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おきたまの「夏」

JA職員の料理研究家 ひろ子先生が
旬のオリジナルレシピをご紹介します!!

〜おきたまの定番缶詰「さば缶」〜
○夏のスタミナ料理は
お金をかけずにこれで決まり

さばキムサラダ
＊材 料（２人分）
さば水煮缶…… １缶（190ｇ・水気を切る）
白菜キムチ……… 200ｇ（少し水気を切る）
きゅうり………………………………… ３本
青じそ…………………………………… ４枚
＜タレ＞
おろししょうが……………… ２分の１かけ
しょうゆ…………………………… 小さじ２
ごま油……………………………… 小さじ１
※かいわれ大根、たまねぎスライスなど香味野菜（お
好みで適量）

＊作り方
①きゅうりはピーラーで長くリボン状に薄切りにし
て、薄い塩水（塩は分量外）にさらしクッキング
ペーパーで十分に水気を切っておく。
②白菜キムチは細切りにする。
③ボウルに、水気を切ったさば缶を軽くほぐし、❷
のキムチを入れる。
④小さい容器に、タレの材料を入れよく混ぜる。❸
に合わせタレを入れ軽く和える。
⑤器に❶のきゅうり・軽く合えた❹を盛り付ける。
⑥仕上げに千切りにした青じそ・お好みでかいわれ
大根、たまねぎスライスをトッピングして出来上
がり。（マヨネーズとの相性もピッタリです。）
さば缶にはビタミンＢ12が豊富に含まれ、貧血予
防や腰痛、不眠症などの改善効果があります。
また、骨や歯の成長を助けるビタミンＤも豊富
ポイント で、子どもの発育や妊娠中、授乳中の女性には
摂取したい栄養素の１つです。整腸作用や血流
を良くするキムチと合わせスタミナアップを図
りましょう。

〜森のバター「アボカド」登場
肝機能が低下の方におすすめ〜

アボカド・トマトの明太和え
＊材 料（２人前）
アボカド…………… １個（食べごろを選ぶ）
トマト（大）…………………… １個（完熟）
Ⓐ＜和えタレ＞
辛子明太子… 一腹（30ｇくらい・薄皮除く）
オリーブオイル…………… 小さじ２分の１
レモン汁……………………… ２分の１個分
しょうゆ………………… 大さじ２分の１弱
＊作り方
①Ⓐの和えタレを作る。ボウルに材料を入れ混
ぜる。
（たらこの塩加減でしょうゆの量を加
減して下さい。）
②アボカドは種を取り、皮をむいて食べやすい
大きさに切る。分量外のレモン汁を少々振っ
ておく。トマトも食べやすい大きさに切る。
③❶のボウルに切ったアボカド・トマトを入れ
和える。
④器に盛り付け出来上がり。おつまみにも、ご
飯にのせてもおいしいですよ。また、明太子
は普通のたらこを代用してもＯＫです。

料理の
ポイント

今

スーパーで気軽に購入できるようになったアボ
カド。外国産の果物でありながら和風の味付け
にとってもよく合います。刺身とともにわさび
醤油で、つぶして山芋や冷奴にくわえてもおい
しい食材です。

月は…

今回は、ひろこ ｓキッチンでも省エネ対策で「節約
や節電レシピ」を考案しました。光熱費を使わず、ご飯
や冷やし麺にもよく合います。おきたまの夏の自家野菜
を使い、食欲増進やスタミナアップさせるメニューです
ので、ぜひチャレンジしてみて下さい。

【全体運】前向きな気持ちになれる月。やってみたいことには積極的に取り組んで。
気の合う仲間とのレジャーもお勧め
【健康運】ちょっとしたケガに注意。行動は慎重に
３/21 〜４/19 【幸運を呼ぶ食べ物】キュウリ
８月の運勢
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わんぱくキッズ集合！

今月の表紙

川西町立吉島幼稚園（髙橋裕子園長）は、園児41人でジャガイモやサツマイモなどの計６品目の
作物栽培にチャレンジしています。収穫されたジャガイモなどは、カレーライスなどに調理され園児
みんなで味わいます。また、今年度は年長園児を中心に省エネ対策でヘチマやアサガオを栽培し「グ
リーンカーテン」などの環境に配慮した取り組みも行っています。
髙橋園長は「園児たちに収穫の喜びを実感してもらうため、畑で収穫したものは、その場で食べて
新鮮でおいしい野菜を味わってもらっている。それが食農教育の魅力！！」と話しています。
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個別報酬について
︵案︶
第３号議案 退任役員への退職慰労金の
支給について︵案︶
第４号議案 平成 年度第２四半期余裕
金運用方針・計画について
第５号議案 出資金減口の承認について
◎監事会の報告
第５回監事会
開催日・場所 ６月 日㈮・本店
協議事項
第１号議案 平成 年度各監事の報酬額
決定について
第６回監事会
開催日・場所 ６月 日㈪・本店
協議事項
第１号議案 平成 年度決算監査回答書
の受理について
第２号議案 平成 年度第１四半期随時
監査について
第３号議案 内部体制等にかかる指導要
領・Ｊ Ａバンク基本方針に
基づく﹁体制整備モニタリ
ング報告﹂の監事意見につ
いて

８ 青色回転灯出発式
東京営業所通信
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20 おきたま見聞録!!
【全体運】感情的になりやすいので、深呼吸で心を静めて。家族や身近な人たちへの
感謝の心を大切に。芸術鑑賞に幸運が
【健康運】軽いスポーツや運動を楽しむと好影響大
４/20 〜５/20 【幸運を呼ぶ食べ物】冷しゃぶ
８月の運勢
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役員会だより

３ 役員会だより

左記の事項を協議しました︒

２ ひろこ s キッチン

◎経営役員会の報告
第１回経営役員会
開催日・場所 ６月 日㈪・本店
協議事項
第１号議案 平成 年度決算監査︵監事
監査︶意見書に対する回答
について
第２号議案 平成 年度における経営管
理委員の個別報酬について
︵案︶
第３号議案 退任役員への退職慰労金の
支給について
◎理事会の報告
第１回理事会
開催日・場所 ６月 日㈮・本店
協議事項
第１号議案 平成 年度決算監査︵監事
監査︶意見書に対する回答
について
第２号議案 平成 年度における理事の
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「おきたま」にも真夏の季節が到来
しています。今年は、省エネ対策とし
て日本各地で節電などの取り組みが行
われています。
今回の特集では「おきたまの夏」と
題し、暑い夏を上手に乗り切るため「涼
しさや冷たさ」をテーマに、各地区で
人気のあるイベントや行事、飲食物な
どをご紹介します。

く ら

米

茶

蔵

沢

米沢市内の隠れた名
店「茶蔵」。落ち着い
た 造 り の 店 内 は、 時
間を忘れゆっくりと
ショッピングやカフェ
などが楽しめます。
夏場の人気メニュー
は「宇治金時ソフト」
で、アイスやかき氷の
なかでNo. １を誇りま
す。ボリュームがあり、
抹茶の苦味と小豆本来
の甘さが合わさった夏
に一押しの一品です。

