地 域 と J A を 結 ぶ 広 報 誌

6

定額貯金 1 年
100 万円以上お預け入れで

最大

2020
No.314

よりぞうちょきん
店頭金利＋
年 0.04％

（税引後、年 0.031％）

❶ JAカード

❺ 年金受取、年金予約

❷ 個人 JA ネットバンク ❻ 公共料金引落
❸ JA バンクアプリ
❹ 給料振込

（JAカード引落可）

❼ 融資取引

（当座貸し越しは含みません）

3 項目 該当： 店頭金利＋年0.01％

4 項目 該当： 店頭金利＋年0.02％

5 項目 該当： 店頭金利＋年0.03％

6 項目以上 該当： 店頭金利＋年0.04％

平田中央カントリーエレベーター利用組合設立総会

２０２０年 6 月１０日発行
発行 ＪＡ庄内みどり 〒９９８-８５１０ 山形県酒田市曙町一丁目１番地 ＴＥＬ０２３４-２６-５５００
編集 総合企画部企画経理課・広報編集委員会

ホームページ

この広報誌は再生紙
を使用しています。

お問合せメール

増やす予定なので︑年齢や体

したか︒

しいですね︒どう説明しま
教科書に載っているこ

とを話しても意味がないの

古川

力を考えて工夫して働くこと
が大切だと考えました︒

よくわかります︒青
で︑自分の体験に基づいた

組合長
年部活動にはどんな印象を

子どもたちの表情が

広さに驚いていましたね︒

目標は
！
段取り力で
働き方を改革
突然の就農を乗り越えて
古川さんは千葉県の

面積はいつの間にか増

定ですか︒
古川
えたという感じです︵笑︶︒
自分がどのくらいまででき

組合長
出身とお聞きしました︒ご
るか考えて︑面積は
ま

結婚して酒田に来たという
はい︒妻の家が農家で︑

ことでしたね︒
古川

でと決めています︒装備も
それを目安に揃えています︒
計画に基づいて経営

しているのですね︒水稲の

組合長

て働いていましたが︑妻の
他に大豆も作っていますね︒

結婚してからも会社員とし
父が稲刈り直前に倒れ︑突
ほ じょう

ようになったら増やせるか
な︑と考えています︒

他にも仕事ではどの

段取り力で働き方を変える
組合長
ようなことを大切にしてい
作業の段取りを大切に

ますか︒
古川
しています︒天気が悪いと

はなく︑何もわからないま

なりました︒実家は農家で

た︑昨年

テーションしています︒ま

ので︑水稲と大豆をロー

あまり来ないところがある

昨年からは︑朝７時から遅

おかげで︑田植えは年々早

いように段取りを組みます︒

いて︑作業進度にむらがな

きもできる作業を考えてお

まＪＡの農機担当からコン
マスカットをハウス１棟
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大変参考になる意見

※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は自己改革の着実な実践と情
報発信を行っていきます︒
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する珍しい機会で︑勉強に

昭和51年生まれ。千葉県
出身。結婚のため酒田市飛
鳥へ移住後就農。水田面積
は17.25ha。はえぬき8.14ha、
特別栽培米「つや姫」2.06ha
の他飼料用米5.28ha、大豆
1.33haなどを栽培。令和元年
12月からはシャインマスカット
10本に取り組む。酒田市飛
鳥で7人暮らし。
ＪＡ総代、
ＪＡ
青年部本部監事。
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です︒生産者に頼りにされ︑

❸精製した花粉

るような体制になってほし

❷水鳥の羽を使った凡天で
優しくポンポン

取材日／4月23日
撮影地／酒田市飛島の古川さんの水稲圃場

かずちか

古川
❹花を見ながら園地でひと
休み
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❹

なりました︒

平田中央・飛鳥
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人に説明するのは難
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❶刈屋梨の花を空から撮影
しました！動画は右のＱＲ
コードから

