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JA庄内みどり
ブランド米
変わらぬおいしさをお届けします。

令和 4 年産

新米
キャンペーン
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デビュー4年目。粒立ちしっかりおいしい
新食感。つや姫に凛々しい弟君の誕生です。
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3,380円

適度な粘り・粒切れ・弾力を持ち飽きのこ
ない、山形生まれのお米、しっかり食感が
好みの方へ。
ご注文の際は10kg袋か５kg袋かご指定下
さい。

ひとめぼれ

5㎏

1,800円

コシヒカリと比べ少しあっさりとし、粒が
大きい割合に柔らかく食べ易く料理の守備
範囲が広い。

ササニシキ
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栽培が難しく新品種に栽培が移行し、現在
では作付け全体の１％に。
和食の繊細な味付けにも合うお米です。
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分以下に抑えて作られたお米。より安全で
美味しさを目指して作られたお米です。

はえぬき

特別栽培米

ひとめぼれ

消費税インボイス制度について

価格（税込）

お申込み
お問合せ

JA庄内みどり

お米専門店

こめ蔵

今年もいよいよおいしい「庄内米」をお届
けできる時期になりました。秀峰鳥海山の
麓に広がる広大な庄内平野。その肥沃な土
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JA庄内みどりのブランド米を特別価格で
全国へお届けします。この機会にぜひご利
用ください。
キャンペーン期間

4年12月30日発送分まで
全国 10kg~20kg
発送 一律

600円

※沖縄は除きます。

フリーダイヤル 0120−24−9869

☎0234−26−6732／FAX0234−26−6736
山形県酒田市山居町１丁目3-1
（山居倉庫隣）
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お問合せメール

初！
！シャインマスカット
の収穫・調製研修

当ＪＡでは、入組から7年未満の職員を対象とした

農作業実践研修を毎年行っています。今年は新たに、
大宮のシャインマスカット実証圃で「シャインマス
カット」の収穫・調製作業を体験しました。

し、収穫から重量の計量、選別、
ドーム型パック詰めま
でを行いました。10月からは、長ねぎの選別、米倉庫

地域循環型農業の実現に
取り組む畜産農家
経営戦略について

佐藤 それと︑ ︑３年前か
ら自給粗飼料１００％の形
態で肉牛主体の経営をして
います︒最終的には穀物の
自給粗飼料１００％も目指
していて︑２︑３年前から
本格的に取り組み始めまし
た︒現在は ％が穀物の粗
飼料に切り替わっており︑
先月の出荷では最高ランク
のＡ５に格付けされました︒
将来的には︑ＷＣＳとは別
に︑ＳＧＳ︵ソフトグレイ
ンサイレージ︶や子実トウ
モロコシなどの生産拠点を
確保し︑肥料として堆肥も
循環しながら地域で取り組
みたいと思っています︒
組合長 農業情勢も厳しいも
のになっている今︑綾さん
は時代の流れに合わせて新
しいことに挑戦していて頼
もしいです！
佐藤 従来のままであれば畜
産業そのものが成り立ちま
せんからね︵笑︶今まで
作ってきた当たり前を作り
直すときなのではと思って
います︒
組合長 農業大国と呼ばれる
ヨーロッパ諸国のような国
消国産︒そして国からの農
業に対する強い支援が必要
ですね︒
佐藤 市場原理からの脱却が
最終手段にはなってしまい
ますよね︒
組合長 米も野菜もそうです
が︑価格の値上げが必要な
ことを消費者の皆さんにも
理解してもらう必要がある
と思います︒我々も国や消
費者に対して︑日本のもの
は安全安心なのだと声を大
にして訴え続けます︒
佐藤 可能な限り我々も生産
性をあげて原価を抑える努
力をしていかなければなり
ませんが︑日本はルールが
厳しいんですよね︒今後︑
その点についても国から検
討していただきたいところ
です︒
組合長 意識改革というかそ
この部分に訴えかけるしか
ないと考えています︒ただ
経費を下げて品質の良いも
のを生産できるかどうか︒
佐藤 やり方によってはブラ
ンドに傷がついてしまう可
能性があるので悩ましい問
題です︒

佐藤 はい︒できる範囲で頑
張って地域循環型農業を実
現させたいです︒あとはど
ういう人と出会って仕事し
ていくかという巡り合わせ
もあると思うのでそれを見
ながらになると思います︒
組合長 ＪＡも皆さんの意見
を取り入れながら持続可能
な農業ができるよう一緒に
頑張りますのでよろしくお
願いします︒
・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︒

15
16

組合長 いつ畜産業を継ごう
と思ったのですか？
佐藤 農業大学校在学中に就
農を決意しました︒
組合長 綾さんの就農当初の
規模はどのくらいだったの
ですか？
佐藤 当初は繁殖で 頭くら
いしかいなかったので設備
投資して︑今の経営まで引
き上げてきたというところ
です︒
組合長 ＷＣＳなども全て綾
さんが管理しているのです
か？
佐藤 いいえ︑近隣農家さん
に播種から収穫前まで管理
してもらい︑収穫はこちら
のコントラクター組織で担
うという作業形態です︒転
作カウント︑交付金は全部
近隣農家さんにいきます︒
あと農地に堆肥を全部還元
して地力低下を抑えられる
ようにしています︒ですか
ら堆肥が余ることはありま
せん︒
組合長 耕畜連携ができてい
るんですね︒

りょう
※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︒

14

将来の展望

昭和62年生まれ。繁殖牛５
５頭 、肥 育 牛３頭 、牧 草１３
ha、ＷＣＳ
（稲発酵粗飼料）
１５
haを管理。庄内みどり和牛改
良組合副会長、高瀬地区生
産組合長会副会長、東山中
間組合会長、遊佐肉用部会
会長、遊佐町畜産三部会会
長などの役職を務めている。

13

故が起こることも考えられ
るので︑畜産に関しては専
属かなと︒
組合長 そうですよね︒餌
やりなどであればなんとか
なりますが︑機械作業も多
少はありますしね︒
佐藤 なのでそうしたこと
に︑柔軟に対応できる人材
がいると大変助かります︒
組合長 分かりました︒今
後どういう農業をやるべき
か組合員の皆さんと意思疎
通を図らなければいけませ
んね︒
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・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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組合長 現在︑繁殖牛 頭︑
肥育牛３頭を飼養していま
すが︑将来の経営について
考えていることはありますか？
佐藤 今のところですが︑試
験的にやってる肥育牛の拡
大︒そして︑一貫経営にし
て肥育を増やすかの２択で
すね︒
組合長 肥育にするとなると
餌に配合飼料が必要になり
ます︒今︑配合飼料の価格
が高騰しているのでその辺
も考慮が必要ですね︒
55

組合長が聴く！
表紙説明
ニュース＆トピックス
特集 消費税インボイス制度について
営農のしおり/園芸だより
いいトコどり/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
共済部からのお知らせ
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
インフォメーション/理事会だより
新米キャンベーン
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遊佐・当山
取材日／9月８日
撮影地／佐藤さんの牛舎にて

７月にはメロンの選果
作業も体験しました！

での研修も行います。

たわわに実った
シャインマスカット♡
丁寧にパック詰め
計量し規格ごとに選別

組合長
が聴く！
平田中央支店金融課の三ツ澤美雨さんが研修に参加

12

4
3

場の声を
現

９月14日には、松山支店金融課の櫻井優衣さんと

組合長 なるほど︒事前に降
麦・WCSの生産について
水量が多いことが予測され
ている場合は︑実で取らな
佐藤 この地域での麦の生産
ければいいので営農計画申
についてどう考えています
請時に判断できますね︒
か？
佐藤 そうすればＷＣＳが春
組合長 刈り取り時期の不安
と秋に分散できます︒
定な天候が問題ですね︒梅
雨をどうやって乗り切るか︒ 組合長 検討が必要ですね︒
貴重なご意見ありがとうご
佐藤 WCSの場合は︑秋に
ざいます︒
播種を行なうんですが︑そ
れを実で取るのか︑粗飼料
人材不足対策
として取ってしまうのか︑
佐藤 JAで無料職業紹介事
を状況に応じて判断すれば
業を行っていますが︑未経
ある程度面積があっても作
験者では危険な仕事が多く
期分散できるのではと思い
あります︒最悪の場合︑事
まして︒

