地 域 と J A を 結 ぶ 広 報 誌

2022
No.340

産地直売所・インショップ紹介

8

２０２2 年 8 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

当JAの花きで主要品目のひとつ「トルコギキョウ」が
お盆前に出荷のピークを迎えています。

７月15日、新堀地区の佐藤芳美さんは出荷前の調

製作業を行っていました。佐藤さんは約15年前からト
ルコギキョウを栽培しており、きっかけは誤送信で届い

た「苗注文のFAX」だったそうです。現在はお嫁さんと

ました。品種ごとで栽培のしやすさや適している環境

厳しい環境で農業に向き合い
景観を守る若手農業者

昭和56年生まれ。耕作面
積約15ha。栽培作物は はえ
ぬき約11.1ha、つや姫0.9ha、
飼 料 用 米（ ふ く ひ び き ）
2.4ha、ソバ（でわかおり）1ha
を栽培。認定農業者松山代
表会長を務め松山無人ヘリ
オペも担っている。

ていきたいです︒農家はＪ
Ａを頼りにしているので今
後ともよろしくお願いし
ます︒
組合長 こちらこそよろしく
お願いします︒ありがとう
ございました︒
・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︒

・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︒

※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

11

12

13

14

15
16

集落農業の現状と米価下落

荘司 光善さん

下がりましたしね︒所得的
光善 分かりました︒話を聞
には何百万という違いが生
くと︑修理に時間がかかる
まれています︒先行きが心
から︑メーカーさんにお願
配です︒
いしてる人も結構いるよう
組合長 国になんとかしても
です⁝︒利用したくても利
らいたいということで今︑
用しにくい状況にあるため︑
一生懸命働き掛けています︒
今後の体制について考えて
光善 お茶碗一杯分に換算す
いただきたいです︒
ると米価がどれだけ安いの
組合長 今︑平田の方でも職
か農家からしたら痛いほど
員を出向かせたり︵駐在
分かるのですが︑消費者の
地︶と試行錯誤を繰り返し︑
方はそういった現状を知ら
何が一番皆さまにとって良
ないと思います︒その辺も
い体制になるのか検討して
ＪＡからアピールしていた
います︒
だきたいです︒
光善 おそらく集約したこと
組合長 分かりました︒
で弊害等が出てくると思い
ますので︑臨機応変に考え
農機センター集約による影響
ていただくようお願いし
ます︒
光善 農機センターが自宅か
組合長 出向く体制を続けて
ら遠いのが悩みの一つで
いきますので︑よろしくお
す⁝︒
願いします︒
組合長 ご不便をお掛けして
申し訳ありません︒現在︑
営農指導員について
農機センターを集約して︑
出向く体制をとっています︒ 光善 営農指導員からも新し
出向く車︵整備カー︶には
い技術を取り入れた指導を
部品も工具も全て載せてい
お願いしたいです︒田んぼ
るため︑ちょっとした修理
に入ってもらって﹁ここは
には対処できます︒いつで
こうしたほうがいいよ﹂と
もご利用ください︒
いう具体的な指導をしても
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で採れたお米を真空米にしました
今年も学校給食に「アンデス」お届
け！／きらりかがやけ！女性部
ゆめづつみ年金受け取り／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
フルーツパラダイス／手軽に健康 手
指体操
クロスワードパズル ／シェフ永井の
おすすめ
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月いっぱいまで出荷が行われる予定です。

取材日／6月30日
撮影地／荘司さん宅の農機具格納庫にて

て１輪の花とつぼみ」が条件なのだと教えていただき

組合長 就農したのは何歳の
時ですか？
光善
歳から農業に従事し
ていますが︑本格的に農業
を始めたのは 歳ごろです︒
父がもともと兼業農家だっ
たので手伝ってもらいなが
ら農業をしています︒
組合長 今の経営面積として
は約
とありますが︑
﹁つや姫﹂が少なめの面積
配分ですね︒
光善 この集落は冷たい偏西
風︵ダシ風︶が強く吹くの
で︑安定した収量が見込め
ないんです︒出穂時期に風
をもろに食らうともう駄目
ですね⁝︒
組合長 そういった問題があ
るのですね︒昨年の収量は
どうでしたか？
光善 登熟が悪く︑６俵弱し
か取れなかったです︒今は
作付面積が１ だけなので
他の作物で持ちこたえるこ
とができている状況です︒
ですのでつや姫の面積拡大
は考えていません︒米価も