組合長
が聴く！
❶

組合長

❸
❷

場の声を
現

４月下旬から５月初旬まで、刈屋地区では特産梨「刈屋梨」
の授粉作業が最盛期となりました。
ＪＡ庄内みどり刈屋梨出荷組合の佐藤尚人組合長は、４月
25日から５月３日まで園地１.３haの授粉作業を行いました。４月
30日には主力品種の和梨「幸水」の授粉作業を行い、助っ
人として参加した娘の優花さんをはじめ家族や毎年作業を依
頼している仲間など、８人で作業に当たりました。作業は事
ぼんてん
前に精製した花粉を、凡天と呼ばれる先端に綿毛が付いた
細い棒を使って花の雌しべにポンポンと付けていきます。
佐藤組合長は「授粉は梨を結実させる重要な作業。花の
咲き具合や天候を注視して的確に作業し、秋においしい梨
を皆さんへお届けしたい」と話していました。
今年は同出荷組合の38人が約32haで栽培。
「幸水」は８
月下旬から出荷が始まる予定です。
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かわいい花にポンポン
刈屋梨授粉作業
今月の
表紙

今年秋の稼働を目指し建設中の平田中
日︑ＪＡ平田中央支店

央カントリーエレベーター︵以下ＣＥ︶
利用組合は４月
人が

管 内 法 人 で ※共 同 田 の 取 り 組 み が 始
日︑八幡地区の農事組合法人グ

まっています︒
5月
リーンファーム寺田の共同田では︑組合員
４人が﹁つや姫﹂の田植えを行いました︒
同法人はプール計算方式移行に向けてＪＡ
が選定したモデル法人の１つ︒令和元年産

米から共同田に取り組んでいます︒

同法人の菅原義勝代表理事は﹁共同田

に取り組むには何度も法人内で話し合い

意思疎通を図ることが重要︒プール計算

方式について︑理解を深めるために勉強

会も開催している︒未来に向け着実に準

備していきたい﹂と話していました︒
※法人内で離農者が出た場合︑法人内の誰かが請け
負うのではなく法人全体で管理していく圃場︒

当ＪＡ庄内柿部会遊佐支部は５月

など

日︑

人が参加しました︒大玉の柿の安

酒田農業技術普及課︑同ＪＡ園芸課職員

の摘蕾・摘果講習会を開き︑生産者や県

てきらい

遊佐町野沢地区の柿園地で特産の庄内柿

13

５月 日︑松山地区の難波重晴さんは密

どで水田は活気づきました︒

にかけて田植えが行われ︑苗を運ぶ家族な

管内各地で５月の大型連休後半から中旬

ました︒

摘果を行い大玉を目指そう﹂と呼び掛け

以上は高値となる︒９月下旬まで確実に

同支部の松本揮一支部長は﹁Ｌ〜２Ｌ

取り除いておこう﹂と説明しました︒

枝ずれや葉ずれを起こしそうなつぼみは

の結果枝に１つのつぼみを残すのが基本︒

はつぼみの向きと大きさに注意して１本

県酒田農業技術普及課の職員は﹁摘蕾

る時期に合わせての開催です︒

定生産を目指し︑管理作業が本番を迎え

21

で設立総会を開き︑当ＪＡの田村久義組

合長や平田中央ＣＥ建設委員など

参加しました︒
当日は新型コロナウイルス感染予防の

ため︑マスク着用で一人ひとりの距離を

十分に離した状態で開催︒利用組合規約

の制定と利用組合運営委員ならびに役員

の選出の２議案を原案通り可決しました︒
同ＣＥ建設委員会の加藤和幸会長は

﹁平田地区の拠点︑地域農業の核となり︑

より良い施設となるよう尽力していく﹂

とあいさつし︑参加者の意識を高めてい

ました︒

５月中旬から●月まで浜中地区でケイト
日︑生産者の三井菊雄さんのビ

ウの播種作業が行われました︒
５月
ニールハウスではケイトウ﹁サンディー
ピーチ﹂の播種作業が行われていました︒
三井さんは種子をロール式電動播種機に
セットし︑ゆっくりと播種機を押して丁寧
に作業しました︒
管内では庄内みどり農協ケイトウ専門部
の 人が２・６ で栽培︒同専門部のケイ
トウはハウス栽培と多様な品目の栽培が特
徴で︑高品質と市場から高く評価されてい
ます︒
出荷は９月上旬に﹁サカタプライド﹂か
ら始まる予定です︒

