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今月の

おきたま

男子

置賜管内で活躍する若手の組合員や職員を
紹介するコーナーです。

寒河江
就農７年目

豊 （さがえ ゆたか）
川西町

和牛繁殖農家

母牛45頭と稲作11㌶、アスパラガス25㌃を
家族と共に経営しています。青年部員と
しても地域や仲間たちとの繋がり
を大切に、積極的に取り組
んでいます！
※マスクをはずして撮影する際は、感染防止対策に万全を期して実施しております。

特集

目指せ！日本一のブランド米「山形おきたま米」
令和２年産米 ＪＡ山形おきたま稲作振興共励会

製品上の特定ウイルスの数を減少させます
無機抗ウィルス加工剤・印刷
印刷面（表紙・裏表紙）

JP0612689X0002P

！注意事項 ・抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません ・SIAA の安全性基準に適合しています
SIAA マークはISO 21702 法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

特集

目指せ！日本一のブランド米
「山形おきたま米」
令和２年産米 ＪＡ山形おきたま稲作振興共励会
本特集では「令和２年産米 ＪＡ山形おきたま稲作振興共励会」で受賞した
皆さんをご紹介します。
例年３月に開催される「山形おきたま米 産地交流会」において表彰式を
執り行いますが、本年度は新型コロナ感染症対策を踏まえて開催を見合わせ、
受賞者名簿に代えて報告させていただきます。

令和２年度 ＪＡ山形おきたま稲作振興共励会審査結果


（敬称略）

【はえぬき】
（一般の部）

最優秀賞
優秀賞
優秀賞
優良賞
優良賞
優良賞

大瀧
戸田
伊藤
島津
我妻
髙橋

総一（川西）
雅弘（高畠）
正志（飯豊）
好一（高畠）
孝義（米沢）
隆 （川西）

（施設の部）

最優秀賞
優秀賞
優良賞

平間 功 （川西）
横尾 俊昭（川西）
井上 喜一（川西）
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【つや姫】
（一般の部）

最優秀賞
優秀賞
優秀賞
優良賞
優良賞
優良賞
（施設の部）

最優秀賞
優秀賞

【コシヒカリ】
（一般の部）

最優秀賞
優秀賞
優秀賞
優良賞
優良賞
優良賞
（施設の部）

最優秀賞
優秀賞
優良賞

安部
森谷
遠藤
宇井
和田
武田

優良賞

渡部 祐義雄（高畠）
髙橋 正孝 （高畠）
髙橋 誠一 （南陽）
潟湊 和人 （高畠）
宇佐美 一博（高畠）
梅津 則和 （川西）
須貝 良朗
青木 陽次
髙橋 昭一

（南陽）
（川西）
（川西）

憲一 （米沢）
英一 （米沢）
宗三郎（米沢）
（米沢）
浩
和之 （川西）
豊彦 （高畠）

髙橋 清一
佐藤 利昭
登坂 行雄

（高畠）
（川西）
（米沢）

第23回酒米の里づくりフォーラム
２月17日、山形市のメトロポリタン
山形で「第23回酒米の里づくりフォー
ラム」が開かれ、県内酒米生産者や関係
機関などが集まりました。前段に優良酒
米コンテストの表彰が行われ、当ＪＡか
らは、高畠町酒米
研究会の阿部正彦
さんが県知事賞
（品種：出羽の里）、
米沢酒米研究会の
安部清さんが酒米
協 議 会 長 賞（ 品
種：雪女神）を獲
得しました。
受賞した阿部正彦さん
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特集

第５回営農指導実践全国大会
最優秀賞を獲得

最優秀賞獲得

令和２年度第５回営農指導実践全国大会が２月 日

にオンラインで開かれ、北海道・東北ブロックを代表

して当ＪＡ営農経済部園芸販売課直販担当の柴田啓人

士考査役が出場しました。本大会は全国８地区を代表

する８ＪＡの営農指導員が、地域農業の課題を解決す

るためさまざまな事業を展開して生産者所得の向上に

繋げた成果を報告。審査の結果、ＪＡ山形おきたまが
全国一となる最優秀賞を獲得しました。

発表では、当ＪＡの園芸の主力品目である果樹事業

の課題改善に向けた園芸事業改革プロジェクトを立ち

上げ、
「おきたま統一共選」の実施、出荷施設の再編

による集出荷の効率化、ＪＡオリジナル商品開発を三

本柱に各種施策に取り組んだ経過と実績を提示しまし

た。柴田考査役は「生産者とＪＡが丁寧に対話を重ね

て合意形成を構築できたことが大きな自信となりまし

た。事業計画の達成に向けた取り組みが成果として結

び付き、ＪＡ営農指導員として改めて一つひとつの取
り組みの重要性を学びました」と振り返りました。

木村敏和組合長は「おきたまの農業の持続的な発展

のため農家組合員の皆さんと一丸となって事業に取り

組み、販売価格の増加や選果利用料の削減に繋げ、生

産者所得の向上に結び付けた実績が大きく評価された

と感じている。全国一の栄誉に応えるためにも、今後
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牡羊座
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も Ｊ Ａ 自 己 改 革 に 邁 進 し、 生 産 者 手 取 り の 最 大 化 を
図っていく」と話しました。

