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健苗づくりを応援！
育苗巡回

地域農業を守りつつ
次世代へ引き継ぐ
農業を模索

名前に込めた農業への思い

トで︑酒田市の職員をしてい
る方とＪＡ園芸課職員の方と
一緒になり︑アスパラガスの
話を聞いたのが始まりです︒
今年の１月中旬に︑ＪＡ園芸
課から説明を受け︑やってみ
ようと決めました︒私は兼業
農家で︑もうすぐ定年を迎え
ることもあり︑今から準備を
進めようと考えました︒今年
の夏には播種しようと計画し
ています︒
常務 アスパラガスは当ＪＡ
の園芸生産拡大品目の１つ
で︑３月には旧東平田支店
を改装して︑アスパラガス
の選別施設を稼働しました︒
令和５年には販売金額１億
円を目指しています︒大井
さんの栽培をＪＡとして応
援したいです︒大井さんは︑
もともと農家の出身ではな
かったということでしたが︒
大井 はい︒妻の父が農家で︑
その父が急に亡くなってから
農業を始めました︒見よう見
まねで作業するうちに徐々に
興味が出てきて今に至ってい

巻き込んでいかないと︑面
積を増やしても作業が追い
付かない状態です︒圃場が
まとまった場所にあって︑
作業効率が良い環境であれ
ば何とかなるかもしれませ
んが︑次世代への引き継ぎ
は課題です︒
常務 次世代への引き継ぎは
農業全体の課題でもありま
す︒﹁サンユウ﹂の名前の
由来は何ですか︒
義明 英語で太陽を意味する
ｓｕｎとあなたを意味する
ｙｏｕを合わせました︒太
陽︵ｓｕｎ︶の恵みに感謝
し︑あなた︵ｙｏｕ︶との
繋がりを大切に︑次世代に
引き継ごうという思いを込
めました︒
組合長 すてきな名前ですね︒

義明 ３人の中では大井さん
が︑これからアスパラガス
に取り組もうとしています︒
大 井 滝野沢遊学プロジェク

クロスワードパズル ／お米を食べよ
10

う！レシピ

11

インフォメーション／理事会だより

12

クミアイ家庭薬

※

アスパラガスに挑戦

組合長 水田面積はどのくら
いですか︒
です︒面
義明 全部で約
積は設立時から1
.7 増え
ました︒
組合長 法人設立前から︑大
豆の作業班としても活動を
続けているとお聞きしました︒
清 はい︒大豆作業班は法人
とは別に︑この３人の他に
２人が加わって５人で活動
しています︒滝野沢地区だ
けでなく︑生石や矢流川︑
ほじょう
大平の圃場も受託しています︒
常務 幅広く活動しています
ね︒法人設立の理由を教え
てください︒
義明 農地の集積・集約︑生
産コスト削減による所得向
上のほか︑高齢になり農業
をやめる人が出て︑農地が
虫食い状態になるのを防ぐ
ために受け皿になろうとい
う考えもありました︒
大井 今は３人でやっていま
すが︑今後は若い人たちを

09 ベジタブルライフ／家族の健康

※アクティブ・メンバーシップとは︑組合員
が積極的に組合の事業や活動に参加すること
です︒
JAは組合員の
﹁声﹂
を聴き︑組合員に評
価され愛される事業や活動を展開します︒

JA自己改革

のおたより

車座座談会編

けになっていただきたいです︒

・JAは組合員の﹁アクティブ・
メンバーシップ﹂
の確立を目指
しています︒

るための活動を行うプロジェクト︒

※地域住民の交流を深め︑
地域を知

む大井さんのような次世代
の人たちへきちんと引き継
げるよう︑希望を持ってこ
れからも一緒に頑張ってい
きましょう！

・JAは自己改革の着実な実践と情
報発信を行っていきます︒

平成30年設立。組合員3
人。水田面積19.4ha（はえぬ
き9.3ha、つや姫1.7ha、雪若
丸1.7ha、飼料用米3.7ha、大
豆2.8haなど）。滝野沢地区
の有志3人が一丸となり、農
地の集積・集約を図り、効率
的な水田農業の実践と生産
コストの削減により農業所得
の向上と地域農業の維持・発
展に貢献することを基本方針
としています。
08 みんなのふれあいひろば／読者から
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07 園芸生産拡大への道／くらしと福祉

選定し︑法人の皆さんがス
ムーズにプール精算に移行
できる手助けになればと考
えています︒安定した法人
経営ができるようにサポー
トしていきます︒
清 畑も法人経営も︑準備を
しっかりすることが大切です
ね︒水稲が得意な人は水稲で︑
園芸が得意な人は園芸で︑そ
れぞれの力が集まることが︑
地域農業の発展につながって
いくと思います︒
義明 アスパラガスに取り組

農事組合法人サンユウ
06 営農のしおり／園芸だより

取材日／4月9日
撮影地／酒田市滝野沢地区の長沢義明さんのプール育苗ハウス

次世代へつなげる体制づくり

東平田・滝野沢
にＪＡが入り︑無料で紹介
する方法です︒
大井 ＪＡでコーディネート
してくれるのですね︒
義明 農家もそれぞれ大規模
になってきていますからね︒
組合長 皆さんの人手不足解
消に役立てるよう︑体制を
整備していきます︒また︑
水稲は︑今年度ＪＡ独自に
土づくりに関連した補助を
検討しています︒
常務 法人経営については︑
プール精算のモデル法人を