さ

宇治金時ソフト
730円（税込）
◆営業時間
AM１０：00 〜 PM ７：00
◆ラストオーダー
PM ６：00 まで
◆定休日
無休
＜お問い合わせ＞
茶蔵
住所：米沢市金池5 6 33
TEL：0238 37 1772
FAX：0238 37 1773

高

米鶴酒造㈱

畠

米鶴酒造㈱で造られ
る
「まほろばのあま酒」
は、子どもから大人ま
で人気のある商品です。
甘酒は、夏バテ防止や
腸内環境を整える効果
があり、江戸時代では
夏の飲み物として販売
されていました。
「まほろばのあま酒」
は高畠産の出羽燦燦が
使用され、冬に飲む甘
酒と違いスッキリとし
た味わいです。

まほろばのあま酒
700円（税込）
◆営業時間
AM ８：15 〜 PM ５：00
◆定休日
土・日・祝日
※商品の購入を希望される場合は、下
記にお問い合わせ下さい。
＜お問い合わせ＞
米鶴酒造㈱
住所：高畠町二井宿1076
TEL：0238 52 1130
FAX：0238 52 3200
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南

梨郷地区

陽

旬の夏野菜や加工食
品などが、豊富に出揃
うりんごう市場の「朝
市」
。今年度は、４月か
ら11月 中 旬 ま で の 毎
週日曜日に開かれます。
「朝市」は、市内外か
ら新鮮な野菜や加工食
品などを買い求めるお
客さんで大いににぎわ
います。秋には、梨郷
産の食材を使った「い
も煮」や「もち」など
が振る舞われる予定で
す。

りんごう市場
「朝市」
◆開催日
毎週日曜日
◆時間
午前７時〜午前８時まで
◆場所
の川や駐車場
＜お問い合わせ＞
りんごう市場出店者会
代表 野川寿一
住所：南陽市竹原2929
TEL：0238 47 7131

川
やまがた川西ダリヤ園
◆開園期間
８月１日〜 11月３日まで
◆定休日
期間中無休
◆開園時間
午前９時〜午後６時まで
（10月以降は日没で閉園）
◆入園料金
大人520円
（税込）
小人（小学生）210円
（税込）
未就学児無料
◆団体料金（20名様以上）
大人420円
（税込）
小人160円
（税込）
＜お問い合わせ＞
川西町観光協会
住所：川西町大字上小松1567
TEL・FAX：0238 42 2112

西

約100,000本 の ダ
リヤが咲き誇る川西町
の「やまがた川西ダリ
ヤ園」が８月１日より
開園します。ダリヤの
品種は、約650種。８
月 か ら11月 初 旬 に か
けて色鮮やかなダリヤ
が来場者の目を楽しま
せます。
園内では毎年９月に
「東北ダリヤ名花展」
など、さまざまなイベ
ントが開催される予定
です。

長
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ながい水まつり＆
最上川花火大会

井

夏といえば、やっぱ
り〝お祭り！〟長井市
の恒例イベントとなっ
ている「ながい水まつ
り」が、今年も８月６
日に開催されます。
ながい水まつりは、
最上川を下るカヌー体
験や魚のつかみどり大
会、夜には花火大会な
ども開催されます。ま
た、たくさんの屋台な
ども立ち並び子どもか
ら大人まで夏を満喫で
きます。

子どもから大人まで楽しめるイベン
トが盛りだくさんです。
◆開催日
平成23年８月６日㈯
◆場所
最上川河川緑地公園（舟場）
＜お問い合わせ＞
長井市観光協会
住所：長井市館町北6 27
TEL：0238 88 5279
FAX：0238 88 5276

白

蚕桑地区

鷹

白鷹町蚕桑地区にあ
る田んぼアートが、７
月下旬から８月上旬に
かけ見ごろを迎えてい
ます。田んぼには、創
作 物 語 の「 お 蚕 姫 物
語」がモチーフのお蚕
姫と青年のアートが色
鮮やかに描かれていま
す。
この取り組みは、蚕
桑駅前夢プロジェクト
の 地 域 住 民16人 が 集
まり、今年で３年目と
なります。

田んぼアート
「お蚕姫物語」
◆田んぼアートの見ごろ
７月20日〜８月10日ごろまで
はえぬきや古代米などを使った色
鮮やかな田んぼアートは、見応え十分
です。ぜひ、足をはこんでみて下さい。
＜お問い合わせ＞
蚕桑駅前夢プロジェクト
会長 木村義弘
TEL：0238 85 4997

飯

道の駅いいで
めざみの里観光物産館

豊

飯豊町の特産品の
〝どぶろく〟から、開発
された「いいで産どぶ
ろくアイス」
。どぶろく
のほのかな香りと風味
がたまらない一品です。
「どぶろくアイス」
のおすすめの食べ方は、
ヨーグルト程度のペー
スト状になるまでとか
して食べると、どぶろ
くの香りと風味が増し
て濃厚な味わいになり
ます。ぜひ、食べてみ
て下さい。

いいで産
どぶろくアイス
290円（税込）
ちょっと珍しいアイスは、いかがで
しょうか！！
＜お問い合わせ＞
飯豊めざみの里㈱
住所：飯豊町大字松原1898
TEL：0238 86 3939
FAX：0238 86 3030

小

ブナの森温身平

国

夏は、涼しさや癒し
を求める季節です。古
くから森には癒しの効
果があるといわれます。
この効果で心身を元気
にするのが「森林セラ
ピー」です。
小国町の温身平に
は、ブナやミズナラな
どの樹木が数多く生育
し、広大な森林地帯が
広がっています。大自
然の中で癒しの効果を
体験してみてはいかが
でしょうか。

森林セラピー
森林散策は、半日体験や１日体験
のコースで選ぶことができます。また、
クラフト体験や畑仕事なども体験でき
ます。
（上記の体験などには体験料が発
生します。詳細は、下記のお問い合
わせ先までご連絡下さい。）
＜お問い合わせ＞
小国町役場
産業振興課商工観光室
住所：小国町大字小国小坂町2 70
TEL：0238 62 2416
FAX：0238 62 5464
JA山形おきたま 6

さとう宗幸 チャリティーステージ
〝満員御礼〟680人が詰めかける

﹁青葉城恋唄﹂で１３０ 万
のミリオンセラーを記録し
た﹁さとう宗幸﹂さんのチャ
リティーステージが７月 日︑
川西町フレンドリープラザで
開かれ県内外から来場者約
６８０ 人が集まりました︒
当日は︑ＹＢＣ山形放送の
松下香織キャスターを司会進
行に迎え︑さとう宗幸さんや
バックコーラスを務める庄子
眞理子さん︑高橋佳生さんが
心に響く歌声を披露してくれ
ました︒
10

