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ＪＡ自己改革への挑戦
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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

農業 経 営 支 援 室 が 発 足 し て
１年 が 経 過 し ま し た

令和４年３月１日をもって、当室が

発足して１年が経ちました。今回は、

当室が１年間取り組んできた活動をご

紹介いたします。

左図の活動のほか、法人・担い手の

方々を対象に農業所得向上に向けた意

見交換会を開催。農業クラウドサービ

スの導入による作業の効率化や圃場の

見える化を進めることで、次年度施肥

設計の提案を行いました。

また、モデル経営体への座談会では、

農業経営
支援室

活動中

農業経営支援室
お問い合わせ

0184-74-6020

さらに新規就農者が順調に農業経営

ＪＡではお客さまのご依頼に基づき、紙媒体（指定帳票以外）による振込・振替
の処理を行ってまいりました。しかし、処理件数の増加により窓口処理時間が長く
なっている状況から、業務効率化を図りスムーズなお客さま対応を行うため令和 ４
年 ４ 月２８日をもって、紙媒体による振込・振替の処理サービスの受付を終了させて
いただきます。※なお、ＵＳＢなどデータでの持ち込みは引き続き受付可能です。
取り扱い終了に伴い、来店不要で手続きできるＪＡネットバンクを推奨しており
ますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

今月の表紙

を行えるよう、行政や関係機関と一体

組合員・利用者の皆さまへ
紙媒体による振込・振替の受付終了のお知らせ

となった検討会を開催しているほか、

法人座談会（東由利地区）

新規就農者を増やすべく、関係部署を

巡回による現地確認

横断したプロジェクト活動にも取り組

んでいます。

令和４年度に向けた
取り組みについて

「農業者の所得向上」をテーマに、

米価下落に対応するべく農業の複合化

や資材コストの低減を軸に、農業経営

における現状分析および農業所得向上

に向けた経営提案についてソリュー

のモデル経営体の育

ションを提案してまいります。

具体的には、

成を進めるとともに「営農指導デジタ

ルプロジェクト」「アスパラガス単収

向上プロジェクト」「土地利用型高収

益作物導入プロジェクト」などの各種

プロジェクトに取り組んでまいります。

２１

－

農業所得の向上を図るべくＺ ＢＦＭ

農業経営支援室の
１ 年の振り返り
令和 ４ 年度の取り組み
について

を活用した水稲以外の複合品目の提案

を行いました。

訪問・対話を重ねながら、農家の皆

４ 月～
６月
６ 月～ ７ 月
７月
８月
８ 月～ ９ 月
１０月
１１月～ ２ 月
２月

雪害被害復旧支援
訪問活動スタート
法人との水稲部門検討会
モデル実証圃の看板設置
第 １ 回法人座談会の開催
融資担当者との訪問活動
玉ねぎプロジェクト
天晴れを活用した圃場巡回
米価下落に伴う訪問活動
第 ２ 回法人座談会の開催
融資担当者との訪問活動

さまの声を大切にし、意見・要望等に

３ 月～ ４ 月

対して関係機関と連携して解決策を回

答、提案しております。

■支援室活動内容

撮影地／福祉事業所

２ 月 ３ 日、福祉事業所で節分
の日にちなんだイベントを開催
しました。詳しくはＰ１２の「Ｊ
Ａくらしの活動」をご覧くださ
い。
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SALE ＭＡＭＡＫＥ
ル
末大決算セー
ＪＡタウン年度

ＪＡ秋田しんせいネットショップ
マ
マ
ケ

31(木)

/
3 / 1(火)～ 3持
ちを込めて
感謝の気
売！
特別価格で販

年度末大決算セール開催中！！
※セールは予算進捗によって早期に終了することがあります

もっと管内の農畜産物を知ってほしい！ 日頃利用していただいている皆さまに感謝を伝えたい！ との思いから
お取り寄せ通販サイト「ＪＡタウン」の年度末大決算セールに合わせて、ネットショップＭＡＭＡＫＥでも特別な
セールを開催中です！
期間限定のクーポンを利用する※ことで、ＭＡＭＡＫＥに掲載されている全商品をなんと２０％オフで購入できます。
秋田由利牛や土づくり実証米、管内の農畜産物を使用した加工品などを取り揃えておりますので、この機会にぜひＭ
ＡＭＡＫＥをご利用ください。
※クーポン券を利用するには会員登録が必要になります。

担当者イチオシ商品（一部抜粋）

秋田由利牛ハンバーグ（１５０ｇ× ３ 個）

新商品

ＪＡのブランド黒毛和牛「秋田由利牛」を１００％使用した、ぜいたくなハ
ンバーグです。さらに網脂で包むことで、ハンバーグから出る肉汁を閉じ込
め、脂の甘みもプラス！切ったときにあふれる肉汁がたまらない極上の一品
です。
通常価格

２，３００円

（税込・送料別）

１，８４０円
（税込・送料別）

数量限定

秋田由利牛切り落し １ ㎏
（５００ｇ× ２ パック）

数量限定でお得な大容量サイズが登場！ すき焼きや焼き肉、肉じゃが、
カレーなどさまざまな料理にご利用いただけます。秋田由利牛をたっぷり味
わい尽くすならオススメの一品です！
通常価格