02 組合長が聴く！

組合長
が聴く！

義明 年間を通じて︑安心し
て働ける農業環境へどんな
取り組みを行っているか教
えてください︒
組合長 ＪＡでは担い手不足︑
人手不足解消の支援を行お
うと︑無料職業紹介所の立
ち上げについて準備を進め
ています︒これは人手が必
要な人と︑働きたい人の間

03 表紙説明

場の声を
現

当ＪＡ管内では４月16日から28日にかけて営農指導員による
育苗指導を行いました。管内７つの営農課の担当者が水稲育
苗ハウスを巡回し、生育状況を確認しました。
４月17日には、酒田市熊野田で生産者６人が参加し「はえ
ぬき」や「つや姫」の育苗ハウス７棟を巡回。
新型コロナウイルス感染予防のためハウス内に入る人数を
制限して「3密」を避けながらの育苗指導となりました。
指導員は「今年は播種以降の日照時間と気温が安定せず
出芽が緩慢な傾向がみられる。日々の天候を見ながら苗の生
育ステージに合わせた温度管理を行い、適期移植に努める
ように。また、農作業事故にはくれぐれも注意し、本田作業
を行ってほしい」と今後の管理について呼び掛けました。
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巡回後の講評も、感染予防のため外で行いました
整然と並んだ育苗箱。この中で小さ
な芽が膨らんでいます

長沢義明 さん
清 さん
長沢

大井順久 さん

ます︒アスパラガスは︑定年
を前に水稲と大豆の他に何か
始めて︑安定した収入を得た
いと考えていたところへ地域
の仲間が話を出してくれたの
で︑タイミングが良かったで
す︒まずは自分が始めて︑そ
れを見てやってみたいと思う
人が出てきてくれたらうれし
いです︒個人から法人︑そし
て地域全体に広がっていくの
が理想です︒
組 合 長 興味を持ってもらう
きっかけが必要ですね︒さきが

小さな芽がちらほら。立派な苗に育て〜！

代表理事
よりひさ

監事

今月の
表紙
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環境保全型農業の確立を目指し経営や
技術の改善に取り組む農業者などを表彰
する﹁第 回エコエリアやまがた推進コン
クール﹂で︑八幡共乾施設特別栽培米部会
が優秀賞を受賞し︑佐藤康晴部会長が３月
日に山形市で表彰式に参加しました︒
を栽培︒平成９年

同部会で特別栽培米﹁はえぬき﹂の生

産 者 は ６ 人 で ︑約

より生産圃場段階で食味値を予測し︑仕

分集荷する﹁葉色診断技術﹂を導入︒平
年からは栽培方法を統一した特別栽

当ＪＡ青年部・女性部と当ＪＡでは新
型コロナウイルス感染拡大のために需要

が落ち込んでいる牛乳や牛肉︑花きの消
日に女性部と畜産

費応援を行いました︒
牛乳は４月９日と

課などが︑酒田市の田村牛乳から２００

㎖パック２８３０本を購入︒女性部員や
日に生活特産課が青年部︑女性

ＪＡ職員に販売しました︒県産牛肉は４月
日〜

日と

・813パックを販売︒管内産

部員︑JA役職員︑酒田市役所などへ
266
ユリとアルストロメリアは4月
日に園芸課が7本セットをJA役職員と
関係機関へ300セット販売しました︒
渋谷佐一常務は﹁生産者のために消費
応援を継続していく﹂と話しました︒

日︑本所で令和２年度

令和元年度県グッドハーベストコン
クールで︑土門宏一さんが飼料用米の
部で県知事賞を受賞し︑３月 日に県酒
田農業技術普及課で表彰を受けました︒
このコンクールは県産米改良協会連
合会が主催し︑大豆やソバ︑飼料用米
で高い収穫量をあげ︑経営や技術の改
善に意欲的に取り組んでいる農業者や
生産組織を表彰するもの︒今年は２個
人３団体が県知事賞を受賞しました︒
土門さんは水稲と大豆でブロックロー
a当たりの収量は８８５

でし

テーションに取り組み︑令和元年産飼料
用米の

野球大会の優勝旗が完成し︑４月 日にＪ

している︑ＪＡ庄内みどりカップ中学硬式

当ＪＡが地域貢献の一環として毎年開催

る﹂と笑顔を見せていました︒

て経費削減と収量の増加につながってい

た︒﹁稲のために大豆を作り︑結果とし

kg

成

日︑土壌改良材
ａ当た

当ＪＡは４月

の共済事業進発式を開き︑田村久義組合
長や全共連山形県本部の渡邊義一本部長︑
人のライフアドバイザー︵ＬＡ︶など
人が参加しました︒
新型コロナウイルス感染症感染対策の
ため︑マスクを着用した上で１人ひとり
の距離を１ｍ以上離した状態で着席し︑
接触を避ける形での開催となりました︒
遊佐支店の阿部達矢ＬＡが﹁より多く
の人に安心と満足を届けるため︑組合員
の皆さまや地域の利用者の皆さまとつな
がりを深め︑目標を達成できるよう誠心
誠意最善を尽くしていく﹂と力強く決意
表明し︑最後は菅原寛志専務の頑張ろう

