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J A 庄 内 みどり

令和
3年度

参加者募集

ウオーキング倶楽部

「JA健康寿命100歳プロジェクト」
活動の一環として、健康
で元気な高齢者を増やすことを目的とし、今年度も
「ウオーキ
ング倶楽部」
の参加者を募集します。一緒に体力づくり、仲間
づくり、生きがいづくりを楽しみませんか。
※コロナ感染予防対策を講じながら、活動していきます。

令和3年度 ウオーキング倶楽部 活動内容(予定)
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4月17日

新井田川沿い桜の遊歩道 コース

5月22日

松山 眺海の森遊歩道 コース

6月26日

八幡 玉簾の滝 バラ園コース

7月24日

平田 十二滝 コース

9月25日

遊佐 三崎公園
（象潟）コース

10月23日
11月13日

●対
象
●会
費
●時
間
●参加申込

万里の松原 コース
浜田 もろみ地蔵・ミライニ コース

健康と仲間づくりのために歩きたい方ならどなたでも
1回 300円
（傷害共済・お茶代）
毎回8時30分より受付、9時開会〜11時30分ごろまで
4月15日
（木）
まで ※毎回その都度電話でも受け付けます。

※集合場所などを記載した加入申込書はJA広報みどり3月号に折り込みします。

●申し込み・問合せ 福祉課

創造的自己改革の取り組み

TEL.24-5411 FAX.24-5413
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地域農業の未来を守る
協同の精神

常務 鳥海地区では法人設立
について話題になることは
ありますか︒
佐々木 鳥海地区では法人は
設立に至っていません︒受
委託は進み始めていますが︑
一軒当りの規模が大きいの

・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︒

※フレキシブルコンテナバッグの略︒
収 穫 し た も み や 米 を 約１ト ン の
パックに入れて出荷する︒

指していきます︒これから
もよろしくお願いします︒

小規模・中規模農家への
補助充実を
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※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︒
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フレコン出荷のきっかけ

栽培すると作業所や保管場
所もその分多く必要になり
ます︒年齢や体力を考え︑
どうしたら楽に作業できる
のか考えた結果︑品種を絞
りフレコン出荷することに
落ち着きました︒
組合長 酒田地区で佐々木さ
んはいち早くフレコン出荷
に名乗りを挙げましたね︒
どんなきっかけがあったの
ですか︒
佐々木 当時︑ ㎏の米袋を
１４００〜１５００袋積ん
でいたのですが︑体力的に
きつくなってきていました︒
そんなとき︑遊佐町の友人
から開発米についてはすで
にフレコン出荷していると
聞き︑何とか取り組めない
ものかとＪＡに相談したこ
とが始まりでした︒
常務 周囲の反応はどうでし
たか︒
佐々木 支店の職員からは難
しいのではないかと言われ
ましたが︑本所の米穀課と
相談し︑試験的に遊佐へ出
荷することになりました︒
計量も必要なく︑夕方に空
になったフレコンを取りに
行くだけになり︑生まれ変
わったような気持ちになっ
たことを覚えています︒そ
れからずっとフレコン出荷
です︒自分に合った方法を
見つけたので︑収量も安定
しています︒
常務 平成 年まで設備に助
成してフレコン出荷を推進
し︑今では管内の半分はフ
レコン出荷になっています︒
佐々木さんは先駆けですね︒

組合長 千俵の会の行事も︑
コロナ禍の今ままならない
状況ですね︒
佐々木 毎年行ってきた研修
会や講演会も今年度は見
送っています︒会員との交
流もできないまま新年にな
りました︒以前︑千俵の会
の研修で酒造会社に行き︑
加工用米について評価を聞
く機会がありました︒品質
の良い清酒ができる︑安心
して製造できると高い評価
を受け︑自信につながりま
した︒
常務 直接評価を聞けるとい
うのはうれしいですね︒生
産者の皆さんの努力の結果
です︒
組合長 今年こそは収束して
活動できることを願うばか
りです︒佐々木さんの栽培
品種は﹁はえぬき﹂で全量
フレコン出荷でしたね︒
佐々木 はい︒品種を分けて

・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︒

鳥海・今泉

実感しています︒これから
農家が生き残るためには農
家とＪＡがお互いに支え合
い高め合うことが大切だと
考えています︒例えば︑肥
料の集約銘柄や農薬の大型
規格など︑農家とＪＡが力
を合わせれば可能性が広が
ることがあると思います︒
組合長 大変心強いです︒協
同の精神ですね︒組合員の
皆さんに頼られるＪＡ︑皆
さんと一緒に歩むＪＡを目

※

したために受託して大規模
になっているのが現状だか
らです︒
組合長 農地を守っている小
規模・中規模農家の営農意
欲をどう持続するのかが重
要になりますね︒面積の大
小で農家をひとくくりにせ
ず︑さまざまな規模の農家
に対する補助を国や県に働
きかけ続けていきます︒
佐々木 ぜひお願いします︒
鳥海地区でも担い手不足は

組合長
が聴く！

作業日程が確立されている
こともあり難しいようです︒
担い手問題はのしかかって
きますから︑将来のことを
考えると今後何らかの対策
は必要になってくるとは思
うのですが⁝︒鳥海地区は︑
家族農業を経営形態にする
農家が多いので︑小規模・
中規模農家に対する補助が
欲しいところです︒近年︑
規模が拡大している農家は︑
小規模・中規模農家が離農

佐々木昇 さん
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で︑離農する人が出ると受
ける側にはかなりの負担が
かかります︒農機︑作業場︑
育苗ハウスなど︑設備を整
えるだけでも大変です︒
常務 農機の共同化はどうで
すか︒
佐々木 作業の日程調整がう
まくいかないなど︑なかな
か進まない状況です︒カン
トリーエレベーターがない
ので︑自己完結している人
がほとんどで︑それぞれの

昭和23年生まれ。経営面
積839ａ。水稲794.2ａ
（全量
はえぬき、フレコン出荷）、大
豆11ａ、長ねぎ15ａ、モロヘイ
ヤ13ａなど。平成23年、酒田
地区で初めてフレコン出荷に
取り組 む。鳥 海 地 区ＪＡ総
代、ＪＡ庄内みどり千俵の会
（米をおおむね１千俵出荷す
る生産者の会）会長。
JA自己改革

組合長が聴く！
表紙説明
ニュース&トピックス
特集 創造的自己改革の取り組み状況
園芸生産拡大への道／ピックアップ
アイテムズ
青年部通信／きらりかがやけ！女性部
くらしと福祉／みどりサービス通信
みんなのふれあいひろば／読者から
のおたより
ベジタブルライフ／家族の健康
クロスワードパズル ／お米を食べよ
う！レシピ
インフォメーション／理事会だより
令和３年度ウオーキング倶楽部
02
03
04
06
09
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場の声を
現
取材日／1月12日
撮影地／酒田市鳥海地区 佐々木昇さんの作業施設前