確認作業も怠りません！
収穫
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あります︒最悪の場合︑事
まして︒

確認作業も怠りません！
収穫
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佐藤 綾さん

紙
今月の表

JA全農山形は9月

日︑山居倉庫で

令和4年山形県産新米出荷式を行いまし

た︒当JA田村久義組合長をはじめ県内

JAグループや行政︑関係機関などから
人が出席しました︒

山居倉庫は︑令和3年3月に国史跡に

指定され︑令和5年度に市が取得する計

画で今年が最後の新米出荷式となります︒
式では︑農作業の安全と豊穣を祈願す

る神事を行った後︑関係者9人がテープ
トンを載せた

カットを行い︑山伏の吹くほら貝に見送

られ︑はえぬきの新米計

トラック2台が消費地へ出発しました︒
田村組合長は︑﹁厳しい販売環境の中︑

つや姫︑雪若丸︑はえぬきを山形県産米

の3本柱として︑さらなるブランド確立

を図り︑県産米全体の販売拡大へ繋げる

日︑北平田倉庫で令和

よう取り組む﹂とあいさつしました︒

当ＪＡは９月
４年産﹁雪若丸﹂﹁はえぬき﹂の初検査
を行いました︒ＪＡの農産物検査員が水
分︑整粒歩合︑形質などから等級を測定
し︑全量１等米となりました︒
米穀課の奥山司課長は﹁日照不足によ
る品質低下も心配されたが幸先のよいス
タートが切れてほっとしている︒既に取
引先との交渉が始まっているが︑本年産
についても引き続き安定供給を求められ
ている︒生産者手取りを最優先に交渉を
進めているので︑１俵でも多くの出荷を
ヵ所で﹁はえぬ

お願いしたい﹂と話しました︒
管内では︑農業倉庫
月まで続く予定です︒

き﹂﹁雪若丸﹂﹁つや姫﹂などの検査業

務が行われ︑

日から

日までの３日間︑酒田市

当ＪＡとＪＡそでうらの両花き部会は
９月

点の地元産花きが出展︒ＪＡ全農山形︑

トルコギキョウやケイトウ︑ユリなど計

役所で合同フラワーショーを開きました︒

14
人が出席︒覚書に署名を行

子どもの安全確保のための活動④青色回

メラの設置などによる防犯環境の整備③

した声掛けおよび広報啓発活動②防犯カ

覚書では①各種犯罪被害防止を目的と

いました︒

長ら役職員

ＪＡ庄内みどり︑ＪＡそでうらの各組合

Ａ庄内たがわ︑ＪＡ鶴岡︑ＪＡあまるめ︑

察本部生活安全部とＪＡ共済連山形︑Ｊ

ＪＡビルで行われた締結式には︑県警

活動に関する覚書﹂を締結しました︒

全・安心な社会の実現に向け﹁地域安全

庄内地区５ＪＡは９月５日︑県警と安

▽庄内みどり農協花き部会長賞＝土門進﹁トルコギキョウ・
ハピネスホワイト﹂▽遊佐町長賞＝三浦悦浩﹁ＨＢスターチ
ス・ブルーファンタジア１００﹂▽オークネット社長賞＝高
橋正幸﹁枝物・野ばら﹂

他の結果は次の通りです︒︵敬称略︶

者を楽しませています︒

目的に毎年開かれ︑鮮やかな花々が来場

同フラワーショーは生産技術の向上を

﹁オレンジクイーン﹂が選ばれました︒

賞に浜中地区の菅原功さんのケイトウ

を審査した結果︑ＪＡ庄内みどり組合長

花型や花色︑花と葉茎とのバランスなど

業技術普及課︑ＪＡ役員が審査員を務め

酒田市︑遊佐町︑両花き部会︑県酒田農

65
転灯等装備車などによる自主防犯パト

28

ＪＡ庄内みどりぶどう出荷組合の大粒
ブドウ﹁シャインマスカット﹂の出荷が
９月８日から始まりました︒
同月６日に開いた目ぞろえ会には生産
者や県酒田農業技術普及課︑ＪＡ職員ら
人が参加し︑組合員が持ち寄ったサン
プルで出荷規格を確認しました︒同組合
の飯塚将人組合長が﹁再度出荷規格を確
認し︑品質の良いものを出荷しよう﹂と
あいさつし︑ＪＡ職員は︑適期収穫を呼
び掛けました︒
今年は８月の日照不足の影響で︑生育
に遅れが生じているものの︑収穫可能樹
の増加もあり︑昨年比 ％増の出荷量を
見込んでいます︒９月下旬から 月中旬
に出荷のピークを迎え︑ 月上旬ごろま
で出荷が続きます︒

9月 日︑当JAは酒田市立松陵小学
校の給食用に刈屋梨︵豊水︶ 玉を提供
しました︒この取り組みは︑食育教育の
展開と地産地消の推進を図ることを目的
として行っています︒
当JAの佐藤公紀理事と生活特産課職
員3人が同校を訪問し︑刈屋梨の栽培の
歴史や︑花の色を当てるクイズなどで児
童に地元特産品の刈屋梨を紹介しました︒
児童は梨を頬張り﹁甘くておいしい﹂︑
﹁シャキシャキ感好き﹂などとうれしそ
うに味わっていました︒
佐藤理事は﹁地元の刈屋梨をこんなに
笑顔でおいしく食べてもらって最高です︒
みんな大好きなんだね︒私たちもうれし
いです﹂と話しました︒
月には庄内柿を提供する予定です︒
64

10

フラワーショー開催
ロール活動を行うとしました︒

▲笑顔の刈屋梨給食
▲出荷規格を再確認しました

60

11

▲新米を積んだトラックを感慨深く見送りました
▲収穫の秋がやってきました

4
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48

小学校給食においしい「刈屋梨」地元特産品で食育
今年もおいしくできました！
「シャインマスカット」

16
26

18

▲吟味する審査員たち
▲覚書を手にした５ＪＡ組合長と県警

32

16

25

16

10

地元の花きずらり
庄内地区５ＪＡと県警協力

広がる地域安全の輪

農作業の安全と豊穣を祈願

山居倉庫での最後の新米出荷式
令和４年産米好発進
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山居倉庫での最後の新米出荷式
令和４年産米好発進

生産者が「適格請求書発行
事業者」の場合は、生産者に
代わりＪＡがインボイスを発行
することが出来ます。
（媒介者
特例）
生産者が免税事業者の場合
は発行することが出来ません。
なお、JA直売所での委託販売
は無条件委託販売方式および
共同計算ではないためP6①の
農協特例は適用されません。

3

年
令和５3）

JA直売所で委託販売する場合

いよ

2

直売所での販売対応（媒介者特例）

適格請求書
発行事業者

(202

開始

インボイス
が欲しい！

生産者に
代わって販売

販売を委託

生産者
（売り手）

まります
よ始
！
い

ＪＡ直売所

インボイス

事業者
（買い手）

インボイス
（適格請求書）
とは
売り手が、買い手に対し正確な適用税率、消費税額を伝えるために、
「登録番号」、
「適用税率」、
「消費税額
等」など、一定の記載要件を満たす請求書等（請求書、領収書、レシート、納品書等）をいいます。この正確な適正
税率や消費税額を次の事業者（買い手）に伝えるための手段がインボイスになります。
インボイスを交付することが出来るのは、税務署の登録を受けた「適格請求書発行事業者」に限られます。

業者等に直接販売する場合

JAを通じた委託販売ではなく、業者の方
に直接販売している場合、販売先よりインボ
イスの発行を求められる可能性がありますが、
適格請求書発行事業者でない場合はインボ
イスを発行することができないため、消費税
分の値下げをお願いされるなど難色を示さ
れる可能性があります。