3/21〜4/19

【全体運】追い風が吹き、予定をスムーズに進められます。考え過
ぎず動きやすい方を選択するのが正解。金運も良好
【健康運】血行を促進する軽いメニューがお薦め
【幸運の食べ物】タラの芽

４月の運勢

ブランド強化に向けたＪＡオリジナル商品開発

木村組合長から賞状を受け取る柴田考査役

ＪＡ山形おきたま 営農指導実践全国大会

◀︎▼おきたま統一共選に
向けて熱心に確認す
る生産者

ＪＡ直売所

「愛菜館」の

冬季販売 について
ＪＡ山形おきたまが運営する直売所
「愛菜館」では、冬季の品揃えの強化
に向けて置賜産農産物のほか、他県の
採れたての農産物を販売しています。
栃木県産イチゴや熊本県産カリフラ
ワー、南国沖縄の郷土菓子など、種類
豊富に取り扱いしておりますので、冬
季も「愛菜館」をご利用くださいます
ようお願いいたします。

「シャインマスカット」

過去最高の販売金額を７年連続更新

年初め出荷のシャインマスカット

当ＪＡの令和２年産大粒ブドウ「シャインマスカット」の
出荷量は前年比34％増の143㌧、１㌔当たりの単価は13％増
の1602円、販売金額は52％増の２億2943万円となり、出荷
量・単価・販売金額ともに過去最高を更新しました。特に販
売金額については７年連続で過去最高を更新しました。
加温栽培の出荷は７月24日に始まり、９月10日以降に本格
的な出荷を迎え、出荷ピークの10月７日には日量６㌧もの販
売が行われました。今年度の販売実績は、樹齢経過による出
荷量の増加と良好な販売環境による価格高のほか、栽培技術
の向上により秀品率がアップしたことと高鮮度貯蔵庫を利用
した年末年始の需要期対応などの販売戦略が大きな要因とな
ります。
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お知らせ

高鮮度貯蔵庫で品質確認を行うＪＡ職員

【全体運】上昇運です。ゆっくりとですが、一つ一つ前進していき
ます。連絡を小まめに入れると良い気を呼び込めます
【健康運】胃腸を大切に。消化吸収の良いメニューにツキ
4/20〜5/20
【幸運の食べ物】アスパラガス
４月の運勢

牡牛座

安定生産と高品質出荷に向けて
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一刻も早く日常が戻ることを祈願

当ＪＡ常勤役員らは３月１
日、米沢市の上杉神社を参拝
し、神職の先導のもと新型コ
ロナウイルス感染症の終息と
おきたま農業の発展を祈願し
ました。
木村敏和組合長は「新型コ
ロナウイルス感染症は依然と
して猛威を奮い、観光・飲食
業のみならず、組合員の営農
や暮らしに大きな打撃を与え
続けている。コロナが一刻も
早く終息し、平穏な日常生活
を取り戻せるよう心から願っ
ている」と話しました。

真剣な眼差しでせりに参加する購買者

上杉神社でコロナ終息を祈願

川西町の置賜家畜市場で
３月５日、令和２年度最後
の子牛せりが行われました。
２４８頭が上場され、平均
価格は 万２６２９円、売
上金額は１億８４１７万１
９００円となりました。雌
牛は上場が１１４頭、最高
価格は１００万８７００円、
去勢牛は上場１３４頭、最
高価格は１０５万１６００
円と、いずれも昨年 月に
開催された前回市場を上回
る成績となりました。

置賜家畜市場子牛せり

74
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双子座

着座し玉串を捧げる木村組合長

発育良好の子牛そろい、せり活況

JA山形おきたま

【全体運】活躍が期待できます。やりたいことや興味のあることを
周りに伝えて。協力してくれる人が現れるはず
【健康運】オーバーワークに注意。休息を取って
5/21〜6/21
【幸運の食べ物】ミツバ

４月の運勢

当 Ｊ Ａ 女 性 部「 フ レ ッ
シュミズ部会」は２月６日、
ＪＡ本店で部会員ら８人を
集めて料理教室を開きまし
た。コロナウイルス感染防
止のため、マスク着用のま
ま試食を行わず、持ち帰り
できるメニューとして「２
色 に 分 か れ る ゼ リ ー」
「サ
ラダ寒天」の２点を調理実
習しました。
当広報誌「おきたまクッ
キング」
（７ページ）にレ
シピを掲載していますので、
ぜひ参考にして作ってみて
ください。