出荷規格を確認しました。管内では今年、7月上旬〜10

組合長
が聴く！

ンクに色づいた「モンロー」を調製し、
「１本の枝に対し

15
ha

７月11日にはトルコギキョウの目ぞろえ会も行い、

場の声を
現

４品種のトルコギキョウを栽培しており、当日は淡くピ

ればそういった情報まで詳
壊れている箇所が画面上で
しく書いていただけるとあ
分かれば︑見に行かずとも
りがたいです︒
部品を送るなどといった
組合長 貴重なご意見あり
対応がスムーズにできます
がとうございます︒皆さん
よね︒
にできるだけ多くの情報を
光善 口で説明しても細かい
提供し︑分かりやすい紙面
ことは伝わらないし︑見て
となるよう改善いたします︒
もらわないと安心できない
光善 携帯でぱっと写真
ので︒
撮って状況報告ができたら
組合長 いろいろ参考になる
いいなと思っています︒営
ご意見ばかりです︒
農指導もそうですが農機も
光善 農業をしていて︑地域
そのような体制にしていた
の方々から助けていただき
だけると大変助かります
本当に感謝しています︒こ
組合長 機械の写真送って
れからも地域の土地を守っ

つだと話していました。

ひろよし

光善 分かりました︒話すこ
らい身近な関係を築くこと
とによってお互いに勉強に
ができたらと思います︒
なることって結構あります
組合長 毎年︑内外問わず研
から︒
修の機会を与え︑育成に力
組合長 建設的なご意見あり
を入れていますので期待に
がとうございます︒
応えられるよう頑張ります︒
光善 経験を積んでプロ
職員との連絡の取り方
フェッショナルな職員を育
光善 グリーンプロジェクト
てていただきたいです︒
ですが︑病気の原因と解決
組合長 実務経験をしないと
方法は書かれていても症状
分からないこともたくさん
が書いていないんです︒ど
ありますので︑長い目で見
うしても分からない時は職
て農家の皆さまにも育てて
員に聞くんですが︑聞く前
いただきたいと思ってい
に自分で調べるので︑でき
ます︒

私のトルコギキョウ
栽培へのこだわり

松山・荒興野
種は例年とは違うものを栽培する」のがこだわりの１

荘司光善さん

紙
今月の表

が異なるらしく、
「品種ごとの特徴を掴むため毎年１品
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日︑
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１台を見つけてほしい︒これからも︑展

機・自動車を見て触れてニーズにあった

経済部の髙橋正志部長は﹁最新の農

を行いました︒
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活用品などを来場者に説明し︑秋作業に
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７人の方々が会場に訪れました︒

青年部は６月

日から

日にかけて教

材用の苗を発送した首都圏の小学校 校
とＷＥＢでつながり︑米づくりについて
の授業を行いました︒授業では青年部員
が先生となり︑カントリーエレベーター
︵ＣＥ︶や農機具を紹介したり︑庄内の
田んぼの状況を見せながら今後の管理に

ついて説明しました︒
児童からは﹁どうして県ごとに栽培し

ている品種が違うの？﹂﹁米づくりのポ

イントはなに？﹂などたくさんの質問が

飛び交い︑大成功に終わりました︒
青年部では首都圏の小学５年生から農

業の魅力や食の大切さを知ってもらおう

と社会科の授業で使用する﹁はえぬき﹂

の苗を毎年発送しています︒

日︑

▲▶
WEBで首都圏の児童に
米づくりの授業を行いま
した

庄内みどり和牛改良組合は7月

回全国和牛能力共進会山形

天童市の県中央家畜市場で5年に1度開
催される第

県最終予選会に若雌の部2・3区に4人
の生産者が若雌牛を出品しました︒予選
会では︑姿・体形の良さなど優秀な子牛
をつくる能力などが審査されました︒
審査の結果︑全国大会への出場は逃し
ましたが︑当JA管内の和牛の品質の良
さを示すことができました︒同和牛改良
組合組合長の佐藤允英さんは﹁次回は︑
庄内から初出品を目指して勝ちに行こ
う！﹂と意気込みを話しました︒
なお︑１区若雄の部では︑同改良組合

本楯地区の農事組合法人﹁ビーン
ズ本楯﹂は﹁第 回全国豆類経営改
善共励会﹂の﹁大豆 集団の部﹂で
全国農業協同組合中央会会長賞を受
賞しました︒当ＪＡでは 日に︑そ
の功績をたたえるため︑ＪＡ本所で
表彰状授与式を開催︒田村久義組合
長が同法人の飯塚将人代表に賞状と
記念品を手渡しました︒飯塚代表は
受賞を喜ぶとともに﹁次代の後継者
のため︑高みを目指し法人を大きく
したい︒今後は圃場の集約を進め作
業効率を向上させたい﹂と決意を語
りました︒
同法人は︑大豆生産において約
年前に﹁里のほほえみ﹂を導入︒飼
料用米との輪作体系に取り組み︑土
づくりと排水対策の徹底などで高品
質・多収化を実現させました︒
50