インボイス
もらえ
ないの！？

販売

免税事業者

⑥

請 求 書

①

㈱○○御中

インボイス

生産者
（売り手）

令和５年10月から始まるインボイス制度（適格請求書保存方式）では、
インボイス（適格請求書）等の交付、保存が必要となります。

11月分 131,200円

事業者
（買い手）

品

日付

②

△△商事㈱
登録番号 T01234…
年11月30日

名

11/1

魚

＊

11/1

豚肉

＊

11/2

タオルセット

金

額

5,000円
10,000円

③

以上を踏まえて、
今後それぞれがとるべき対応は以下の通りです

④

（税抜き又は税込み）および 適用税率

特設サイトへ

インボイス制度に関する一般的なご相談は、軽減・インボイスコールセンターで受け付けております。
【専用ダイヤル】0120 -205 -553（無料）
【受付時間】9：00〜17：00（土日祝除く）

●農業者にむけて12月に酒田飽海農業青色申告協議会および農政対税対部会主催
でインボイス制度の説明会を予定しています。

7

2022.10

8,000円

⑤

＊軽減税率対象

消費税の課税事業者が、所轄の
税 務 署に「適格請求書発行事業者
の登録申請書」の提出が必要です。
e-Taxを利用した申請も可能です。

⑤ 税率ごとに区分した消費税額等

⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

令和3年10月1日
より開始

登録申請の
スケジュール

令和5年10月1日から登録を受けるためには
原則として 令和 5 年 3 月 31日 までに
登録申請手続を行う必要があります

令和3年10月1日

※免 税事 業 者の方
は経過措置により、
令和11年9月30日
までの間は年の途
中からでも適 格 請
求書発行事業 者に
なることができます。

令和5年3月31日 令和5年10月1日

適格請求書等の保存方式の開始

登録申請の受付開始

インボイス制度導入に伴う農業者の留意点

■インボイス制度に関する問い合わせ先

開催日が決まりましたらJAデーでお知らせいたします。

消費税

適格請求書発行事業者になるためには

※自分の取引相手は適格請求書を必要とする事業者なのか？

インボイス制度について詳しくお知りになりたい方は、国税庁ホームページ
（https://www.nta.go.jp）
の
「インボイス制度特設サイト」
をご覧ください。

10％対象 80,000円

登録申請手続は

・適格請求書発行事業者になる（課税事業者になる）か否かを慎重に
検討する。

免税事業者

3,200円

令和５年10月以降、取引相手（課税事業者）から求められたときは、インボイスを交付し、保存する必要があり
ます。また、仕入税額控除の適用を受けるために、原則としてインボイスの保存等が必要となります。

｝

▶取引相手から求められた時のために
・適格請求書発行事業者になるための 登録 をする。

11,200円

消費税

③ 取引内容（軽減税率の対象品目である旨）

インボイス制度とは

▶取引相手から求められた時のために
・適格請求書発行事業者になるための 登録 をする。
自分が
・仕入先が適格請求書発行事業者であるか留意する。 「仕入税額控除」
・取引相手から貰った適格請求書をきちんと保存する。
するため

簡易課税の
事業者

消費税

③

令和5年10月1日から登録を受け取るためには、原則として
令和5年3月31日まで登録申請手続きを行う必要があります。
本則課税の
事業者

120,000円

８％対象 40,000円

② 取引年月日

④ 税率ごとに区分して合計した対価の額

2,000円

…
合計

① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び 登録番号

取引相手（課税事業者）と取引している免税事業者は注意が必要

1

取引相手（課税事業者）が免税事業者から仕入れた場合は、仕入税額控除できないため、
「適格請求書発行
事業者」との取引に切り替える可能性があります。取引継続のためにも、登録すべきかどうか検討が必要です。

ＪＡへ委託販売農作物を販売する場合（農協特例）

ＪＡへ出荷した農産物につ
いては、無条件委託方式・共
同計算方式など、生産者を特
定しないで販売する条件をす
べて満たす場合は、生産者に
代わりＪＡが発行する書類に
て仕入税額控除出来る「農協
特例」が適用されます。

無条件委託販売等の場合（農協特例）
無条件委託販売

免税事業者
でもOK
生産者
（売り手）

共同計算

共同販売
JAが
交付する
書類

仕入税額
控除可能
卸売業者等
（買い手）

2022.10

6

生産者が「適格請求書発行
事業者」の場合は、生産者に
代わりＪＡがインボイスを発行
することが出来ます。
（媒介者
特例）
生産者が免税事業者の場合
は発行することが出来ません。
なお、JA直売所での委託販売
は無条件委託販売方式および
共同計算ではないためP6①の
農協特例は適用されません。

3

年
令和５3）

JA直売所で委託販売する場合

いよ

2

直売所での販売対応（媒介者特例）

適格請求書
発行事業者

(202

開始

インボイス
が欲しい！

生産者に
代わって販売

販売を委託

生産者
（売り手）

まります
よ始
！
い

ＪＡ直売所

インボイス

事業者
（買い手）

インボイス
（適格請求書）
とは
売り手が、買い手に対し正確な適用税率、消費税額を伝えるために、
「登録番号」、
「適用税率」、
「消費税額
等」など、一定の記載要件を満たす請求書等（請求書、領収書、レシート、納品書等）をいいます。この正確な適正
税率や消費税額を次の事業者（買い手）に伝えるための手段がインボイスになります。
インボイスを交付することが出来るのは、税務署の登録を受けた「適格請求書発行事業者」に限られます。

業者等に直接販売する場合

JAを通じた委託販売ではなく、業者の方
に直接販売している場合、販売先よりインボ
イスの発行を求められる可能性がありますが、
適格請求書発行事業者でない場合はインボ
イスを発行することができないため、消費税
分の値下げをお願いされるなど難色を示さ
れる可能性があります。

インボイス
もらえ
ないの！？

販売

免税事業者

⑥

請 求 書

①

㈱○○御中

インボイス

生産者
（売り手）

令和５年10月から始まるインボイス制度（適格請求書保存方式）では、
インボイス（適格請求書）等の交付、保存が必要となります。

11月分 131,200円

事業者
（買い手）

品

日付

②

△△商事㈱
登録番号 T01234…
年11月30日

名

11/1

魚

＊

11/1

豚肉

＊

11/2

タオルセット

金

額

5,000円
10,000円

③

以上を踏まえて、
今後それぞれがとるべき対応は以下の通りです

④

（税抜き又は税込み）および 適用税率

特設サイトへ

インボイス制度に関する一般的なご相談は、軽減・インボイスコールセンターで受け付けております。
【専用ダイヤル】0120 -205 -553（無料）
【受付時間】9：00〜17：00（土日祝除く）

●農業者にむけて12月に酒田飽海農業青色申告協議会および農政対税対部会主催
でインボイス制度の説明会を予定しています。

7
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8,000円

⑤

＊軽減税率対象

消費税の課税事業者が、所轄の
税 務 署に「適格請求書発行事業者
の登録申請書」の提出が必要です。
e-Taxを利用した申請も可能です。

⑤ 税率ごとに区分した消費税額等

⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

令和3年10月1日
より開始

登録申請の
スケジュール

令和5年10月1日から登録を受けるためには
原則として 令和 5 年 3 月 31日 までに
登録申請手続を行う必要があります

令和3年10月1日

※免 税事 業 者の方
は経過措置により、
令和11年9月30日
までの間は年の途
中からでも適 格 請
求書発行事業 者に
なることができます。

令和5年3月31日 令和5年10月1日

適格請求書等の保存方式の開始

登録申請の受付開始

インボイス制度導入に伴う農業者の留意点

■インボイス制度に関する問い合わせ先

開催日が決まりましたらJAデーでお知らせいたします。

消費税

適格請求書発行事業者になるためには

※自分の取引相手は適格請求書を必要とする事業者なのか？

インボイス制度について詳しくお知りになりたい方は、国税庁ホームページ
（https://www.nta.go.jp）
の
「インボイス制度特設サイト」
をご覧ください。

10％対象 80,000円

登録申請手続は

・適格請求書発行事業者になる（課税事業者になる）か否かを慎重に
検討する。

免税事業者

3,200円

令和５年10月以降、取引相手（課税事業者）から求められたときは、インボイスを交付し、保存する必要があり
ます。また、仕入税額控除の適用を受けるために、原則としてインボイスの保存等が必要となります。