４，５００円

（税込・送料別）

クーポンのご利用方法

３，６００円
（税込・送料別）

クーポンコード

H ８ BP－ZJ ６ U－JZBE

①ＪＡタウンの会員登録を行う。
②商品ページにて「買い物かごに入れる」を押す。
③買い物かごページにて「購入手続きへ進む」を押す。
④お支払情報ページにて各情報を入力した上で、クー
ポン利用の項目までスクロールする。
⑤クーポンコードを「直接入力」または「貼り付け」する。
⑥最終の注文画面にて、クーポンの金額が引かれてい
ることを確認して注文完了。
※値引額に誤りがないかご確認ください。
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ご利用の注意点
●代引きでのクーポン利用はできません。（エラーに
なります）
●ギ フトカードと併用利用が可能です。その場合、
クーポンから先に使用されます。
●１ 注文につき、 １ つのクーポンしかご利用できませ
ん。
●クーポンで全額決済の場合、決済方法は「支払い金
額なし」になります。

新規就農者を増やし
地域を活性化！

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

４１
ＪＡ秋田しんせい自己改革の取り組み●

農業を始めたい方へ

ＪＡでは新規就農を志す方を支援します！

Ｑ

この取り組みには、
どんな効果があるのですか？

新規就農希望者をサポートし、地域の担い手の増加に
つなげることで、農業・地域の活性化を目指してまい
ります。新たに農業をやりたいと考えている方がい
らっしゃいましたら、お気軽にご相談ください！

農業者

の所得
増大
地域の
活性化

Ａ
営農経済部
園芸販売課

山野

寛子

ＪＡで働きながら農業技術・知識を習得しませんか！

ＪＡでは、地域を担う新規就農者を支援するため、 ●現在研修中の研修生から
ＪＡと雇用契約し、働きながら農業を学べる園芸就
令和 ３ 年 ６ 月から研修
農者研修制度を整備しています。これまで ３ 名が就
給料をいただきながら
農し、現在 ２ 名が研修中です。
農業の勉強ができ、助
かります。また、農家
ＪＡインターンシップ研修による知識の習得
の皆さんやＪＡ職員に
⃝雇用契約を結び、ＪＡ職員として種苗センター、
相談しやすい環境なの
集荷販売、現地巡回等各種作業を体験
もありがたいですね。
⃝技術研修や市場研修、講習会への参加
堀 敏明さん（大内地区）
⃝農家のもとで作業研修や経営研修を行う
令和 ３ 年１２月から研修
シャインマスカットをどうし
・他に「農家派遣研修」「園芸実践研修」などが
ても栽培したくて応募しま
あります
した。
働きながら研修でき
・期間や時間帯は、研修生の生活スタイルに合わ
るのは助かりますし、
農家
せた研修が可能です
さんから学べる
こ
とがた
く
・相談は随時受付しておりますので、お気軽にご
さ
んあ
り
、
充実しています。
相談ください
伊藤 舞子さん（大内地区）

園芸就農者研修制度募集要項（一部抜粋）

【募 集 期 間】
令和 ４ 年 ２ 月２１日～ ３ 月２２日まで
【募集対象者】
①心身ともに健康で１８歳以上５０歳未満の方
②研修終了後、定められた期間内に園芸（ＪＡ
推奨品目など）を主とした就農が出来る方
③ＪＡ秋田しんせいの組合員となり頑張ってい
ただける方
【募 集 人 数】
由利本荘市管内 １ 名、にかほ市管内 １ 名

●新しく農業を始めたい方募集中です！

ご本人、ご子息、知り合いなど（管内外・県外問わ
ず）で農業への挑戦を考えている方はいらっしゃい
ませんか？
自立に向けた支援、管外から就農希望の場合の宿
泊施設（住居）等の相談、農地あっせんなどについて、
行政等関係機関と協力してご相談をお受けいたします。

ＪＡ秋田しんせい営農経済部 園芸販売課
ＴＥＬ ０１８４－２７－１６０１ ＦＡＸ ０１８４－２７－１６０２

【トップメッセージ】
農業者の高齢化と生産者が減少する中、農業の持続可能性を高めていくため 代表理事組合長
小松 忠彦
に、新しく農業を始める方を今後もサポートしてまいります。
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ＪＡ秋田しんせいのホームページに

「農業を始めたい方」
https://www . akita-shinsei . or . jp/

！

のための
ページができました

ここからア ク セ

ス

このバナーが目印！

１
就農までの流れを解説します
「農業をやってみたい」と思ったらＪＡ秋田しんせいのホームページトッ
プから「農業を始めたい方へ」のバナーをクリック！ 就農するまでの流
れをステップに分けて説明しています。初めての人も、退職したらやって
みたい人も農家ライフのためにチェックしましょう。

２
準備をしっかりサポート♪
就農前はやることがいっぱい。栽培品目や圃場の用意、資金準備、もちろ
ん栽培技術の習得も大切です。ＪＡだけでなく、県や市なども交えて様々
な事業について検討しますので、一緒に考えていきましょう。

３
就農後もお任せください！
準備はバッチリ、いざ就農！ と栽培を始めてからも手厚くサポートしま
す。ＪＡでは営農指導員による圃場巡回を始め、栽培講習会や営農情報の
配信などで栽培をサポートし、各種申告などお金に関わる相談会なども開
催します。

ＪＡ秋田しんせいはＳＤＧｓの達成に貢献していきます

農業者がやりがいを持って農業に取り組み、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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由利組合総合病院に
母子手帳ケース寄贈

高校受験生の皆さんに
祈祷したパックごはんプレゼント

Ａｇｒｉ・Ｆｏｏｄ未来企画課

ＪＡは２月 日、高校受験を間近
に控えた由利本荘市とにかほ市の中
学 校の３年生計８０９人に「土づ
くり実証米ひとめぼれ」のパックご
はんを贈呈しました。
受験生の日々の努力が「実証」さ
れてほしいという願いを込め、ＪＡ
本店で「令和３年度高校受験合格祈
願神事」を開催し、教育委員会関係
者とともに祈祷したものです。
小松忠彦組合長は「土づくり実証
米は土にこだわった〝根張り〟が良
い米。お米を食べて〝粘り〟強く勉
強に取り組んでほしい」と話しまし
た。
２５