１月１４日、小倉隆司さん、しげ子さん夫妻が酒田市東
泉町にある作業ハウスで出荷用の啓翁桜の調製作業を
行っていました。小倉さん夫妻は平成１９年に啓翁桜に取
ほ
り組み、新堀と黒森の約６０ａの圃場で栽培を行っています。
圃場では虫や病気の被害を防ぐため、消毒することを
常に心掛けているそうです。そして収穫した桜を出荷日
に合わせて調製し夜間２０℃、日中１５℃に保たれた促成
室で保管・出荷されます。日中は桜が温かくなり過ぎない
ように遮光するなどさまざまな工夫が施されていました。
小倉さん夫妻は「きれいだねと言われるとやりがいを
感じる、良いものを消費者に届けられるようこれからも
頑張っていきたい」、
「出荷直前にきれいなつぼみを見る
と苦労が報われる」と栽培へのやりがいを語っていました。
管内では今年、出荷する条件を満たした生産者１８人
が栽培に取り組んでいます。出荷は２０万本を見込んで
おり輸出を含め、関東市場を中
心に昨年１２月から始まり、４月初
旬まで続く見込みです。
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冬に花を咲かせる「啓翁桜」
の季節がやってきました！
今月の
表紙
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髙橋良彰さんが大高根農場記

年には同町を市町村単位で

交流を通じて平成８年からいち

いては︑遊佐町とハンガリーの

立しました︒パプリカ栽培につ

干し芋加工を行う複合経営を確

多様な園芸品目の生産に加えて

エダマメ︑サツマイモなど多種

ほかパプリカ︑アスパラガス︑

分かち合っていきたい﹂と受賞

で︑沢山の人と農業の楽しさを

自分の思いを実践し伝えること

ながりが宝物だと感謝している︒

人に助けてもらった︒人とのつ

んできた︒その度にたくさんの

しめることにわがままに取り組

自分が面白いと感じること︑楽

１ 月 ７日に 発 生 し た 暴 風 と９
日 現 在 ︑農 業 施 設 関 係の

認 し ま した ︒川 村 さんは 園 芸ハウ
棟 がビニール破 損 し ︑収 穫 間 近の

日の大 雪により ︑当 ＪＡ管 内では スと 格 納 用ハウス６ 棟 が 倒 壊 ︑８
１月
被 害は５９１件にのぼっていま す ︒ 作 物 が 被 害 を 受 け ︑
﹁ 暴 風 でビ
棟 ︑牛 舎・堆
し た ︒中 の 作 物 を 守 るこ とで 精

内 訳 は 水 稲 育 苗・園 芸ハウス５５ ニールが 破 損 し ︑次に大 雪で 倒 壊
６棟 ︑格 納 用ハウス
肥 舎・肥 育 用ハウス 棟︑作 業 場な いっぱい︒これほど大 きな被 害は初
棟 ︑被 覆 被 害
前 を 向 かな け れば ﹂とハウスを 前

年 前 に 就 農 し た 長 男のために も

ど９棟 ︒そのう ち 全 壊は１１１棟︑ めてでショックを 受 けているが︑
４
半 壊が９棟 ︑損 壊
が４４３ 棟 と 甚 大 な 被 害 が 発 生
当 J Aは１月９日に暴 風・豪 雪
を 復 旧 しても 次の作 物 を 栽 培 す

同 地 区の菅 原 功 理 事 は﹁ハウス

に語っていました︒

対 策 本 部 を 設 置 し ︑関 係 機 関 と
るまでハードルは高い︒２月 中 旬か

しました︒

連 携 して 再 生 産 支 援 ︑必 要 な 資
らは特 産の庄 内 砂 丘メロンの播 種

している 浜 中 地 区 に あ る 川 村 賢

グループ 山 形 が 特 に 被 害 が 集 中
望しました︒

をつな ぐ ための支 援 が 必 要 ﹂と要

必 要になる ︒次 期 作 付 けへの希 望

用のハウスと 作 付 け す るハウスが

材の確 保などを 続 けていま す ︒
日には 県 農 林 水 産 部 と ＪＡ

治 さんの圃 場で 被 害の状 況 を 確

当ＪＡ酒田園芸センター青年部﹁ベジ
ビズユース﹂が栽培する黒キャベツ
ａ

﹁カーボロネロ﹂の出荷が最盛期を迎え
ています︒今年は９人が所属し︑約
で栽培しています︒
カーボロネロはイタリア原産で青汁の
原料として知られる﹁ケール﹂の仲間︒
寒さに強く︑冬の栽培に適しているので
水稲と両立しやすく農閑期のハウス活用
にも有効︒カリウム︑カルシウム︑ビタ
ミンＣや食物繊維が豊富で︑くせがなく
さまざまな料理に合います︒
委員長の斎藤尚人さんは﹁面積拡大を
目指しているので︑多くの人にぜひ取り
組んでほしい﹂と話していました︒
※﹁ベジビズユース﹂では一緒に楽しく園芸に取
り組む仲間を募集しています︒男女・年齢は問いま
せん︒お問合せは酒田園芸センター北部選果 場
☎ ︲２７３８まで

4

2021.02

ともに普及拡大に尽力され︑平
成
日本一の生産者数を誇る産地に
導きました︒
同町の農業委員会会長を務め
た際には︑遊休農地解消のため
サツマイモ栽培に取り組み︑特

早く栽培に取り組みました︒安
の喜びを語りました︒

28

産の芋焼酎﹁耕作くん﹂として
商品化し︑特産品として定着さ
せたほか︑農業委員退任後も地
域の遊休農地発生防止に努めま
した︒県立農林大学校の学生の
体験学習を毎年受け入れている
こと︑新規就農希望者の年間研
修の受け入れなど︑担い手の育

念山形県農業賞を受賞しました︒ 成確保にも貢献︒髙橋さんのこ
れまでの農業と活動が高く評価
髙橋さんは﹁ハンガリーとの

この賞は県農業の振興発展に尽

れる農業者を表彰するものです︒
交流や新しいことに挑戦するこ

されました︒

髙橋さんは高校卒業後の昭和
とは楽しく︑やりがいを感じる︒

くした功績が顕著で︑模範とさ

年から農業に従事し︑水稲の

定的な生産技術の確立を図ると

促成うるいの出荷本番を前にＪＡ庄内
日︑遊佐園芸センターで目ぞろえ会

みどり遊佐畑作部会鳥海山菜専門部は１
月
人が参加︒サンプルで葉

を開き︑生産者や県酒田農業技術普及課︑
ＪＡ担当者ら
の色や規格ごとの大きさ︑今後の栽培管
理について全員で確認しました︒
１月７日から出荷先の関東・関西方面
で緊急事態宣言が発出した影響で価格は
厳しい状況です︒同専門の荒木崇専門部
長は︑﹁コロナに負けず高品質なウルイ
を出荷しよう︒みんなが笑える春が来る
人で栽培︒出荷面

まで一緒に頑張ろう﹂と呼び掛けました︒
管内全体では今年
トンの出荷を見込んでいます︒

11

▲表彰状を手に笑顔の髙橋さん㊥と当ＪＡ田村久義組合長㊧、菅原寛志専務㊨

積約６７０ａで栽培し︑５月上旬までに

約

JA庄内みどり農政対策推進協議会は
援しようと︑合格祈願米として管内産特
別栽培米﹁つや姫﹂を酒田市と遊佐町の
８校の３年生に贈呈しました︒
ご利益を高めようとお守りをイメージ
したオリジナルパッケージも作成︒１月
きとう