10

培米の生産に取り組んでいます︒
佐藤部会長は﹁長年取り組んできたこ

とが評価され大変うれしい︒今後も部会

員一丸となって活動を続けていく﹂と受

賞の喜びを語りました︒

日と

酒田市本楯地区の農事組合法人ビーン
ズ本楯は３月
︵

㎏︶に散布しました︒同法人では組

﹁てんろ石灰﹂を圃場約
り
合員２人が２０１９年春から自主的に散
布を開始︒今年は法人組合員と地域のＪ
Ａ青年部員の４人が散布しました︒
同法人の飯塚卓矢さんは︑土づくりの
重要性は理解していたが︑土壌分析を行
い︑水素イオン濃度︵ｐＨ︶が下がって
いると認識し︑改善のため散布を決めた
と経緯を説明︒小野貴之さんは﹁圃場の
状況を正確に把握して︑散布を継続し良
い状態を維持することに努めたい︒自分
たちが行動することで︑土づくりの大切さ

24

27

みにしている﹂と話していました︒

んの白熱したプレーを称えられる日を楽し

すことは先送りになってしまったが︑皆さ

田村組合長は﹁優勝旗を球児たちに手渡

ス感染拡大の影響で開催を見送っています︒

を迎える予定でしたが︑新型コロナウイル

戦を繰り広げるこの大会は︑今春で8回目

毎年︑県内外から集まった中学球児が熱

が優勝旗の披露と完成の報告をしました︒

ニアチームの本間義浩会長へ田村久義組合長

Ａ本所で大会事務局を務める酒田リトルシ

10

10

14

を広めたい﹂と今後の展望を話しました︒

16

▲配送する牛肉の仕分け作業をする生活特産課の職員たち

28
▲安心と満足をお届けし、目標を達成することを誓いました。

16

三唱で全員で決意を新たにしました︒

土門さん（北平田）が飼料用米の部で2度目の県知事賞受賞
中学硬式野球大会の優勝旗が完成

14

4
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2020.05
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▲２度目となる県知事賞を受ける土門さん
菅原専務（中）本間会長（右）
▲優勝旗を囲み笑顔の田村組合長
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18

牛乳・牛肉・花き消費を応援
64 34
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みんなで飲モ〜！
共済事業進発式

多くの人へ安心と満足を届けたい

▲佐藤部会長（右）が田村久義組合長に受賞を報告しました
▲トラクター２台で散布を行いました

八幡共乾施設特別栽培米部会が優秀賞受賞
本楯地区で法人組合員らが土壌改良材散布

土づくりの大切さを広めたい
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営農掲示板
ミニトマト定植時
のポイント

酒田みなみ
松山

初期生育確保に向け︑
天候に合わせた
水管理の徹底を

【担当地区】

酒田中央
酒田ひがし
平田中央

で水の出入りを止めて散布して下
さい︒散布後は７日間の止水管理
とし︑除草効果を高めましょう︒

【担当地区】

遊佐
酒田きた
八幡

管内で栽培されている主なミニトマト
﹁ピンキー﹂﹁サンチェリーピュアプラス﹂
﹁トマトベリ ー ﹂
の３ 品 種について︑定 植
時のポイントをまとめました︒定植前に
今一度おさらいしておきましょう！

【担当地区】

補植苗は速やかに撤去
田んぼに放置された補植苗は葉
ほ
いもちの発生源となり︑周囲の圃
じょう
場にも感染する場合があります︒
補植が終わったら直ちに撤去しま
しょう︒

髙橋

③定植
本 葉 ７ 〜 ８ 枚 程で 第 １ 花 房 が 見 え た
ら 定 植 適 期 で す ︒ポット 土 と 植 え 穴 に
かん すい
たっぷ り と 潅 水 を 行ってから 定 植し ま
しょう ︒接 木 苗を 使 用している 場 合は ︑
定 植 時に接 木 部 分に土 が 被らないよ う
気を付けてください︒
また ︑アブラムシやコナジラミな どの
害虫予防のため︑殺虫剤の粒剤散布を行
いましょう ︒農 薬 散 布の前は必ずラベル
を 見て︑適 用 品 目や使 用 時 期 ︑使 用 方 法
の確 認を 行ってください︒﹁トマト﹂
で登
録があっても︑﹁ミニトマト﹂
で登 録がな
い場 合 は 使 用でき ないた め 注 意 が 必 要
です︒

三浦 弘明
さとう たけゆき

昇也

後藤

桃子
園芸課

急に必要となった場合でも大丈夫！当日、納品にお伺いします。

詳しい栽 培 方 法については︑最 寄りの
園芸センター︑または本所園芸課にご相
談ください︒

佐藤・三浦・宮田
担当

JA 庄内みどり福祉センター ☎24-5411

みうら ひろあき

佐藤 健行
みやた ゆみこ

天候に合わせた水管理を徹底しましょう

①風の弱い日に風向きに注意して散布を行う。
農薬の飛散
防 止につ い て ②散布の方向・位置・適切なノズル・圧力を確認し散布を行う。
③特に除草剤散布の飛散に注意しましょう。

40

20

初期生育確保の水管理
田植後は保温的な水管理︵水深
４〜５ ︶で発根・活着させるこ
とが重要です︒
活着後は浅水管理︵水深２〜３
︶にして日中の水温・地温を高
め︑昼間止水と夜間かんがいで︑
昼夜の温度格差をつけて分けつを
促進しましょう︒ただし︑好天が
続き土壌還元が急激に進んだ際に
は︑温暖な日を選び水交換を行い︑
ワキの程度に応じて︑夜間落水や
２日程度の田干しを積極的に実施
してください︒また強風や低温が
続く場合は︑一時的に中水管理
︵水深５〜６ ︶で稲体を守るな
ど︑天候の変化に合わせたこまめ
な水管理を行いましょう︒