ＪＡ女性部

り組んでいます。

回目になり

の持参を呼び掛け、ＳＤＧｓにも取

ま た、「 マ イ 箸 ・ マ イ ス プ ー ン 」

イコンとハクサイのカレー」の三品。

レ ー 」「 リ ン ゴ の コ ン ポ ー ト 」「 ダ

ます。メニューは「秋田由利牛カ

いるもので、今回で

毎月１回、女性部と協力して行って

産地消を通じて農家を応援しようと

内の農産物の素晴らしさを感じ、地

この取り組みは、役職員自らが管

対象に女性部食堂を開設しました。

ＪＡ女性部は２月

日、役職員を

食べて地域農業を応援
ＪＡ本店で女性部食堂を開設

１３

信用共済部
ＪＡ共済とＪＡは２月２日、由利
組合総合病院で母子手帳ケースの贈
呈式を行いました。
この活動は、ＪＡ共済が子育て支
援活動の一環として行っており、Ｊ
Ａを通して寄贈されたケースは来院
する妊婦の方々に手渡されます。
贈呈式では、齋藤智信用共済部部
長が由利組合病院の大場玲看護部長、
藤村和弘事務長、西方太事務次長に
ケースを手渡しました。
齋藤部長は「今後も子育て支援を
実施し、地域の皆さまが健康で安心
して暮らせる豊かな環境づくりに取
り組んでまいります」と話しました。

単収確保に向け意見交換
りんどう実績検討会開催

▲大場看護部長㊧にケースを手渡す齋藤部長
▲意見交換する参加者

▲皆さまの努力が実るよう祈祷しました

地域の
活性化
食と農
を通じ
て活性
化

▲食材はすべて管内産を使っています

１８

１２

営農経済部

９５

ＪＡ秋田しんせい花き連絡協議
会は 日、ＪＡ本店で２０２１年
度のりんどう実績検討会を開催し
ました。販売額は前年対比 ％の
２億４８７９万円。
検討会では、単収確保に向けたグ
ループ討議のほか、ＪＡ担当者によ
る生産販売状況の説明や市場関係者
による市場情勢報告、生産者への要
望が行われました。
ＪＡの担当者は「老齢株の増加や
日焼け対策などが課題。さまざまな
方法を検討・提案し、品質の向上に
つなげたい」と話しました。
１６

地域の
活性化
食と農
を通じ
て活性
化
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07

就農して 年
長く続ける農業経営を目指して
４０

中央部エリア（西目地区）

齋藤

亨（さいとう

昭和３６年 ２ 月１５日生まれ
専業農家

とおる）さん

６１歳

【経営面積】
リンゴ ２．２㌶
稲作（法人・受託含）１５㌶
比内地鶏 年間１８００羽
好きな言葉◉何とかなる
趣味◉山菜採り
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んべんなくあたるように、一本一