日に学問の神様の菅原道真をまつる鶴

日に酒田市教

徒たちの合格を祈願しました︒
田村久義組合長は１月

日には遊佐中学校を訪れ︑
﹁お米を食べて健康になって受験とコロ

育委員会︑

13 13

おいしく健康に イタリア野菜カーボロネロ出荷最盛期

▲９日には対策本部を設置しました
▲圃場を巡回し生育を確認する部員たち

28

22
▲サンプルを手に規格を説明する荒木専門部長㊧

▲倒壊したハウスを見詰める川村さん

28

25

13

岡天満宮の宮司によるご祈祷を行い︑生

20

25

対策本部設置し対応続ける

高校受験を控える管内の中学３年生を応

お米を食べて受験とコロナに勝とう！ 合格祈願米を中学３年生に贈呈
ナに勝ってほしい﹂と激励しました︒

▲3年生生徒代表の佐藤陽花さんに手渡しました

45
29
20

暴風・豪雪被害甚大

心を込めて
ご祈祷した
約１０００袋
（１袋３００ｇ）
を贈呈しました
▼

25
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髙橋良彰さん（遊佐町漆曽根）が山形県農業賞受賞
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促成うるい目ぞろえ会

コロナ禍に負けず高品質なうるいを

JAグループがめざす姿
❶ 持 続 可 能 な 農 業 の 実 現

消費者の信頼にこたえ、安全で安心な国産農畜産物を持続的・安定的に供給できる地
域農業を支え、農業者の所得増大を支える姿

❷ 豊かでくらしやすい地域社会の実現

総合事業を通じて地域の生活インフラ機能の一翼を担い、協同の力で豊かでくらしやす
い地域社会の実現に貢献している姿

❸ 協 同 組 合 とし て の 役 割 発 揮

次世代とともに、
「食と農を基軸として地域に根ざした協同組合」
として、共存している姿

創造的自己改革

特集

担い手支援・労働力不足対策 持続可能な地域農業の発展
７つのモデル法人で検討を重ねる

平田中央CE

管内７つの営農課ごとに選定したモデル法人で、
プール計算方
式への移行に向けた検討を重ねました。法人内で受け手のいな
い農地を共同で管理する取組みが始まり、
今後、
法人全体でのプ
ール計算方式へのステップとなることが期待されます。

酒田市楢橋に完成し、令和
２年９月１５日から稼働していま
す。
ヤンマーグリーンシステムの
常温定湿乾燥システム
（ＤＡＧ）
４基を備え、荷受計量に当ＪＡ
初のトラックスケール方式を採
用。
コスト低減による農家の所
得向上と地域農業の新たな拠点として期待されています。

無料職業紹介事業
労働力不足対策として令和3年度実施に向けた準備を進めて
います。現在、
国（厚生労働省）
に事業の許可申請中であり、
許可
証の交付が4月〜5月になる見込みとなっています。

新規就農者等に対する支援事業の検討
新規就農者の農業経営の早期確立と発展を目指すとともに、
農業生産法人への雇用就農を推進することを目的として、令和
３年度からＪＡ独自支援の実施に向けて準備を進めています。

農業経営事業

第26回通常総代会にお
いて、農業経営事業の実施
を決議しました。農業経営に
よる栽培実証を行い、
生産者
の栽培技術の向上と産地化
の実現が事業目的の一つで
す。今年度初めて栽培実証
圃で収穫したシャインマスカット約500㎏を出荷しました。

マイナス金利の影響で経営が厳しくなる中、経済事業の強化
など今後の経営に向けて事業検討委員会を設立。10回検討を
行い、答申をまとめたものを理事会に提出しました。今後、理事会
で決議していく予定です。

7

2021.02

件数

棟数

面積（a）

15
19
4
5
43

29年度
30年度
元年度
２年度
合計
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大容量規格「メガ得」
「デカ得」や肥料銘柄集約の
提案と予約購入により、2,588万円のコストを削減する
ことができました。農家直送規格は１ha当たり６，
７3９円
低コスト化となりました。

肥料

計2,357

低コスト化の実現額（万円）■30年

100

大容量規格や銘柄集約で 2,588万円削減

トン

計2,453

計2,278

※園芸ハウスの面積

生産コスト低減

人数

事業面積
（a）

3,000

3 計61

54
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マスカット
パプリカ
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24

アスパラガス

3年

暮らしの活動の主役でもある女性の声をＪＡの事業や活動に反
映させていくために、女性参画を推進しています。令和３年３月下
旬の総代選挙に当り、
現在総代定数５５５人のうち女性総代は１３
人ですが、
１０％の５６人の選出を目指しています。

栽培〜出荷ま
でを個 人 で行う
個選と、長ねぎの
苗作り、定植、土
寄せ、防除、収穫
作業をＪＡに委託
する、施設共選。
令和３年度施設共選は３０人が取り組み、
２２５万本（５㎏
ケースで５万ケース）
２５０トンの出荷を目指します。
１０ａ当
たりの目標収量は２万本です。

園芸生産拡大支援事業 4年で園芸ハウス76棟

令和２年秋〜令和６年秋の５カ
年で当ＪＡ独自に土づくり支援対
策を開始しています。酸性化土壌
の改善を目的に、
ケイ酸質入り肥
料４銘柄を支援対象資材として
選定。１０ａ当たりの散布基準量
（㎏）
に基づき、
主食用うるち米のＪＡ出荷数量に応じて１俵
（６０㎏）
当たり２００円を土づくり対策費として支払います。

女性総代１０％以上を目標に推進

長ねぎ生産拡大推進事業

園芸生産拡大事業

令和２年７月１日、酒田流通園
芸センターが旧東平田支店へ移
転。最新のアスパラガス自動選別
機や予冷庫を備え、花きや青果
物の荷受け・集出荷場として稼働
しています。

経営基盤の強化
事業検討委員会

農 業 者の所得 増大

酒田東部選果場

土づくり支援

の取り組み

JAは「農業者の所得増大」、
「農業生産の拡大」の実践と「地域の活
性化」への貢献目標に、新たに「経営基盤の強化」を加えた４つの基本目
標を掲げ、創造的自己改革の実践に取り組んでいます。今年で４年目とな
る令和２年度の実績を中心に紹介します。

農 業 生 産の拡 大

JA自己改革

予約購入（人数）
1,361
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JAグループがめざす姿
❶ 持 続 可 能 な 農 業 の 実 現

消費者の信頼にこたえ、安全で安心な国産農畜産物を持続的・安定的に供給できる地
域農業を支え、農業者の所得増大を支える姿

❷ 豊かでくらしやすい地域社会の実現

総合事業を通じて地域の生活インフラ機能の一翼を担い、協同の力で豊かでくらしやす
い地域社会の実現に貢献している姿

❸ 協 同 組 合 とし て の 役 割 発 揮

次世代とともに、
「食と農を基軸として地域に根ざした協同組合」
として、共存している姿

創造的自己改革

特集

担い手支援・労働力不足対策 持続可能な地域農業の発展
７つのモデル法人で検討を重ねる

平田中央CE

管内７つの営農課ごとに選定したモデル法人で、
プール計算方
式への移行に向けた検討を重ねました。法人内で受け手のいな
い農地を共同で管理する取組みが始まり、
今後、
法人全体でのプ
ール計算方式へのステップとなることが期待されます。