｝

▶取引相手から求められた時のために
・適格請求書発行事業者になるための 登録 をする。

11,200円

消費税

③ 取引内容（軽減税率の対象品目である旨）

インボイス制度とは

▶取引相手から求められた時のために
・適格請求書発行事業者になるための 登録 をする。
自分が
・仕入先が適格請求書発行事業者であるか留意する。 「仕入税額控除」
・取引相手から貰った適格請求書をきちんと保存する。
するため

簡易課税の
事業者

消費税

③

令和5年10月1日から登録を受け取るためには、原則として
令和5年3月31日まで登録申請手続きを行う必要があります。
本則課税の
事業者

120,000円

８％対象 40,000円

② 取引年月日

④ 税率ごとに区分して合計した対価の額

2,000円

…
合計

① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び 登録番号

取引相手（課税事業者）と取引している免税事業者は注意が必要

1

取引相手（課税事業者）が免税事業者から仕入れた場合は、仕入税額控除できないため、
「適格請求書発行
事業者」との取引に切り替える可能性があります。取引継続のためにも、登録すべきかどうか検討が必要です。

ＪＡへ委託販売農作物を販売する場合（農協特例）

ＪＡへ出荷した農産物につ
いては、無条件委託方式・共
同計算方式など、生産者を特
定しないで販売する条件をす
べて満たす場合は、生産者に
代わりＪＡが発行する書類に
て仕入税額控除出来る「農協
特例」が適用されます。

無条件委託販売等の場合（農協特例）
無条件委託販売

免税事業者
でもOK
生産者
（売り手）

共同計算

共同販売
JAが
交付する
書類

仕入税額
控除可能
卸売業者等
（買い手）

2022.10
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熟を促進させる２つの効果があります︒

ン指 数︶は土 づく り をし ないと 年々低
果はもちろんのこと︑ケイ 化 細 胞を 増

土壌ＰＨ
︵水素イオン指数︶の矯正効

５・５ 〜６・０にし︑稲わらを 腐 熟 さ

を 行い︑適 正 なｐＨ
︵水 素 イ オン指 数︶
し た 取 組 を 実 施 するこ とで︑高 品 質・

ど 最 初の対 応が重 要になります︒紹 介

安 定した 収 量 確 保へは︑初 期 生 育な

10

だし醬油

鰹節・昆布・煮干・鯖節のだしが
バランス良く効いた料亭の味

〒999-6701 山形県酒田市砂越字上川原44-1

お問合せ

0120-52-3104

﹁パイプハウ ス﹂と一口 に 言って も︑
さま ざまなタイプのものがあり︑作 物
の生育に必要な仕様であれば十分です
が︑全てが激しい風雪に耐えうる強度
であるとは限りません︒
所有ハウスの構造や立地条件をご確
認いただき必要に応じた対処をお願い
します︒

着 雪を 避け︑融 雪を 促すためにもハ
ウス外部資材で︑冬期間使用しないも
の︵例：外部遮光材など︶は撤去しま
しょう︒
降雪後の管理
除雪作業
雪が降り始めたら︑こまめな除雪を
心がけましょう︒
ハウス側 面を 中 心に除 雪をし︑極 力
骨組みに負荷がかからないようにしま
す︒
また︑作業時に周辺を均等に除雪し
ても︑方角や日照条件により積雪量に
偏りが生じる場合があります︒
骨組みに偏った負荷がかかると︑変
形 や 倒 壊の 可 能 性 が 高 ま り ま すので︑
作業時は留意してください︒

雪害に備える
パイプハウス管理

園芸
だより
はじめに
当ＪＡ管 内でも パイプハウスによ る
施設園芸が拡大し︑年間を通じてさま
ざまな作物が栽培されるようになりま
し た︒そ の一方 で 毎 年 耳 に す る の が︑
大雪によるハウスの破損や倒壊です︒
庄内は︑比較的他の地域より雪が少
ないという 印 象ですが︑近 年 短 時 間で
の大量の降雪により︑予期せぬ被害を
招くこともあるようです︒除雪などで
きる限りの対応を実施し︑皆さんの大
切なハウスを守りましょう︒
雪が降り始めるまえに
補強する
ハウ ス 内 で 行 う 作 業 に も よ り ま す
が︑応急補強のための支柱や筋交いを
取り 付けることで︑ハウス強 度を 向 上
させる方法があります︒
不要な資材の撤去
ご 存 知 の 方 も 多いか も し れ ま せ ん
が︑ハウス 周 り の 積 雪 が 徐 々に 増 え︑
屋根まで達すると倒壊の危険が高まり
ます︒
それを 回 避するためにも︑ハウス表
面に着雪しないよう備えておくことが
大切です︒

達矢

阿部

営農掲示板

の停 滞したほ場 が散 見されます︒来 年
また︑地 力 が 高いほ 場の場 合では︑秋
℃以 下に

月 下 旬までに作 業

下します︒ま ずは︑土 壌 状 態を 把 握し

また︑茎葉が直立し根の活力が高まり︑

加させ稲体が丈夫になり︑病害虫抵抗

春 先の田ワキ要 因である 腐 熟 が進ん
受 光 態 勢 が良くなることで︑登 熟や品

ましょう︒

でいない稲わらは︑硫 化 水 素を 発 生 さ
質の向上が期待できます︒

せる微生物の活性化を促進し︑初期生
良食味・安定多収を目指しましょう︒

！
！

いいトコど り

410円（税込）

（株）みどりサービス食品部・マルノー山形

育確保に努めましょう︒

分 吸 収を 妨 げます︒そのため土づくり

せ︑根の伸 長を 抑 制し︑土 壌からの養

性 や 耐 倒 伏 性の 向 上 が 期 待でき ま す︒

④ケイ酸資材の施用

を終えるようにしましょう︒

刈 取 後︑遅くとも

な る と 十 分 な 効 果 が 期 待でき ま せ ん︒

稲わらの腐 熟には 気 温 が

度の 対 策として︑４つの 取 り 組みを 紹

秋施用は︑窒素成分を補給しながら腐

安定した収量確保への
取り組み
来希

大川

浅耕︵５㎝程度の深さ︶が効果的です︒

近 年︑田ワキの影 響により 初 期 生 育

酒田ひがし営農課

介します︒
①土壌分析の実施
土壌分析を行うことで土壌本来の性質
や栄養状態の良し悪しを把握できます︒
堆 肥やアルカリ 分を 含む土づくり 資

10

②土づくり

材の秋 施 用 が 有 効です︒ｐＨ
︵水 素イオ

10

！
！

③石灰窒素の施用

各300ml

453円（税込）

地 力 が低いほ 場の場 合︑石 灰 窒 素の

山形県産米「つや姫」100％使用

おいしい秋 到来

本醸造ベース、豊かなコクと風味

かんたんで酢

素材を厳選した たれシリーズ
他全5種 月4日新発売

378円（税込）
300ml

8

2022.10
2022.10
9

キムチ風海鮮みそのたれ

遊佐園芸センター
課長補佐

お問い合わせは各農機センターまで

塩麹のたれ
山形県産庄内柿使用

ネットショップ

すき焼きのたれ
300ml

マルノー山形直売所「マルのん」
・
最寄りのAコープ・山居館・
JA特設自販機・ネットショップ
お 買い求め

農産物低温貯蔵庫

営農の
しおり
山形県産米・大豆100％みそ使用

熟を促進させる２つの効果があります︒

ン指 数︶は土 づく り をし ないと 年々低
果はもちろんのこと︑ケイ 化 細 胞を 増

土壌ＰＨ
︵水素イオン指数︶の矯正効

５・５ 〜６・０にし︑稲わらを 腐 熟 さ

を 行い︑適 正 なｐＨ
︵水 素 イ オン指 数︶
し た 取 組 を 実 施 するこ とで︑高 品 質・

ど 最 初の対 応が重 要になります︒紹 介

安 定した 収 量 確 保へは︑初 期 生 育な

10

だし醬油

鰹節・昆布・煮干・鯖節のだしが
バランス良く効いた料亭の味

〒999-6701 山形県酒田市砂越字上川原44-1

お問合せ

0120-52-3104

﹁パイプハウ ス﹂と一口 に 言って も︑
さま ざまなタイプのものがあり︑作 物
の生育に必要な仕様であれば十分です
が︑全てが激しい風雪に耐えうる強度
であるとは限りません︒
所有ハウスの構造や立地条件をご確
認いただき必要に応じた対処をお願い
します︒