大勢の観客でいっぱいに
なった会場

ＪＡ女性部の皆さん
お疲れさまでした。

当Ｊ Ａ女性部
︵鈴木喜恵子委
員長︶は農機・
生活フェアを盛
り上げようと期
間中︑山形名物
の玉こんにゃく
販売に協力いた
だきました︒
部員の皆さん
が調理した玉こ
んにゃくは大好
評でした︒

最新家電などが並んだ生活フェア

玉こんにゃくを振る舞った女性部の方々

当Ｊ Ａの農機・生活フェアが７月
９日と 日の２日間︑川西本店を会
場に盛大に開催され︑約２０００人
の来場者が訪れました︒
今回の農機・生活フェアは︑東日
本大震災の復興支援として募金活動
も 行 わ れ︑ 来 場 者 の 皆 さ ん か ら 計
万７７２４円の募金にご協力をい
ただきました︒
当日は︑大型農業用機械やお中元
など日用品ギフトの展示に加え︑夏
を彩る金魚すくいなどのコーナーも
設けられ会場は大いににぎわいまし
た︒
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﹁農機・生活フェア﹂ 大型農機・最新家電を展示

心に響く歌を熱唱するさとう宗幸さん

18

10

大切な農産物を守れ

今年もＪＡ職員が防犯活動
当ＪＡ管内の農産物盗難防止と安全安心な生
活を確保しようと当ＪＡは６月21日、青色回転
灯装備車輌の出発式を川西本店で開きました。
出発式にはＪＡの青色回転灯装備車輌12台と
パトロールを行う職員約50人、警察関係者など
農産物盗難防止へパトロールに向かった青色回転灯装備車輌
合わせて約100人が出席しました。
はじめに木村敏和会長が「農家組合員が手塩に掛けて育てた農産物を守り、地域防犯の一助と
して活躍してほしい」と呼び掛け、職員を代表して生産販売部営農企画課の大沼宏さんが「大切
な農産物を守っていきたい」と意気込みを述べました。
また、町内の小松幼稚園（天笠善照園長）の園児約30人が応援に駆け付け、
「泥棒を吹き飛ばせ」
とサクランボの種飛ばしを行いました。
当ＪＡは、渉外担当者などで組織する地域見守り隊とともに管内の農産物盗難防止、防犯パト
ロールで地域の安全安心な暮らしの実現に努めていきます。

デラウェア出荷に遅れ
全国の市場から強い引き合い
平年に比べ遅れてスタートしたサクラン
ボは無事出荷を終え︑大田市場で行われた
県の﹁紅秀峰﹂品評会で南陽市の鈴木さん
が入賞を果たすなど︑輝かしい成績を収め
産地ＰＲに一役買っていただきました︒
しかし︑気温が上昇すると心配されるの
が青果物の品質です︒７月初めの急激な気
温上昇により︑県産青果物全体に品質劣化
が散見され︑クレームや返品などが一時的
に増加しました︒
また︑市場を経由した食肉の放射能汚染
問題が発覚︒消
費者の食に対す
る反応がさらに
過敏になり︑小
売や仲卸などは
安全安心を大前
提 に 捉 え︑ 食 味
と品質を非常に
重視しています︒
クレーム対応
大田市場で開かれた県産紅秀峰の品評会

全国の市場が早期安定
出荷を待ち望むおきた
ま産デラウェア

で常に感じるのが小売
量販・仲卸・市場の農
作物・産地・生産者に
対する考え方の温度差
です︒品物の中に少し
でも劣化したものが混
入すれば全て返品する
業 者 も あ れ ば︑ 劣 化 し
たものを取り除き︑手をかけて少しでも商
品化しようと努力する業者もあります︒
当然︑クレームは真摯に受け止め︑再発
防止の対応を講じなくてはなりません︒特
に傷みやすい青果物に対しては︑産地と消
費者の中間で努力する業者の方々には頭が
下がりますし︑逆に全く問題のない商品さ
え返品される業者には憤りさえ感じます︒
今年産デラウェアは︑６月下旬に京浜地
区へ初出荷されました︒現在は例年に比べ︑
おきたま産の出荷量が極端に少ないため相
場にも大きな影響を与えており︑全国の市
場が今か今かと待ち望んでおり﹁今年もお
きたまの良質なデラウェアの安定出荷を﹂
という声が次々に寄せられています︒
︵須貝嘉和︶
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みなさんに地域の話題をお知らせします

おきたま産デラウェア初出荷

南陽市農業祭「さくらんぼまつり」
品評 会 に 出 品 さ れ た サ ク ラ ン ボ

首都圏方面に出荷されたデラウェア

県内先駆けてデラウェア初出荷

品評会で品質向上を目指す

当ＪＡが誇る主力果実「デラウェア」の初出
荷が６月26日、高畠町の和田集荷場で行われま
した。
首都圏などの主要市場に向けて出荷されたデ
ラウェアは、町内和田地区の進藤純一さんが加
温栽培した２㌔箱計656㌔。今年産は、例年に
ない積雪や東日本大震災による燃料不足などが
響き、昨年より３日遅い初出荷となりましたが、
進藤さんは「作業は例年と比べ遅れたが、品質
や糖度は十分」と自信を込めました。

南陽産さくらんぼのＰＲと品質や出荷規格の
統一を目指そうと６月25日、南陽市農業祭「さ
くらんぼまつり」が当ＪＡ南陽愛菜館前広場で
開かれました。
品評会には、市内の生産者が栽培した「佐藤
錦」のパック詰め15点、バラ詰め41点の合計56
点が出品。糖度や形状、玉ぞろいなどを慎重に
チェックし、最優秀賞に沼部敏弘さん（パック
詰めの部）と髙橋正志さん（バラつめの部）が
選ばれました。

きゅうり振興部会目ぞろえ会

米生産販売レディー倶楽部委嘱状交付
委嘱状を手にするレディー倶楽部
のメンバー

規格と箱詰め方法をチェックした
目ぞろえ会

病害虫予防で高品位出荷を

米販売促進に女性の力を

夏秋きゅうりの高品位平準化を図ろうと当Ｊ
Ａきゅうり振興部会（佐藤孝部会長）は７月１
日、当ＪＡ南陽流通センターで目ぞろえ会を行
いました。
目ぞろえ会には部会員など10人が出席。ＪＡ
担当者が今年産の販売概況について報告し、品
質向上を図るため各地区で現地講習会を開くこ
とを決めました。
出席した部会員は、出荷する際の規格や箱詰
め方法を改めて確認しました。

当ＪＡは７月１日、川西町の本店で稲作農家
女性15人に「米生産販売レディー倶楽部」の委
嘱状を交付しました。
交付式では、鈴木菊雄理事長が一人ひとりに
委嘱状を手渡し、委嘱期間中の販売促進に期待
を込めました。
産地が見える米を強くアピールする同倶楽部
の活動は今年で14年目。メンバーは１年間、首
都圏などで新米キャンペーンや対面試食販売を
行い、山形おきたま米の販促活動を行います。