19

日︑ＪＡ本所で開かれ︑令和3年度

早急な対応を求めていく﹂と話しました︒

後の需要や価格︑消費の動向を踏まえ︑

なければいけない︒米情勢については今

じめ国民運動の継続・強化を進めていか

田村会長は﹁国消国産・地産地消をは

要請に引き続き力を入れていきます︒

県選出国会議員や県行政との意見交換︑

安定調達への対応に取り組むとともに︑

交付金の見直し︑生産資材の価格高騰や

した水田農業対策や水田活用の直接支払

れました︒４年度は米価回復を最優先と

および委員の選任など全４議案が承認さ

活動報告や令和４年度の活動計画︑役員

月

当ＪＡ農政対策推進協議会の総会が６

同共励会は︑ＪＡ全中とＪＡ新聞連の主催で
１９７２年から毎年開き︑豆作の経営改善面か
ら︑先進的で他の範となる経営体や生産集団を
表彰しています︒

10
▲全４議案を承認しました

30

の髙橋重政さんの牛から作られた﹁幸彦

27

15

星﹂が全国大会に出場が決まりました︒

▲若雌の部第3区で審査を受ける土田大造さんの牛

ビーンズ本楯 全国豆類経営改善共励会「大豆 集団の部」
全国農業協同組合中央会長賞を受賞
農政対策推進協議会総会

農政運動を強力に展開

12

13
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ＷＥＢで首都圏の児童に米づくりの授業
全国和牛能力共進会山形県最終予選会に出品 庄内みどり和牛改良組合
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▲講師役の若手指導員の指導技術をチェックをする中堅指導員

23
▲新機種の説明をする農機職員
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JA庄内みどり

三 川 店

産地直売所・インショップ紹介

酒田南店

当ＪＡが運営する産地直売所とインショップをご紹介します。
「農産物直売所 みどりの里 山居館」
をはじめ、
イオン

酒田南店やイオン三川店など管内の商業施設やスーパー5店舗にインショップを展開しています。生産者の皆さ

んは、品質の良い農産物の販売努力を惜しみなく注いでいます。旬の野菜をどうぞ手に取ってみてください。

代表

若い人が多く訪れる人気のインショッ
プです。皆さんに満足してもらえるよう
豊富な品ぞろえを心掛けています。
生産者一同がんばって、おいしい旬の
野菜をお届けします。

渋谷政信

ペットフード

佐藤清一
日用雑貨

刺身・寿司・弁当・
焼き鳥・揚げ物

グリナリー

〒998-0828
山形県酒田市あきほ町
120-1
☎0234-21-1400
営業時間：7:00−22:00

農 産 物 直 売所

漬物

野菜

コージーコーナー

グリナリー

果物
カット
フルーツ

果物

みどりの里
お米専門店

8/11 (木) -12 (金)

青果・産直
inshop

銀座コージー
コーナー

マルノー山形のお店
大豆から生まれた

マルのん

マメのん

サンドラッグ
酒田曙町店

山 居 館
こめ蔵

山形県酒田市山居町1-3-1
☎0234-26-6222
今月11日・12日の盆花フェアの後もさ
営業時間：
まざまな品種の枝豆フェアなど、毎週
[3月〜10月] 9:00 -18:00
農産品フェアを開催予定です。新鮮野
菜やお米など豊富に取り揃えています。 [11月〜2月] 9:00 -17:30
定休日：無休(1月1日〜1月3日のみ休み)
ご来店をお待ちしております。

9:00start

組合長

盆花店頭販売フェア
午前屋外販売

マルのんのお友達
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定休日：無休(1月1日〜1月3日のみ休み)
ご来店をお待ちしております。
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盆花店頭販売フェア
午前屋外販売

マルのんのお友達

直売所&
自動販売機

青果・産直
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惣菜

〒997-1316
山形県東田川郡三川町
猪子和田庫128-1
☎0235-68-1600
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生産者一同一生懸命出品しているので、
ぜひお買い求めください。
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お米専門店
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皆さん買いに来てください。
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営農掲示板
幼穂形成期以降の
本田管理について
佐藤史音

今 年は田 植えの時 期の違いによる 生 ︵フェーン︶が予想される場合は発生前
育 差 が見られます︒また︑６ 月 上 旬の に潅 水を 始め︑稲 体を 保 護し 終 息 後に
低温︑少照︑強風により生育が停滞し は通常の水管理に戻しましょう︒
ましたが７月 上 旬の高 温︑少 雨︑強 風 また︑豪 雨で冠 水した 場 合は︑速やか
により出穂期が早まる傾向となりまし に排 水し︑排 水 後は 新しい水に交 換し
た︒今 後は 生 育ステージに合わせた 水 つつ 間 断 潅 水 で 根 の 活 力 を 維 持 し ま
管理が重要となってきます︒
しょう︒