ジしながら、葉っぱや実に光がま

を確認して将来的な樹形をイメー

を導入。今まで以上に樹形を小型

いった省力化につながる栽培方法

でジョイント栽培や高密植栽培と

そのため、試験的に一部の圃場

特に新しい商品の開発は想像す

りに作業できるところが魅力です。

農業の魅力は、自分の思いどお

自分の思いどおりにできる

私は高校卒業後、栽培について
本の枝を見極めながら剪定してい

で低樹高化することで作業を効率

年

学ぼうと横手市にある県の果樹試
ます。

就農して

験場で２年間研修。青森県や長野

るだけでも楽しく、規格外のリン

剪定作業は、味や収穫量、品質

化し、誰もが取り組めるような農

県といった先進地でも現地研修を
に影響する非常に重要な作業です

の駅に販売しているほか、市のふ

ゴを使ったジュースは、産直や道

重ねて技術を学んだあと、専業農
が、春先まで数カ月続く大変な作

るさと納税の返礼品としても採用

ができ、作業や商品開発に刺激を

することで新しい需要を知ること

も行っており、お客さんと直に接

市と連携して県外での販促活動

作業体系を目指しています。

家として果樹栽培をスタートしま

業でもあります。事故に注意しな

した。

されました。

年以上がたち、現在
種類のリ
せ

組んでいます。

がらおいしいリンゴづくりに取り

それから
は２・２㌶の面積で約
わ

年齢を重ねても農業を続けられ

農業を長く続けるために

しながらさまざまな品種を育てる

受けています。

験場に研修する予定で、一緒に長

るよう、作業のしやすい環境の整

西目地区は、秋田県の中でも先

く農業を続けられるようにこれか

ことで、作業や収穫の期間をずら

駆けてわい化リンゴの栽培に取り

らも頑張っていきたいですね。

また、息子も来年度から果樹試

また牛舎だった建物の一部を改

組んできました。わい化栽培は早

備に取り組んでいます。

装し、予冷庫を整備。併せて鮮度

期成園化と低樹高で栽培できるこ

▲開発した ５ 種類のリンゴジュース

なげています。

保持処理を行うことで、春先まで

てきました。

の作業は、危険を伴う場合も増え

脚立に乗ることが多いリンゴ園で

の増加に伴う樹高・樹冠の拡大で、

しかし、作業員の高齢化や樹齢

とから、省力化につながる方法と

現在行っている作業は、枝の剪

将来の樹形をイメージ

お届けしています。

収穫時に近い鮮度を保つことがで

選別機を導入し効率的な
作業を心がけています ▶

して導入されたものです。

▲齋藤さんオススメの品種「秋田１９号」
蜜と食味に優れた秋田県オリジナル
品種

き、お客さまにおいしいリンゴを

し労力の分散と長期的な出荷につ

晩生の品種を導入し、時期をずら

おくて

ンゴを栽培しています。早生や

３０

定作業です。樹勢や花芽の付き方
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４０
４０

●種子予措に向けて
令和４年産に向けての作業が間
もなく始まります。健苗を育成す
るためには種子の準備が重要とな
りますので、浸種を開始するまで
の期間は種子が紙袋に入ったまま
の状態でも、地面に直接置かずに
敷物を敷くなど衛生面に注意して
ください。
また、作業場の清掃は徹底して
行ってください。清潔な状態で作
業を行い、病害のリスクを抑制し
ましょう。
●浸種について
浸種作業は、水温が ～ ℃を
確保できる４月から行うようにし
ましょう。気温が低い時期の浸種
は、水温が十分に確保できないと
浸種期間が長くなる場合や種籾の
休眠性が高まり発芽に影響を及ぼ
す場合があります。
優良な種籾であっても温度と水
分が十分でないと発芽しません。
浸種は積算温度１００℃を目安に
行ってください。
また、浸種の際に使用する容器
は種子量に対して大きめのものに
してください。水量は種子１㌕に
対して３・５㍑が目安です。底の
浅い平底型の容器を使用すると、
容器内の温度ムラが少なくなるた
めオススメです。
１０

１５

６４６，６２０円

－６８，５３７円

去

勢

２１６頭

３３６㎏

７７９，８６４円

－２２，４５５円

合

計

３６９頭

３２４㎏

７２４，６１７円

－３６，２５９円

生産者

公成

１ 若百合 美国桜 幸紀雄 １１７㎝ ２９８日 ３４３㎏

８３７，１００円

㈱たかはし畜産
（東由利）

２ 諒太郎 美国桜 勝忠平 １１７㎝ ２８７日 ２９７㎏

８２８，３００円

畑山 清和
（東由利）

３ 美国桜 直太郎 安福久 １１８㎝ ２９９日 ３０４㎏

８２７，２００円

小野 久一
（東由利）

お問い合わせ

に大きく影響を与えた要因の一つ
だと考えられます。
また、家畜市場では依然として
子牛間の体重差が大きく、２月市
場では約１５０㌕の差がありまし
た。しんせい管内の子牛のバラつ
きを少なくすることは、全体の価
格の安定にもつながっていくこと
になりますので、一人ひとりが適
期の出荷に心がけ、しんせい管内
の子牛の評価を上げて、所得の向
上につなげましょう。

加藤

0184-27-1601

遠藤 正直
（東由利）

３ 福之姫 百合茂 安福久 １２１㎝ ２７５日 ３９９㎏ １，００４，３００円

あきた総合家畜市場ニュース

３０７㎏

２月市場は、１月市場より上場
頭数が１００頭以上多かったもの
の、全体平均価格は約 万円と前
月 よ り 安 値 と な り ま し た。（ 左 記
参照）
新型コロナウイルスの感染拡大
による食肉需要が減退しているこ
とも要因の一つですが、令和３年
度の補助事業による子牛の導入が
ほぼ終了したことが、全体の価格

１５３頭

翔

長田

0184-27-1601

浸種時は種籾から発芽阻害物質
が溶出するほか、適度に酸素供給
も必要ですので２～３日に１度、
水交換をお願いします。病害等の
感染を防ぐため、異なる品種や消
毒方法の異なる種籾は同一の容器
で浸種を行わないでください。
●催芽について
催芽を始める前に ～ ℃の温
度で湯通しを行い、種子袋内部ま
で温度を均一にすると発芽揃いが
良くなります。
催芽は水温 ～ ℃で 時間を
目安に行います。ただし、その日
の天候や気温により浸種時間は変
動しますので種籾の状態をよく確
認しながら、ハトムネ状態で終了
してください。
芽が長くなると欠損したり、播
種量のバラつきや播きムラの原因
となりますので注意してください。
また、品種により催芽時間に差が
ありますので種籾の状態を確認し、
適切なタイミングで終了してくだ
さい。
ハトムネ
状態の種子

前回対比

営農経済部 畜産振興課

剛
島)

三浦
１
１２４㎝ ２９８日 ３７０㎏ １，１０９，９００円
(矢
国

勝早桜
第
安福久
５
花

２

大場 惣晃
（東由利）

１ 福之姫 安福久 百合茂 １２５㎝ ３０４日 ３６３㎏ １，２２７，６００円

生産者

価格

母の父 母の祖父 体高 日齢 体重

父

去勢

平均価格

米穀課
営農経済部

２４

７２

ＪＡ秋田しんせい管内ベスト ３
市場高値

家畜市場成績
２０２２年 ２ 月 ８ 日

３６

３２

４０

お問い合わせ

伸ばしすぎ

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

正しいハトムネ催芽
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営農振興
営農振興課
令和３年分確定申告納付
期限の延長について
令和３年分確定申告について、
新型コロナウイルス感染症の影響

業バイトアプリ「ｄａｙｗｏｒｋ
（ デ イ ワ ー ク ）」 を ご 紹 介 い た し
ますのでご活用ください。
【アプリ名】
１日農業バイト ｄａｙｗｏｒｋ
容】