調理を行うフレミズ部員ら

おきたまの話題・出来事に
スポットを当て
いち早くお伝えします。
剪定を実演する山岸さん

西洋梨振興部会は２月３日、令和３
年産西洋梨「ラ・フランス」の高品質、
安定生産を図るため、南陽市の佐藤忠
一さんの園地で剪定講習会を開き、南
陽市の山岸誠さんが講師を務めて剪定
を実演。品質向上と生産量確保に向け
たアドバイスが行われました。
講習会後には、参加者全員で現在の
花芽の分化状況について直接果枝を見
ながら確認しました。

「ラ・フランス」剪定講習会

コロナ感染対策を行い交流

おきたまフレッシュミズ料理教室

おきたまクッキング
今月号では「おきたまフレッシュミズ料理教室」で調理実習した、手軽にできて、見た目もとて
もきれいな料理を２点紹介します。デザートやおやつ、献立の一品に加えて、食卓を華やかにして
みませんか。

２色に分かれるゼリー

作り方
①砂糖と牛乳を鍋に入れ、火にかける。牛乳が沸騰しない
ように気をつけ、フツフツとするくらいで火を止める。
②火を止めた状態で①に水でふやかしておいたゼラチンを
入れ、ゼラチンが完全に溶けたら、生クリームを入れて
混ぜる。
③②にオレンジジュースを入れて混ぜ、少しだけ加熱し、
鍋の周りに上澄み液が出て分離してきたら、素早くカッ
プに注ぐ。
⑤室温で１時間ほど粗熱をとり、２層に分離したら冷蔵庫
に入れ、固める。
ポイント
牛乳、生クリーム、オレンジジュースの入れる順番を
間違わないように気をつけ、②の調理時にはあまり温
度が下がらないように注意します。材料の入れる順番
を変えたり、温度が低くなりすぎると２層に分離しな
い場合もあります。
ブ ド ウ や パ イ ナ ッ プ ル、 グ レ ー プ フ ル ー ツ な どの
ジュースで作っても美味しいですよ。

材料（２人分）
オレンジジュース（果汁100％）
����� 250ml
牛乳�����������������90ml
生クリーム��������������50ml
砂糖���������������35～40ｇ
ゼラチン���������������5ｇ
（ふやかす水

40ml）

サラダ寒天
作り方
①水と寒天を鍋に入れ、火にかけて加熱する。透明になっ
たら砂糖を加えて煮立て、冷ましておく。
②ゆで卵を刻み、キュウリ、ニンジンは千切りにし、リン
ゴは皮をむかずに千切りにする。
③ボウルに②を入れ、マヨネーズを加えてよく混ぜる。
④③に①を流し込んで混ぜる。
⑤バットや大きめのタッパー容器に入れて、粗熱が取れた
ら冷蔵庫で冷やす。
⑥固まったら食べやすい大きさに切り、皿に盛りつける。

お す す め ！
材料（4人分）

キュウリ����1本

寒天�������12ｇ

ゆで卵�����3個

水������� 700㎖

ニンジン����少々

砂糖������ 100ｇ

リンゴ�����1/4個

マヨネーズ��� 250ｇ
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トピックス／料理

（皮をむかない）
４月の運勢

蟹座

6/22〜7/22

甘めになっているので、サラダとして
もおやつやお茶うけとしても食べられ
ます。具材の野菜と果物を変えてオリ
ジナルのサラダ寒天を作ることもでき
ます。

【全体運】気分の優れないときに無理は禁物。ぎりぎりまで待った
方がうまくいくことも。後半、耳寄りな話が入ってきそう
【健康運】メンタルケアが大切。ハーブティーが味方に
【幸運の食べ物】レタス

令和２年度 手作り看板コンクール
令和２年度手作り看板コンクール審査要領に基づき、ＪＡ山形お
きたまによる審査を実施しました。全13作品から最優秀賞、優秀賞
を各１点選出し、最優秀賞は白鷹地区青年部鮎貝支部、優秀賞は川
西地区青年部大塚支部が獲得しました。

最優秀賞
白鷹地区青年部

優秀賞

鮎貝支部

川西地区青年部

日々深刻化する異常気象、そして社会情勢。そ
れでも私たちは明日への希望の光を絶やさず、
しっかりと大地を踏みしめ、根付かせ、農産物
（支部長：樋口 賢太郎）
を全国へ届けます！