酒田市楢橋に完成し、令和
２年９月１５日から稼働していま
す。
ヤンマーグリーンシステムの
常温定湿乾燥システム
（ＤＡＧ）
４基を備え、荷受計量に当ＪＡ
初のトラックスケール方式を採
用。
コスト低減による農家の所
得向上と地域農業の新たな拠点として期待されています。

無料職業紹介事業
労働力不足対策として令和3年度実施に向けた準備を進めて
います。現在、
国（厚生労働省）
に事業の許可申請中であり、
許可
証の交付が4月〜5月になる見込みとなっています。

新規就農者等に対する支援事業の検討
新規就農者の農業経営の早期確立と発展を目指すとともに、
農業生産法人への雇用就農を推進することを目的として、令和
３年度からＪＡ独自支援の実施に向けて準備を進めています。

農業経営事業

第26回通常総代会にお
いて、農業経営事業の実施
を決議しました。農業経営に
よる栽培実証を行い、
生産者
の栽培技術の向上と産地化
の実現が事業目的の一つで
す。今年度初めて栽培実証
圃で収穫したシャインマスカット約500㎏を出荷しました。

マイナス金利の影響で経営が厳しくなる中、経済事業の強化
など今後の経営に向けて事業検討委員会を設立。10回検討を
行い、答申をまとめたものを理事会に提出しました。今後、理事会
で決議していく予定です。
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大容量規格「メガ得」
「デカ得」や肥料銘柄集約の
提案と予約購入により、2,588万円のコストを削減する
ことができました。農家直送規格は１ha当たり６，
７3９円
低コスト化となりました。

肥料

計2,357
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暮らしの活動の主役でもある女性の声をＪＡの事業や活動に反
映させていくために、女性参画を推進しています。令和３年３月下
旬の総代選挙に当り、
現在総代定数５５５人のうち女性総代は１３
人ですが、
１０％の５６人の選出を目指しています。

栽培〜出荷ま
でを個 人 で行う
個選と、長ねぎの
苗作り、定植、土
寄せ、防除、収穫
作業をＪＡに委託
する、施設共選。
令和３年度施設共選は３０人が取り組み、
２２５万本（５㎏
ケースで５万ケース）
２５０トンの出荷を目指します。
１０ａ当
たりの目標収量は２万本です。

園芸生産拡大支援事業 4年で園芸ハウス76棟

令和２年秋〜令和６年秋の５カ
年で当ＪＡ独自に土づくり支援対
策を開始しています。酸性化土壌
の改善を目的に、
ケイ酸質入り肥
料４銘柄を支援対象資材として
選定。１０ａ当たりの散布基準量
（㎏）
に基づき、
主食用うるち米のＪＡ出荷数量に応じて１俵
（６０㎏）
当たり２００円を土づくり対策費として支払います。

女性総代１０％以上を目標に推進

長ねぎ生産拡大推進事業

園芸生産拡大事業

令和２年７月１日、酒田流通園
芸センターが旧東平田支店へ移
転。最新のアスパラガス自動選別
機や予冷庫を備え、花きや青果
物の荷受け・集出荷場として稼働
しています。

経営基盤の強化
事業検討委員会

農 業 者の所得 増大

酒田東部選果場

土づくり支援

の取り組み

JAは「農業者の所得増大」、
「農業生産の拡大」の実践と「地域の活
性化」への貢献目標に、新たに「経営基盤の強化」を加えた４つの基本目
標を掲げ、創造的自己改革の実践に取り組んでいます。今年で４年目とな
る令和２年度の実績を中心に紹介します。

農 業 生 産の拡 大

JA自己改革
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園芸生産拡大への道
JA自己改革

シャインマスカット
生産者募集

創造的自己改革 の取り組み

特集

昨年末に令和２年度シャインマスカットの苗木が配送となり、新たに 14 人が新植を行いました。
令和３年１月現在、
「園芸生産拡大支援事業」でシャインマスカットの栽培に取り組んでいる生産
者は 88 人、栽培されているシャインマスカットは９６５本（約２.０ha）になります。
年間の栽培要点時期には県酒田農業技術普及課の担当者を講師に迎え、新梢管理などを実際

営農販売部
園芸課

五十嵐雄二郎

地域の活 性化

に作業しながら、初心者でも分りやすいよう講習会を開催しています。
令和２年は栽培して3年目以降の生産者19人から出荷になり、
４㎏段ボールで５２１ケース、
１５０ｇドームパックで
３,９３５パックの出荷となりました。
また、収穫したシャインマスカットを冷蔵庫で貯蔵し、年末・年明けの需要期に合わせた出荷をする試験を行いま
した。鮮度は問題なく保持できていましたので、来年度はさらに貯蔵

JAまつり

量を増やして行う予定です。

検温、健康チェックなどを適切に実
施し、
ゲートボール大会（10/6）、
グラウ
ンド・ゴルフ大会（10/7）、組合員親睦
ゴルフ大会（10/22）が行われ、
みなさ
ん真剣なプレーで交流を深めました。

当ＪＡでは「農業者の所得増大」と「農業生産の拡大」を目指し、
「園
芸生産拡大支援事業」に取り組んでいます。シャインマスカットは水稲
育苗ハウスを利用して栽培することができます。この機会に水稲と園芸
の複合経営を検討してみてはいかがでしょうか。今月の広報誌に３年度
苗木の申込案内を折り込んでいます。私たちと一緒にシャインマスカッ

福祉事業

グループホーム建設

▲第26回JAまつりグラウンド・ゴルフ大会

青年部

トの栽培にチャレンジしてみませんか。
お問い合せは最寄りの園芸センターか園芸課までご連絡ください。

新型コロナウイルス感染拡大による行動の自粛により、計画されたイベントの多くが中止を余儀なくされました。
その中で、感染防止に努めながら地域との繋がりを大切に行った活動を紹介します。

▲しっかりと鮮度保持された冷蔵シャインマスカット

JA健康寿命100歳プロジェクト

横浜市・逗子市の小学校とWEB授業
食育の大切さについてWEB授業を行いました。

参加校：7校

授業数：10時限

田植え・稲刈り指導

青年部員が小学校と保育園で、
田植えと稲刈りの指導を行いました。

農家の皆さま

数量限

応援キャンペーン

定

キャンペ
3月31 ーン
日(水)ま

で

20ℓ

ボトル

ご購入の方

ラウンドアップマックスロード
)

2021.02

税
(込

9

￥39,820

▲本楯保育園児との田植え作業

◎注意事項
◯以前に配布された生産資材予約注文書のご注文もキャンペーンの対象と
なり、2Ｌのボトルがプレゼントされるので重複しないようご注意ください。
◯今回のキャンペーンの数には限りがございますので上限に達した
時点でキャンペーン終了とさせていただきますのでご了承願います。
◯キャンペーン商品の為、返品はご遠慮ください。
◯ラウンドアップマックスロードをご使用の際は、適用作物・倍率等
注意事項がラベルに記載されていますので確認をお願いいたします。
また、散布の際は周囲への飛散にはお気をつけてご使用ください。

特産品を学校給食に

食育と地域貢献活動の一環として
取り組んでいます。食品を必要として
いる一人でも多くの方々が笑顔になれ
▲食品を必要としている方へ
るようにと願いを込めて贈りました。