着 雪を 避け︑融 雪を 促すためにもハ
ウス外部資材で︑冬期間使用しないも
の︵例：外部遮光材など︶は撤去しま
しょう︒
降雪後の管理
除雪作業
雪が降り始めたら︑こまめな除雪を
心がけましょう︒
ハウス側 面を 中 心に除 雪をし︑極 力
骨組みに負荷がかからないようにしま
す︒
また︑作業時に周辺を均等に除雪し
ても︑方角や日照条件により積雪量に
偏りが生じる場合があります︒
骨組みに偏った負荷がかかると︑変
形 や 倒 壊の 可 能 性 が 高 ま り ま すので︑
作業時は留意してください︒

雪害に備える
パイプハウス管理

園芸
だより
はじめに
当ＪＡ管 内でも パイプハウスによ る
施設園芸が拡大し︑年間を通じてさま
ざまな作物が栽培されるようになりま
し た︒そ の一方 で 毎 年 耳 に す る の が︑
大雪によるハウスの破損や倒壊です︒
庄内は︑比較的他の地域より雪が少
ないという 印 象ですが︑近 年 短 時 間で
の大量の降雪により︑予期せぬ被害を
招くこともあるようです︒除雪などで
きる限りの対応を実施し︑皆さんの大
切なハウスを守りましょう︒
雪が降り始めるまえに
補強する
ハウ ス 内 で 行 う 作 業 に も よ り ま す
が︑応急補強のための支柱や筋交いを
取り 付けることで︑ハウス強 度を 向 上
させる方法があります︒
不要な資材の撤去
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②土づくり

材の秋 施 用 が 有 効です︒ｐＨ
︵水 素イオ
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！
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キムチ風海鮮みそのたれ

遊佐園芸センター
課長補佐

お問い合わせは各農機センターまで
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すき焼きのたれ
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マルノー山形直売所「マルのん」
・
最寄りのAコープ・山居館・
JA特設自販機・ネットショップ
お 買い求め

農産物低温貯蔵庫

営農の
しおり
山形県産米・大豆100％みそ使用

歩刈
りと
確認 は、生育
圃場
作業
状況
推測 の一部 の一つ の
分を
で
の収
量を 刈り取
青年部では９月１
３日から１
４日にかけて新堀支部と鳥海支部で歩刈りが行われました。
出す
っ
こと て
皆さまに一連の流れをご紹介します〜！
です
。
お疲れ様でした！

このよ
うに
束ねま
す！

1 稲の刈り取り

晴天のもと作業しました

きれいな
もみ★

2 脱穀

重量を計り、水分量を
計測したら終了！

3 計測

に
ていねい
ます
脱穀し

防災研修会
当JA女性部は9月5日、本所3階大会議室で防災研修会を開催
しました。近年増加傾向にある地震や豪雨災害など、それらへの
危機意識の高まりから講師に一般社団法人「家の光協会」普及文
化本部局の大村桂次長を迎え『家族みんなの防災ノート』と題
し、講演では家の光の別冊「家族みんなの防災ノート」を教本に、
酒田市、遊佐町両地域のハザードマップから抜粋した資料等をも
とに、水害や地震時での具体的な避難方法や対処の仕方を詳し
く説明しました。
講演後には「防災ブレスレット」の製作から使用方法までの
ワークショップ。その後、災害リュックやソーラー充電器等の防災
グッズの展示紹介を行いました。
▲アウトドアコードで作る防災ブレスレット
研修会を終えて、JA女性部の高橋久美子部長は「ご家庭や各
支部で有事に備えるためのきっかけになれば」と話しました。

各支店共済窓口へ
▲講演「家族みんなの防災ノート」
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2022.10

▲万が一のとき、ほどけば応急手当や荷物の固定などに使える優れもの
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選び方

柿

挑戦！！

鳥海・米島

斎藤

稔さん（43）

毎日が楽しい！！
楽しみ方・食べ方のコツ

柿のチカラ

吹浦・苗代

髙橋

ひなた

陽向さん（中１）

バスケットボールに夢中です。小学校２年生から始め、今は中学の
部活以外に鶴岡市のクラブチームにも所属しています。ポジションは
ガード ( 司令塔 ) です。県の交流試合は全勝、中体連の新人戦では
２位と結構強いんです。みんなと協力して勝つことが魅力だし、辛い
ときは仲間が助けてくれます。
両親からはいっぱい支えてもらっています。将来はスポーツトレー
ナーとしてトレーニングの指導やケアだけでなく、メンタル面でも援
助できる人になりたいです。これからも「自覚と責任」を持ってバス
ケを続けます。毎日が楽しいです‼

いつも笑顔で

手足じゃんけんで脳トレと健康チェック その3
健康生活研究所所長●堤
手足じゃんけんの最終回は手と足で1人
じゃんけんを行います。手が勝つ場合、負け
る場合、
どちらもできるように練習しましょ
う。
手指、
両足、
足指の三つの動きを同時に把
握するため、思考力と集中力が要求される
体操です。
すぐにできるものではありません
し、全部の動きを完璧にやることは難しいか
もしれません。
速さより正確さを心がけ、
ゆっ
くりと丁寧に繰り返し練習しましょう。
手指、足指の機能が衰えると、
スムーズに
動かなくなります。
健康チェックも兼ねて、
毎
日続けることで指先の筋肉が鍛えられます。
このじゃんけんなら1人でも楽しめます。
脳ト
レ、筋トレは継続が大切。家族や仲間と一緒
に行うなど応用しながら続けてみましょう。

13

2022.10

喜久雄

手軽に健康
手指体操

普段から家庭菜園や庭木の剪定などをやっています。趣味はパッ
チワークや刺し子などで、先日はお地蔵さんの帽子や腹巻を作って
着せてあげました。身体を動かしたり、楽しいことが大好きです。
若い頃から旅行が好きで全国各地に行きました。特にゆっくりと観
光ができた九州旅行が思い出です。初めて見る風景は格別でした。
今はコロナ禍で年間行事もできないまま時間だけが過ぎて悔しく
思います。早く収まることを願い、また皆で小旅行などをして、おい
しい料理と楽しいおしゃべりで笑顔で過ごしたいですね。

手と足 でじゃんけんする
基本の動き

（1）最初の姿勢
です。両手は肘
を曲げてグー。
両足は膝 をそ
ろえてそのまま
地 面に 着けま
す。

（ 3 ）手 が チ ョ
キ、足はパー
（1）に戻ってか
ら両 腕 を 伸 ば
して手指はチョ
キにします。両
足は指を広げ
な が ら 膝 も布団の
離
します。

中では

（2）手はグー、足は
チョキ
「じゃんけんぽん」と
声を出しながら、両
腕を伸ばして手指は
グーにします。足指は
チョキ（親指を上に
立て、他は地面に着
ける）を取りつつ片足
を前へ出します。
（4）手がパー、
足はグー
（1）に戻ってか
ら両 腕 を 伸 ば
して 手 指 は
パーにします。
両 足は指を曲
げ な がら膝 を
そろえて前に出
します。

ローリングストックの大切さは以前か
ら学んで実践し、備蓄しています。でも
まわりにはまだまだ関心の薄い人もい
ると思います。
「転ばぬ先の杖」です。
(本楯・赤、大好きさん)
自然災害が多発する昨今、ローリングス
トック(広報9月号P11)で、災害に備える
ことは重要だと広く報じられています。
それに人的災害だって……。
「 転ばぬ先
の杖」とはまったくその通りだと思いま
す。皆さん、安心のため備えましょう。