当ＪＡは５月９日︑酒田市の農事組合
法人ファーム北平田で今年入組した営農
課職員の田植え実地研修を行いました︒
この日研修を受けたのは酒田ひがし営
農課の冨樫和樹さん︒農家以外の出身の
ため︑農作業を体験し農業への理解を深
め︑業務に役立てることが目的です︒
当日は８条植えの田植え機による密苗
の田植えを行い︑冨樫さんは同法人の職
員から指導を受けながら田植え機に苗箱
を次々と積み込みました︒
体験を終えた冨樫さんは﹁初めて田植
えを体験して︑営農課職員として第一歩
を踏み出したと実感した︒今後もさまざ
まなことを勉強して生産者の力になれる
職員になりたい﹂と決意を語りました︒

▲協力して「つや姫」約20ａの田植えを行いました
▲ 慣れない手つきで懸命に苗箱を積み込みました

摘蕾・摘果講習会開催

てきらい

庄内柿大玉生産へ
播種後の低温…乗り越え田植え

11

24

苗の﹁はえぬき﹂約２・２ 分を植えまし
た︒難波さんは省力化のため３年前から密
苗に取り組んでいます︒﹁密苗にしてから
育苗箱の数が以前の半分になり︑省力化を
実感している︒今年は４月に低温が続き︑
苗の管理が難しい部分があったが︑田植え
を迎えられて安心した︒今後は適正管理で
おいしい米ができるよう頑張りたい﹂と意
気込みを語りました︒
ＪＡ営農販売部の佐藤雅彦係長は﹁田植
え後は初期の生育量確保と除草剤の適期散
布に力を入れていく﹂と話していました︒

4

2020.06
2020.06
5

▲酒田市楢橋の建設現場。着々と工事が進められています
▲播種機を押し丁寧に作業する三井さん

農事組合法人グリーンファーム寺田（八幡）が田植え

共同田に取り組む
新採営農職員が田植え実地研修

21
ha

ha

22

▲大玉化へ重要な作業の説明を熱心に聞く生産者たち
▲晴天のもと「はえぬき」の苗を植える難波さん

25
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平田中央カントリーエレベーター利用組合設立総会
浜中地区で播種作業
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平田中央カントリーエレベーター利用組合設立総会
浜中地区で播種作業

丁寧な播種で高品質なケイトウを

酒田市にある株式会社ファーム・フロ

グループホーム結いでは５月

日︑

11

用化への一環として昨年から参加してい
るもので︑センシングできるカメラを搭
載したドローンの操縦と土壌マップの作
成および多角的分析ができる職員を育成
することで︑現場指導力の強化を目指し