250円〜/月

①基肥
基 肥の施 用は定 植１ 〜２ 週 間 前を 目
安に行いましょう︒
ピンキーとサンチェリーピュアプラス
は︑
１ａ当たり窒素成分で４㎏を目安に
施用します︒特に︑
サンチェリーピュアプ
ラスは肥料を好む品種です︒肥切れをお
こ さないために︑窒 素 成 分４ ㎏のうち ︑
２．５㎏程は１２０日以上のロング肥料
を使用するのがベストです︒
トマトベリーの１ａ当たりの窒素成分
目安は１・５㎏です︒
ただし︑窒素が多い
と果形不良をおこすため︑
土壌電気伝導
度が高めの場合は基肥なしでも可です︒
土壌診断は各園芸センターで承ってい
ます︒
ご希望の方はご連絡ください︒
②圃場準備
畝幅は ㎝を基準とし︑株間は ㎝程
が目安です︒
排水が悪い圃場については︑ ㎝程の
高畝としたり︑
ハウス周りに明渠の設置
をお願いします︒
80

遊佐営農課

大豆の播種について
大豆の播種適期は５月 日〜６
月 日ですが︑適期内でもなるべ
く早めに播種をし︑生育量の確保
に努めます︒
また排水不
良は発芽率
の低下につな
がり︑収量に
影響するので︑
明渠の設置
やサブソイ
ラーの施工
で初期生育
を促進しま
しょう︒

困ったらまず相談！
介護ベッド、車いす、歩行器などは
私たちにおまかせください。

除草剤の使用について
一発除草剤を使用する場合は︑
ワキ発生の軽減のためにも散布前
に必ず水交換を行ってから散布し
ましょう︒使用時期・雑草の葉齢
などを確認のうえ︑散布時期を決
定することが重要です︒また︑除
草剤散布時は５ 程度の湛水状態

☎080‑1662‑0476
☎080‑8227‑9017

園芸
だより

くらしと 福祉

20

﹁園芸生産拡大事業﹂新体制スタート

使い慣れている農薬でも使用する際にはその都度必ずラベルを確認し、希釈倍率や使用
回数などの使用基準や使用上の注意事項を確認の上、使用してください。
●「トマト」と「ミニトマト」
は名前が似ていても農薬登録上は別の作物扱いになっています。
「トマト」登録は「ミニトマト」
には使用できませんので、
「ミニトマト」登録の薬剤使用をお
願いします。
このような例は他にもありますのでご注意ください。
●無登録農薬の使用は、使用者本人のみならず地域全体の出荷停止を招く原因につながり
ますので、細心の注意のもとで使用をお願いします。
農薬使用について不明な点がございましたら、各園芸センターまでご相談ください。

cm

cm

令和２年度の﹁園芸生産拡大事業﹂
は４人での指導体制となります︒管内
全域にわたって園芸指導を行いますの
で︑ぜひご相談ください︒

長ねぎなど全般

（担当品目）
長ねぎ・ミニトマト
アスパラガスなど
（担当品目）
ミニトマト・花き
パプリカなど
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アスパラガス・シャインマスカット
ミニトマトなど
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庄司

雄二郎

今野

義人

佐藤

桃子

髙橋

宮田 裕美子

腰痛など、急に動けなくなった時に、生活を支えるのが、介護
ベッドや車いすなどの福祉用具です。その福祉用具を健康状態
に合わせてお貸しするのが私たち福祉用具の専門相談員です。
まずはご相談ください。借りる手続きなど全てサポートします。
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農 薬ラベ ル 確 認 の 徹 底を お 願 いします！
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営農掲示板
ミニトマト定植時
のポイント

酒田みなみ
松山

初期生育確保に向け︑
天候に合わせた
水管理の徹底を

【担当地区】

酒田中央
酒田ひがし
平田中央

で水の出入りを止めて散布して下
さい︒散布後は７日間の止水管理
とし︑除草効果を高めましょう︒

【担当地区】

遊佐
酒田きた
八幡

管内で栽培されている主なミニトマト
﹁ピンキー﹂﹁サンチェリーピュアプラス﹂
﹁トマトベリ ー ﹂
の３ 品 種について︑定 植
時のポイントをまとめました︒定植前に
今一度おさらいしておきましょう！

【担当地区】

補植苗は速やかに撤去
田んぼに放置された補植苗は葉
ほ
いもちの発生源となり︑周囲の圃
じょう
場にも感染する場合があります︒
補植が終わったら直ちに撤去しま
しょう︒

髙橋

③定植
本 葉 ７ 〜 ８ 枚 程で 第 １ 花 房 が 見 え た
ら 定 植 適 期 で す ︒ポット 土 と 植 え 穴 に
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たっぷ り と 潅 水 を 行ってから 定 植し ま
しょう ︒接 木 苗を 使 用している 場 合は ︑
定 植 時に接 木 部 分に土 が 被らないよ う
気を付けてください︒
また ︑アブラムシやコナジラミな どの
害虫予防のため︑殺虫剤の粒剤散布を行
いましょう ︒農 薬 散 布の前は必ずラベル
を 見て︑適 用 品 目や使 用 時 期 ︑使 用 方 法
の確 認を 行ってください︒﹁トマト﹂
で登
録があっても︑﹁ミニトマト﹂
で登 録がな
い場 合 は 使 用でき ないた め 注 意 が 必 要
です︒