生命共済、建物共
済、自動車共済な
ど、
「ひと・いえ・く
るま」の総合保障

ファーマーズマーケット
農産物直売所

当JAの特産品である
庄内砂丘メロン、刈屋梨、
庄内柿を管内３つの小学
校に提供し、食農教育と
地産地消のさらなる推進
を行いました。

▲「庄内柿」を頬張り笑顔の児童

農業関連事業

共済窓口9支店
ライフアドバイザー
による、近況確認あ
んしんチェック

生活関連事業

営農指導、農畜産物
販売、生産資材購買
販売事業取扱実績
128億円

（米穀95億円、園芸18億円、
畜産14億円）

みどりの里山居館（出荷組合員数87人）

購買事業取扱実績
55億円

インショップ型産直４ヶ所

資材店舗、高齢者福祉施設、葬
祭センター、自動車・燃料・ガス・
マルノー山形など
JA-SS 4ヶ所

ご注文・お問合わせは、お近くの生産資材店舗まで

未来を考える会

ガス事業利用者

約9,600人

信用事業

貯金、農業融資、住
宅ローンなど農業や
くらしに関する金融
金融窓口9支店
ATM 23台

2021.02

JA庄内みどりの総合事業

※キャンペーン期間中は、
※キャンペーン期間中は、
最寄りのJAまでお問合せください。
最寄りのJAまでお問合せください。

健康で元気な高齢者
を増やすことを目的に、体
力づくり、仲間づくり、生き
がいづくりで、皆さん一緒
に楽しみました。

▲身も心もリフレッシュ！

女性部

共済事業

ウオーキング倶楽部

地域の皆さまどなたでもご利用できます

ご購入で、
¥6,500
(税込)
ご購入で、
¥6,500(税込)
相当の2Lボトルが
相当の2Lボトルが
付いてくる。
付いてくる。

20L

田植え：5小学校･１保育園、305人
稲刈り：5小学校･１保育園、280人

フードドライブ活動

キャンペーン期間中に20ℓボトルを
ご購入いただいた方に 2ℓボトルを
プレゼント！

JAの福祉事業を通して安全・安心に老後を暮らせる
地域社会を目指し、
農家や組合員の皆さまからの要望を
受け、
「デイサービス結い・なかひらた」敷地内にグループ
ホームを新築いたします。
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年間の栽培要点時期には県酒田農業技術普及課の担当者を講師に迎え、新梢管理などを実際
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福祉課

くらしと福祉

小学生からの手づくりプレゼント

脳 を活性化させて 認知症予防！！

「ほら！、あの・・など名前や言葉が出てこない」
「若いころのように意欲が湧かない」
など加齢にともない『能力』は衰えてきます。でも、あきらめないで！
脳に良い刺激を与えることで、衰えた脳を活性化することができます。もの忘れ
が気になったら、脳を鍛えるチャンス！脳を意識して使って、脳を活性化し認知症を
予防しましょう！！

脳

問：とんちのきいた文字です。
何と読むでしょう？
①

③

④

②

( 答 ) は 11 ぺージ下にあります。

青年部では毎年、小学５年生の社会科授業のため
に５月に東京都や神奈川県、千葉県の小学校へ教材
用の水稲苗を発送し、６月には部員が学校を訪れ、児
童が植えたバケツ稲や学校田の生育を確認しアドバイ
スする「上京運動」を行っています。今年は新型コロ
ナウイルスの影響で中止となりましたが、
ＷＥＢ授業を
開催。部員もバケツ稲に取り組み、それをモデルに画
面の向こうの児童たちと交流しました。
そんな中、横浜市立相沢小学校の５年生児童から
手づくりのリースと手紙が届きました。リースは児童た
ちが育てた稲穂で作られたもので、手紙には米づくり
への思いが書かれています。
御舩浩弥委員長は「ＷＥＢでも伝わる授業ができた
ので、今後への手応えを感じた。児童たちの思いはと
てもうれしい。今後の状況を見極め、
ＷＥＢ授業も活用
してつながりを深めていきたい」と話し、飯塚卓矢副
委員長は「ＷＥＢ授業ではドローンを使った作業風景
や圃場の様子をリアルタイムで届ける取り組みも成功さ
せることができた。新しいコミュニケーションの形とし
て今後も取り入れたい」と話していました。

支部紹介・支部長にインタビュー！！

みどりサービスの
元気な情報をお届けします

JAさがえ西村山
マルノー山形がコラボ
JAさがえ西村山ではマルノー山形製品の
梅 酢・柿 酢を使 用した期 間 限 定アイスク
リームを販売しています！「マルノーさんの
梅酢」と「マルノーさんの柿酢」として寒河
江市の道の駅チェリーランドさくらんぼ会館
で販売されミルクベースのアイスとお酢との
相性は抜群！
いずれも2月末まで
の販 売となっていま
すので 寒 河 江 市 に
行ったらぜひ食べてみ
てくださいね〜！

メンテナンスチケットで
安心・安全を！！

メンテナンスチケットを購入いただき、
車両登録いただくと

タイヤ交換 2,200円→

1,100円（18インチ以下5穴以下4本、税込）〜
オイル交換 2,750円→

1,650円（軽自動車オイル2.5L、税込）〜
メンテナンスチケットとは

新車購入時や車検後に購入いただくことで、次の車検までの
間、点検やオイル交換ができるチケットです。お車を大切に乗る
ために多くの人にご利用いただいています。軽乗用車（上写真）、
軽貨物車、小型・普通乗用車の３種類を用意しております。

酒田ひがし支部

酒田みなみ支部

支部が統合されるまでに日帰り
研修や交流会などを設け、統合し
てもスムーズな活動ができていたと
思いましたが、２年目は新型コロナ
ウイルスの関係で、支部全体での
活動ができなかったのでとても残念
です。
酒田ひがし支部長
今年はステイホーム応援として一
大井文さん
品運動に力を入れました。
来年度は、工夫して活動に取り組みたいと思います。
間もなく改選期です。これからの女性部がみんな
で協力し合い、明るく楽しいものになり、部員が増
えることを期待します。

支部の統合後、みんなで頑張っ
ていこうと進み始めたなかでの新型
コロナ禍。その影響で大人数が一
度に集まることが難しくなりました。
そのため、今は地区ごとに分かれて
三密を避けた小規模の活動となって
います。
酒田みなみ支部長
班長などの集まりが中心ですが部
加藤淳さん
員や活動のつながりが途切れない
よう共同購入には特に力を入れています。
新型コロナウイルスが落ち着いたら部員や地域の
方との交流を図り、個々の学びを高められるような
活動ができたらうれしいです。地区ごとで違いはあり
ますがそれぞれのいいところを合わせて、みんなで
活動できることを楽しみにしています。

※写真は昨年度の活動の様子です。

詳しくは最寄りのオートパル または
自動車課☎26-5610
自動車課にお問合せください
料理教室

2021.02

（答）：①箱入り娘 ②口がすべる ③サンキューベリーマッチ ④肩を並べる
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フラワーアレンジメント教室

ミニハンドタオルアート作成

寒季のガーデニング教室
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カ ラ シ ナ 辛味がアクセントの緑黄色野菜
カラシナのプロフィル
【原産地】中央アジア
【おいしい時期（旬）】12〜4月ころ