ています︒今年度は現地実習を含めた全
日には﹁土壌学﹂の研修を行い︑

回の研修を予定しています︒

５月

土壌分析の必要性や土づくりの目的と目

標を学びました︒参加した営農指導員は

着用しておりません。

この研修は当ＪＡがスマート農業の実

▲研修会は「３密」を避けマスク着用で行われました

職員で春の味覚を楽しみました︒

ウイルス感染予防のため利用者９人と

行っていましたが︑今年は新型コロナ

例年利用者の家族や地域住民と共に

ていました︒

ながら手際よく孟宗の皮をむき調理し

け大きな孟宗初めてだ﹂と笑顔を見せ

柔らかくておいしそうだの﹂﹁こんだ

計４品︒利用者は︑﹁みずみずしくて

和え︑フルーツポンチ︑おにぎりなど

献立は孟宗汁とほうれん草のクルミ

と職員とで囲みました︒

い孟宗を調理し温かい孟宗汁を利用者

朝取りしたものを使用︒新鮮で柔らか

孟宗は施設職員が遊佐町高瀬地区で

旬の孟宗を使った孟宗汁作りを行いま

孟宗汁で地元の味楽しむ グループホーム結いで孟宗料理

ンティアが行う研修会への参加が２年目

日︑

▲小学校への苗発送に笑顔の青年部

した︒

青年部新堀支部

を迎えました︒

当ＪＡ青年部新堀支部は５月

新堀地区板戸の育苗ハウスで東京都や

年目になり︑

神奈川県︑千葉県の小学校へ教材用の

水稲苗を発送しました︒

同支部での作業は今年で

この日は部員６人が参加し﹁はえぬ

校︑

き﹂の苗を発泡スチロールに箱詰めし

て発送しました︒
校︑東京都

校に発送しました︒

！
！
やっちゃった

今年は神奈川県

千葉県１校の計

発送した苗はバケツ稲や学校田の体験

活動に利用されます︒
発送作業を行った同支部の斎藤慎支
部長は﹁コロナの影響で大変な時期だ
と思うが収穫の秋まで大切に育てて

5月25日に5･6年生の児童23人学校関係者、
老人クラブ、PTA、コミュニティ新聞の方と学校
田役員の山木貴之さんがサポートし、はえぬき
20a分の田植えを行いました。校長先生は「田
んぼに足を入れての田植えはとても貴重な体験
だ。お米に対して気持ちをもってくれると嬉し
い」と話していました。 ※屋外での授業のためマスクを

﹁基礎をしっかりと固め︑新しい技術を

高瀬小
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5月22日に児童52人と保護者、JA青年部平
田支部員3人と地域住民14人が参加し、つや姫
10a分の田植えを行いました。生産者の土田治
夫さんの指導のもと行われ、
「みんな愛情を込
めて植えたので元気な稲になってくれる。秋の
収穫まで大切に育てよう」と話しました。

いってほしい﹂と話していました︒

笑顔100点満点

当 J A は小学校 5 年生が社会科で学ぶ米づくりの授業に関わる活動
をしています。この活動は小学校に米づくりや農業の大切さを伝える
一環として毎年行われています。今回は 3 つの小学校の田植え体験を
お届けします！

田植えをしよう！

14

新堀小

みんなでハイチーズ！

！
チ！
ナイスチャッ

53

69

南平田小
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〜
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できました！
！
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身につけていきたい﹂と話していました︒
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地域の
輝く人を
ご紹介！

農業が好き

北平田・新青渡

池田

将規さん（26）

保育士になりたい

吹浦・小野曽

小林

友梨さん（小5）

保育園からピアノを、小学３年からバスケットボールをしていま
す。最近はバスケットボールに夢中です。去年の選手権では今まで
一度も勝てなかったチームから勝つことが出来てうれしかったで
す。「毎日お父さんと練習してるのでもっと上手くなりたいです」
好きな科目は体育です。体力に自信があるので持久走が得意です。
休み時間には友達と鬼ごっこやドッジボールをして遊んでいます。
「子どもが好きなので将来は保育士になって優しくて賢い保育士に
なりたいです」

たくさん話して笑うのが一番
嫁いで43年間中野俣に住んでいます。今は以前働いていた東陽
コミュティセンターの手伝いをしながら余った布をリメイクした
り、服を作っています。
これからの目標は自分の家の庭でお花を育てることです。昔から
木に咲く花が好きなので挑戦してみたかったことの一つです。
元気の秘けつは毎朝のラジオ体操、スクワット50回と読書です。
以前はよく図書館へ行っていましたが今はコロナの影響で閉まって
いるので「早く図書館が開いて読書するのを楽しみにしています」