みんな のふれあいひろば

建設会社や倉庫管理などの職業を経て、家業の鉄工所を継ぐ予定
です。資材の高騰など景気に左右されやすい業種ですが、父親がこれ
まで培ってきた技術と経験を早く学び活かしたいと思っています。そし
て何より、
これまで築いてきたお客さまとのご縁や、私と農協青年部と
の繋がりを大切にし、
これからも広く学んで多様な依頼にも応えて満
足してもらえる経営を目指します。
私の信念は、
「やらずに諦めはしない」
ということです。新しい仕事へ
の挑戦に緊張感とともに、
ワクワクしている自分がいます。

イラスト：小林裕美子

柿のプロフィール
【分類】カキノキ科カキノキ属
【原産地】中国、日本（諸説あり）
【おいしい時期（旬）】9〜12月ころ（秋）
【主な栄養成分】ビタミンC、
β-カロテン、β-クリプトキサンチン、
リコピン、カリウム、食物繊維、
解説：
KAORU
タンニンなど

地域の
輝く人を
ご紹介！

日本から世界へ広まった「KAKI」

八幡・前川

岡部

康子さん（81）

朝晩 寒くなり秋の季節だと実感してきま
した。おいしいブドウ、梨、楽しみだなー
♡♡
(松山・森井さん)

「都会の中学生が農業体験」(広報9月
号P5)で、実際に農業を肌で感じること
は良い体験だと思います。生産者を目
指したり、農業への関心を持ってくれる
とうれしいです。 (松山・後藤さん)

JA庄内みどりファン俱楽部通信で、おいしい
フルーツ食べています。 (大町・岡部さん)

授業の一環として継続している当JA
管内での農業体験は、きっと子どもた
ちの心に残ったことでしょう。体験後
の質問の内容からも伺えました。農業
女子が増えることを期待しています。

メロン 、スイカ 、枝 豆と 堪 能したあと 、
シャインマスカットに梨がうまい‼ そ
して 新 米 に 新そば… 、堪 えられません
なぁ。おっと庄内柿も忘れちゃいけませ
ん。幸せだなー♡♡。

鳥海山をバックに青空の下、泥んこバレーが楽しそうで
すね。笑い声が聞こえてきそうです。 (本楯・佐藤さん)
2泊3日の「田舎まるかじりツアー」は、宮海海水浴場での
スイカ割り、山居倉庫見学、鳥海家族旅行村でのBBQと
宿泊、玉簾の滝、大平山荘、無人ヘリと西荒瀬CE見学、餅
つき体験、そして泥んこバレーと盛りだくさんのイベント
でした。子どもはもちろん、大人まで満喫してましたよ。
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【おいしい時期（旬）】9〜12月ころ（秋）
【主な栄養成分】ビタミンC、
β-カロテン、β-クリプトキサンチン、
リコピン、カリウム、食物繊維、
解説：
KAORU
タンニンなど

地域の
輝く人を
ご紹介！

日本から世界へ広まった「KAKI」

八幡・前川

岡部

康子さん（81）

朝晩 寒くなり秋の季節だと実感してきま
した。おいしいブドウ、梨、楽しみだなー
♡♡
(松山・森井さん)

「都会の中学生が農業体験」(広報9月
号P5)で、実際に農業を肌で感じること
は良い体験だと思います。生産者を目
指したり、農業への関心を持ってくれる
とうれしいです。 (松山・後藤さん)

JA庄内みどりファン俱楽部通信で、おいしい
フルーツ食べています。 (大町・岡部さん)

授業の一環として継続している当JA
管内での農業体験は、きっと子どもた
ちの心に残ったことでしょう。体験後
の質問の内容からも伺えました。農業
女子が増えることを期待しています。

メロン 、スイカ 、枝 豆と 堪 能したあと 、
シャインマスカットに梨がうまい‼ そ
して 新 米 に 新そば… 、堪 えられません
なぁ。おっと庄内柿も忘れちゃいけませ
ん。幸せだなー♡♡。

鳥海山をバックに青空の下、泥んこバレーが楽しそうで
すね。笑い声が聞こえてきそうです。 (本楯・佐藤さん)
2泊3日の「田舎まるかじりツアー」は、宮海海水浴場での
スイカ割り、山居倉庫見学、鳥海家族旅行村でのBBQと
宿泊、玉簾の滝、大平山荘、無人ヘリと西荒瀬CE見学、餅
つき体験、そして泥んこバレーと盛りだくさんのイベント
でした。子どもはもちろん、大人まで満喫してましたよ。
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Information

理事会だより
第6回定例理事会が9月30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８月末事業実績検討
2. 出資金の減口
3. 旧上田支店敷地内建物解体工事
「介護休業
4.「育児休業等に関する規程」、
等に関する規程」の一部変更
5. 事務リスク管理規程の一部改正
6. 資産査定要領の一部変更
7. 理事に対する貸付
8. 令和４年度共同乾燥調製施設の工事に
伴う固定資産取得
9. 令和４年度上期随時監事監査報告に対
する回答書

令和 4 年度ＪＡまつりについて

●開催を予定しているもの

期 日
会
場
10/12（水） 平田B&G海洋センター
10/16（日） 遊佐町農業者トレーニングセンター前
10/20（木） ゴルフパーク酒田
10/30（日） 八幡タウンセンター前
11/6（日） 松山農業環境改善センター

●中止および中止が決定しているもの
催
事
酒 田 き た 支 店 J A ま つ り
酒 田 ひ が し 支 店 収 穫 感 謝 祭
酒 田 み な み 支 店 J A ま つ り

2022
パーソナルオーダースーツコレクション

紳士服採寸会のご案内
日時・会 場

10月26日（水）11:00〜18:00

酒田ひがし支店 2階 小会議室

10月27日（木）10:30〜18:00
本所 2階 第2・第3会議室

10月28日（金） 9:30〜17:00
本所 2階 第2・第3会議室

お問い合わせ /
経済部生活特産課 TEL.0234-33-1071

こだわりの一着を、お好みのスタイルで

「こだわりの一着をお好みのスタイルで」をコンセプトに、数百種類
の高品質なテキスタイルと高感度な釦や裏地、そして丁寧な仕立てに
より、ベーシックからプレステージまで最新スタイルをご提案します。

2022 P ER SO NAL OR DER CO LLECTI O N

シングルスーツ

《展示会限定》

（お仕立て上り）

特別企画品

税込

¥38,500

（本体価格￥35,000）

・シングルスーツ（お仕立上り）
・3ツ揃えスーツ（お仕立上り）
・ジャケット（お仕立上り）

税込
税込
税込

43,780（本体価格
56,980（本体価格
41,800（本体価格

2022 おすすめトラベスト

39,800 ）〜
51,800 ）〜
38,000 ）〜

現代のビジネスマンに、
ご出張、ご旅行に

トラベスト
シングルスーツ 税込￥52,800
（お仕立上り）

（お仕立上り）

税込

¥ 51,480

（本体価格￥46,800）

「大切なお客様の安全・安心の確保」を最優先に万全の態勢で
お迎えできるよう、できる限り努めてまいります。

JA庄内みどり
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2022.10

セレモニー互助会特別推進キャンペーン

期間内に新規ご契約いただいた方に、粗品を進呈します。キャン
ペーン対象は光・夢・寿コースとなります。セレモニー互助会は祭
壇使用料の10％割引や生活事業（婚礼・貸衣裳・耐久消費財の購入
など）についてご利用いただけるお得な特典付きです。この機会に
ぜひご入会ください。
●期 間：10月1日（土）〜11月30日（水）

ウオーキング倶楽部

①機械などのパーツのこと
③オクトーバーフェスト発祥の国です
⑤中国の大きな打楽器
⑥好・始・娘・妹は――偏の漢字
⑦池の――によって、土地を増やした
⑨日本国憲法では――の下の平等が保
障されています
⑪学校の運動会で踊ることもあります
⑬視聴――、円周――
⑮海水の影響で塩分を含む湖
⑰台所のこと。漢字で書くと「厨」
⑲たんすやソファなどのこと
⑳ノーの反対語
㉑阿寒湖のものは国の特別天然記念物