三浦 弘明
さとう たけゆき

昇也

後藤

桃子
園芸課

急に必要となった場合でも大丈夫！当日、納品にお伺いします。

詳しい栽 培 方 法については︑最 寄りの
園芸センター︑または本所園芸課にご相
談ください︒

佐藤・三浦・宮田
担当

JA 庄内みどり福祉センター ☎24-5411

みうら ひろあき

佐藤 健行
みやた ゆみこ

天候に合わせた水管理を徹底しましょう

①風の弱い日に風向きに注意して散布を行う。
農薬の飛散
防 止につ い て ②散布の方向・位置・適切なノズル・圧力を確認し散布を行う。
③特に除草剤散布の飛散に注意しましょう。
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初期生育確保の水管理
田植後は保温的な水管理︵水深
４〜５ ︶で発根・活着させるこ
とが重要です︒
活着後は浅水管理︵水深２〜３
︶にして日中の水温・地温を高
め︑昼間止水と夜間かんがいで︑
昼夜の温度格差をつけて分けつを
促進しましょう︒ただし︑好天が
続き土壌還元が急激に進んだ際に
は︑温暖な日を選び水交換を行い︑
ワキの程度に応じて︑夜間落水や
２日程度の田干しを積極的に実施
してください︒また強風や低温が
続く場合は︑一時的に中水管理
︵水深５〜６ ︶で稲体を守るな
ど︑天候の変化に合わせたこまめ
な水管理を行いましょう︒

250円〜/月

①基肥
基 肥の施 用は定 植１ 〜２ 週 間 前を 目
安に行いましょう︒
ピンキーとサンチェリーピュアプラス
は︑
１ａ当たり窒素成分で４㎏を目安に
施用します︒特に︑
サンチェリーピュアプ
ラスは肥料を好む品種です︒肥切れをお
こ さないために︑窒 素 成 分４ ㎏のうち ︑
２．５㎏程は１２０日以上のロング肥料
を使用するのがベストです︒
トマトベリーの１ａ当たりの窒素成分
目安は１・５㎏です︒
ただし︑窒素が多い
と果形不良をおこすため︑
土壌電気伝導
度が高めの場合は基肥なしでも可です︒
土壌診断は各園芸センターで承ってい
ます︒
ご希望の方はご連絡ください︒
②圃場準備
畝幅は ㎝を基準とし︑株間は ㎝程
が目安です︒
排水が悪い圃場については︑ ㎝程の
高畝としたり︑
ハウス周りに明渠の設置
をお願いします︒
80

遊佐営農課

大豆の播種について
大豆の播種適期は５月 日〜６
月 日ですが︑適期内でもなるべ
く早めに播種をし︑生育量の確保
に努めます︒
また排水不
良は発芽率
の低下につな
がり︑収量に
影響するので︑
明渠の設置
やサブソイ
ラーの施工
で初期生育
を促進しま
しょう︒

困ったらまず相談！
介護ベッド、車いす、歩行器などは
私たちにおまかせください。

除草剤の使用について
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ワキ発生の軽減のためにも散布前
に必ず水交換を行ってから散布し
ましょう︒使用時期・雑草の葉齢
などを確認のうえ︑散布時期を決
定することが重要です︒また︑除
草剤散布時は５ 程度の湛水状態

☎080‑1662‑0476
☎080‑8227‑9017

園芸
だより

くらしと 福祉

20

﹁園芸生産拡大事業﹂新体制スタート

使い慣れている農薬でも使用する際にはその都度必ずラベルを確認し、希釈倍率や使用
回数などの使用基準や使用上の注意事項を確認の上、使用してください。
●「トマト」と「ミニトマト」
は名前が似ていても農薬登録上は別の作物扱いになっています。
「トマト」登録は「ミニトマト」
には使用できませんので、
「ミニトマト」登録の薬剤使用をお
願いします。
このような例は他にもありますのでご注意ください。
●無登録農薬の使用は、使用者本人のみならず地域全体の出荷停止を招く原因につながり
ますので、細心の注意のもとで使用をお願いします。
農薬使用について不明な点がございましたら、各園芸センターまでご相談ください。
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ラ ッ キ ョ ウ 初夏が旬の薬効野菜
楽しみ方・食べ方のコツ

ラッキョウのプロフィル
【分類】ヒガンバナ科ネギ属
【原産地】中国
【おいしい時期（旬）】
初夏（5〜7月ころ）
【主な栄養成分】
カリウム、食物繊維、
アリシンなど

一つひとつ確実な仕事を
高校卒業後、建設会社の事務員として働いています。緊張しや
すいので初対面の人と話すことや電話に出るのも、最初は慣れる
まで時間がかかりました。聞きなれない建材の名前や言葉を覚え
るのも大変でした。今は慣れてきて、「周りの人たちから仕事を頼
まれることにやりがいを感じています」
休みの日で天気が良いときには散歩をしてリフレッシュしてい
ます。
できないことやわからないこともまだまだあるので、「一つひと
つ確実に覚えていって、頼られる人になりたいです」