イラスト：小林裕美子

【主な栄養成分】β-カロテン、ビタミンC・K、

楽しみ方・食べ方のコツ

葉酸、カリウム、カルシウム、
アリルイソチオシアネートなど

解説：
KAORU

より良いお米を届けたい
水稲を栽培しながら浜中の青年の会で会長を務めています。２２歳
で就農し、水稲の他に家族でメロンや葉物野菜を栽培しています。
気候に左右されるので大変なことも多いですが収穫したときの喜び
は大きなやりがいです。若い農家が浜中には多く、つながりも強い
ので楽しく農業をしています。
料理するのが好きで休日はローストビーフなどの少し手の込んだも
のを作ることもあります。
これからは今の状態を維持しながらより良いお米を多くの人に届け
るよう頑張っていきます。

浜中・浜中４区

早坂

悠平さん（３３）

勉強を頑張りたい！
カラシナのチカラ

八幡・観音寺

後藤
保存方法

め かいと
い

海翔さん（小６）

小学１年生のときから水泳を習っています。クロールが得意で最近
は進級することができてうれしかったです。
学校の休み時間は友達とオセロやバドミントン、下級生と一緒に鬼
ごっこをして過ごします。家にも生後６か月の弟がいるので空いた時間
は、おもちゃをあげたり抱っこしたりして面倒を見ています。
算数と英語が苦手ですが、塾で理解するまで勉強したり先生の話を
しっかり聞いて頑張っています。春から中学生になるのでもっと勉強を
頑張りたいです！

裂き織りにはまっています

家 族

冬は深刻、夜間頻尿の悩み

夫の農業を手伝いながら家庭菜園でジャガイモ、ユキワリ、ダイ
コンなど季節のものを作っています。その中でもラッカセイをおすそ
分けすると多くの人に喜んでもらえるのでうれしいです。
最近は古くなった布を裂き、ひも状になった糸を織り上げる裂き織
りにはまっています。約２年前に展示会で興味を持ち、今ではバック
やマフラーなどを作成できるようになり、ものを作る楽しさと難しさ
を感じています。
新型コロナウイルスが収束したら夫と奈良や北海道へ旅行に行き
たいです。

健 康

寒い夜中に布団から出てトイレに行くのは避けたいこと

たときに転 倒し骨折するなどの危険があります。また、
夜間の睡眠が中断され昼間の自動車やトラクターの運転

中にも眠くなれば事故の原因です。農作業で体が疲れて

いるのに夜間の排尿のために熟睡ができず、疲れがたま
ります。疲労の蓄積は腰痛、高血圧、心臓疾患などの発

症や増悪（ぞうあく）、うつ病などのメンタル疾患の引き
金になる可能性さえあります。

夜間頻尿の原因は、夜間の尿量が多い（糖尿病や夜の

多過ぎる水分摂取など）、膀胱（ぼうこう）の容量が減少（前
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が大切です。また、昼間の農作業中などは頻回に排尿し
ないのに、夜間だけトイレに行きたくなるのは、夜の水分
摂取が多いか、飲酒が原因かもしれません。アルコール
の利尿作用で尿量が増えることもあり、夕食に塩分が多

過ぎると水分も多く取ることになり夜間頻尿の原因になり
ます。水分摂取は脳梗塞予防などで必要ですが、多過ぎ
ると夜間頻尿になります。さらに、冬は冷えによる排尿
回数の増加もあり得ます。

夜間頻尿に悩む人は、自分の健康状態を再確認するこ

とと、食事と飲酒と摂取する水分の見直し、寝間着や住

きりしないときは、泌尿器科を受診して検査を受けること

か？

をお勧めします。

2021.02

せき子さん（６９）

JA のイメージは男性のみが理事。
「女性の JA 参画」
を見て少し変わったんだなと感じました。とても良い
ことですね！
（吹浦・工藤さん）

対策としては、思い当たる病気や睡眠の障害を治すこと

立腺肥大症や過活動膀胱など）、睡眠の障害（眠りが浅

く軽い尿意でもトイレに行く）が挙げられます。原因がはっ

石垣

農業にも女性の知恵は絶対に必要だと思います。頼
もしい女性の役員たちがもっともっと増えたらうれし
いです。
「農業」は人間の礎です！（八幡・小松さん）

ですが、40 歳以上の男女約 4500 万人が、夜間に 1 回

夜間頻尿は、加齢とともに頻度が高くなり、夜間に起き

稲川・東宮田

の

健康科学アドバイザー●福田千晶

以上排尿のために起きる「夜間頻尿」の症状があります。

みんな のふれあいひろば

【分類】アブラナ科

地域の
輝く人を
ご紹介！

居の寒さ対策をもう一度、考えてみてはいかがでしょう
就寝中にトイレに起きることなく、朝までぐっすり

眠り、翌朝は疲れが取れて気持ち良く目覚めたいですね。

「家族の健康」を見て、寒い日の農
作業は十分に時間をかけて、寒さに
慣れてから行わないと大変危険だと
いうことが分かりました。気を付けて
作業したいと思います。
（本楯・佐藤さん）
やはり何をするにしても準備が必要
だということですね。準備運動をす
ることでケガの防止そして次の運動
能力のアップも期 待されるそうで
す！準備体操をしてから作業するこ
とを習慣付けていきましょう！

今回の記事がきっかけとなり、総代や理事になりた
い！と思ってもらえたらうれしいですね。女性にしか
見えないこと男性にしか見えないところがあると思い
ます。双方がいい関係性を築きながら今よりもっと
良い JA になるため一緒に頑張りましょう！

去年に比べて今年は大雪に悩
まされています。雪かきをした
のにまた翌日には追加での雪
かき…。筋肉痛です。冬って
こんなに大変なものでしたっ
け？
（酒田・後藤さん）
最近、信号機が雪で覆われて
見えず、焦ったという出来事
がありました。ちょうどその時
は交通量が少なかったので周
りを見て進むことができました
が交通量の多い道路だったら
どうなっていたか…。安全運
転に努めましょう！

コロナで自粛、自粛の毎日。家でのアルコールも自
粛させられています。
（蕨岡・佐藤さん）
いつもしていたことできたことができなくなって自粛
生活でのストレスも多いと思います。でも、そこか
ら何か新しい趣味などの発掘ができたら悪いことば
かりではないかもしれないですね！みんなで一緒に
耐えましょう！
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理事会だより
第10回定例理事会が1月26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.
2.
3.
4.
5.