生産者と求職者を１日単位で結

【内

びつけるサービスです。由利本荘

日まで、簡易

により申告等が困難な方について

市・にかほ市だけでなく、広範囲

Ｐｌａｙ

Ｓｔｏｒｅ
導入や操作方法をＪＡがサポー

Ｇｏｏｇｌｅ

Ａｐｐ

【ダウンロード可能ストア】

須となります。

生産者は、労災保険の加入が必

【注意事項】

アプリの利用は無料となります。

ントの登録が必要となりますが、

アプリのインストールとアカウ

【利用方法】

に求職者の募集ができます。

的な方法により申告・納付期限の

Ｔａｘ（国

0184-27-1601

トいたしますので、営農振興課ま

新しい求人方法「ｄａｙｗｏｒｋ
（デイワーク）」について

ご確認ください。

は「国税庁ホームページ」などで

詳しくは、所轄の税務署、また

利です。

税電子申告・納税システム）が便

出せず利用できるｅ

なお、確定申告書の提出は、外

になりました。

延長を申請することができるよう

は、令和４年４月

お問い合わせ

ＪＡが取り組んでいる「無料職

園芸

採りっきり栽培の流れ

0184-27-1601

お問い合わせ

アスパラガス栽培は、一度の定
植で約 年以上収穫が見込める長

栽培に関する
お問い合わせは、
園芸販売課まで
ご連絡ください。

期採り作型が一般的ですが、長期
アスパラガスの半促成栽
栽培となることや２年目以降にお
培の収穫が始まります
ける病気のまん延、ハウス施設資
材の高騰などが課題です。
半促成栽培は、ハウス内を保温
その課題を根本から解消する新
することで４月上旬から収穫でき
しい栽培スタイルとして「採りっ
る作型です。
きり栽培」をご紹介します。
毎年、新規作付けや規模拡大に
●採りっきり栽培とは
取り組む生産者がおり、面積も増
１年目は定植して株養成を行い、
加しています。ＪＡ管内では、現
２年目の春に萌芽する芽を全て収
在 名の生産者が合計６３００坪
で半促成栽培に取り組んでいます。 穫して株を終了させる作型です。
●採りっきり栽培の特徴
●ハウス栽培の良いところ
①圃場準備・堆肥・肥料投入量等
雨に当たらずに作業ができるた
め、病気が出にくく効率良く管
の負担を従来より軽減
理・収穫ができます。また、露地
②アス パ ラ 専 用 支 柱 ・ フ ラ ワ ー
よりも２ヶ月ほど長く収穫できる
ネットは必要なし
ので、 ㌃当たり２㌧以上の収量
③農薬を使用し
が期待できます。
た病害虫防除
●今年もＪＡ独自支援を継続しま
は月１回程度
④短期
す
 間で労力
事業名：ＪＡ独自支援
も抑えられる
品 目：アスパラガス（半促成
ため、土地利
用型にもおす
栽培）
すめ
内 容：圃場造成額１００坪１
棟当たり事業費
（税抜） ⑤終了
 後の別作
の３／ の支援（上限
物と組み合わ
２５０万、施工費を除
せることで、
く）
効率的な土地
利用が期待で
きる

園芸販売課

亮

戸蒔

拓人

堀田

でお気軽にお問い合わせください。

２６

アスパラガス栽培の常識を
変える新しい栽培スタイル
「採りっきり栽培」の紹介

１２

営農経済部 営農振興課

業紹介所」は、生産者と農業のお
件

手伝いをしたい方をつなぐことを
目的として始まり、今まで約
のマッチングがありました。
さらに広い範囲で労働のマッチ
ングができる方法として、１日農
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営農経済部 園芸販売課

刈取

定植

株養成期

９ 月 １０月 １１月

８月

７月

５月

６月

４月

１ 年目 圃場
準備

すき
込み

収穫期※９０日目安

２ 年目

６０

１０

１０

１５
－

ＪＡくらしの活動
福祉事業所「ふれあい泉の里」

①季節の行事を満喫

地域の伝統行事を再現
利用者が豊漁や五穀豊穣を祈願

幸寿

鈴木

② 地域の伝統行事をイメー
ジしたイベントを開催

節分の日に合わせて豆まき
利用者が厄をはらう
浦地区の伝統行事「掛魚まつり」

かけよ

日、泉の里でにかほ市金

をイメージしたイベントを行いま

２月

日に合わせて利用者が豆まきを行

福祉用具レンタル事業管理者

買い物や散歩など日常の移動手段としてセニアカーはいかがでしょうか。
運転操作も簡単で免許も必要ありません。ご不明な点がございましたら、
お気軽にお問い合わせください。

泉の里では、２月３日の節分の
いました。

新聞紙で製作したタラを職員ら

職員が腰ミノや仮面で鬼に扮装。 した。
うなり声を上げながら登場すると、

が担いで施設内を練り歩き、利用

福は内！」

利用者は「鬼は外！

者が豊漁や五穀豊穣を祈願しまし
また、昼食にはイベントに合わ

た。
せ、タラ汁やタラの子炒りが登場。

と声を上げ、豆に見立てて丸めた
喫しました。利用者は「迫力があ

利用者は「地域の伝統あるまつり

新聞紙を投げて、季節の行事を満
り驚いたが、楽しかった。厄をは

の雰囲気を感じることができてよ

ＴＥＬ０１８４－２７－１６９８

福祉用具のご相談は私にお任せください！ ＪＡ秋田しんせい「福祉事業所」

お問い合わせ

かった。タラもおいしかった」と
話しました。

２，３００円

月々

0184-27-1698

具材たっぷりのタラ汁▶

ＰＯＩＮＴ

レンタル価格 ※介護保険適用時負担額

経営管理部 福祉事業所
▲新聞紙で見立てたタ
ラに祈願しました

３ 歩道を通行できます

３６８，０００円

福祉

らえてよかった」と話しました。

▲鬼に丸めた新聞紙を投げる利用者

２ 電気で動きます

メーカー希望小売価格

１２

ＪＡ の

買い物や散歩などの移動手段に

セニアカーはいかがですか？

スズキセニアカー（ＥＴ４Ｄ）

ＰＯＩＮＴ

１ 運転免許はいりません

ＰＯＩＮＴ
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病院の食事について
毎日の生活に欠かすことのでき
ない食事。病院でも治療の一環と
して、患者さん一人ひとりに合わ