新型コロナウイルスの関係で学校給食
が休みになり、牛乳が余ってるとのこ
と。我が家では、豆乳から牛乳に切り
替えました。またテレビではもう一本
余計に買ってくださいとのことで二本ず
つ買うようにしています。
（遊佐・堀田さん）
牛乳には、便秘防止効果もあり腸内
環境も整えてくれます。また女性には
うれしい美肌には欠かせないビタミン
類も豊富に含まれているんです！料理
にも有効活用して少しずつ食品ロスに
貢献していきましょう。
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2020.06

みんな のふれあいひろば

高校卒業後、祖父がしていた農業を継ぎました。農業が好きな
ので家の農業とは別に農業関係の仕事にも就きました。年ごとの
天候に合わせた対応をするのが大変ですが、自分で作ったものを
自分で売ることが出来るということに達成感を感じています。
休日には、友人と車でドライブしたり薪ストーブを作るなど物
を作ったりして過ごしています。
「これからも好きな農業を続けていくためにケガをしない、仕事
は丁寧きっちり正確に！をポリシーに毎日頑張っていきます」

平田中央・中野俣

佐藤

由紀子さん（73）

今年も水田に水が張られ、風のない日には鳥海
山が綺麗に映っています。ウグイスの鳴く声を聞
きながらの農作業は心を癒してくれますね。
（本楯・佐藤さん）

広報の新人さん、明るい笑顔が取柄
とのこと。近くに大きな声でお話しで
きる日を待っています。頑張ってくだ
さい！
（本楯・堀さん）

最近は新型コロナウイルスの影響で心休まるこ
とも少なかったですよね。私も田んぼに映った夕
日を見て日常の大切さを痛感しました。皆さん
の毎日が充実したものになりますように。

堀さんありがとうございます。私も皆
さまにお会いできるのを楽しみにして
います。これからも広報を通して皆
さまを明るくできたらうれしいです。

外出ができないので私は主人とお昼に花の咲いているとこ
ろを歩きながら持参したおにぎりを食べて、たわいもない
会話をして帰ります。毎日でなくともたまーにおかずはいら
ないんです。おにぎりとお茶で十分。気分転換にもやって
みて！！
（八幡・堀さん）
ご主人とのお昼、素敵です！花を見ながらのお昼ご飯は心
も休まりますね。このおたよりを見て私の心も温まりました。
私も今度おにぎりを持って家族で出かけたいです。
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シシトウガラシ（シシトウ）食べ方いろいろ「甘トウガラシ」
見分け方

イラスト：小林裕美子

シシトウのプロフィル
【分類】ナス科トウガラシ属
【原産地】中南米の熱帯地方
【おいしい時期（旬）】
夏（6〜10月ころ）
【主な栄養成分】
β-カロテン、ビタミンC・E、カリウム、
解説：
ビタミンB6など
KAORU