【全体運】コミュニケーション運が活発化。初対面の相手にもフランクに話し掛けて。
話題のスポットへ遊びに行くのも吉
【健康運】飲み過ぎに気を付けて。軽い運動も大事
５/21 〜６/21 【幸運を呼ぶ食べ物】インゲン
８月の運勢
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梵天丸茄子供養祭

ちゃぐりんキッズクラブ
さく ら ん ぼ を 味 わ う 児 童 た ち

漬け 込 み 式 で 作 業 の 始 ま り を 告 げ
た供 養 祭

先人の労に感謝

旬のさくらんぼを満喫

米沢生まれ米沢育ちの特産丸ナス「梵天丸茄
子」供養祭が７月４日、米沢市窪田の内藤醸造
㈱「匠の館」で開かれました。
供養祭には、生産者など約40人が出席し今年
の豊作を祈願。同社の社員が今年産の梵天丸茄
子を漬け込んで作業の始まりを告げました。
梵天丸茄子は、当ＪＡ梵天丸茄子部会（石川
正義部会長）の部会員11人が約４㌶に作付け。
収量は平年並みを見込み、７月下旬から９月中
旬ごろに収穫の盛期を迎えます。

管内の児童が農業を学ぶ当ＪＡアグリスクー
ル「ちゃぐりんキッズクラブ」は７月２日、さ
くらんぼ収穫と歴史探訪を行いました。
今年度３回目となった授業には児童など約80
人が参加。さくらんぼ収穫は、南陽市中川の大
沼さくらんぼ園で体験しました。
児童たちは、たわわに実った佐藤錦を口いっ
ぱいにほお張り旬の味を堪能しました。
また、管内の歴史を知ろうと上杉神社を訪問。
おきたまの歴史などについて見識を深めました。

全国ブドウ研究大会

ぶどう販売対策会議
生産者や行政︑市場関係者が参加
した販売対策会議

近野裕一さん︵右︶のブドウ園を
視察したブドウ生産者

近野さん（高畠）のブドウ園を視察
全国のブドウ生産者の交流や連帯を深めよう
と７月12日と13日の２日間にわたり、上山市の
「日本の宿古窯」で第51回全国ブドウ研究大会
が開催されました。
２日目には、県内３会場でブドウ園地を視察。
当ＪＡ管内では、高畠町金原の近野裕一さんの
ブドウ園が会場に選ばれ、日本一の生産量を誇
るおきたま産「デラウェア」の栽培方法や果樹
全般の概要などについて研修しました。

計画出荷で販売額24億円を目指す
当ＪＡはブドウ販売目標額24億円の達成に向
け７月８日、たかはた支店で約150人が参加し
て「ぶどう販売対策会議」を開催しました。
はじめに木村敏和会長が「大雪や東日本大震
災、原発問題など厳しい状況が続くが、市場と
の連携で有利販売に結び付けたい」と抱負を語
りました。
今年産は4054㌧の出荷を計画し、シェア確保
と調整販売の徹底などで目標額達成に向けて取
り組むことを確認しました。

【全体運】趣味や習い事など、好きな作業に打ち込んでみて。部屋の整理整頓や荷物
の片付けをするのも好運を呼ぶ秘訣（ひけつ）
【健康運】無理をせず、のんびり過ごすのがベスト
６/22 〜７/22 【幸運を呼ぶ食べ物】冷やし中華
８月の運勢

蟹座
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獅子座

犬川支部︵佐藤史一支部長︶は︑
盟友 人で犬川小学校の児童たちと
食農教育活動に取り組んでいます︒
農 作 業 で は︑ 田 植 え や 稲 刈 り を
メーンに児童と保護者の皆さんと一
緒に活動︒秋に収穫したモチ米は︑
モチつきなどで収穫の喜びを実感し
ながら味わいます︒
また︑昨年度に開催された﹁青年
部おきたまソフトボール大会﹂では︑
支部が一丸となり見事優勝すること
ができました︒
今後も︑青年部活動を通じ盟友相
互の懇親を深め︑支部の団結力をさ
らに高めていきます︒

【全体運】何事にも意欲的に取り組めそう。新しいジャンルでも果敢にトライしてみ
て。未体験の事柄ほど成功率は高め
【健康運】食事が不規則になりがち。栄養を考えて
７/23 〜８/22 【幸運を呼ぶ食べ物】オクラ

８月の運勢

高畠地区で開催された学習会

高畠地区青年部（近野良太委員長）は７月１日、たか
はた支店で「おきたま青年部ユース塾高畠地区学習会」
を開きました。
学習会は、ＴＰＰ問題や原発問題などの農業情勢を学
ぼうと開催され、高畠地区の盟友を中心に約20人が参加
しました。
近野委員長は「今年度は、おきたま地区を先駆け高畠
地区でユース塾を開催した。この学習会を活用し、これ
からの農業経営に生かしてもらいたい」と語りました。

45

吉島支部︵島貫孝浩支部長︶は︑
吉島小学校の児童たちに﹁食﹂の大
切さを伝えようと︑盟友 人で食農
教育活動に取り組んでいます︒
活動では︑小学校や吉島地区セン
ターと連携し︑水田や畑の定植から
収穫までを年間を通して作業体験を
行っています︒
また︑親睦と融和を目的にボウリ
ング大会やゴルフコンペなどを開催︒
盟友間だけでなく︑地域との繋がり
も大切にしています︒
今後は︑新たな人材の発掘を目標
にしながら︑魅力ある支部づくりを
目指し事業展開していきます︒
34
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おきたま青年部ユース塾 高畠地区学習会

常勤役員との交流会
女性部員の声をＪＡ運営に反映
させようと当ＪＡ女性部（鈴木喜
恵子委員長）は７月５日、川西町
の本店で常勤役員との交流会を開
催しました。
交流会には、女性部の幹部部員
やＪＡ役職員など約40人が参加。
部員からの意見や要望に対してＪ
Ａ側が回答し、お互いに理解を深
めました。

互いに意見を交わした交流会

畠

高

日ごろの運動不足
スポーツで解消

農家民宿の魅力を学ぶ

パークゴルフにチャレンジ
した健康教室

当ＪＡ女性部フレッシュミズ部会は７月14
日、飯豊町の白川荘で研修会を開催しました。
研修会にはフレッシュミズ部員12人が参加。
講演会や平成23年度事業について意見を交わ
しました。
講演会では㈱緑のふるさと公
社の伊藤浩一郎専務が、同町中
津川地区で実施する農家民宿の
魅力について説明しました。