同じ味付け、同じ出来栄えの給食

になります。調理スタッフの業務

を作成し、調理されています。
ご家庭での味に比べると物足り

負担も少しずつ改善されてきまし

当院の場合は１日に約１０００

なく感じるかもしれませんが、病

復・予防に欠かせない適切な栄養

食の食事を作ります。大きな釜で

た。

について広めていければと考えて

大きな器具を使っての調理を想像

圧力をかけて短時間で煮物料理を

煮る・蒸し料理を一度に１００人

秋田県厚生連病院は全県各地に

大量に作ることができる電気調理

秋田県厚生連病院における統一献

合わせて９つありますが、どの病

機、出来上がった料理や茹で野菜

分仕上げるハイブリット調理器、

院も厨房で働く調理スタッフの高

を急速にマイナス

度以下まで凍

齢化、人手不足に悩まされていま

立について

されるかもしれませんが、焼く・

います。

院給食を通して、疾病の治療・回

一般食：病気の治療上、特に制限
がない栄養バランスのと
れた食事
治療食：個人の病気状態に応じ、
栄養面や食形態を考えた
食事
制限のない一般食であっても、

そこで、人的資源が限られた中

した機器での調理に変わってきて

衛生面も保てる冷凍庫など、特化

結し、栄養面や旨味をとじこめ、

で、給食業務の標準化を図り、安

います。

す。

定した給食経営を行うことを目的

今後は、全県各地のさまざまな

料理の味付けは、素材の味を感じ

５年に一度改定される「日本人

に、統一献立を導入しました。当

郷土料理や由利本荘地域の地物野

いただきます。

疾病の治療・回復を目的として、

の食事摂取基準」を基に、当院の

院でも令和３年６月から運用開始

菜を使った料理を統一献立に取り
▲妊産婦食のある日の朝食パンメ
ニュー

います。

入院患者さんに提供されます。一

しています。簡単にいう

入れ、患者さんにご紹介できたら

▲さしみ定食 カツオのたたきを
ポン酢でさっぱりと

病院給食は、
医師の指示に基づき、

般的に食事の種類は次の通りです。 栄養基準を定め、メニュー（献立）

と、同じ日の同じ時間に

栄養基準が統一され調

るということになります。

ある方、ご連絡をお待ちしていま

募集しています。少しでも興味の

では、一緒に働く厨房スタッフを

最後になりますが、当院栄養科

理業務の標準化を図るこ

す！

食が患者さんに提供され

と考えています。

ていただけるよう、薄味となって

２０

せた給食を提供しています。今回

直子

病院給食とは

は病院給食についてご説明させて

（Naoko Katou）

加藤

とにより、どの病院でも
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由利組合総合病院
栄 養 科
副技師長

９病院同じメニューの給

▲ＪＡ秋田しんせいさんが開発した米
粉うどんを病院でも提供しました

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。

キャベツ
キャベツは１年中栽培され

ていますが、春キャベツや夏

キャベツなど、季節ごとに特

徴があります。

ＪＡ管内では、業務用に使

用される寒玉系キャベツを栽

培しており、全農秋田県本部

の直販事業により、直接加工

業者へ出荷されています。

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！

由利地区
まさき

こ

正木みえ子さん㊧
たかはし

高橋

ふみこ

文子さん㊨

家にある食材で作ることができます。パイ生地を
使わず簡単にできるので、オススメの一品です。

④の際に焦げそ
うになったら、
アルミホイルを
かぶせると良い
です。

キャベツの簡単キッシュ
◉材料（ ３ 人分）

キャベツ����� ３００㌘

ベーコン������４０㌘

小松菜�������４０㌘

卵��������� ３ 個
牛乳������� １５０㏄
ピザ用チーズ����６０㌘
オリーブオイル���適量
塩����小さじ⅓と少々
こしょう������少々

〈 ３ ㌢四方に切る〉
〈 ３ ㌢幅に切る〉

玉ねぎ�������¼個
〈粗みじん切りにする〉

シイタケ������３０㌘
〈軸を除き、０．５㌢幅に切る〉

シメジ�������３０㌘

〈 １ ㌢幅に切る〉

〈石づきを除き、ほぐす〉

❶

❷

❸

❹

材料をそれぞれ切る。フライパ
ンにオリーブオイルを入れ、し
んなりするまで炒めた後、塩小
さじ⅓をまぶす。

ボールに卵を溶き、牛乳とピザ
用チーズ半量を入れる。塩こ
しょうを少々加えて混ぜる。

②に炒めた材料を入れて、混ぜ
る。

耐熱皿に③を入れ、残りのピ
ザ用チーズを乗せる。２５０℃の
オーブンで２０分程度焼き、焼き
目がついたら出来上がり。
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も…

………………………………
シイタケ大好きです。肉厚
でパンパンなシイタケを見
ると必ず買います。いろい
ろな料理に使えるし、冷凍
保存もできるので、我が家
の冷蔵庫になくてはならな
い食材です。
本荘
斉藤 高子 さん 
代
………………………………
連日の雪寄せから解放され
て久しぶりに洗車をして出
かけたら、雪解け水をたっ
ぷり浴びて、結局また汚く
なりました。
岩城 堀井 聖彦 さん 
代
…………………………………………
先月号の「農業の現場から」で、父
の仕事をきちんと引き継ぐことの大
切さ。若い人たちは都会や会社勤め
で家督を継ぐことが少ない現状の中、
さぞ父親の喜びが伝わ
ります。頑張ってくだ
さい。
大内
金子 幸子 さん  代
…………………………
後期高齢者の仲間入り
です。人生１００年時
代。これからの人生、
謳歌していける幸せが
窓の向こうに光ってい
る。
矢島
佐藤 利夫 さん  代
…………………………