【9月号答え】

集合場所のお知らせ

〈第6回 “庄内空港”赤いコキアコース〉
●日
時 10月22日（土） 8:30受付開始
●集
合 庄内空港緑地公園駐車場
●参 加 費 10月より参加の方のみ2,000円（年会費）
〈第7回 酒田大火の中町商店街を巡るコース〉
●日
時 11月12日（土）8:30受付開始
●集
合 日和山公園駐車場
●参 加 費 11月より参加の方のみ2,000円（年会費）
●お問合せ 福祉課
☎24-5411

①巨峰やピオーネ、デラウェアなどの
収穫体験ができます
②竜宮城で舞う魚
③卵と鶏肉とご飯で親子――を作った
を垂れる――かな
④実るほど頭（こうべ）
⑥コロコロと気分が変わる人のこと
⑧無料です。代金はいりません
⑩秋の空にぽこぽこと浮かびます
⑫ろうそくの炎にガラス板を近づける
と付きます
⑭学校の教室に並べるもの
⑯船が停泊するときに下ろします
⑱クルミが似合うげっ歯類

ツキミザケ

ヒント
！

ドンブリコと
池にハマったのは？

【当選者発表】

Ｅ・Ｓさん（八幡）
Ｋ・Ｏさん（酒田）
Ｔ・Ｏさん（西荒瀬）
Ｓ・Ｓさん（新堀）
Ｍ・Ｓさん（本楯）
Ｋ・Ｍさん（高瀬）
Ｔ・Ｆさん（大阪・堺）

こちらから、
DL できます。
↓

令和5年用肥料・生産資材予約注文書のとりまとめについて

令和5年用の資材予約注文書が配布となります。
（地区により異なり、生産組合様配布もしくはＪＡデ−にて配布。）
複写となっておりますので提出用紙に集落名・氏名・電話番号を
記入の上、提出いただきますようお願い申し上げます。
予約注文書を配布する方には資材購入明細（令和3年8月〜令和4年
9月末までの1ヵ年分）を10月ＪＡデ−にて配布いたしますので注文
の際にご参考ください。
申込は10月28日（金）までに最寄りの資材店舗までお願いします。
●お問合せ 各資材店舗

山形県の最低賃金が改正されました！
この最低賃金は、県内で働くすべての
山形県最低賃金
労働者に適用されます。
効力発生日
当ＪＡ無料職業紹介所への求人を出す
令和4年10月6日
場合など、最低賃金を下回らないようご
時間額 854円 留意いただきますようお願いいたします。
（32円UP）●お問合せ 山形労働局労働基準部
賃金室☎023-624-8224
「一升餅だよ〜！すくすく赤ちゃん大集合」イベント中止のお知らせ

11月に当ＪＡ共済部・生活特産課の主催で「一升餅だよ〜！すくす
く赤ちゃん大集合」の開催を予定しておりましたが、新型コロナウイ
ルスの感染が懸念されるため中止することとなりました。開催を心待
ちにしていたご家族の皆さまにはご理解とご了承のほどよろしくお願
い申し上げます。

i s̀
Chef Naegndaed

シェフ永井のおすすめ

r e co m m e
recip

● 作り方
（1）サツマイモは厚めに皮をむ
いて乱切りにし、水にさら
● 材料（4人分）
しておく。
手羽元…8本
（2）深めのフライパンにごま
サツマイモ…中2本
油を熱し、手羽元、サツマ
ショウガ（スライス）…10g
イモ、ショウガを入れ手羽
ごま油…大さじ1
元にしっかりと焼き色を付
煮汁
ける。
水…600ml
（3）
（2）のフライパンに煮汁
しょうゆ…100ml
の材料を全て入れ、キッチ
料理酒…100ml
ンペーパーで落としぶたを
砂糖…大さじ6と2/3
して中火で25分煮込む。
みりん…大さじ3と1/3 （4）器に盛り付け、カイワレな
酢…大さじ3と1/3
どお好みの青み（材料外）
コチュジャン…大さじ1
をあしらい出来上がり。

正 解者の中から抽選で
5名様に「庄内柿」をプレ
ゼント！

【締切】10月20日㈭当日消印有効
【応募方法・あて先】

〒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

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。

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

手 羽 元と
サ ツ マイモ の 甘 辛 煮

︵ながい・ともかず︶

シングルフォーマルスーツ

今年度の農地受委託の精算が、11月中旬から下旬にかけて行われ
る予定です。精算に先立ち、委託者（農地の出し手）と受託者（農
地の受け手）には、精算通知書を送付させていただきますので、ご
査収ください。
また、農地中間管理機構（やまがた農業支援センター）と契約し
ている方については、11月初旬に賃借料等の通知書が郵送されます
ので、ご確認ください。
●お問合せ 各営農課

【ヨコのカギ】

【タテのカギ】

永井 智一

冠婚葬祭に幅広く対応できる

上質なフォーマルスーツをお仕立てしませんか？

農地受委託に関する賃貸借料の精算（円滑化事業）

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

おすすめ品

（本体価格￥48,000）

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？

JA庄内みどり
広報クイズ係行

催
事
ゲートボール大 会
遊佐地区JAまつり
組合員親睦ゴルフ大会
八幡地区JAまつり
松山地区JAまつり

お知らせ
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理事会だより
第6回定例理事会が9月30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８月末事業実績検討
2. 出資金の減口
3. 旧上田支店敷地内建物解体工事
「介護休業
4.「育児休業等に関する規程」、
等に関する規程」の一部変更
5. 事務リスク管理規程の一部改正
6. 資産査定要領の一部変更
7. 理事に対する貸付
8. 令和４年度共同乾燥調製施設の工事に
伴う固定資産取得
9. 令和４年度上期随時監事監査報告に対
する回答書

令和 4 年度ＪＡまつりについて

●開催を予定しているもの

期 日
会
場
10/12（水） 平田B&G海洋センター
10/16（日） 遊佐町農業者トレーニングセンター前
10/20（木） ゴルフパーク酒田
10/30（日） 八幡タウンセンター前
11/6（日） 松山農業環境改善センター

●中止および中止が決定しているもの
催
事
酒 田 き た 支 店 J A ま つ り
酒 田 ひ が し 支 店 収 穫 感 謝 祭
酒 田 み な み 支 店 J A ま つ り

2022
パーソナルオーダースーツコレクション

紳士服採寸会のご案内
日時・会 場

10月26日（水）11:00〜18:00

酒田ひがし支店 2階 小会議室

10月27日（木）10:30〜18:00
本所 2階 第2・第3会議室

10月28日（金） 9:30〜17:00
本所 2階 第2・第3会議室

お問い合わせ /
経済部生活特産課 TEL.0234-33-1071

こだわりの一着を、お好みのスタイルで

「こだわりの一着をお好みのスタイルで」をコンセプトに、数百種類
の高品質なテキスタイルと高感度な釦や裏地、そして丁寧な仕立てに
より、ベーシックからプレステージまで最新スタイルをご提案します。

2022 P ER SO NAL OR DER CO LLECTI O N

シングルスーツ

《展示会限定》

（お仕立て上り）

特別企画品

税込

¥38,500

（本体価格￥35,000）

・シングルスーツ（お仕立上り）
・3ツ揃えスーツ（お仕立上り）
・ジャケット（お仕立上り）

税込
税込
税込

43,780（本体価格
56,980（本体価格
41,800（本体価格

2022 おすすめトラベスト

39,800 ）〜
51,800 ）〜
38,000 ）〜

現代のビジネスマンに、
ご出張、ご旅行に

トラベスト
シングルスーツ 税込￥52,800
（お仕立上り）

（お仕立上り）

税込

¥ 51,480

（本体価格￥46,800）

「大切なお客様の安全・安心の確保」を最優先に万全の態勢で
お迎えできるよう、できる限り努めてまいります。

JA庄内みどり
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2022.10

セレモニー互助会特別推進キャンペーン

期間内に新規ご契約いただいた方に、粗品を進呈します。キャン
ペーン対象は光・夢・寿コースとなります。セレモニー互助会は祭
壇使用料の10％割引や生活事業（婚礼・貸衣裳・耐久消費財の購入
など）についてご利用いただけるお得な特典付きです。この機会に
ぜひご入会ください。
●期 間：10月1日（土）〜11月30日（水）