応
川西地区青年部

犬川支部

地区のお米を食べて、元気で健
康的な体を作ることを願って作
（支部長：奥村 稔彦）
成しました。

募

大塚支部

現在コロナの影響で、仕事がないなど、さまざ
まな状況が続いていますが、こんな状況下だか
（支部長：髙瀬 正敏）
らこそぜひ農業を！！

作

川西地区青年部

品

中郡支部

米沢牛を食べてほしいという気
持ちをシンプルな言葉にまとめ
（支部長：堀内 浩太郎）
ました。

川西地区青年部

東沢支部

当支部の盟友が作っている農作
物はアスパラガス・キュウリ・
米・米沢牛が主であり、これか
らの農作物の消費拡大ＰＲを目
指して作成しました。
（支部長：後藤 慶成）

【全体運】注目を浴びる月。見られているのを意識して積極的にア
ピールを。好結果が得られます。買い過ぎには気を付けて
【健康運】筋トレなど本格メニューで体力アップを
7/23〜8/22
【幸運の食べ物】ソラマメ
４月の運勢

獅子座
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応
川西地区青年部

吉島支部

楽しく明るい農業をしよう ！！
（支部長：和田 悠）

長井地区青年部

豊田支部

お互いが手を取り合って安心・
安全な世の中を作りたいと考え
ました。今の世の中は先行きが
見えませんが、この看板を見た
人の心が少しでも和らげば嬉し
いと思います。 （支部長：鈴木 将太）
長井地区青年部

募

作

川西地区青年部

小松支部

白鷹地区青年部

蚕桑支部

（支部長

船山 圭介）

平野支部

実際に捨てられているごみを利
用して看板につけることで、見
た人に環境の大切さを改めて考
えてもらおうという趣旨で作成
（支部長：青木 亮介）
しました。

白鷹地区青年部

「スマイル」笑顔の中心はいつも米
笑顔の中には米がある、
食卓の中には笑顔があふれる、
米を食べて笑顔になろう。

東根支部

『Made of food「食べ物で出来
ている」』食育という観点から
野菜で出来たドレスを描き、そ
して人も食べた物で出来ている
という事を表現しました。
（支部長

伊佐沢支部

（支部長

青年部

長井地区青年部

農家としての緊急事態宣言をま
とめてみました。（支部長：多田 悠也）

安部 陽太）

地元、小国町で生産されている
農畜産物にはどんなものがある
のかを町民の方に広く知っても
らい、ＪＡ青年部活動と地元産
農畜産物のＰＲを作品に込めて
表現しました。
（地区委員長

遠藤 寛壽）

【全体運】イライラする要素が減り、行動範囲が広がっていきます。
「楽しみ」な予定を入れて、生活にめりはりをつけて
【健康運】夜更かしは控えて。早起きしての散策は◎
8/23〜9/22
【幸運の食べ物】ルッコラ
４月の運勢

乙女座

新野 清水）

小国地区青年部

今年は新型コロナウイルスにより農家の方などさま
ざまな影響を受けたと思います。そのことを作品に活
かしてみようということになりました。
離れていても心は１つという言葉の意味として、コロ
ナウイルスの影響でなかなか集まることができませ
んが一人ひとり心はつながっていて、この時を一緒に
乗り越えようというメッセージを込めています。
9

品

ＪＡ山形おきたまの新たな購買店舗のご 案内

ＪＡ山形おきたまは、３月より長井・飯豊・小国地区のコメリ店舗において、当ＪＡが取り扱う肥
料・農薬・農業生産資材等をインショップ形式で販売を開始しました。

長井地区

飯豊地区

小国地区

コメリハード＆グリーン長井店

コメリハード＆グリーン飯豊店

コメリハード＆グリーン小国店

住所：山形県西置賜郡飯豊町大字
萩生字三本柳4390-1
T E L： 0238-86-3045
営業時間／4月～9月 9：00～19：30
10月～3月 9：00～19：00

住所：山形県西置賜郡小国町大字
小国小坂町509-1
T E L：0238-61-0028
営業時間／4月～9月 9：00～19：30
10月～3月 9：00～19：00

住所：山形県長井市小出3863-2
T E L： 0238-83-3880
営業時間／本 館 9：00～20：00
資材館 8：00～20：00

（日曜以外）

米

坂

セブンイレブン
ヨークベニマル

ファミリー
マート

線

小

国

駅

コメリ
ハード＆グリーン

コメリ特別セール（予定）：令和３年４月７日㈬～19日㈪

営 農 お 役 だ ち 情 報
健全な苗を植えることは初期生育の確保につながります。
種子の準備・育苗作業に細心の注意をはらって、健全な苗づくりに努めましょう。

米穀
育苗作業の目安

育苗期間
稚苗の場合

25日

中苗の場合

35日

田植え
５月18日

播種

催芽

水漬け

４月23日 ４月22日 ４月10日
４月13日 ４月12日 ４月１日

※コンタミ防止のためシードパックごとに名札をつけましょう。

ポイント１ 塩水選の実施
①塩水選で充実した籾を選別することで、発芽が揃いま
す。また、病害を回避する意味もあります。
②塩水選後はよく水洗いしましょう。
ポイント２ 種籾の水漬け
水温は必ず
①水温は温度計で必ず確認し、
確認すること！
積算水温で120℃を確保しま
しょう。
②浸漬初日に低水温（10℃未満）
での水漬けは、発芽率が低下
する可能性があります。
③水漬けは、期間中、水温10～15℃の範囲内で行いま