令和２年１２月末事業実績検討
総代選挙の実施
出資金の減口
令和３年産米の取組み
令和３年産飼料用米の取組み
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新年号ではあとがきがなかったため
に新年のあいさつができませんでした。
改めて皆さま、
あけましておめでとうござ
います。今年の目標を一文字の漢字に
すると「挑」です。昨年は新人でしたが
今年は２年目になります。今よりもっと向
上心を持ち、挑戦する年にしたいと思い
ます。
（美桜）
新年の取材先では懸命に闘う人に
出会いました。被害を受けたビニールハ
ウスを前に、再起を誓う川村さん。合格
祈願米贈呈で遊佐中学校の代表とし
て受け取った佐藤陽花さんは「勉強と
コロナ対策に気を使って本当に大変だ
が頑張る」
と力強く話していました。
みん
なが笑 顔になれる春の訪れを心から
願っています。
（祥）

15

春季農協座談会
●日
時 3月2日（火）〜3月15日（月）
●内
容
①令和２年度重点実施事項の取り組み状況と事業見通し
②令和３年度事業方針（案）ならびに重点実施事項（案）
③総代選挙について
④各部からのお知らせ
●お問合せ 企画経理課☎２６−５５１５

2021.02

庄内営業支店の窓口を㈱農協観光山形支店と店舗統合することと
なりました。つきましては、専用電話を設置し皆さまにご満足いた
だける対応を心掛けてまいりますので、今後ともお気軽にご相談い
ただきますようお願い申し上げます。
●庄内営業所最終営業日 3月31日（水）16：00営業終了
●旅行に関するご相談・お問合せ（4月1日以降）
㈱農協観光 山形支店 山形市七日町３−１−１６
（山形県ＪＡビル１階）
☎０２３−６２２−２７５０
営業時間：平日 ８：４５〜１７：１５
（土日祝日、年末年始は除きます）

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？
②たき火の――を念入りに行った
⑥チョコレートを――にかけて溶か
した
⑧構えてシャッターを切ります
⑨ジャムやピクルスなどを詰めます
⑩この――の輪、なかなか外れない
んだ
⑪就職活動の際に書きます
⑮シャープペンシルに入れます
⑯浜辺に寄せては返すもの
⑱文庫本に布製の――を掛けた
⑳夕方になると家々の窓にともります
㉑アシカに似た海獣

催 し

①最低気温が0度を下回る日のこと
②どら焼きに挟んである物
③片仮名語でいうとリベンジ
④節分にまきます
⑤冬、雪国の家の軒にぶら下がる物
⑦――の道も一歩から
⑩牛肉はビーフ、鶏肉は――
⑫お釣りと一緒に受け取ることも
⑬多くの人が眠っています
⑭チョコレートの原料になる植物
⑰アルコールを含む調味料
⑲間違った答えに付ける印
⑳バレンタインデーに伝える人もいます

【1月号答え】
カドマツ
【当選者発表】
菅原・ｋさん（上田）
梅津・Ｓさん（本楯）
大井・Ｍさん（東平田）
佐藤・K さん（北平田）
奥山・Ｍさん（新堀）
川俣・Ｍさん（北部）
佐藤・Ｓさん（北部）
佐藤・Ｋさん（蕨岡）
阿部・Ｓさん（遊佐）
三浦・Ｋさん（蕨岡）

みどり農機センター移設
みどり農機センターは、旧酒田流通園芸センターを改装および新
築し移設することとなりました。
皆さまには大変ご迷惑お掛けしますが、今後とも変わらぬお引き
立て、ご愛顧を賜りますようお願いします。
●移設日 2月15日（月）
●新住所 酒田市蔵田字仁田47-7
（酒田ひがし支店隣り 旧酒田流通園芸センター ）
●お問合せ 農業機械課 ☎２３−１８１８
電話番号の変更はありません。

【ヨコのカギ】

【タテのカギ】

ヒント
！

雪国で
開催されるもの！

高橋・Ｓさん（吹浦）
佐藤・Ｋさん（吹浦）
工藤・Ｋさん（吹浦）
小松・Ｅさん（八幡）
後藤・Ｗさん（八幡）
高橋・Ｅさん（平田中央）
阿彦・Ｙさん（平田）
鈴木・Ｔさん（松山）
佐藤・Ｔさん（鶴岡市）
鈴木・Ｓさん（秋田県）

【締切】2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

第33回
きりたんぽ鍋

（酒田みなみ支部・酒田地区）
えみ

笑味ちゃん
ⓒよい食P

女性部オリジナル

お米を食べよう！レシピ

材料（4人分）
・ハクサイ…1/4株
・豆腐…１丁
・しらたき…１袋
・シイタケ…４個
・マイタケ…１パック
・セリ…1/2束
・ゴボウ…1/2本

JA経済事業・㈱みどりサービス合同展示会
春一番フェア2021
来場記念品や成約記念品など多数ご用意してお待ちしています。
春用農業機械、生産資材関連商品、自動車、JA特産品など。３月13日
にはみどり農機センター移設にともなうセレモニーを行います。
＜酒田会場＞
●日
時 3月13日（土）9：30〜16：00
〃 14日（日）9：00〜16：00
●場
所 みどり農機センター（旧酒田流通園芸センター）
＜遊佐会場＞
●日
時 3月11日（木）9：00〜17：00
●場
所 北部農機センター特設会場
●お問合せ 農業機械課 ☎２３−１８１８

正 解 者 の中から抽 選
で5 名様に「管内産啓
翁桜」をプレゼント！

JA庄内みどり
広報クイズ係行

㸰൨

お知らせ

株式会社農協観光庄内営業所店舗統合について
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Information

きりたんぽの材料
・ご飯…茶碗2杯
・米粉…大さじ１弱
鳥肉のつくねの材料
・鳥挽肉…300ｇ
・ネギ…1本
・塩、
コショウ…少々
・溶き卵…1個
・ショウガ汁…大さじ１

作り方
①ご飯は温かいうちに少しつぶします。
②つぶしたご飯に米粉を入れ、棒状にしてオーブンまた
はフライパンで焼いておきます。
③つくねの材料を全て混ぜてタネを作ります。
④土鍋にだし昆布を入れてだしを取り、だししょうゆと
みりんで味をととのえる。
⑤鳥つくねを入れ、ゴボウ、セリ以外の材料、豆腐の順
に入れて煮込みます。
⑥最後にきりたんぽ、セリを入れ、煮立ったら出来上が
りです！！
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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理事会だより
第10回定例理事会が1月26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.
2.
3.
4.
5.

令和２年１２月末事業実績検討
総代選挙の実施
出資金の減口
令和３年産米の取組み
令和３年産飼料用米の取組み
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新年号ではあとがきがなかったため
に新年のあいさつができませんでした。
改めて皆さま、
あけましておめでとうござ
います。今年の目標を一文字の漢字に
すると「挑」です。昨年は新人でしたが
今年は２年目になります。今よりもっと向
上心を持ち、挑戦する年にしたいと思い
ます。
（美桜）
新年の取材先では懸命に闘う人に
出会いました。被害を受けたビニールハ
ウスを前に、再起を誓う川村さん。合格
祈願米贈呈で遊佐中学校の代表とし
て受け取った佐藤陽花さんは「勉強と
コロナ対策に気を使って本当に大変だ
が頑張る」
と力強く話していました。
みん
なが笑 顔になれる春の訪れを心から
願っています。
（祥）

15

春季農協座談会
●日
時 3月2日（火）〜3月15日（月）
●内
容
①令和２年度重点実施事項の取り組み状況と事業見通し
②令和３年度事業方針（案）ならびに重点実施事項（案）
③総代選挙について
④各部からのお知らせ
●お問合せ 企画経理課☎２６−５５１５

2021.02

庄内営業支店の窓口を㈱農協観光山形支店と店舗統合することと
なりました。つきましては、専用電話を設置し皆さまにご満足いた
だける対応を心掛けてまいりますので、今後ともお気軽にご相談い
ただきますようお願い申し上げます。
●庄内営業所最終営業日 3月31日（水）16：00営業終了
●旅行に関するご相談・お問合せ（4月1日以降）
㈱農協観光 山形支店 山形市七日町３−１−１６
（山形県ＪＡビル１階）
☎０２３−６２２−２７５０
営業時間：平日 ８：４５〜１７：１５
（土日祝日、年末年始は除きます）