松山営農課

︻出穂期〜穂揃期の水管理︼
︻落水時期︼
出穂期は︑稲が最も水分を必要とす
出 穂 日 後 を 目 安 と し てく だ さい︒
る 時 期となります︒湛 水 状 態の管 理を 早期落水は登熟不足による品質低下の
徹底しましょう︒
要因の１つです︒

連作障害を防ぐには
駿

岡部

園芸作物を育てていて︑収量が昨年 圃場を休ませて自然の力で生態系のバ
よ り 減った り︑茎 や 葉の 元 気 が な く︑ ランスを取り戻させることも連作障害
しおれたり枯れたりする様子が見られ の緩和につながります︒
る時は︑連作障害の可能性があります︒ ３．接ぎ木を活用する
病害虫への耐性や収量を上げる目的
○連作障害とは
として︑接ぎ木を活用することも手段
連 作 と は︑同 じ 圃 場に 同 じ 野 菜 や︑ のひとつです︒
同じ科に属する野菜などを続けて作付 ４．コンパニオンプランツを利用する
けすることです︒連作を行うことで土
コンパニオンプランツと は︑近 くで
壌中の病原菌や害虫の発生が増えやす 栽 培することで互いに良い影響を 与え
くなります︒これらの影 響により︑野 合う植物の組み合わせのことを指しま
菜の生育不良や品質・収量の低下が起 す︒ミニトマト バジルや︑ナス科 野
こることを連作障害といいます︒
菜 マリーゴールドなど︑組み合わせ
はさまざまですが害虫忌避や病害予防
の効 果 が 期 待されます︒一方で同じ 科
の混植や︑根の張り方が似ている野菜
同士の混植は︑生育が悪くなる場合も
あるので︑注意が必要です︒

帰省の方 へのお土産に
庄 内 の 美 味し い お 米 をどうぞ

ＪＡ庄内みどり お米専門店 こめ蔵

︻登熟期︼
２潅２落を基本とした間断潅水を行
い稲体及び根の活力を維持しましょう︒
特に 出 穂 後 日 間の 高 温によ る 胴 割
粒︑白 未 熟 粒の発 生 が懸 念されますの
で︑冷たい水との入れ 替えによる 地 温
低下に努めましょう︒

酒田園芸センター

０１２０ ２４ ９８６９
FAX ０２３４ ２６ ６７３６

連作障害は︑一度出ると土壌が良好
な状態に戻るまでとても時間がかかり
ます︒ですので︑栽培の計画を立てて︑
日 ご ろの 土の 手 入 れ を こ ま めに 行い︑
予 防 効 果 を 高 めるこ とに 努 めましょ
う︒

お問合せは、

30

︻病害虫防除について︼
今 年 は﹁斑 点 米 カメムシ﹂の 発 生 が
多い状 況です︒出 穂 期は病 害 虫の被 害
を受けやすい時期となります︒﹁いもち
病﹂や﹁斑 点 米 カメムシ類﹂の 発 生 は
品質低下︑減収に繋がります︒８月中
の 草 刈 り は﹁斑 点 米 カメムシ類﹂の 圃
場 内への 侵 入を 助 長し ま すので控える
ようにしましょう︒

コンパクトなので保管場所にも困りません

○主な予防と対策
１．輪作を行う
輪作とは︑同じ圃場に異なる科や品
目の野菜を定期的に循環させて栽培す
ることです︒土壌中の栄養や微生物の
偏りを防ぎ︑障害を発生しにくくでき
ます︒
２．栽培前後の土づくり
輪作と併せて︑土壌中の栄養や微生
物のバランスを 整えるために石 灰や有
機 物の 投 入 は 有 効 な 手 段です︒ま た︑

精米したての美味しさが未開封なら常温で約６ヵ月持続します

︻高温対策︼
今 年はラニーニャ現 象 が 秋 まで続く
予 報も 出ており︑気 温 が高くなる 予 想
となっており ます︒台 風 接 近 時の強 風

いいトコど り

2,500円（税込）
１ｋｇ×５本
専用化粧箱入り

ゆきのはな 1,250円

8

2022.08
2022.08
9

１ｋｇ×５本
専用化粧箱入り

3,000円（税込）

雪若丸

つや姫

（税込）

米のかおり 1,250円
お米の麺

☎0234-33-1071
JA庄内みどり 生活特産課

5袋入／箱

JA庄内みどり産そば使用

5袋入／箱

JA庄内みどり産はえぬき使用
お買い求め・お問い合わせは

（税込）

20

園芸
だより

ＪＡ庄 内みどり管 内で
採れたお 米を真 空 米にしました

営農の
しおり
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まで
JAのATM出金手数料が終日無料！
提携のコンビニATMも平日（8：45〜18：00）まで無料！

JA所定の予約手続き
をされたお客さま

お肌に優しいカシミヤ
ＢＯＸティッシュを
プレゼント！
！
お誕生日には、
涼感タイプ不織布マスク
をプレゼント!!