シシトウの力

良い歯を維持したい
健康科学アドバイザー●福田千晶
6月4日は「虫歯予防デー」です。

虫歯を予防し歯の健康維持に大切なのが3〜6カ月に1

回の歯科検診と毎日の適切な「歯磨き」。

の

健 康
は「食事に含まれる酸で歯の表面が弱くなる食後に歯磨

間に口腔（こうくう）内の雑菌や前夜までに吸い込んで、

食後は虫歯の原因にもなる糖分をすぐに落とすべき」とい

寝ている間の呼吸で口の中に出てきたウイルスや細菌が

歯の周囲に付着しています。起床後すぐの歯磨きは、スッ
キリして気持ちが良く、歯の健康のためにも良いだけでは
なく、風邪など感染症の予防にもつながります。

就寝前は丁寧に歯ブラシで歯を磨き、デンタルフロス

や歯間ブラシも使用して、歯の間もきれいにします。フッ
素入り歯磨き粉を使用するなら、歯にフッ素を残すため
軽く１回うがいをする程度で十分です。

起床時と就寝前は歯を磨くとして、食後は歯科の専門

家の間でも意見はいろいろです。かつては「毎食後、１日3

回、1回に3分間以上の歯磨き」といわれていました。最近

2020.06

家 族

歯を磨く習慣は、その人や家庭によってさまざまです。

まず、朝起きてすぐの歯磨き、これは大切です。寝ている

13

保存方法

きすると歯を傷つける」という意見もありますが、やはり「
う意見もあります。歯磨きは食後30分くらいで行い、農

作業などで屋外にいて歯磨きしにくいときは、水でうがい
をして洗い流しましょう。食後すぐに、力を入れての数分

間もの歯磨きは、歯に傷を付けて虫歯の原因にもなりか
ねません。

歯ブラシは古くなると歯をきちんと磨けないばかりでな

く、歯肉を傷めます。1カ月に1回は新調することもお忘れ
なく。

高齢者や糖尿病や腎不全などの病気がある人は虫歯か

ら炎症が広がり命に関わることもあり得るので、虫歯も
侮れません。
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Information

理事会だより
第2回定例理事会が5月29日、本所で開かれ、
下記の議案が承認されました。

附議事項
1. 令和元年度決算書類部門別損益計算書
総代会参考書類等の承認
2. 令和２年４月末事業実績検討
3. 山形県農業信用基金協会への増資
4. 出資金減口
5. 「マネー・ローンダリング等への対応に
関する規則」および「反社会的勢力等
への対応に関する規則」の一部改正
6. 大口信用供与先に対する貸付
7. 高瀬農業倉庫バラ出荷設備荷受計量器更
新工事
8. ロボットパレタイザの固定資産取得

第26回通常総代会開催について
通常総代会につきましては、来る６月２０日（土）午後１時に本
所３階で開催を予定しておりますが、新型コロナウイルスの感染拡
大防止と第２波への備えを強化する観点から、その開催方法につい
て地区総代代表の皆さまと協議した結果、できるだけ出席数を縮小
し５０名以内で開催することやその出席については地区総代代表１
名の出席とすることでご理解とご了承をいただきました。
その他の総代の皆さまにおきましては「書面による議決権の行
使」にご協力をお願いして参りますので、何卒ご事情をご賢察のう
えご理解賜りますようお願い申し上げます。

「つや姫」
「雪若丸」酒田・飽海地域現地検討会
●日
●場

時
所

●内
●主

容
催

●お問合せ
広報担当になって早２カ月になります。
組合員の方とお会いしてお話しを聞くこ
と、話すことの全てが新鮮で勉強の毎日
です。先月号のあとがきを見てくださった
方からの応援メッセージを見て元気をもら
い、
これからも頑張らなくては。
と気持ちが
引き締まりました。
これからも取材に行か
せていただくのでその際はよろしくお願
いします。
（美桜）
今月号では多くの田植え写真を掲載
しています。
５月上旬の晴れた日に平田地
区でくっきりと浮かび上がる鳥海山を背
景に田植えをしているご夫婦に出会いまし
た。
とても美しい風景で、思わず声をかけ
て撮影させていただきました。農作業風
景の美しさを再確認した出来事でした。
（祥）

６月１７日(水) １０：００〜
「雪若丸」酒田市前川
１０：００現地集合
「つや姫」酒田市漆曽根 １１：００現地集合
生育状況と今後の管理を確認。自動給排水栓視察
山形おいしさ際立つ！米づくりプロジェクト庄内
地域本部、県酒田農業技術普及課、ＪＡ庄内みどり
つや姫研究会
県酒田農業技術普及課☎２２−６５２１

