理事会だより
第5回定例理事会が８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４年７月末事業実績検討について
2. 出資金の減口について
3. 令和４年産水田活用米穀等の精算方法
（案）について
4. 令和４年産飼料用米・米粉用米の荷受計
画（案）について
5. 令和４年産大豆の取り扱い（案）について
6. 肥料高騰対策に伴う施肥設計（案）につ
いて
7. 米の裁判に関する反訴（案）について
8. 令和４年度上期随時監事監査報告書につ
いて
！

に行うために

農作業を安全

ワンシーズン
安心してご使用
いただくため、
点検・整備が
必要です

check① 刈刃の点検・交換
② 脱穀部の点検・調整
③ 走行部の点検・調整
④ カッター刃の点検・調整
⑤ エンジンオイル交換
⑥ ベルト・チェーンの点検・調整
農業機械を安心してお使いいただくために、
ぜひ点検を行ってください。

JA 庄内みどり各農機センター

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？

各生産資材店舗休業のお知らせ
9月30日(金)と10月3日(月)の両日は、購買品棚卸のため生産資材
全店舗を休業とさせていただきます。なお、10月1日(土)と2日(日)は、
中央資材店舗は通常営業、浜中資材店舗・遊佐資材店舗・遊佐園芸
資材センターは午前営業とし、他資材店舗は休業となります。ご不便を
おかけしますがご協力をお願いいたします。

JA 庄内みどりウオーキング倶楽部よりお知らせ
＜第5回ウオーキング倶楽部 集合場所＞
●日
時 9 月 24 日（土）8：30 受付開始 9：00 開会
●内
容 遊佐・象潟“三崎公園”コース
●集合場所 秋田県象潟 三崎公園駐車場
（秋田県にかほ市象潟町小砂川字三崎）
※別紙案内図参照（DL版）
●参 加 費 9 月より参加の方のみ 2,000 円 （ 年会費 ）
●お問合せ 福祉課 ☎ 24−5411
こちらから、
DL できます。→
FAX 24−5413
※コロナ感染拡大が収まらない場合は中止する場合もあります。

9月14日（水） 13:00：一般公開、15:00：審査会
15日（木） 終 日：一般公開
16日（金） 12:00：閉会
●場
所 酒田市役所１階フリースペース
●内
容 花き部会が栽培した花きの展示と市民投票を行います。
お気に入りの花に投票してみませんか。ぜひご来場ください。
「花のまち酒田華いっぱいプロジェクト」が共催し、フラ
ワーアレンジメントが展示されます。
●主
催 庄内みどり農協花き部会、JAそでうら花き部会
●お問合せ 園芸課☎26-5571

【当選者発表】

点検・整備はお近くの農機センターへ
みどり農機センター
℡２３-１８１８
酒田きた農機センター
℡２８-２７１４

南部農機センター
℡９２-３４３４
北部農機センター
℡７２-２４１１

広報誌「みどり」８月号誤記訂正のお知らせ
この度、広報誌「みどり」８月号において、記載に誤りがありました。
深くお詫び申し上げますとともに、以下の通り訂正させていただきます。
訂正内容 ２ページ 「組合長が聴く！」にて
【誤】偏西風 【正】偏東風

秋の夜長、
豊作に感謝して
「さぁ、一献！」

Ｍ・Ｉさん（広野）
Ｍ・Ｓさん（本楯）
Ｍ・Ｋさん（蕨岡）
Ｔ・Ｋさん（東平田）
Ｋ・Ｔさん（千葉県）

【締切】9月20日㈫当日消印有効
【応募方法・あて先】

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

シェフ永井のおすすめ

r e co m m e
recip

〒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

トウ モ ロ コ シ の
炊き込 みご 飯

● 材料（4人分）
米…400g

鶏がらスープ…400ml
トウモロコシ…1本
塩…小さじ1/2
しょうゆ…小さじ1

● 作り方
（１）米を研ぎ、ざるにあげておく（20分）。
（2）炊飯器に（1）の米、鶏がらスープ、塩、
しょうゆを入れて20分浸す。
（3）トウモロコシは皮をむいて2等分にし、
実を外して芯と一緒に炊飯器に入れて
炊き上げる（写真上）。
（4）炊き上がったら芯を取り出しよくかき混
ぜ、器に盛り付け出来上がり。

︵ながい・ともかず︶

2022.09

アワオドリ

ヒント
！

正解者の中から抽選で7名様に、
当JA管内そば使用「庄内そば ゆき
のはな（5袋/箱）」をプレゼント！

永井 智一

15

【8月号答え】

●開催期間

◎9月10日（土）〜10月16日（日）までは、秋の繁忙期対応として土・日・
祝日も営業の予定です。
（※状況により日程変更の場合があります）

① 女 郎 花 と 書 く秋 の 七 草 。同
じ̶̶科の植物にオトコエシと
いうのもあります
②頭隠して̶̶隠さず
③すいっちょんと鳴く虫
④インフレのときに上がります
⑥贈答品に付けます
⑨風が吹くともうかるかも
⑩フェルメール の 代 表 作『 真 珠
の̶̶の少女』
⑪店の中に他の客はいません
⑬薬の̶̶は徐々に表れた
⑭紙を燃やすと残ります
⑯10を3回掛け合わせると

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

お盆過ぎ長男夫婦の里帰りを機に､本間
美術館､清亀園､出羽遊心館など競技かる
た会でお世話になった施設を１０数年ぶりに
訪れました｡拝見し解説を聞くことで酒田の歴
史の一部分ですが興味深く知ることができて
良かった｡「人間の眼は歴史を学ぶことではじ
めて開くものである」との半藤一利の言葉が
響く｡歴史を学ぶ大切さを痛感した夏でした｡
(小島 )

②令和4年9月23日は̶̶の日。国民の祝
日です
⑤秋は稲や栗、ブドウなどいろいろな作物
が̶̶を迎える季節です
⑦竹や梅と並んでめでたい植物
⑧幸水や豊水が広く作られています
⑨『赤ずきん』ではおばあさんに化けました
⑪節約のために̶̶簿を付け始めた
⑫楽団の前でタクトを振ります
⑭お彼岸には掃除に行って手を合わせる人
が増えます
⑮ピンチなんです！
⑯長く続けると足がしびれることも
⑰̶̶コーヒー、̶̶フットボール

庄内みどり・そでうら合同フラワーショー

繁忙期体制について
皆さんお待ちかね「刈屋梨（幸水）」が８月
２８日に初出荷を迎えました。
またこの季節が
やってきたかとウキウキしています。
雑学ですが、
梨は比較的にカロリー・糖質ともに低く、
また体
内の塩分を調整してくれるカリウムも含まれて
いるため体の調子を整えながら美容に良い影
響を与えると言われていますよ〜！
(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

シーズン前に ンス
セルフメンテ！ナ
を行いましょう

お知らせ

Information
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