JAで年金
新規手続きを
されたお客さま

もれなく
素敵な商品を
プレゼント！
！

JAで年金お受取り中のお客さま

お誕生日には、ふんわりやわらか
今治製フェイスタオルをプレゼント!!
数量 偶数月の年金受給日に
限定で ご来店のお客さまへ

希望者に

東北有名旅館・
ホテルの

ちょっと嬉しいプレゼント！

ご宿泊サービス券プレゼント!!

給食
校
学
今 年も

に

当JAは７月１２日に酒田市立松山小学校に特産メロン「アンデ
ス」１７玉、約１３０食分を提供しました。
佐藤清隆理事と生活特産課の職員６人が全教室でメロンの花
の色や生産量をクイズ形式で授業を行い、食べごろを迎えたメロ
ンを食べて理解を深めました。児童は「説明を受けてから食べるメ
ロンはいつもよりおいしかった」とにっこり笑顔を見せ、皮の近くま
で食べ尽くす児童もいました。
ＪＡでは、地産地消と児童への地元農産物に対する食育活動の
一環で、旬の農産物を小学校に提供する取り組みを毎年行ってお
り、メロン給食は今回で５回目。秋には、特産の庄内柿と刈屋梨を
対象校に提供する予定です。

」
ス
デ
「アン ！
お届け

当JAで受給されている方から新規で受給する方をご紹介いただくとそれぞれの方に素敵なプレゼント！

●コンビニATMは、セブン銀行、ローソン銀行、
イーネットATM（ファミリーマートなどのコンビニ
に設置されています）
になります。●1月2日、1月
3日のご利用手数料は日曜祝日と同じです。12月
31日のご利用手数料はお取引JAにご確認くださ
い。詳しくはお近くのJAまたは、
ご利用ATMの掲
示等でご確認ください。
2022年4月1日現在

■酒田中央支店… ☎26-5580 ■酒田きた支店 ☎28-8600 ■酒田ひがし支店 ☎43-1600
■酒田みなみ支店 ☎24-7511 ■遊佐支店…… ☎72-3232 ■八幡支店……… ☎64-3131
■平田中央支店… ☎52-2255 ■松山支店…… ☎62-2211

自動車課よりお知らせ

佐藤駿祐さん（オートパル酒田）
一級小型自動車整備士
資格を取得

オートパル酒田に勤務する佐藤駿祐さんが国家資格の一
級小型自動車整備士の資格を取得しました。佐藤さんは「整
備技術のレベルアップを目的に資格の取得を志した。今後は
技 術の進化についていけるよう日々学びながら日常業務に
生かしていきたい」と話しました。
でも、
いる整備士の中
全国で従事して
は
の
る
い
して
同資格を取得
いとのことです！
6%ほどしかいな

一級小型自動車整備士

小型自動車とは、総重量8トン以下、最大積載量2トン未
満、乗車定員11人以下の普通自動車と四輪、三輪の小型自
動車、四輪、三輪の軽自動車、小型特殊自動車。誰もが乗る
乗用車の整備のスペシャリスト。
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2022.08

みどりサービスの
元気な情報をお届けします

スタッドレスタイヤ
9月1日値上げ決定！
早期予約受付中
最寄りの
オートパルに
ご相談ください

親子園芸教室、笑顔の開催
JA庄内みどり女性部は7月2日、酒田みなみ営
農課資材倉庫を会場に親子園芸教室を開きま
した。当初の事業計画では親子料理教室を開
催する予定でしたが、新型コロナウイルス感染
者数が高止まりしている中、感染拡大防止の観
点から親子園芸教室に変更したものです。
当日は10組の家族、総勢28人が参加し、ミニ
トマト「トマトベリー」の苗木を培養土と有機活
力成分が配合された袋に直接植える袋栽培を
体験しました。
園芸指導を担当した園芸指導歴35年の佐
藤暢経済部次長の丁寧な定植手順や栽培方
法の説明に、参加者一同が真剣に耳を傾けて
いました。
約1ヵ月前に定植されて1ｍほどに成長し、花
と実を付け始めたサンプルのトマトベリーと、
植え終えたばかりの苗木を見くらべて、低学年
の児童は「早く食べたーい」と、かわいい感想
を話していました。
「成長を観察するのが楽しみ」と参加した皆
さんが笑顔の親子園芸教室でした。