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？
②たき火の――を念入りに行った
⑥チョコレートを――にかけて溶か
した
⑧構えてシャッターを切ります
⑨ジャムやピクルスなどを詰めます
⑩この――の輪、なかなか外れない
んだ
⑪就職活動の際に書きます
⑮シャープペンシルに入れます
⑯浜辺に寄せては返すもの
⑱文庫本に布製の――を掛けた
⑳夕方になると家々の窓にともります
㉑アシカに似た海獣

催 し

①最低気温が0度を下回る日のこと
②どら焼きに挟んである物
③片仮名語でいうとリベンジ
④節分にまきます
⑤冬、雪国の家の軒にぶら下がる物
⑦――の道も一歩から
⑩牛肉はビーフ、鶏肉は――
⑫お釣りと一緒に受け取ることも
⑬多くの人が眠っています
⑭チョコレートの原料になる植物
⑰アルコールを含む調味料
⑲間違った答えに付ける印
⑳バレンタインデーに伝える人もいます

【1月号答え】
カドマツ
【当選者発表】
菅原・ｋさん（上田）
梅津・Ｓさん（本楯）
大井・Ｍさん（東平田）
佐藤・K さん（北平田）
奥山・Ｍさん（新堀）
川俣・Ｍさん（北部）
佐藤・Ｓさん（北部）
佐藤・Ｋさん（蕨岡）
阿部・Ｓさん（遊佐）
三浦・Ｋさん（蕨岡）

みどり農機センター移設
みどり農機センターは、旧酒田流通園芸センターを改装および新
築し移設することとなりました。
皆さまには大変ご迷惑お掛けしますが、今後とも変わらぬお引き
立て、ご愛顧を賜りますようお願いします。
●移設日 2月15日（月）
●新住所 酒田市手蔵田字仁田47-7
（酒田ひがし支店隣り 旧酒田流通園芸センター ）
●お問合せ 農業機械課 ☎２３−１８１８
電話番号の変更はありません。

【ヨコのカギ】

【タテのカギ】

ヒント
！

雪国で
開催されるもの！

高橋・Ｓさん（吹浦）
佐藤・Ｋさん（吹浦）
工藤・Ｋさん（吹浦）
小松・Ｅさん（八幡）
後藤・Ｗさん（八幡）
高橋・Ｅさん（平田中央）
阿彦・Ｙさん（平田）
鈴木・Ｔさん（松山）
佐藤・Ｔさん（鶴岡市）
鈴木・Ｓさん（秋田県）

【締切】2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
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・しらたき…１袋
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・マイタケ…１パック
・セリ…1/2束
・ゴボウ…1/2本

JA経済事業・㈱みどりサービス合同展示会
春一番フェア2021
来場記念品や成約記念品など多数ご用意してお待ちしています。
春用農業機械、生産資材関連商品、自動車、JA特産品など。３月13日
にはみどり農機センター移設にともなうセレモニーを行います。
＜酒田会場＞
●日
時 3月13日（土）9：30〜16：00
〃 14日（日）9：00〜16：00
●場
所 みどり農機センター（旧酒田流通園芸センター）
＜遊佐会場＞
●日
時 3月11日（木）9：00〜17：00
●場
所 北部農機センター特設会場
●お問合せ 農業機械課 ☎２３−１８１８

正 解 者 の中から抽 選
で5 名様に「管内産啓
翁桜」をプレゼント！

JA庄内みどり
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株式会社農協観光庄内営業所店舗統合について

᪥ᖖ⏕άࡢࡉࡲࡊࡲ࡞ᦆᐖ㈺ൾ㈐௵ࢆಖ㞀ࡋࡲࡍ㸟
┦ᡭ᪉ࡢ⿵ൾࡋ࡚ࠊࡓ࠼ࡤ
࣭⮬㌿㌴࡛ேࢣ࢞ࢆࡉࡏ࡚ࡋࡲࡗࡓ㸟
࣭⮬㌿㌴ࡀ㌿ಽࡋࠊேࡢ⮬ື㌴യࢆࡘࡅ࡚ࡋࡲࡗࡓ㸟
࣭㣫࠸≟ࡀேࢆჶࢇ࡛ࢣ࢞ࢆࡉࡏ࡚ࡋࡲࡗࡓ㸟
࣭㈙࠸≀୰࠾ᗑࡢၟရࢆ࠶ࡸࡲࡗ࡚ቯࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓ㸟
࣭ఆ᥇ࡋࡓᗞᮌࡀ㞄ᐙಽࢀ࡚ࠊᦆᐖࢆ࠼࡚ࡋࡲࡗࡓ㸟

ᨭᡶ㝈ᗘ㢠

Information

きりたんぽの材料
・ご飯…茶碗2杯
・米粉…大さじ１弱
鳥肉のつくねの材料
・鳥挽肉…300ｇ
・ネギ…1本
・塩、
コショウ…少々
・溶き卵…1個
・ショウガ汁…大さじ１

作り方
①ご飯は温かいうちに少しつぶします。
②つぶしたご飯に米粉を入れ、棒状にしてオーブンまた
はフライパンで焼いておきます。
③つくねの材料を全て混ぜてタネを作ります。
④土鍋にだし昆布を入れてだしを取り、だししょうゆと
みりんで味をととのえる。
⑤鳥つくねを入れ、ゴボウ、セリ以外の材料、豆腐の順
に入れて煮込みます。
⑥最後にきりたんぽ、セリを入れ、煮立ったら出来上が
りです！！
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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地 域 と J A を 結 ぶ 広 報 誌

JA健康寿命100歳プロジェクト

2021
No.322

2

J A 庄 内 みどり

令和
3年度

参加者募集

ウオーキング倶楽部

「JA健康寿命100歳プロジェクト」
活動の一環として、健康
で元気な高齢者を増やすことを目的とし、今年度も
「ウオーキ
ング倶楽部」
の参加者を募集します。一緒に体力づくり、仲間
づくり、生きがいづくりを楽しみませんか。
※コロナ感染予防対策を講じながら、活動していきます。

令和3年度 ウオーキング倶楽部 活動内容(予定)

❶
❷
❸
❹
❺
❻
❼

4月17日

新井田川沿い桜の遊歩道 コース

5月22日

松山 眺海の森遊歩道 コース

6月26日

八幡 玉簾の滝 バラ園コース

7月24日

平田 十二滝 コース

9月25日

遊佐 三崎公園
（象潟）コース

10月23日
11月13日

●対
象
●会
費
●時
間
●参加申込

万里の松原 コース
浜田 もろみ地蔵・ミライニ コース

健康と仲間づくりのために歩きたい方ならどなたでも
1回 300円
（傷害共済・お茶代）
毎回8時30分より受付、9時開会〜11時30分ごろまで
4月15日
（木）
まで ※毎回その都度電話でも受け付けます。

※集合場所などを記載した加入申込書はJA広報みどり3月号に折り込みします。

●申し込み・問合せ 福祉課

創造的自己改革の取り組み

TEL.24-5411 FAX.24-5413
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