてもおいしく、すぐに完食しました。

（京都府 ６０代

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/

●新米と由利牛とてもおいしくいただきました。
土づくり実証米、とてもおいしいです。

（秋田県 ６０代 女性）
●新米ありがとうございます。品種がもっと選べたら
よかった。
（秋田県 ５０代 男性）
●とてもおいしく新米をいただきました。ありがとう
ございます。
（大阪府 ７０代 女性）
●無洗米ありがとうございます。使いやすく、嬉しい
です。味もとってもおいしかったです。

（埼玉県 ３０代 女性）
●実家に送りました。両親がおいしいお米だと話して
いて、また頼みたいと思います。ありがとうござい
ました。
（東京都 ４０代 女性）

※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

●「ひとめぼれ」おいしくいただきました。また、無
洗米なので、お米をとぐ手間も無くなり助かってい
ます。
（埼玉県 ３０代 女性）

あとがき
秋田米新品種「サキホコレ」が先行販
売されましたが、皆さまは買えました
か？ 管内でも先行作付けが行われたた
め私も楽しみにしていましたが、手に入
らず…。来年度の本格デビューを楽しみ
にしたいと思います。
２０２１年も残りわずか。今年も皆さまに
は大変お世話になりました。来年もどう
ぞよろしくお願いいたします。
み

男性）

●都内ではあまり水がおいしくないので、あまり研が
なくてよい無洗米はとてもうれしかった。新米とて
もおいしく食べさせていただきました。

（東京都 ４０代 女性）
●秋田の新米とってもおいしくいただきました。
ありがとうございました。

（神奈川県 ４０代 女性）
●ＪＡからいただいた炊き方レシピを参考にさせてい
ただき、とてもおいしく炊き上がりました。由利牛
との組み合わせも良く、とてもおいしいお米でした。

（秋田県 ７０代 男性）
●お米ありがとうございます。炊き方レシピの通り炊
いたら、おいしくいただけました。

（兵庫県 ３０代・６０代 女性）
●故郷の米を久しぶりに食べましたが、懐かしい気持
ちになりました。ありがとうございました。

（東京都 ７０代 男性）
●新米はやっぱりおいしい！ つやつやで甘くて、ご
はんだけでもおいしかった。

（秋田県 ３０代 男性）

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★