▲挨拶する佐藤ゆりJA女性部副部長

▲丁寧な説明が好評の佐藤暢経済部次長

▲「夏休みには収穫できるかな？」

▲「じょうずに植えました‼」

▲楽しく学び、笑顔で記念撮影
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ブ ドウ

地域の
輝く人を
ご紹介！

ポリフェノールの宝庫

感謝の言葉を励みに

選び方

イラスト：小林裕美子

ブドウのプロフィール
【分類】ブドウ科ブドウ属
【原産地】中近東
【おいしい時期（旬）】
6〜10月ころ（夏秋）
【主な栄養成分】カリウム、ブドウ糖、
果糖、アントシアニン、
解説：
KAORU
リスベラトロールなど

平田中央・石橋

堀

真理子さん（39）

夢は映画監督！

楽しみ方・食べ方のコツ
保存方法
鳥海・千代田

斎藤

はると

遼人さん（小３）

ぼくの夢は人気マンガやアニメを実写化する映画監督になることで
す。トランスフォーマーのようなストーリーを考えたり想像したりする
のが楽しいです。いつかぼくの作品をみんなに観てもらいたいです。
友だちと一緒に水泳を小学校２年生から続けています。テストに合
格して上の級に上がったときはガッツポーズして喜びました。
学校の休み時間には友だちとカマキリ探しが楽しいです。でも今
はちょっと暑いのでやめてます。
ぼくの好きな言葉は感謝するときの「ありがとう！」です。

杉沢比山、観に来ての！

手足じゃんけんで脳トレと健康チェック その1
健康生活研究所所長●堤

喜久雄

じゃんけんは、手指遊び、手指体操の原点です。手
だけでなく、足でもグーチョキパーを表現することで
集中力アップ! 楽しみながら全身運動にもなります。
まず手指と足指で別々にグーチョキパーを出す練
習をしましょう。手指のグーチョキパーは慣れ親しん
だ動きですが、繰り返すことで指の関節の動きの確認
にもなり、
また、動きが滑らかになります。
足指は図（1）〜（3）
を参照してください。手指の動
きとは異なるので案外難しいかもしれません。
また、体
を支える土 台になる足の指 が自由に動けるかの
チェックにもなります。ゆっくりでよいのでしっかり曲
げ伸ばしできるように練習しましょう。
最終的には手と足で1人じゃんけんができることを
目指します。脳トレだけでなく、足裏の筋力アップ&ス
トレッチや、血行促進、足の冷え性の改善、むくみ解
消、外反母趾（ぼし）
の改善にも役立ちます。
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手軽に健康
手指体操

杉沢比山公演での衣装の着付けをお手伝いしています。国の重要
無形民俗文化財に指定される前からだから、もう５０年にもなります。
和裁が好きで衣装の破れや動きやすいようにと直したりもしてきまし
た。例年であれば８月６日、１５日、２０日の公演ですがコロナ禍の
影響で今年は１５日だけ公演します。是非観に来てくださいの。
冬うぢ家の中にいて足が弱ってしまったけれど、手と頭はまだ丈夫
なので畑仕事を楽しんでいます。野菜を近所に分けてあげて喜ばれ
るのがうれしいですね、健康の秘訣です。

足 指 でグー チョキパ ー を出す

毎号各地の組織の紹介があり凄いと思い
ます。1人ではできないことも協同の力では
できる。まさに協同 組合の根本そのもの
です。
（本楯・堀さん）

基本の動き

仕事に誇りを持って取り組んでいる姿は輝
いて見えます。皆さんいい顔してますよね。

（1）椅子に座り、両足をそろえて指の （2）チョキは、親指だけを上に
関節をしっかり曲げます。手の握り 立て他の指はそろえて地面に着
こぶしのような見た目がグーです。
けた状態です。
（3）パーは、両足の幅を開けて5
本の指先を広げます。指と指が
等間隔に開くように意識します。

布団の
中では

ポイント

「グー、
チョキ、
パー」
と声に出し
ながら行うとやりやすいです。

メロンの季節になりましたね。
あま〜い庄内のメロン大好き
です！食べたいなぁ〜‼
よーく追熟させて、食べる少し
前に冷蔵庫で冷やしておいしく
食べたいです。
（砂越・阿部さん）