フレッシュ
ミズ

人が参加した研修会

15

部員

高畠地区糠野目支部︵細谷
るり子支部長︶は６月 日︑
高畠町内で健康教室を開催し
ました︒
健康教室には部員 人が参
加︒町内をサイクリングしな
がら健康増進と親睦を深めま
した︒
当日は︑高畠ワイナリーを
見学後︑置賜スポーツ交流プ
ラザ﹁ユルット﹂でパークゴ
ルフを初体験しました︒最後
に﹁まほろば温泉太陽館﹂で
汗を流し︑日ごろの運動不足
を解消しました︒
10

12

【全体運】優しい気持ちになれるとき。誰にでも親切にできるので、自然と人気が高
まるはず。気晴らしには足湯が一押し
【健康運】おおむね良好。ストレッチで体を動かして
８/23 〜９/22 【幸運を呼ぶ食べ物】ところてん
８月の運勢

乙女座
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豊

塩分を控えた夏メニューに挑戦する部員

飯

医療保険に頼らない健康な体をつ
くろうと飯豊地区豊原支部︵米野キ
ヨ子支部長︶が７月６日︑飯豊町福
祉課で支部研修会を開きました︒
今年度２回目となる研修会は︑﹁生
活習慣病予防の食育講習﹂として企
画︒当日は部員 人が参加し︑塩分
を控えた料理を学びました︒
部員たちは︑今が旬のナスやピー
マンを使い︑だし汁や酢で味付けし
た夏向けのさっぱりメニューに挑戦︒
みんなで協力しながら手際よく調理
し︑おいしい料理を完成させました︒
12

食から
見直す
生活習慣病
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米穀関連
水稲

高品質・良食味米の生産に向け気象経過に十分留意し、生育状況に見合った適切な管理を
行いましょう。病害虫による被害を最小限に抑えるためにも、常にほ場を見回り、「早期
発見・早期防除」に努めましょう。
８月

７月

稲の
生育
気象変動に対応した水管理

穂孕期

幼穂形成期
間断かん水

９月

出穂期
間断かん水

登熟期
＋30日落水

低温時湛水
稲体強化（根の活力維持）
低温障害注意

◆出穂までの水管理
水管理は、異常低温、
異常高温時以外は間断
かん水を基本とし根の
活力を維持します。

カメムシ対策

幼穂形成期
防除
作業

登熟促進

◆出穂期
稲が最も水を必要
とするとき。５㎝
程度の水深を保つ
よう管理します。

◆穂孕期（出穂11日〜15日前）
低温による障害不稔を防ぐ
ため、低温が予想される場
合、管理（17〜20㎝）を行
い幼穂を保護しましょう。

穂孕期
出穂期
⬆
⬆
⬆
一斉草刈
補完防除
基本防除①
（出穂２週間前） （穂孕後期）

◆落水時期の目安
落水の目安は、出穂後
30日ごろとする。早
期落水による品質と収
量の低下を防止します。

◆出穂期後は
間断かん水に切り替え、
フェーン現象による高温が
予想されるとき、湛水して
稲体を保護しましょう。

⬆
基本防除②

登熟期
⬆
補完防除

（穂揃期） （穂揃期７〜10日後）（基本防除②の７〜10日後）

●薬剤防除の基本は２回防除＋補完防除。
●常日頃から草刈を徹底しましょう。

※ネオニコチノイド系薬剤（ダントツ、ス
タークル、アルバリン等）はミツバチに
影響がある場合がありますので、出穂・
開花時期の使用に注意しましょう。

●広域一斉防除は防除効果を高めるので地域ぐるみで実施します。
●出穂後の草刈は薬剤防除とセットで行いましょう。

葉いもち・穂いもち防除の徹底

紋枯病防除

●ほ場を見回り、早期発見に努め、発生初期に防除します。
●穂いもちの薬剤防除は、穂孕後期と穂揃期の２回防除
を基本とします。

●防除のポイントとして、薬剤の散布量が少
ないと効果が劣るので散布量を厳守し、株
元によく付着するように散布しましょう。

質の良い大豆を
沢山作りましょう

大豆

大豆栽培管理のポイント
開花・着莢期を迎え着莢数を確保する上で
重要な生育時期なので、排水対策や病害虫防
除（紫斑病・マメシンクイガなど）を確実に
実施しましょう。
また、この時期は着莢数を確保するために
も適度な土壌水分が必要とされる時期です。
干ばつが予想される場合は、畝間にかん水す
るなどの対応も準備しておきましょう。

平成24年産

「つや姫」生産者募集について

●病害虫防除のポイント
１回目（マメシンクイガ・紫斑病）の同時防除
実施時期：開花期の25日後（８月下旬）
使用薬剤：スミトップＭ粉剤４㎏／10ａまたはスミチオン
ベクルート粉剤ＤＬ３㎏／10ａ
２回目（マメシンクイガ）の防除
実施時期：１回目防除の10日後（９月上旬）
使用薬剤：マラソン粉剤３（３㎏／ 10ａ）またはスミチオン
乳剤
（1000倍）
またはダーズバン乳剤40
（1500倍）
＊紫斑病も同時に防除する場合はスミトップＭ粉剤（４㎏／
10ａ）
またはスミチオンベクルート粉剤ＤＬ（３㎏／ 10ａ）
平成24年産米作付けに向け、下記により生産希望面積などの
取りまとめを実施いたします。なお、審査の結果、申請した面積
がそのまま認定されない場合もありますので予めご容赦下さい。

１．対象者：ＪＡへの米出荷生産者
２．申請書：生産者認定申請書（ＪＡ各支店に用意）
３．提出先：ＪＡ各代表支店振興担当
４．募集期間：８月19日㈮まで
５．認定要件
農業者戸別所得補償制度の加入者であり、次の認定
要件にいずれも該当（遵守）する生産者。
１）基本要件
①栽培適地内に水田を有すること
②栽培マニュアルおよび品質・食味・栽培基準など
を遵守すること
③種子の再譲渡と自家採取を行わないこと
④全量ＪＡへ委託販売すること
⑤出荷基準基本方針（タンパク含量）に基づき自主
仕訳に取り組むこと

２）面積要件
①稲作を経営の柱とし、生産者の水田経営面積が３
ha以上または市町平均面積の２倍以上であること
②「つや姫」の最低作付面積が概ね60ａ以上である
こと
３）栽培要件
特別栽培（減農薬・減化学肥料栽培）を行うこと
※栽培条件はＪＡ統一基準とし、有利販売に努めます。
４）その他
認定にあたっては、水田経営所得安定対策加入者
が優先されます。
６．審査・認定の流れ
申請書をＪＡから市町へ提出し、
「つや姫」生産者
認定委員会で審査が行われ、審査結果が通知されます。
結果の通知は11月の予定です。

詳しくはＪＡ各代表支店振興担当までお問い合せ下さい
【全体運】知的好奇心が旺盛になっているよう。読書を楽しんだり、専門的なことを
勉強したりすると気力充実。散歩も◎
【健康運】重圧を感じやすいかも。気分転換が必須
９/23 〜 10/23 【幸運を呼ぶ食べ物】ウナギ
８月の運勢