待ち遠しい

大変だった除雪作業も終わりが見え
てきました。真っ白なきれいな雪が
懐かしい（笑） 月日が経つのは早
いですね。
鳥海
福寿草 さん 
代
…………………………………………
春にはコロナも落ち着いて、旅行や
お出かけに行きたい…。
本荘
のあちゃん 
代
…………………………………………
家の光２月号に載った「くるみボタ
ンのストラップ」作りが面白くてや
められず、何個も作ってしまいまし
た。
西目 阿部チヨ子 さん 
代
…………………………………………
昨冬の豪雪で２棟のハウスが全壊被
害を受け、新規にパイプを変更。無
事に農作業を終えた秋、２棟に支柱
で補繕。事前に準備したことで、今

７０

回は被害を防げました。今
冬も １５０㌢以上の積雪が
ハウスを覆っています。
東由利
畑山津美子 さん 
代
………………………………
今 年 で７回 目 の 年 男 で す 。
自分の体調に合わせて、頑
張りすぎぬように「心は二
つ身は一つ」。
鳥海
山 の じいさ んＹ・Ｓ さ ん
代

………………………………
普段から手の指先が冷た
い 私 は 、 ２ 月 号に掲 載して
いた「 指 の 間 の 刺 激 で 巡 り
アップ」を実践してみました。少し
温かくなるのがわかりました。毎日
継続中です。
象潟 森
久子 さん 
代
…………………………………………
食のおはなしの「焼きシイタケの変
わり種３種」、自分の好きな具材を
トッピングして、いろいろ楽しみた
いと思っています。
仁賀保
春よ来い さん 
代
（シイタケはいろんな具材と合いま
すよね！ 春よ来いさんのオススメ
のトッピングがあったら、ぜひ教え
てください♪ み）
…………………………………………
２月８日で一歳になった孫が、よう
やく立ち歩くようになりました。来
月秋田に帰ってくるので、会えるの
を楽しみにして待っています。
大内
みぽりん さん 
代

７０

８０

７０

４０

６０

４０

Ｐ．Ｎ

Ｐ．Ｎ

Ｐ．Ｎ

Ｐ．Ｎ

７０

６０

。も
で目が覚めました
今朝も除雪車の音
が覚
目
で
り
ちのさえず
う少しで、小鳥た
あの
も
菜
野
たら、あの
めます。雪が溶け
。
す
ま
し
はウキウキ
花も育てようと心
７０代
草さん
由利 Ｐ．Ｎ 春待ち

少しだけ、春を感
じられるようにな
っ
たかな？弥生（３月
）になり、「バン
ケ」
の出る頃が待ち遠
しい。
金浦 Ｐ．Ｎ 春待ち
バーさん
７０代
Ｐ．Ｎ

８０

５０

７０

７０

孫たちはコロナ対策をしながら、そ
れぞれ中学・高校・大学に合格する
ために、勉強を頑張っています。じ
いちゃんばあちゃんは神頼みで応援。
嬉しい春が来ることを祈って！
仁賀保 加藤 幸子 さん 
代
（ＪＡでも中学３年生の皆さんを応
援しようと、祈祷したパックごはん
をプレゼントしました。嬉しい春が
来ることを願っています。り）
…………………………………………
今年、高齢者になります。適度な運
動や食べ過ぎに注意して、ストレス
を無くして生活していこうと思いま
す。できるかな？
象潟 竹内 育子 さん 
代

あの野菜もあの花

６０
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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

応募方法（おはがき・ＦＡＸ・Ｅメールで）

◎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。

応募締切り 令和 ４ 年 ３ 月２５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

タテのカギ
０２ 千客万来を願って飾る、動物の置
物
０５ 野球のチームをプレー人数からこ
ういうこともあります
０７ 大豆にはタンパク――が豊富に含
まれます
０８ まつげに塗る化粧品
１０ 坂本龍馬の出身藩
１２ エチルアルコールの――点は１３度
です
１４ 地球表面のおよそ ３ 割
１６ 誇りや自尊心を意味する片仮名語
１８ 競馬場ではラチともいいます
２０ ラグビーが盛んなポリネシアの王
国
２１ 母校から巣立ちます。――式、
――アルバム

２

月号のこたえ

当選者は ４ 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

桃の節句に行う行事
東京のソメイヨシノは ３ 月末ごろ
――になることが多いです
唱歌『春の小川』でスミレやレン
ゲが咲いている場所
イチゴ畑に防鳥――を張った
腰を掛ける家具
アラジンがこすると精霊が出てき
ました
木枯し紋次郎がかぶっています
甘い物よりお酒が好きです
湯畑が有名な群馬県の温泉地
忍者が指を組んで結ぶもの
金づちで打ちます

正解は

キ サ ラ ギ でした。

◆特別賞（地産地消商品）

高橋

◆大 賞（ＪＡ加工品）
Ｐ．Ｎひまご１０人古おやじさん （由 利）

Ｐ．Ｎ お ば あさん （西 目）
佐藤
昭さん （本 荘）

◆地産地消賞（ＪＡ加工品）
堀井 聖彦さん （岩 城）
三浦 貞子さん （大 内）
◇応募総数 １３１通 佐々木ノブさん （矢 島）

大場 愛子さん （鳥 海）
佐々木千代子さん （仁賀保）
渡辺 陽輔さん （金 浦）
浅倉ひろ子さん （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