地元でも田植え体験で子どもたちが農業を学ん
でますが、都会の子どもたちも同じように学ぶこ
とができること、35回も続いていることがすごい
と思いました。
（関・佐藤さん）
JA青年部では東京や神奈川の小学校18校も訪
問して稲の栽培指導をしているんですね。各校と
も立派に育つといいですね。（本楯・佐藤さん）

お便りを読むだけで、阿部さん
の庄内砂丘メロンへの愛おし
いほどの想いが伝わりました。
素晴らしい‼私も食べたーい！

35回にもおよぶ交流の歴史は確かな信頼関係
を築いていました。都会の子どもたちの米作り
授業での目の輝きや、米の品種などへの好奇心
には驚かされました。

みんな のふれあいひろば

看護師をしています。
この職業を選んだ理由ですか…、なんだろう。
でも患者さんから
「元気になったよ」
「 ありがとう」
とお話をいただいた
ときは嬉しくて一緒に喜び合います。そんなときにやりがいを感じま
す。患者さんのお話をよく聞いて安心してもらうことに気を配ってい
ます。不安を感じたら気軽に医療機関を利用してほしいと思います。
仕事柄なかなか時間は取れないのですが旅行に行きたいですね。
国内には魅力的なところがいっぱいありますが、特に北海道をゆっくり
と旅するなんて、理想です。

遊佐・杉沢

伊藤

萩さん（89）

今年は赤しそが豊富でシソジュースを
作りました！ 夏バテ 解 消にピッタ
リ。とってもおいしいです。
（直世・三ツ橋さん）
毎日暑い日が続いていて、夜眠れなく
て……。
（大町・戸田さん）
疲労回復など多くの効果が期待できる
赤しそジュース。抗酸化作用により新
型コロナ感染予防にも期待できるよう
ですね。
戸田さん、寝苦しい夜の私のおすすめ
は「赤しそハイボール」です！
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2022.08 12

理事会だより
第４回定例理事会が７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. 令和４年６月末事業実績検討
2. 令和３事業年度業務及び財産の状況に関
する説明書類（ディスクロージャー誌）
の縦覧にかかる対応
3. 令和４年度延滞案件の処理方針
4. 令和２年産米の本精算
5. 理事に対する賃貸借取引
6. 令和５年用集約銘柄肥料の取扱い
7. 令和４年度 精米センタ−８ｔトラック
の固定資産取得

お得です！

子版が
日本農業新聞電
紙版
電子版

2,623円（税込）
2,623円（税込）

新価格

2,403円（税込）

値下げ開始月

令和4年8月分の電子版購読料から
適用します。

お知らせ

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？

秋季農協座談会
●開催期間
●テ ー マ

9月1日(木)〜14日(水)
①米穀情勢・令和4年産米穀の取り扱い
②園芸生産拡大事業について
③各部からのお知らせ
④みどりサービスからのお知らせ

お盆休業
JA各農機センターと各資材店舗、㈱みどりサービスの自動車（オー
トパル）、ガスセンター、燃料配送センター、マルノー山形は下記の期
間をお盆休業とさせていただきます。ご不便をおかけしますが、何卒ご
了承ください。

①東海道新幹線の愛称の一つ
③天気予報で使う単位はヘクトパスカル
⑥食事の――にしっかりと手を洗った
⑦ゾウガメのように水の少ない所でも
暮らせる亀
⑧綿あめの芯棒に使うことも
⑩お化け屋敷で――満点の演出を楽
しんだ
⑭胸びれを広げて滑空します
⑯東北三大夏祭りの一つ、秋田――
祭り
⑱固体と液体を分ける方法の一つ
⑲マンションの賃貸情報に載っています
⑳「姿勢が悪いよ」と言われやすい体勢

施設名

8月11日（木） 8月12日（金） 8月13日（土） 8月14日（日）8月15日（月）8月16日（火）
営業
中央資材店舗
営業
浜中資材店舗 （AM）
休業
遊佐資材店舗
営業
営業
営業 営 業
遊佐園芸資材Ｃ （AM）
休業
休業
他 4 資材店舗
中央配送センタ−
各農機センター
（株）みどりサービス

自動車・ガス・燃料配送センター・マルノー山形

休業

休業
営業

休業

電子版への切り替え、
新規購読を希望する方は
生活特産課

アブラゼミ
【当選者発表】

T E L：0234-33-1071
FAX：0234-34-2324
にご連絡ください。

皆さんは、当ＪＡのＳＮＳをご存知で
すか？当ＪＡではＴｗｉ
ｔ
ｔ
ｅ
ｒとＦａｃｅｂｏｏｋを
活用し、花きや営農、催しのお知らせ
などさまざまな情報を随時流しています。
広報で紹介しきれなかった出来事も紹
介しているのでちょっとしたスキマ時間に
見に来てください！
（美桜）