みんな のふれあいひろば

イラスト：小林裕美子

地域の
輝く人を
ご紹介！

鳥海・米島
ち

村井

さ

智早さん（20）

将来はプロ野球選手になりたい
解説：
KAORU

見分け方

遊佐・遊佐
い

菅原

っ

た

一太さん（小６）

陸上競技と野球が得意です。陸上競技では、全国で６位の成績を
残しました。野球では「祖父が作ってくれた的を使って壁投げをし
て練習しています」
学校では、いろんなスポーツができる体育が好きです。計算をす
ることが得意なので、算数も好きです。休み時間には友達とドッジ
ボールをして楽しく遊んでいます。
将来の夢は、プロ野球選手になることです。遊佐町出身で読売ジャ
イアンツに入団した伊藤海斗選手に憧れています。「プロ野球選手
になって、親孝行したいです」

どんな思い出も人生の宝
保存方法

睡眠不足と
アルツハイマー型認知症
健康科学アドバイザー●福田千晶

高齢者に見られる「物忘れ」は、食事で食べた物を忘れ

健 康
年）では、睡眠時間の目安は25歳では7時間、45歳では

知症では食事したこと自体を忘れます。
「行ったこと」
「約

し、さらに朝早く目覚めますが、睡眠時間はきちんと確保

束したこと」など、行動そのものを忘れ、生活に支障を来し
ます。やがて時間や場所、人も分からなくなり、夜間に騒い

アルツハイマー型認知症の発症には遺伝も関係します

積すると脳細胞を圧迫や死滅させます。脳の神経が正常

の血管が傷むと、アミロイドβを排出する機能が低下して、

脳は昼間に得た情報を睡眠によって整理します。また、

春の食卓にアスパラガスは欠かせませんよね。
私は今度アスパラガスを野菜や魚介類と一緒に
熱したオリーブオイルに入れて食べるアヒージョ
にして食べたいなと考えています。おすすめです。

したいものです。

が、糖尿病や高血圧など生活習慣病の人、頭部外傷の既往

に機能せずアルツハイマー型認知症になります。

歴のある人は、発症する危険が高いといわれています。脳
脳内に蓄積しやすいのです。

アルツハイマー型認知症の予防には、摂取カロリーが多

楽しみにしています。
（稲川・齋藤さん）
お役に立ててうれしいです。私の健康
法は毎日のランニングです。リフレッ
シュにもなりますし、睡眠の質の向上
にもつながります。これからも皆さまの
お役に立つ情報をお届けしていきます。

新型コロナウイルスで日本中が大変な時期ですが、
農家は今一番忙しい時期です。
コロナウイル

部分を強く洗っています。
とても重宝

スには負けてられません。
みんなで頑張りましょう。

しています。

テレビでは連日コロナでびくびくしながらの生活です。
ここしばらく散歩もできずにいたので近

（新堀・菅原さん）

間には眠りが深くなり脳内でのアミロイドβの蓄積を進ま

も白ワイシャツを洗うとき使ってい

のです。

ています。

2020.05

って大変役に立っております。
これからも

ツの襟の部分、靴下、下着の黄ばみの

いとアミロイドβの蓄積は早く進み、認知症にもなりやす
厚生労働省の「健康づくりのための睡眠指針」
（2014

家族の健康の欄が私にとって、家族にと

わせていただいています。
白ワイシャ

過ぎないバランスの良い食生活、適度に体を動かすことが

いといえます。

正八さん（90）

私の愛用は固形石けんです。
いつも使

脳が活動して発生した老廃物のアミロイドβは、睡眠中に

脳内から盛んに排出されます。睡眠の時間も質も十分でな

荘司

特集で旬のアスパラガスがありましたがとっても
美味しいですね。
（北部・猪俣さん）
ハウス栽培のアスパラガス、
新鮮でおいしそうで
すね。
今度食べてみたいと思います。
（西荒瀬・小野さん）

6・5時間、65歳では6時間。加齢と共に睡眠時間は減少

だり、家の中で迷いトイレにも行けなくなります。

脳の活動によって生じる老廃物の「アミロイドβ」は、蓄

松山・小見

の

ることがありますが、脳の神経細胞が本来の老化よりも早
く減り、40〜50代くらいから進行するアルツハイマー型認

9

家 族

学校卒業後から70代前半まで農業に従事しました。農業以外で
は、消防団に長年在籍し、平成５年には叙勲を受けました。「皇
居で現在の上皇さまとお会いしたことが、一番の思い出。迎賓館
の中も鮮明に思い出せます」
農業に関する組織活動で、長崎や札幌など研修旅行に行ったこ
とも良い思い出です。「どんな思い出も人生の宝物です」
健康の秘けつは食事もお酒も適量を守ることと、庭掃除や畑の
草取りなど土と触れ合うこと。「ストレスを溜めずに、好きなこと
をすることが一番です」

大切です。運動や農作業で体を動かすことが多ければ、夜

菅原さん、ありがとうございます。私

せないことにもなります。認知症と睡眠は深い関係がある

ますが、汚れ落ちが良くてリピートし

所の川岸へ花見に出かけてきました。

（酒田・戸田さん）
（遊佐・堀田さん）

酒田市でも感染者が発生し新型コロナウイルスが身近に迫ってきているのを感じますね。緊
急事態宣言が出て、むやみに外出はできませんがストレスを溜めないよう自分なりのリフレッ
シュ方法を見つけて新型コロナウイルスを乗り越えましょう。

2020.05
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ています。
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って大変役に立っております。
これからも