しょう。
④２～３日毎に水を交換し、袋の位置を入れ替え、上下
に揺するなどして酸素の供給を行い、吸水・温度ムラ
を防止しましょう。
ポイント３ 催芽
①ハト胸から１ミリ程度出た状態までとし、伸びすぎな
いよう注意しましょう
②催芽機は籾量を入れすぎると温水の循環が阻害され、
酸欠状態になりやすいので注意しましょう。
ポイント４ 播種
①播種は田植え予定日から逆算して実施しましょう。
②複数品種を播種する場合は、品種切り替え時に必ず清
掃してください。
③播種量が多すぎると苗が徒長しやすくなるので注意し
てください。
④播種時のかん水は覆土に水がしみあがる程度を目安と
します。

【全体運】忙しくなりそう。行動的なほどツキに恵まれるので、頼
まれ事はできるだけ引き受けて。プレゼント運あり
【健康運】楽しみながらできる運動が◎。いろいろ試して
9/23〜10/23
【幸運の食べ物】フキ
４月の運勢

天秤座

JA山形おきたま
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の割合を高めるため、早めのビニール被覆を心がけましょ

果樹

う。また、生育ステージが進むにつれて霜害への対策も
必須となります。

【サクランボ】
４月上旬以降は、霜害にあいやすいステージに入るた
め、対策資材（燃焼資材や散布資材）の事前準備を徹底

【西洋梨】

してください。発芽１週間後以降に－５℃、発芽10日

置賜総合支庁農業技術普及課の花芽調査では、花芽分

後以降に－３℃程度で被害が大きくなり、開花直前では

化率は平年より劣り、弱小花芽も多いようです。芽かき

－１℃でも３時間以上になると霜害の恐れがあります。

を徹底し素質の良い花芽を揃えましょう。

摘芽は品質向上効果のほか、樹勢の回復効果も得られ

花芽が小指の爪大から蕾の見えるまでの１週間が効率よ

ます。豊産性で着果過多になりやすい紅秀峰では、摘芽

く作業を行えますので、タイミングを逃さず実施しま

は必須作業です。通常は佐藤錦で花束状短果枝当たり３

しょう。

芽、紅秀峰では2芽を残します。
【リンゴ】
近年、管内では黒星病の発生が多くなっています。休

【ブドウ】
今年度は最も早い加温ハウスで２月中旬より被覆作業

展葉期から落花20日後の防除は10日以上間隔をあけず、

がスタートしています。
無加温ハウス以降の作型も、最需要期となる盆前出荷

野菜

眠期防除を確実に実施しましょう。とくに多発園では

４月の野菜栽培管理

４月の天候は、周期的に変わりやすく昼と夜の気温差
が大きくなることがあります。このため、生育ステージ

薬液量をしっかり散布するよう対策しましょう。

虫の持ち込みを防止しましょう。
２ ハウス野菜の管理
１）品目に応じた適正な温度管理を行いましょう。ハウ

や定植予定日に合わせた適正な管理（温度、換気、水分）

ス内は、急激な変化を起こさないように、気象条件

を行い、健全な苗の育成に努めましょう。

に合わせ、きめ細やかな温度管理（換気と保温）を

また、ハウス栽培、トンネル栽培も保温資材などを活
用し、夜間の保温や防霜対策に十分留意しましょう。

することが重要です。また、冷風が直接作物に当ら
ないよう留意しましょう。
２）温度管理とともに、湿度にも注意して過湿を避け、

１ 育苗管理

軟弱徒長と病害の発生を防止しましょう。予期せぬ

１）健全苗育成には、床土が良質であることが重要であ

晴天などで密閉したハウス内が高温になった場合

り、栽培する野菜の育苗に必要な条件を整えます。

は、葉焼けを発生させないように、急な開放は行わ

特にｐＨ・ＥＣが適正かをチェックしましょう。

ず、時間をかけて換気を進めましょう。

また、事前に播種床や育苗ポットに土詰めを行い、
適正な水分を保持して地温を十分確保しましょう。

３ トンネル野菜の本畑準備と管理

２）キュウリ・スイカ・メロン・トマト・ナスなどの育

１）ほ場に融雪などによる停滞水がある場合は、早めに

苗は、生育ステージに合わせた温度や水分管理を徹

排水溝などを掘って畑の乾燥を促進します。また、

底しましょう。接木栽培では、接木方法に合わせた

堆肥や土壌改良資材などを投入し、土づくりに努め

穂木と台木の生育管理を行います。また、苗に太陽

ましょう。

光が十分当たるよう保温資材の開閉を行い、晴天日
の急激な温湿度変化に注意し、健全な苗を育成しま