ペンネーム
（6文字以内）での 【e-mail応募アドレス】
応募ができるように kouhou@ja.midorinet.or.jp
なりました！
フルネームでの氏名記入は
必須になります。

i s̀
Chef Naegndaed
r e co m m e
recip

シェフ永井のおすすめ

〒998-8510

①答え
②今月号で良かっ
た記事
③ご意見・ご要望
④「読者からのおた
より」へひと言
⑤住所、
氏名、年齢
電話番号

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

新 ナスの 酢 の 物
● 材料（4人分）
ナス…8本

ゴーヤー…1/2本

ミニトマト…8個
おろしショウガ…大さじ1
三杯酢…適宜
（酢3:薄口しょうゆ1:砂糖1:だし汁2）
だし汁…適宜

菜種油…適宜

塩…適宜

● 作り方
（1）ゴーヤーは薄切りにし、塩で軽くもみサッとゆがいておく。ミニトマトは湯むきしておく。
（2）ナスは上下を切り落とし縦に包丁で5、6本切り込みを入れ、180度に熱した菜種油でク
ルクル回しながら揚げ、冷水に落とし手早く皮をむく（翡翠〈ひすい〉なすにする）。
（3）
（2）のナスを、だし汁に浸し一晩置く。三杯酢は鍋で一煮立ちさせ冷ましておく。
（4）
（3）のナスを器に盛り付け、ゴーヤー、ミニトマト、おろしショウガをあしらい、三杯酢
をかけ出来上がり。

︵ながい・ともかず︶

2022.08

【締切】8月23日㈫当日消印有効
【応募方法・あて先】

永井 智一

15

令和5年度職員募集

正 解者の中から抽選で
5名様に「お米のバウム」
をプレゼント！

茨城県笠間市にある
﹁天晴︵旧キッチン晴人︶
﹂
オーナーシェフ

コロナ感染が止まらない、物価上昇も
止まらない。食料自給率もエネルギー自
給率も低いうえ自衛と我慢を強いるこの
国は、どこに向かうのだろう。身土不二、
旬の野菜・果物がすぐ傍の産地直売
所で手に取ることができることは、ありが
たくうれしい。
（小島）

ヒント
！
♪エライヤッチャ、
エライヤッチャ、
ヨイヨイヨイヨイ♪

M・T さん（平田中央）
Y ・S さん（松山）
K ・O さん（中平田）
S ・ S さん（酒田）
H・A さん（長野県）

休業

●主な職務内容（J A 事業全般）
JA 事業全般（総合職）営農販売、購買、信用、共済事業など
●応募資格
（１）令和 5 年 3 月大学・短期大学を卒業見込みの方か、既に大学・短期
大学を卒業した昭和 58 年 4 月 2 日以降に生まれた方（満３9 歳まで）
（２）令和 5 年 3 月高校・専修学校を卒業見込みの方か、既に高校・専修
学校を卒業した昭和 63 年 4 月 2 日以降に生まれた方（満３4 歳まで）
（３）自宅より通勤可能な方。
●採用予定人数 10 人程度
（大卒・短大卒・専修学校卒 5 名程度、高卒 5 名程度）
●試験内容
1 次試験：総合適性検査（能力検査、性格検査）・小論文
2 次試験：面接（1 次試験の合格者）
●応募期間および試験日程 応募資格⑴⑵共通
令和 4 年 7 月 1 日（金）〜 9 月 8 日（木）締切日当 JA 必着
1 次試験日は 9 月 16 日（金）
●試験会場 庄内 J A ビル
●応募書類
下記問合せ先へご連絡または当JAのホームページ
（採用情報）
からも確
認できます。
●事業所説明会
日時：8 月 23 日（火）16：00〜（WEB 専用）
参加申込みは事前に人事教育課までご連絡ください。
●お問合せ 人事教育課☎２６−５５６１

①夏に咲く黄色い花
②行きは良い良い――は怖い
③レタスやゴボウは――科の植物です
④すし屋の符丁でお茶のこと
⑤能あるタカは隠してる？
⑦北海道の北部にある島。昆布やウニが
名産品です
⑨停留所に止まります
⑪漢字などの横に小さな文字で振ります
⑫海からそよそよと――が吹いてきた
⑬英国の通貨単位です
⑮魚の下ごしらえをするときに取ることも
あります
⑯草を刈るときに使います
⑰翼を持っています

【7月号答え】

※8月以前の電子版読者も含まれます。

この機会に皆さん、
日本農業新聞を購読しませんか？

【ヨコのカギ】

【タテのカギ】

JA庄内みどり
広報クイズ係行

1IDあたり
220円値下げ
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