ツの襟の部分、靴下、下着の黄ばみの

いとアミロイドβの蓄積は早く進み、認知症にもなりやす
厚生労働省の「健康づくりのための睡眠指針」
（2014

家族の健康の欄が私にとって、家族にと
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家 族

学校卒業後から70代前半まで農業に従事しました。農業以外で
は、消防団に長年在籍し、平成５年には叙勲を受けました。「皇
居で現在の上皇さまとお会いしたことが、一番の思い出。迎賓館
の中も鮮明に思い出せます」
農業に関する組織活動で、長崎や札幌など研修旅行に行ったこ
とも良い思い出です。「どんな思い出も人生の宝物です」
健康の秘けつは食事もお酒も適量を守ることと、庭掃除や畑の
草取りなど土と触れ合うこと。「ストレスを溜めずに、好きなこと
をすることが一番です」
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せないことにもなります。認知症と睡眠は深い関係がある
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酒田市でも感染者が発生し新型コロナウイルスが身近に迫ってきているのを感じますね。緊
急事態宣言が出て、むやみに外出はできませんがストレスを溜めないよう自分なりのリフレッ
シュ方法を見つけて新型コロナウイルスを乗り越えましょう。
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Information

理事会だより
第1回定例理事会が4月28日、本所で開かれ、
下記の議案が承認されました。

附議事項

集

令和２年度「庄内地域農業経営実践講座」受講ご案内
●開講期間
●会

場

●対

象

●講座内容

●受 講 料

令和２年５月〜令和３年１月 各コース４〜６回
（原則として平日の日中に開講）
庄内総合支庁農業技術普及課または酒田農業技術普及
課および現地
新規就農者、就農希望者、経営改善を目指す農業者
各コース１０人程度
⑴稲作基礎コース ⑵野菜基礎コース ⑶花き基礎
コース ⑷畜産基礎コース ⑸農産加工基礎コース
⑹複式簿記コース ※２コースまで重複受講が可能です
無料

②知事選の期日前――に行ってきた
⑤耳は聴覚、鼻は嗅覚、目は
⑦ゾウやライオンを数えるときに使う
言葉
⑧大きな口を持つ爬虫
（はちゅう）類
⑨往年のヒット曲『――のハワイ航
路』
⑪武者人形はかぶっていることが多い
⑫茶畑で行う収穫作業
⑭数え年70歳のお祝いです
⑮アシカやオットセイより大きな海獣
⑯飛行機で物を運ぶこと
⑰田畑を耕す農耕機械

広報担当に新しい仲間を迎えて最初
の号です。新型コロナウイルス感染症対
策のため、催しの中止や延期などが多く
あり、誌面の構成にも影響が…。本楯の
佐藤さんからいただいたおたよりの中に、
「ポツンと農作業が最良の対策」
とあり、
今こそ農業を丁寧に見つめられる機会で
はないか、
と考えられるようになりました。
農作業シーズン本番、頑張る組合員
の皆さまの姿をより多く載せられるよう、
新
しい仲間と取材に伺いますのでよろしくお
願いします！
（祥）
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①端午の節句に食べる和菓子
②損の反対語
③あの人、いい人なんだけど、――多い
んだよなあ
④邦画ではありません
⑥シオマネキやガザミはこの仲間
⑨馬具の一つ。足を掛けます
⑩春の大型――をゴールデンウイークと
いいます
⑪クラブ――、救援――、――写真
⑬与党と対立することが多い
⑭たくと良い香りがします
⑯アスパラガスは主にこの部分を食べます

正解者の中から抽選で5名様に
管内産の季節の花をプレゼント！
【締切】5月22日㈮ 当日消印有効
【応募方法・あて先】

（ただし、
教材費などの実費をいただく場合があります）

●申込期限 ５月２０日（水）
●申込み・お問合せ 庄内総合支庁農業技術普及課
☎0235-64-2103 FAX0235-64-2104

ヒント
！

【4月号答え】
ホタルイカ
【当選者発表】

第２６回総代会の開催につきまして、 ６月２０日（土）を予定し
ていますが、開催方法などは現在調整中です。また、総代協議会に
ついても、開催するかどうかを含め協議中です。決定次第、お知ら
せします。

＜５月開催予定で中止となった催し＞
・あんべみ屋台村（女性部）
・酒田まつり山車行列参加（女性部）
・てんとうムシ教室（すけっとみどり・〜６月末まで休止、再開は
追ってお知らせします。）
・わくわく農業応援祭ビッグフェア２０２０（J A 全農山形）
・第２回ウオーキング倶楽部（福祉課）