守さん （東由利）

■ ２ 月の注目記事

２２年産米ナラシ 申請時に出荷先・量報告
（２／１５付 一面）

電話

□トピックス □ＪＡ自己改革への挑戦
□エリアニュース □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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ほてん

農水省は、農家の減収を補填する収入減少
影響緩和対策（ナラシ対策）について、米を
対象に２０２２年産から加入要件を見直す。ナラ
シに加入申請する際、出荷先と量を記載した
書類の提出を求める。ＪＡに出荷する農家は
ＪＡへの出荷契約数量を、実需者に直接販売
する農家は販売先ごとの予定販売数量を盛り
込む。需要に応じた生産を促す狙い。
■ＪＡ秋田しんせいの記事も載っています！
２／８ 鬼めがけ豆まき 利用者厄はらう ２／１５ 厚生連病院に母子手
帳ケース ２／１６ ブランド牛 給食に ２／１６ もち米植え収穫 園
児がペッタン ２／２０ リンドウ検討会 単収確保へ意欲 …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

3

第３３８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
議案第 ６ 号

MARCH

２５日（金） 理事会

4

開催日：令和 ４ 年 ２ 月２５日（金）

役員候補者推薦実施要項の一部変更について
役員選任の日程について
役員推薦会議推薦委員の選任について
理事の欠員の対応について
令和 ４ 年度内部監査計画について
令和 ３ 年度内部統制システム基本方針の運用状況報告および令和 ４
年度の取り組みについて

ＪＡ秋田しんせい概況

APRIL

５ 日（火） あきた総合家畜市場
２７日（水） 理事会
※行事予定は変更となる場合がございます。

令和 ４ 年 １ 月３１日現在
正 組 合 員 数／
９，８６２人
准 組 合 員 数／
９，２８５人
出
資
金／ ５１億７，９２９万円
貯
金／１，４９５億２，４８１万円
貸
付
金／
３５１億９０５万円
長期共済保有高／３，５９８億２，５３８万円
購 買 供 給 高／ ２６億３，６１７万円

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）／

８６億７，５３９万円
６０億４，２６５万円
４億２，７９８万円
４億５，４２６万円
１億１，６６８万円
１，１８８万円
１６億２，１９２万円

当ＪＡ仁賀保地区理事増村俊一氏が令和 ４ 年 ２ 月１６日に逝
去されました。これまでのご功績に感謝申し上げるとともに、
謹んでご冥福をお祈りいたします。
なお、理事の欠員による補欠選任は規程に基づき、次の総
代会まで行わないことといたします。

金融移動店舗車（ふれあいちょきんぎょ号）令和 ４ 年 ４ 月の運行日程について
営業時間
午前 ９ ：３０～１２：００
３ 日（日）

１ 日（金）
午前 旧上郷支店

午後 １ ：３０～ ３ ：００

４ 日（月）

５ 日（火）

６ 日（水）

２ 日（土）

午後 大 竹 地 区

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）

２７日（水）

２８日（木）

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
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２９日（金）

３０日（土）

アスパラガス農家の皆さま！

3

「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］№３００

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。アスパラガス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

●アスパラガスは柔らかくて甘みがあり、あっと
いう間になくなりました。


（東京都

６０代

男性）

●近所のスーパーで買えるものとは太さが違って食


べ応えがあった。

（神奈川県

４０代

女性）

●ソ テーにして食べましたが、 いつも食べている

アスパラガスより断然おいしくて びっくりし

ました。
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/



（秋田県

３０代

男性）

●ア スパラガスとしいたけは スーパーでは手に入


らないようなおいしいものでした。
（秋田県

５０代

女性）

●アスパラガスがとても新鮮で柔らかく、厚切りハム

とソテーしましたが、長男は アスパラガスだけ
を拾って食べるくらい気に入っていました。

（埼玉県 ３０代 女性）
●アスパラガス、甘くておいしかったです。

（神奈川県 ５０代 女性）
●アスパラガスが新鮮でおいしかったです。

（東京都 ６０代 男性）
●ア スパラガスやしいたけは 新鮮でとても満足し
ました。

（秋田県 ５０代 女性）
●アスパラガスってこんなにおいしいものだと感
動しました。

（秋田県 ５０代 女性）

●アスパラガスの大きさ、おいしさに驚きました。 ●アスパラガスが立派ですごくおいしかったです。
あっという間になくなってしまったので、次を楽し

（神奈川県 ４０代 女性）
みにしています。
●ア スパラガスが 根元まで柔らかくて とてもおい

（神奈川県 ３０代 女性）
しかったです。

（東京都 ５０代 男性）
●アスパラガス、山菜、しいたけ、どれもとてもお


いしかったです。

（秋田県

６０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

●ア スパラガスの 味に感動しました 。次も楽しみ
です。


（埼玉県

３０代

季節のおいしい福袋お届け便の
申し込み方法
ＪＡ秋田しんせいの各支店に設置してある
申込書に記入して申し込みいただけるほか、
ＪＡ秋田しんせいホームペー
ジに設置している専用ページ
からもお申込みいただけます。
専用ページは
こちらのＱＲコードから▶

見やすい紙面づくりの一環として
今号より文字サイズを一部調整しました。

男性）

●アスパラガスが新鮮でおいしかったです。

（東京都 ６０代 男性）
●太くても柔らかくて、旬のアスパラガスがこん
なにおいしいなんて驚きました。

（秋田県 ３０代 女性）

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★