２）マルチ張りなどの定植準備を早めに行い、地温の上
昇を図りましょう。
３）定植は、地温を確認するとともに温暖な無風の日の

しょう。
３）かん水は、朝にかん水し夕方まで乾く量を基本とし、
過湿にならないようにしましょう。特に、セル成型

早い時間帯に行い、活着と初期生育の促進を図りま
しょう。

苗の育苗では、育苗培養土により保水力が異なるの

４）生育と気象条件により換気量を調節するとともに、

で、培養土の種類に応じたかん水量に留意しましょ

保温資材や遮光資材を活用し、低温による生育遅延

う。

や高温障害を防止しましょう。

４）育苗中から病害虫の発生を防止し、定植畑への病害
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営農情報

【全体運】慎重さが必要です。楽観視していると足元をすくわれる
恐れが。いつもの作業も丁寧に。確認もしっかりと
【健康運】持病の悪化に気を付けて。日頃からケアを
10/24〜11/22
【幸運の食べ物】新タマネギ
４月の運勢

蠍座

特選中古農機

の
みんな ジ
ー
メッセ

枝豆収穫機

食農教育活動の特集で青年部の方々が農業を
多くの児童の皆さんに指導されている様子に感
銘しました。今後の活動も楽しみにしています。

（高畠町・68歳）

全農レンタル機のレンタルアップ機
（払い下げ機）となります

ありがとうございます。今年度はコロナ禍のな
か、青年部の皆さんが試行錯誤しながら食農教
育活動に取り組みました。これからも農業の楽しさや
充実感などを次世代の子ども達に伝え、おきたまの農

GTH-1 現状渡し
2年使用 機番：#DA0437
￥3,542,000（税込）

業発展に向けて努めていきます。

新コーナー「おきたまの料理店」の記事がおも
しろかった。料理がとても魅力的でしたので、
ぜひ一度食べに行きたいと思います。
料理店もコロナ禍で大変だと思いますが、これか
らも応援します。
（白鷹町・58歳）
おきたま産農畜産物を使った料理を提供するお
店をメーンに、管内の素敵な料理店をどんどん

GTH-1 現状渡し
3年使用 機番：#DA0417
￥2,838,000（税込）

掲載していきます。
おすすめしたい料理店がありましたら、クロスワード

問合せ先

パズルの応募ハガキ等で情報提供をお願いします。

各農機センターまたは園芸販売課
までお願いします。

※希望者多数の場合は抽選とさせていただきます。

●

長井愛菜館閉店のお知らせ

この度「長井愛菜館」は、令和 3 年 3 月 31 日をもちまして閉店させて

頂くこととなりました。長年に渡りご愛顧賜り心より御礼申し上げます。
●

米沢地区愛菜館統合のお知らせ

米沢愛菜館・米沢東愛菜館・米沢南愛菜館は、３月31日をもちまして閉店させて頂き、

新たに「米沢愛菜館」として１店舗に統合し４月１日より営業を開始致します。
なお、新たな愛菜館につきましては、JA米沢支店近くにある現在の「米沢愛菜館」
を活用し、
現在、
増改築工事を行っております。つきましては、
工事期間の営業について、
下記臨時店舗で行いますのでご理解とご協力お願い致します。
臨時営業期間：令和３年４月１日㈭～令和３年４月下旬
営 業 時 間：午前９時30分～午後３時00分
臨時営業場所：現「米沢東愛菜館」

※住所：米沢市川井123

【全体運】あれこれ課題が出てくるときですが、正面から取り組め
ばクリアできます。考えを整理整頓して。部屋の片付けも◎
【健康運】注意力が散漫に。切り傷に気を付けて
11/23〜12/21
【幸運の食べ物】ノビル
４月の運勢

射手座

米沢愛菜館
、
きましては
新店舗につ
い
決まりしだ
開店日時が
ます。
ご案内致し

JA山形おきたま
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正解者に抽選でプレゼント

★米沢牛（２名）
★クオカード（10名）

タテのカギ
❷
❺
❼
❾








お稲荷さんのお使いです
小さな子どもに読み聞かせることも
一を聞いて——を知る
ひいて木を切ります
赤、白、八丁といえば
授業が始まる前に鳴ります
4月1日のエイプリルフールにはついてもいいとか
金太郎は長じて坂田——となりました
にっこりするとへこみます
精製してガソリンを作ります
日光市の景勝地の一つ、——の滝