天秤座

JA山形おきたま 14

農薬使用に際しては︑使用基準を遵守するとともに飛散防止に努めましょう︒

園芸関連
果樹
８月は来年に向けた花芽分化の大切な時期となり、
樹体に養分を蓄えるため徒長枝管理や防除を徹底する
作業が主となります。また、リンゴ・西洋梨は果実肥
大が最も盛んになる時期で、後半は台風シーズンとな
るため暴風ネットの設置や支柱立てを早めに行いま
しょう。

【重点防除が必要な病害虫】
リ ン ゴ → 斑点落葉病、褐斑病、シンクイムシ類、
キンモンホソガ、ハダニ類
ブ ド ウ → ベト病、褐斑病、サビ病、ハダニ類
西 洋 梨 → 輪紋病、シンクイムシ類、ハダニ類
おうとう → 褐色せん孔病、炭そ病、カイガラムシ類、
ハダニ類
乾燥が続くとハダニ類の発生が多くなるため発生状
況を観察して適期に防除しましょう。

野菜

【ブドウの収穫管理】
デラウェア収穫は、房尻の果粒の糖度が18度以上
で酸抜けが十分かを確認してから行いましょう。
また、品質重視の出荷を心掛け選果選別を徹底しま
しょう。

【リンゴ・西洋梨】
小玉果を最終チェックし、摘果することで玉ぞろい
がよくなります。枝が混雑している箇所は、支柱立て
をこまめに行い日光の通りを良くしましょう。
徒長枝が多く樹冠内が暗い場合は、幹部や果実が日
焼けしないように配慮しながら不要な徒長枝を切り取
ります。
リンゴは、主枝に直射日光が当たらないよう30㎝
程度の間隔で弱い徒長枝を残して日焼けを防止しま
しょう。

収穫の最盛期を迎える夏秋野菜は、草勢の回復と維持、今後の集中豪雨に備えた明きょなどの排水
対策を徹底します。秋野菜の播種と定植の時期でもあり、計画的な作付けと適期作業に努めましょう。

【キュウリ】

【ナス】

◆敷きワラ下やマルチ内、通路などの土壌水分を維持
するようかん水しましょう。
◆不良果の摘果は果実が小さいうちに行い、着果負担
を軽減し草勢回復を図ります。また、収穫遅れがな
いように心掛けましょう。
◆光が入りやすくするため下位の方から古い葉をかき
ます。（１日１枚程度とします）病害虫防除は、ベ
ト病、うどんこ病、炭そ病、褐斑病、ハダニ類に重
点を置きましょう。

◆根の活動を低下させないよう、かん水や敷きワラを
厚く敷き、高地温と乾燥を防ぎましょう。
◆内側の混み合う側枝の整理や摘葉を行い、果実の着
色と着果・肥大を良くします。また、枝や花の状態
を見て追肥が遅れないようにし、収穫盛期には液肥
の土壌かん注を行うようにしましょう。
◆ヨトウムシ類やテャノホコリダニ、ハダニ類の発生
に注意し、適期防除を行いましょう。

【枝豆】

【ネギ】
◆止め土は十分な葉鞘長になったら分岐部まで土を寄
せ軟白を作ります。軟白に要する期間は時期によっ
て異なり、収穫予定時期と労力に合わせて必ず数回
に分け、青ボケなどの品質低下を防ぎましょう。
◆軟腐病・黒斑病は比較的高温多湿で発生が多いため、
殺菌剤の予防散布を行います。また、ネギハモグリ
バエやアザミウマ類・ヨトウムシ類は初発時に防除
しましょう。
軟白に要する日数の目安
収穫予定時期

日 数

８／上〜９／中

15〜20日

９／下〜10／中

20〜30日

10／下〜11／中

30〜40日

11／下〜12／上

40日以上

【秋野菜の播種】
◆大根の播種期は平坦部で８月25日を基準とし、晩
限は９月上旬です。空洞症は、早まきと多肥栽培で
発生が多くなります。
◆白菜は気象条件に応じ、８月10日から23日ごろに
播種します。セル成型苗などを利用した移植栽培を
お勧めしますが、定植適期幅が短いため計画的な作
業に努めましょう。
◆青菜は平坦部で８月25日から播種し、晩限は９月
上旬です。
◆秋野菜の育苗培土（元気くんなど）の肥効は20日
程度であり、その後は液肥などの追肥が必要です。

【全体運】自分の殻にこもりやすくなる気配。周囲との協力や絆を大事にして。リラッ
クスするには、オルゴール曲が最適
【健康運】小まめに体を動かすと、体力アップに
10/24 〜 11/22【幸運を呼ぶ食べ物】スズキ
８月の運勢
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◆中耕培土は本葉３葉期（播種後20〜35日ごろ、子
葉の高さまで）、２回目は本葉５〜６葉期（開花10
日前、本葉１枚目直下まで）に行います。追肥は培
土時に行い、倒伏や食味低下につながるため過剰施
肥に注意します。
◆「秘伝」の追肥は開花期の７月下旬〜８月上旬に行
い、本葉５〜６葉期に摘芯します。（倒伏防止対策）

蠍座

『おたより倶楽部』は、読者のみなさんからいただいたメッセージやイラスト、
「みらくる」のご感想などをご紹介するコーナーです。
また、読者のみなさんの身近でおきた出来事や地域行事などもご紹介します。
節電の季節、ぼくも頑張っています。エ
アコンを使わなくてもまだまだいけます。
これから８月へ近づいてくると暑さが増すとは
思いますが、電力15㌫ダウンを目指して頑張
ります。
（川西町・19歳）
夏の電力不足が懸念される中、政府は
「夏期の電力需給対策」を示しました。
７月１日から９月９日までの間、一般家庭でも
平日午前９時から午後８時まで昨年比で使用最
大電力の15㌫削減を励行するというもの。節電
に協力するのは当然のことですが、過度の節電
による熱中症などには十分にお気を付け下さい。
表紙を見て、園児たちが食農教育に取り
組んでいるとのこと。私は昨年初めてサ
ツマイモの苗を衝動買いしましたが、植えた時
期が早く失敗してしまいました。今年こそはと
思い苗を植えたら、今のところ良く育っていま
す。小さいころから食農教育に取り組むのは良
いことですね！
（飯豊町・59歳）
自然相手の農業に失敗は付き物。子ども
たちには失敗も経験した上で、食べ物の
大事さを学んでほしいものです。