【お知らせ】新型コロナウイルス感染症対策関連

【5月号答え】
シヨウブユ
【当選者発表】

営農企画課・農業機械課

ヒント
！

実の中に
花を咲かせるよ

戸田・Ｋさん（酒田）
大島・Ｈさん（中平田）
堀田・Ｉさん（遊佐）
佐藤・Ｔさん（八幡）
藤井・Ｙさん（神奈川県）

正解者の中から抽選で5名様に庄内
砂丘メロン（緑肉）２玉をプレゼント！
【締切】6月22日㈪ 当日消印有効
【応募方法・あて先】
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

〒998-8510

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

女性部オリジナル お米を食べよう
！レシピ

第25回
えみ

笑味ちゃん
ⓒよい食P

酒田ひがし支部
悪魔のおにぎり（ 酒田きた支部
西荒瀬地区 ） 栗おにぎり（ 東平田地区 ）

・てんとうムシ教室（すけっとみどり・〜６月末まで休止、７月か
ら再開を予定しています。）
・わくわく農業応援祭ビッグフェア２０２０（JA 全農山形）
・第 3 回ウオーキング倶楽部（福祉課）
・白色記帳講習会（JA 庄内みどり農政対策推進協議会税対策部会）
・青色申告記帳講習会（酒田飽海農業青色申告協議会）
・上京運動（JA 青年部）

安全確認と予防対策を徹底して
農作業事故を防ぎましょう！
2020.06

①初夏にピンクや紫色の花を咲かせます
②パンダの餌になる植物
③相撲取りのリングネーム
④煮た小豆に砂糖を混ぜて作ります
⑤那須与一はこれの名手
⑧出口の反対語
⑨湖などの水を取り除いて陸地にすること
⑪ギリシャ神話の登場人物。鳥の羽根を
ろうで固めて翼を作り、空を飛びました
⑬臼でひいて粉にした茶
⑮入院した友人のお――に行った
⑯『桃太郎』でおじいさんが刈りに行った物
⑰刀の手で持つ部分

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 。
＜６月 開 催 予 定 で 中 止 が 決 定して いる催し＞

NO!事故で農作業
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①そんなの簡単さ、――前だよ
④6月ごろの長雨のこと
⑥東京と北京では１時間、東京とモス
クワなら6時間
⑦ラブレターです
⑨漢字で書くと金糸雀。美しい声で鳴
く小鳥です
⑩学級――の進行で学級会が行われた
⑫下仁田ネギや水沢うどんで知られる県
⑭――は210円、往復で420円です
⑯ホッキョクグマの別名です
⑰黒、赤玉、鹿沼といえば
⑱停留所に止まりながら客を運びます
⑲宴会によく使われる飲食店

無人ヘリコプターによる一斉防除が始まります

●期
間 ７月上旬〜９月上旬
水稲・大豆の無人ヘリコプターによる防除作業が各地区で始まり
ます。期間中はご迷惑をお掛けしないように、万全の対策を講じ、
安全作業に努めますので、宜しくお願いします。
●お問合せ
営農企画課内 ＪＡ庄内みどり無人ヘリ防除連絡協議会事務局
☎２６−５６３１

【ヨコのカギ】

【タテのカギ】

JA庄内みどり
広報クイズ係行

9. 令和元年度決算監事監査の結果報告

二重マスの文字をＡ〜Dの順に並べてできる言葉は何でしょうか？

お知らせ

材料
・お米
・揚げ玉
（天かす）
・青のり ・めんつゆ
※ネギみじん切り・七味・いりごま
お好みで

作り方
①お米に揚げ玉、青のり、めんつゆをお好みの分量で混ぜ合わせ
たらできあがり！

材料
・お米
・白ゴマ
・めんつゆ
・飾りつけ用の
海苔やニンジン
※海苔やニンジ
ンなどで飾りつ
けてもＯＫ

作り方
①お米にお好みの分量のめんつゆを混ぜて三角おにぎりを作り、下
半分に白ゴマのかけます。
②海苔やニンジンで顔を作ってあげたらかわいい栗おにぎりのでき
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。
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