ヨコのカギ
❶
❷
❸
❹
❻
❽






東京の桜の名所。西郷隆盛像があります
ランチュウやコメットはこの一種
ドライバーで締めたり外したり
威力があって速い球のこと
ムジュンのムが表す物
矢をつがえます
スマホの検索——を削除した
うずら豆は、——豆の品種の一つです
靴を数えるときに使う言葉
1000kgは1——です
漢字で書くと木瓜。美しい花が咲く植物です

３月号の正解は
Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

シュンミン

でした

クロスワードを解いて、Ａ→Eの二重ワク
の文字を順に並べてできた言葉が答えです。

ヒント
昔は薬草や漢方にも使われていました。

応募方法
官製はがきなどにクイズの答え・郵便番
号・住所・氏名・年齢・電話番号・本誌に
関するご意見・ご感想を必ずご記入の上、
〒999－0121 川西町上小松978－1 ＪＡ山形
おきたま総務課宛にお送り下さい。

締め切り ３月31日㈬必着

３月号当選者
★米沢牛（２名）
齋

藤

いち子 様

川西町

山

口

洋

様

米沢市

様

高畠町

様

高畠町

様

南陽市

様

南陽市

鹿
手
那
迎
菅

間
塚
須
田
野

清 子
千 恵
悦 子
八重子
きみ子

★クオカード（10名）
我
渡
大
松
佐

妻
部
浦
田
藤

由
和
紀
岩

秋
博
進
子
雄

美 様

白鷹町

様

川西町

様

長井市

様

長井市

様

白鷹町

様

飯豊町

※当選者ならびに手紙・イラストなど掲載時の住所、氏名の紹介について、ご了承のうえご応募下さい。
なお、応募ハガキの個人情報は、当ＪＡの事業運営に関すること以外の目的には使用しません。
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読者ページ

【全体運】かみ合っていなかった状態が解消へ。話し合いは焦らず
ゆっくりと進めて吉。身近な人が味方になってくれます
【健康運】体を柔軟にする運動を多めに取り入れて
12/22〜1/19
【幸運の食べ物】タケノコ
４月の運勢

山羊座

場所／本店

常勤
 理事と監事の意
見交換会の開催につ
いて
令和
 ２年度決算監事
監査の実施について
令和
 ２年度資産査定
監事監査の実施につ
いて
令和
 ３年度監事監査
計画について

左記の事項を協議しました。

第２号議案

第３号議案

第４号議案

第５号議案

日㈮

26

場所／本店

場所／本店

第 回監事会
開催日／２月
【協議事項】
第１号議案

第２号議案

第３号議案

第４号議案

13

◎理事会の報告

11

役員
 改選に係る要請
書に伴うＪＡ理事会
の 協 議 結 果（ 回 答 ）
について
組合
 員周知内容につ
いて

26

日㈮

山形
 県随時検査改善
状況報告書について
令和
 ２年度債権譲渡
の決定について
出資
 金減口の承認に
ついて

第 回理事会
開催日／２月９日㈫
【協議事項】
第１号議案

第２号議案

第 回理事会
開催日／２月
【協議事項】
第１号議案

第２号議案

第３号議案

◎監事会の報告

12

山形
 県事後確認検査
結果に対する回答書
と監事の意見につい
て
令和
 ２年度決算監事
監査の実施について
令和
 ３年度監事監査
計画について
みの
 り監査法人によ
る期中監査（ロール
フォワード）結果に
ついて

４月の無料法律相談

当ＪＡは、無料で法律相談を
承っています。相談ご希望の方
は、各支店・出張所にお申し込
み下さい。
▼開催日時・場所
４月 日㈭
午後３時～午後５時
本店（川西）
▼相談弁護士 倉岡憲雄先生
▼相談内容 交通事故、相続など
22

第 回監事会
開催日／２月９日㈫ 場所／本店
【協議事項】
第１号議案 第３
 四半期監事監査
意見書について

46

４月の無料税 務 相 談

当ＪＡは、税に関するさまざ
まな相談を無料で承っています。
相談ご希望の方は、予約制です
ので次の問い合わせ先までご連
絡下さい。
▼開催日時・場所
４月 日㈬
午前 時～午後３時
本店（川西）☎ ―３１１２
▼相談税理士 仁科孝先生
10 21

12

︿役員会だより〉

ＪＡインフォメーション

川のみなとのレストラン

おきたまの

住

所：山形県長井市東町２-50

（道の駅「川のみなと長井」店内）

電話番号：0238-87-1121

◀馬のかみしめソフトクリーム

おきたま伝承野菜の枝豆「馬のかみしめ」
を使用したソフトクリームです。枝豆のさ
わやかな風味と濃い甘みが口の中に優しく
広がり、とてもクセになる美味しさです。

ＪＡ
長井出張所

長井小学校

長井ドレス・ド・オムライス▶
長井のブランド野菜「寺泉
トマト」をベースに、デミ
グラス・ケチャップの２種
類の選べるソースを用意し
ました。ドレスに見立てた
トロトロ卵によく絡みます。