ウオーキング倶楽部

①機械などのパーツのこと
③オクトーバーフェスト発祥の国です
⑤中国の大きな打楽器
⑥好・始・娘・妹は――偏の漢字
⑦池の――によって、土地を増やした
⑨日本国憲法では――の下の平等が保
障されています
⑪学校の運動会で踊ることもあります
⑬視聴――、円周――
⑮海水の影響で塩分を含む湖
⑰台所のこと。漢字で書くと「厨」
⑲たんすやソファなどのこと
⑳ノーの反対語
㉑阿寒湖のものは国の特別天然記念物

【9月号答え】

集合場所のお知らせ

〈第6回 “庄内空港”赤いコキアコース〉
●日
時 10月22日（土） 8:30受付開始
●集
合 庄内空港緑地公園駐車場
●参 加 費 10月より参加の方のみ2,000円（年会費）
〈第7回 酒田大火の中町商店街を巡るコース〉
●日
時 11月12日（土）8:30受付開始
●集
合 日和山公園駐車場
●参 加 費 11月より参加の方のみ2,000円（年会費）
●お問合せ 福祉課
☎24-5411

①巨峰やピオーネ、デラウェアなどの
収穫体験ができます
②竜宮城で舞う魚
③卵と鶏肉とご飯で親子――を作った
を垂れる――かな
④実るほど頭（こうべ）
⑥コロコロと気分が変わる人のこと
⑧無料です。代金はいりません
⑩秋の空にぽこぽこと浮かびます
⑫ろうそくの炎にガラス板を近づける
と付きます
⑭学校の教室に並べるもの
⑯船が停泊するときに下ろします
⑱クルミが似合うげっ歯類

ツキミザケ

ヒント
！

ドンブリコと
池にハマったのは？

【当選者発表】

Ｅ・Ｓさん（八幡）
Ｋ・Ｏさん（酒田）
Ｔ・Ｏさん（西荒瀬）
Ｓ・Ｓさん（新堀）
Ｍ・Ｓさん（本楯）
Ｋ・Ｍさん（高瀬）
Ｔ・Ｆさん（大阪・堺）

こちらから、
DL できます。
↓

令和5年用肥料・生産資材予約注文書のとりまとめについて

令和5年用の資材予約注文書が配布となります。
（地区により異なり、生産組合様配布もしくはＪＡデ−にて配布。）
複写となっておりますので提出用紙に集落名・氏名・電話番号を
記入の上、提出いただきますようお願い申し上げます。
予約注文書を配布する方には資材購入明細（令和3年8月〜令和4年
9月末までの1ヵ年分）を10月ＪＡデ−にて配布いたしますので注文
の際にご参考ください。
申込は10月28日（金）までに最寄りの資材店舗までお願いします。
●お問合せ 各資材店舗

山形県の最低賃金が改正されました！
この最低賃金は、県内で働くすべての
山形県最低賃金
労働者に適用されます。
効力発生日
当ＪＡ無料職業紹介所への求人を出す
令和4年10月6日
場合など、最低賃金を下回らないようご
時間額 854円 留意いただきますようお願いいたします。
（32円UP）●お問合せ 山形労働局労働基準部
賃金室☎023-624-8224
「一升餅だよ〜！すくすく赤ちゃん大集合」イベント中止のお知らせ

11月に当ＪＡ共済部・生活特産課の主催で「一升餅だよ〜！すくす
く赤ちゃん大集合」の開催を予定しておりましたが、新型コロナウイ
ルスの感染が懸念されるため中止することとなりました。開催を心待
ちにしていたご家族の皆さまにはご理解とご了承のほどよろしくお願
い申し上げます。

i s̀
Chef Naegndaed

シェフ永井のおすすめ

r e co m m e
recip

● 作り方
（1）サツマイモは厚めに皮をむ
いて乱切りにし、水にさら
● 材料（4人分）
しておく。
手羽元…8本
（2）深めのフライパンにごま
サツマイモ…中2本
油を熱し、手羽元、サツマ
ショウガ（スライス）…10g
イモ、ショウガを入れ手羽
ごま油…大さじ1
元にしっかりと焼き色を付
煮汁
ける。
水…600ml
（3）
（2）のフライパンに煮汁
しょうゆ…100ml
の材料を全て入れ、キッチ
料理酒…100ml
ンペーパーで落としぶたを
砂糖…大さじ6と2/3
して中火で25分煮込む。
みりん…大さじ3と1/3 （4）器に盛り付け、カイワレな
酢…大さじ3と1/3
どお好みの青み（材料外）
コチュジャン…大さじ1
をあしらい出来上がり。

正 解者の中から抽選で
5名様に「庄内柿」をプレ
ゼント！

【締切】10月20日㈭当日消印有効
【応募方法・あて先】

〒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

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。

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

手 羽 元と
サ ツ マイモ の 甘 辛 煮

︵ながい・ともかず︶

シングルフォーマルスーツ

今年度の農地受委託の精算が、11月中旬から下旬にかけて行われ
る予定です。精算に先立ち、委託者（農地の出し手）と受託者（農
地の受け手）には、精算通知書を送付させていただきますので、ご
査収ください。
また、農地中間管理機構（やまがた農業支援センター）と契約し
ている方については、11月初旬に賃借料等の通知書が郵送されます
ので、ご確認ください。
●お問合せ 各営農課

【ヨコのカギ】

【タテのカギ】

永井 智一

冠婚葬祭に幅広く対応できる

上質なフォーマルスーツをお仕立てしませんか？

農地受委託に関する賃貸借料の精算（円滑化事業）

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

おすすめ品

（本体価格￥48,000）

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？

JA庄内みどり
広報クイズ係行

催
事
ゲートボール大 会
遊佐地区JAまつり
組合員親睦ゴルフ大会
八幡地区JAまつり
松山地区JAまつり

お知らせ
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JA庄内みどり
ブランド米
変わらぬおいしさをお届けします。

令和 4 年産

新米
キャンペーン

銘

柄

特

徴

つや姫

5㎏

2,350円

人気No.1、山形のブランド米。
炊いてほれぼれ、冷めてもおいしい。特別
栽培米です。

雪若丸

5㎏

1,980円

デビュー4年目。粒立ちしっかりおいしい
新食感。つや姫に凛々しい弟君の誕生です。

5㎏

1,780円

10㎏

3,380円

適度な粘り・粒切れ・弾力を持ち飽きのこ
ない、山形生まれのお米、しっかり食感が
好みの方へ。
ご注文の際は10kg袋か５kg袋かご指定下
さい。

ひとめぼれ

5㎏

1,800円

コシヒカリと比べ少しあっさりとし、粒が
大きい割合に柔らかく食べ易く料理の守備
範囲が広い。

ササニシキ

5㎏

1,800円

栽培が難しく新品種に栽培が移行し、現在
では作付け全体の１％に。
和食の繊細な味付けにも合うお米です。

5㎏

1,880円

化学農薬・化学肥料の使用量を県基準の半
分以下に抑えて作られたお米。より安全で
美味しさを目指して作られたお米です。

はえぬき

特別栽培米

ひとめぼれ

消費税インボイス制度について

価格（税込）

お申込み
お問合せ

JA庄内みどり

お米専門店

こめ蔵

今年もいよいよおいしい「庄内米」をお届
けできる時期になりました。秀峰鳥海山の
麓に広がる広大な庄内平野。その肥沃な土
壌と清らかな水、農家の心意気が一つに
なって作り上げた自信作です。
JA庄内みどりのブランド米を特別価格で
全国へお届けします。この機会にぜひご利
用ください。
キャンペーン期間

4年12月30日発送分まで
全国 10kg~20kg
発送 一律

600円

※沖縄は除きます。

フリーダイヤル 0120−24−9869

☎0234−26−6732／FAX0234−26−6736
山形県酒田市山居町１丁目3-1
（山居倉庫隣）

２０２2 年 10 月１０日発行
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お問合せメール