毎月「みらくる」を楽しみにしている１
人です。わが家でも２本ほどスイカ苗を
植えているのですが…明日は食べられるかなと
いう時に、あみで周囲を囲ってもいつも野生動
物に食べられてしまうのです。タヌキなのか
な？
（白鷹町・68歳）
近年、農産物の鳥獣害被害が頻発してい
ます。ＪＡも行政などと連携して対策に
あたっていますが、被害は拡大傾向にあります。
本当は人と動物が共存できる社会が一番の理想
なのですが…。
会社の用事でＪＡに入って待ち時間に手
にとったのが「みらくる」でした。初め
て見ましたが、各地区で実にさまざまな活動を
していることに感心。私の家は農家ではありま
せんが、ほんの少しは野菜などを栽培している
ので、こういう冊子があればとても参考になる
んじゃないかと思いました。 （米沢市・27歳）
初みらくる ありがとうございます。
組合員の方に最新の話題をお伝えし、地
域を代表するコミュニティ誌となるよう、今後
も頑張っていきます。

めんごい子！！
ミヤジマ

お名前

アイ ト

宮嶋 藍士 くん
プロフィール

年
齢 １歳
生年月日 平成21年９月29日 生
お住まい 川西町西大塚

藍士くんへ！！
最近、おしゃべりが上手になりご
家族をビックリさせている藍士くん。
夏の暑さに負けず、たくさん夏の思
い出を作って下さいね。
【全体運】行動力が増している時期。思う通りに動いてみて。遠出のドライブや旅行
に出掛けるのも良い刺激になりそう
【健康運】無理しない程度に、軽く体を動かして
11/23 〜 12/21【幸運を呼ぶ食べ物】かき氷
８月の運勢

射手座
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頭の体操 クロスワードパズル！！
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７月号当選者

10

米沢牛（２名）

B

古山香緒里さん

川西町尾長島

井上 孝雄さん

飯豊町小白川

図書カード500円分（20名）

タテのカギ

米沢市口田沢

佐藤 茂子さん

米沢市下小菅

生形 梨恵さん

米沢市福田町

四釜 高子さん

高 畠 町 竹 森

遠藤 悦子さん

高畠町一本柳

渡部 敏子さん

高畠町元和田

横山 瑞樹さん

南 陽 市 爼 柳

川井 多代さん

南 陽 市 小 滝

飯沢

蒔さん

川西町西大塚

奥村 剛史さん

川 西 町 黒 川

松木 良子さん

長

金子美代子さん

長井市勧進代

平

京子さん

長 井 市 白 兎

多田とよ子さん

白 鷹 町 鮎 貝

金田はる子さん

白 鷹 町 高 玉

大友 洋子さん

白鷹町荒砥甲

高橋 冨子さん

飯豊町小白川

❷郵便物に押されます

横山千鶴子さん

飯豊町小白川

❸表の反対側

石垣 麻美さん

小国町田沢頭

❹コーヒーや紅茶に含まれます

佐藤 秋雄さん

小 国 町 沼 沢

❻夏でも高い山には残ることがあります

市

ǂ
Ǻ
ȏ
ǟ
Ȗ
ǫ

ত
ҽ
ࡋ
ƛ

৷
Ɨ

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

伊藤美代子さん

井

２名に米沢牛
名に図書カード

17

10

７月号の正解は

7

タナバタ
ミチ
スイス
キヤク
キカ
アセ
ワ
クチウツシ
ジ
コト
ヤマ
ホイク
キシユ
ウズ
メレンゲ

ユウスズミ

1

森

❶遊園地で──屋敷に入る
❸回り道すること

──路

❺キャンプや登山で使う寝袋
❼疲れたなあ、──入れようか
❾ペットに与えます
⓫隠し事がばれること
⓬野球のチームのことをその人数からこういいます
⓭竜宮城でタイやヒラメが披露しました
⓮フーン、フンフンフーン♪
⓯芝居などの演目のこと
⓱緑と黒のしまがある果物
⓲シャンプーの後にする人も

ヨコのカギ
❶多人数で宴会をするのに向いた部屋

❽札幌市の観光名所の一つ
❿強い日差しから目を守ります

応募方法
官製はがきにクイズの答え・住所・電話
番号・氏名・年齢・本誌に関するご意見・
ご感想を必ずご記入の上、〒999−0121

⓬サーファーが楽しむもの
⓮骨切りして食べる魚
⓰奈良公園にたくさんいます

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 ８月15日㈪必着

ヒント

夏の夕暮れに涼しい音色で鳴いてくれます

※当選者ならびにイラスト掲載時の住所、氏名について、ご了承のうえご応募ください。尚、応募ハガキの個
人情報は、広報誌以外の目的には使用しません。
【全体運】物事を悪い方に考えやすい傾向がチラリ。プラス思考を意識すれば好変化
あり。ヒーリング音楽を聴くのも有効
【健康運】疲れをため込まないよう、適度に休養を
12/22 〜１/19 【幸運を呼ぶ食べ物】ピーマン
８月の運勢
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山羊座

お知らせコーナー
INFORMATION

おきたま産うまいものフェアー
８月14日㈰〜16日㈫
午前９時〜午後９時まで
おきたま産のおみやげを集めた企画。
郷里のおみやげにどうぞ！

みなさまのご来店をお待ちしております

11

16

平成24年度 JA山形おきたま

新規採用職員募集のお知らせ
募

集

要

項

１．募集職種
総合職
専門職（農業機械整備）
２．採用予定人員
総合職 ８名以内
専門職 ２名以内
３．応募資格（各職種共通）
⑴大学・短大・専門校・高校卒
業者（平成24年３月卒業見込
者を含む）
⑵昭和59年４月２日以降に生ま
れた方
⑶通勤可能な方
４．採用試験（各職種共通）
⑴第１次試験 総合適正検査
SPI（能力検査、性格検査）
試験日時
平成23年９月22日㈭
午前８時45分受付
試験会場
JA山形おきたま本店ホール
（川西町大字上小松978−１）
⑵第２次試験 面接試験
日程等については、応募者本
人へ直接連絡いたします。
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夏農
期協
休観
業光
のお
おき
知た
らま
せ営
業
支
店

８
月
の
無
料
税
務
相
談

▼開催日時・場所
８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

８月13日㈯のみ開催
午前６時〜８時まで

24

弊社は︑誠に勝手ながら次の期間
を休業させていただきます︒なお︑
休業期間中は緊急連絡を受付します︒
▼休業期間 ８月 日㈭〜 日㈫
▼緊急連絡先
☎０８０︱５９０８︱８９３９
※受付時間 午前９時〜午後５時

お盆大朝市

大
売
出
し

８
月
の
無
料
法
律
相
談

当Ｊ Ａ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
８月 日㈬午前 時〜午後３時
本店︵川西︶☎ ︱３１１２
▼相談税理士 仁科孝先生

８月11日㈭〜13日㈯
午前９時〜午後９時
※13日は午後７時まで
お盆のごちそう、お盆用品を大
特価販売いたします。
「お帰りな
さい おもてなし郷土料理フェ
アー 」も同時開催！