<延期>

お送りいただいた個人情報は当誌の編集以外には
使用しません

第24回
さつまいもとツナのご飯

女性部オリジナル

お米を食べよう！
レシピ

予定していた催しや会議の中止により、５月号のページ数を変更
してお届けしています。

当 J A 各施設での感染予防対策への取り組みは広
報誌５月号へ折込していますのでご確認ください。

〒998-8510

【e-mail応募アドレス】
kouhou@ja.midorinet.or.jp

（酒田きた支部鳥海地区）
えみ

笑味ちゃん
ⓒよい食P

材料
・米…3合
・さつまいも…150ｇ
・塩こんぶ…30ｇ
・酒…大さじ1
・ツナ缶…1缶
・白ゴマ…適量
・水…3合弱

・女性大学は学生の募集を延期しています。

< 広報誌「みどり」ページ数の変更 >

①答え
②今月号で良かっ
た記事
③ご意見・ご要望
④おたよりコーナー
へひと言
⑤住所、
氏名、年齢
電話番号

邪気をはらう薬草
と言われています

梶原・Ｍさん（北平田）
進藤・Ｍさん（広野）
小松・Ｔさん（吹浦）
信夫・Ｅさん（八幡）
吉田・Ｓさん（兵庫県）

【お知らせ】新型コロナウイルス感染症対策関連

新 型コロナウイルス感 染 症 対 策に関した お 知らせを
掲 載します 。
<第２６回総代会・総代協議会について>

この度、
新採職員で広報担当となりまし
た戸林美桜です。
社会人１年目で慣れな
いことが多いですが、
経験を積みできるだ
け早く皆さまのお役に立つ情報を分かり
やすく伝えることが出来るよう精一杯頑張
ります。
私は明るい・笑顔が取柄なので、
それを
生かして元気に活動していきます。
組合員
の皆さまよろしくお願いします。
（美桜）

【ヨコのカギ】

【タテのカギ】

JA庄内みどり
広報クイズ係行

農業経営事業の実施
定款の一部変更
定款附属書総代選挙規程の一部変更
農業経営規程の設定
第２６回通常総代会の開催ならびに同総
代会への提出議案
6. 令和元年度貸借対照表・損益計算書・剰
余金処分案・注記表および事業報告書の
承認
7. 出資金減口
8. 経理規程の附則の変更
9. 機構改革などに伴う諸規程・マニュアル・
要領などの一部改正
10. 投資信託の取扱い
11. 令和２年産米出荷契約書・売渡委託契約・
米政策参加に係る約定事項の一部変更
12. 令和２年産米出荷契約米等共同計算に係
る実施単位、収入・支出項目
13. 令和２年度共同乾燥施設の工事に伴う固
定資産取得
14. ㈱みどりサービス令和元年度事業報告、
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書
1.
2.
3.
4.
5.

募

二重マスの文字をＡ〜Eの順に並べてできる言葉は何でしょうか？

園芸だより プチ
３月２０日から２２日まで開かれた
「サンクスフラワー・プロジェクト」
で、
当ＪＡ花木専門部の啓翁桜を含む東
北６県の桜が創建１００周年を迎える
明治神宮に奉納されました。
このプロ
ジェクトは、東日本大震災後の支援に
対して感謝の意を示そうと始まったも
の。今回は復興の象徴として
「東北の
桜」を奉納・展示して被災地の鎮魂を
祈るとともに、世界各国からの支援へ
の感謝を表しています。
同専門部では長さ約２ｍの啓翁桜
２０本を奉納しました。

作り方
①米は洗って水に30分以上つけておきます。
②さつまいもは洗って皮付きのまま1～2㎝の厚さのいちょう切りにして、水にさらして
あく抜きをしておきます。
③炊飯器に水を切ったお米、さつまいも、ツナ（汁をきったもの）、塩こんぶ、水、酒
を入れて混ぜ合わせてからスイッチを入れます。
④炊き上がったら、お米を切るように混ぜ合わせます。
⑤器に盛り、白ゴマをふったらできあがり。
レシピのバックナンバーは当ＪＡホームページでご覧いただけます。

▲東北の美しい桜が参道を
彩りました
◀奉納者として同専門部の名前
が参道に掲示されました
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余金処分案・注記表および事業報告書の
承認
7. 出資金減口
8. 経理規程の附則の変更
9. 機構改革などに伴う諸規程・マニュアル・
要領などの一部改正
10. 投資信託の取扱い
11. 令和２年産米出荷契約書・売渡委託契約・
米政策参加に係る約定事項の一部変更
12. 令和２年産米出荷契約米等共同計算に係
る実施単位、収入・支出項目
13. 令和２年度共同乾燥施設の工事に伴う固
定資産取得
14. ㈱みどりサービス令和元年度事業報告、
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書
1.
2.
3.
4.
5.

募

二重マスの文字をＡ〜Eの順に並べてできる言葉は何でしょうか？

園芸だより プチ
３月２０日から２２日まで開かれた
「サンクスフラワー・プロジェクト」
で、
当ＪＡ花木専門部の啓翁桜を含む東
北６県の桜が創建１００周年を迎える
明治神宮に奉納されました。
このプロ
ジェクトは、東日本大震災後の支援に
対して感謝の意を示そうと始まったも
の。今回は復興の象徴として
「東北の
桜」を奉納・展示して被災地の鎮魂を
祈るとともに、世界各国からの支援へ
の感謝を表しています。
同専門部では長さ約２ｍの啓翁桜
２０本を奉納しました。

作り方
①米は洗って水に30分以上つけておきます。
②さつまいもは洗って皮付きのまま1～2㎝の厚さのいちょう切りにして、水にさらして
あく抜きをしておきます。
③炊飯器に水を切ったお米、さつまいも、ツナ（汁をきったもの）、塩こんぶ、水、酒
を入れて混ぜ合わせてからスイッチを入れます。
④炊き上がったら、お米を切るように混ぜ合わせます。
⑤器に盛り、白ゴマをふったらできあがり。
レシピのバックナンバーは当ＪＡホームページでご覧いただけます。

▲東北の美しい桜が参道を
彩りました
◀奉納者として同専門部の名前
が参道に掲示されました
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