長井駅

＜おすすめメニュー＞

長井市役所

料理店

「ラ・ベール」

川のみなと長井

「ラ・ベール」
川原稲荷神社

＜川のみなとのレストラン「ラ・ベール」
渡辺優シェフへのインタビュー＞
■編 集 部：川のみなとのレストラ
ン「ラ・ベール」の特
長をお聞かせください。
◇渡辺シェフ：当店は、山形の食の素晴らしさを発揮し、長
井市の食の可能性を追求する空間をコンセプ
トにしています。
■編 集 部：渡辺シェフのこだわりをお聞かせください。
◇渡辺シェフ：長井市がけん玉日本一ですので、けん玉をモ
チーフとした料理を始め、日本一美味しい道
の駅の料理を提供することを目指し、一品一
品のクオリティにこだわっています。
■編 集 部：今後の目標についてお聞かせください。
◇渡辺シェフ：県 内および長井市内の食材を使って地元の
「食」を全国に発信し、遠方の方だけでなく
地元の皆さんにも気軽に来ていただけるよう
な場所にしたいと考えています。

【全体運】運勢は良好。友人との交流が多くのものをもたらしてく
れそう。少し先の計画のための下調べも吉と出ます
【健康運】激しい運動や難しいメニューにも挑戦を
1/20〜2/18
【幸運の食べ物】ワラビ
４月の運勢

水瓶座

JA山形おきたま
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お知らせ

【全体運】ちぐはぐだった状況が解消していきます。積極的なコミュ
ニケーションで心の距離も接近。買い物は後半が吉
【健康運】食事のバランスに気を使って。早寝にツキ
2/19〜3/20
【幸運の食べ物】トマト
４月の運勢

魚座

令和４年度 ＪＡ山形おきたま職員募集

令和４年度の大学・短大・専門校卒業者（令和３年度卒業見込者を
含む）および、高校卒業者の職員採用について、次により募集致します。

１．募集職種 Ｊ
 Ａ事業全般
（信用・共済・販売・営農
機欄のない様式は別紙に記入］
）
指導・購買・農機・福祉事業 他）
③成績証明書（１年制、２年制の学校の場合は高校
２．採用予定人員 正職員 20名
の成績証明書も併せて提出下さい。
）
３．応募資格
④卒業証明書または卒業見込証明書（成績証明書と
（１）
①大学・短大・専門校卒業者
同一証明の場合は省略可）
（令和３年度卒業見込者を含む）
⑤職務経歴書（職務経歴がある方）
②高校卒業者
（２）
提出先
（２）
昭和61年４月２日以降に生まれた方
〒999-0121 山形県東置賜郡川西町大字上小松978-１
（３）
通勤可能な方
山形おきたま農業協同組合 管理部総務課
℡0238－46－3111
４．採用試験
７．その他
（１）
第１次試験 能力検査・適性検査
現住所以外の住所に受験案内等の送付を希望される
試験日時 令
 和３年４月９日（金）午前８時45分受付 （１）

方は、履歴書にその旨を記載して下さい。
試験会場 Ｊ
 Ａ山形おきたま本店
（東置賜郡川西町大字上小松978-1）
（２）
提出書類については、選考および連絡に関してのみ
（２）
第２・３次試験 集団討議面接・面接試験
利用致します。なお、提出書類は返却致しませんの
日
 程等については、第１次試験合格者へ連絡致します。
でご了承下さい。
５．応募期間
（３）
新型コロナウイルス感染症対策として、マスク着用
令
 和３年３月１日（月）～令和３年４月２日（金）
での参加をお願いします。応募以降に同ウイルス感
応募書類必着
染が疑われる体調不良等があった場合は、速やかに
６．応募手続
管理部総務課までご連絡をお願いします。後日別途
（１）
提出書類
対応させていただきます。また、今後の状況により
①履歴書（市販、学校指定のいずれでも結構ですが、
応募期間、試験日を延期する場合がございます。
在学生は極力学校指定様式で提出下さい。３ヶ月 （４）
その他不明な点については、管理部総務課へお問い
以内に撮影した写真を貼付して下さい。）
合わせ下さい。
②志望の動機（履歴書の志望動機欄に記入［志望動

春は新しい門出の季節
もしもに備えた安心保障

この資料 は概要 を説明したものです。ご 検討 にあたっては、
「重要事項説明書（契約概要）」を必ずご 確認ください。また、ご 契約 の際 には、
「重要
事項説明書（注意喚起情報）」および「ご 契約 のしおり・約款」を必ずご 確認ください。
［20069990086］

詳しくはＪＡ各支店にお問い合わせください。
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