お
盆

当Ｊ Ａは︑無料で法律相談を承っ
ています︒相談ご希望の方は︑最寄
りの各支店にお申し込み下さい︒

エーコープしらたか
お盆大市

30

平成24年度の職員採用について次により募集します
５．応募期間
⑴大学・短大・専門校卒業者
平成23年８月２日㈫
〜９月２日㈮
⑵高校卒業者
平成23年９月５日㈪
〜９月12日㈪
６．応募手続き
⑴提出書類
①自筆の履歴書（市販、学校
指定のいずれでも可）
②志望の動機（履歴書の志望
動機欄に記入〔志望動機欄
のない様式は別紙に記入〕）
③成績証明書
④卒業または卒業見込証明書
（成績証明書と同一証明の
場合は省略可）
⑤写真２葉（３カ月以内に写
した上半身パスポート判
3.5㎝×4.5cm）
※うち１葉は履歴書に貼付
して下さい。
⑥各種免許または資格を有す
る方はその写し

⑵提出先
〒999−0121 山形県東置賜
郡川西町大字上小松978−１
山形おきたま農業協同組合
管理部総務課
☎0238−46−3111
☆応募書類を封筒に入れ、封筒
の表に『職員採用応募書類』
と朱書きして下さい。また、
専門職（農業機械整備）を希望
の方は『職員採用（専門職）応
募書類』と朱記きして下さい。
７．その他
①採用決定通知、その他決定後
の連絡は直接本人に行います。
②提出いただきました書類につ
いては、選考および連絡に関
してのみ利用いたします。な
お、提出書類については返却
いたしませんのでご了承下さ
い。
③その他不明な点については、
管理部総務課へ直接お問い合
わせ下さい。

【全体運】勢いがある半面、ささいなことでつまずきがち。一喜一憂せず、どんと構
えてみて。ストレス解消にはカラオケへ
【健康運】オーバーワークにご用心。無理は禁物
１/20 〜２/18 【幸運を呼ぶ食べ物】桃
８月の運勢
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お知らせコーナー
INFORMATION
予告版

● 詳しくは各支店・出張所窓口まで

初秋の日本最北端〈３泊４日〉
豪華客船で優雅なひとときを
！
！

夏休み

東京ディズニーリゾート
と東京社会見学
わんぱく夢冒険定期積金

積立方式

来年の夏
お子様の夢を
かなえる

毎月の積立金額

5,000円以上 ×13回

旅行実地日

満期お受取金額

65,000円 ＋ お利息

旅 行 代 金 〈お一人様〉65,000円
（税込）

平成24年7月下旬〜8月上旬

500名（5〜6班編成予定）
小学5年生または6年生

満期後のお支払い

募集人員

満期後、お客様のご希望により㈱農協観光が企画実施する「わんぱく夢冒険」
の旅行代金に充当することができます。なお、お客様のご都合により当該旅行
への不参加の場合は、満期金額全額をお客様がお受取りいただけます。

対 象 者 （平成24年度において）

出会い 2011
0011
11
素敵な 始まる… 2
ら
ここか

おきたま
おきたま婚活プロジェクト
毎月第４金曜日に高畠にて開催

ピュアナ
アナ

浴衣&
ご参加 ペアで
お1人 の女性
500円
!!

８月２６日㈮
集合時間 午後６時30分
開催時間 午後７時〜
開催場所 JA山形おきたま ハピネス
参 加 料 男性 5,000円、女性 2,000円
※ペアでお申し込みまたは、浴衣でご参加の女性はお１
人1,000円！ そして、なんと今回は…ペアでお申し込
みの上、浴衣でご参加の女性はお１人500円！

いも煮会

普段とは違
普段とは違った
た 野
野外での
外での
外での恋
での恋
恋活！
活！
普段とは違った、野外での恋活！
準備から片付けまで皆でするロングタイム
イベントo(^-^)o

９月４日㈰
集合時間
開催場所
参 加 料
募集人数

午前10時
解散時間 午後４時ごろ
うきたむ考古資料館広場
男性 1,500円、女性 1,500円
男性 30名、女性 20名予定
※男性応募が30名を上回った場合、抽選とさ
せていただきます。

募集締切 ８月20日㈯

【お申し込み・お問い合わせ】 TEL & FAX 0238-40-0435

※その他持ち物などは、お申し込み後にご連
絡させていただきます。

PC http://www.purenafesta.com/

○主催：おきたま婚活プロジェクト（会長/髙橋正人）
○後援：高畠町 高畠町商工会 ＪＡ山形おきたま 高畠町農業委員会 高畠料理飲食振興会 ＪＡ山形おきたま青年部 高畠町商工会青年部 ㈳高畠青年会議所

【全体運】神経質になり、つまらないことでもめる暗示。細部にこだわらずおおらか
に。運気好転には、ガーデニングを
【健康運】比較的安泰ムード。問題なく過ごせそう
２/19 〜３/20 【幸運を呼ぶ食べ物】くずきり
８月の運勢

19 JA山形おきたま

魚座

おきたま

見聞録

No.208

●発行 2011. 8. 1

●創刊 1994. 4. 25

長井地区のぴかいちさんは、
あやめ西瓜部会の
志釜市雄部会長をご紹介します。

長井出張所業務担当

鈴 木 由 美 さん

いらっしゃいませ

すしてつ

■発行／ JA山形おきたま 〒999ｰ0121
山形県東置賜郡川西町大字上小松978番地1
☎0238ｰ46ｰ3111
http://www.okitama-yt-ja.or.jp/

子どもから大人までみんな大好きな夏定番の農産
物「スイカ」。長井地区の「あやめ西瓜部会」で部会
長を務める志釜市雄さんは、大玉55㌃と小玉10㌃
を主力に計75㌃のスイカ栽培に取り組んでいます。
あやめ西瓜部会は「あやめ郷西瓜」の名称で、平
成21年に商標登録を更新。平成15年度には、エコ
ファーマーにも認定されました。
志釜さんは「今年のスイカも品質と糖度とも自信
がある。ぜひ、たくさんの方に味わってもらいたい」
と語ってくれました。

■印刷／㈱青葉堂印刷

☎0238ｰ29ｰ1234

定休日／水曜日（定休日でも要予約で営業可）

すしてつ

長井市役所

JA長井出張所

Ｒ２８７

住 所：長井市高野町2 9 38 ＴＥＬ ：0238 84 5139
営業時間 午前10時〜午後10時まで

◎ 長井出張所

長井駅

山形県米沢市アルカディア1丁目808 22

季節にあった旬の食材と
新鮮で厳選された寿司ネタ
を使った「すしてつ」の天
ぷらと寿司。どちらも色鮮
やかで上品な味わいです。
これからは、アスパラガ
スなどの〝夏野菜を使った
天ぷら〟がおすすめです。
ぜひ、ご賞味下さい。

お客様のご来店
お待ちして
おります。
長井出張所
0238‑84‑1533

