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愛菜館にLetｓ-GO

JA職員の料理研究家 ひろこ先生が
旬のオリジナルレシピをご紹介します!!

＊作り方
①カボチャは、種とわたを取り５㎝角くらいに切り、
柔らかくなるまで茹でる。茹で上がったカボチャ
は、キッチンペーパーで水気をよく取り、つぶし

デパ地下のデリ惣菜をイメージ！
！
〜丹精こめて飼育した 米沢牛 で作ってみてね〜

ミートパンプキンサラダ
＊材 料（４人分）１人当たり 255kcal
牛モモ肉（牛挽肉でもＯＫ） ………… 150g
カボチャ ………… ２分の１個（約 400g）
新タマネギ …………………………… １個
塩・コショウ ………………………… 適量
白ワイン・中濃ソース ……… 各大さじ１
マヨネーズ・プレーンヨーグルト
…………………………… 各大さじ２〜３
エーコープもちもちミルクパン … ２〜３個
荒挽き黒コショウ …………………… 適量

て冷ましておく。タマネギは、縦に薄切りにして
塩を少々ふり、もみながら水気を十分にしぼる。
②牛肉は、一口大に切りフッ素加工のフライパンに
入れ、塩とコショウを少々ふり、焼き付けるよう
に炒める。火が通ったら白ワインを加え混ぜて冷
ます。
③ボウルに❶と❷を合わせ、中濃ソースをかけて和
える。
④❸にマヨネーズ、ヨーグルト、塩・コショウを合
わせたものを加え、ざっくり和える。器に盛り付
け、荒挽き黒コショウをふる。もちもちミルクパ
ンや季節の野菜も添えて出来上がり。
サンドイッチにしても、おいしいですよ。

〜ナスはコレステロールを下げ動脈硬化予防に効果あり！〜

ナスと上杉ポークの香味しょうが焼き
＊材 料（２人分）１人当たり 275kcal
ナス … ３〜４個（220g） ◎香味ダレ
タマネギ（すりおろす）
豚ロース薄切り肉
………… ２分の１個
（新上杉ポークを使用）
しょうゆ・みりん
…………………… 130g
………… 各大さじ１
片栗粉 ……… 大さじ１
酒 ………… 大さじ２
ショウガ汁 … 大さじ１
（小ネギや青シソなどがあ
れば適量）
＊作り方
①すりおろしタマネギは、軽く水気を切り小さめの茶碗に入
れ、香味ダレの材料を加え混ぜる。ナスは、へたを取り縦
に１㎝弱にスライスしておく。
②豚肉は、７〜８㎝程度に切り片栗粉を薄くまぶす。
③フッ素加工のフライパンを中火で熱し、ナスの両面をこん
がりと焼き、いったん皿に取り出す。豚肉も両面を香ばし
く焼いたら、ナスを戻し合わせる。
④❸に❶の香味ダレを回し入れ、全体にからめる。（１分程）
仕上げに、ショウガ汁を加え、さっと混ぜて器に盛り小ネ
ギや青シソをのせて出来上がり。

ひろこ先生から・・・

たまの
今月号は、緊急企画『がんばれおき
ニュー
なメ
タリ
ピッ
夏に
に、
畜産！』をテーマ
。
ます
を紹介し
ようです。
夏場は、肉類を摂取すると良い
い栄養素
せな
欠か
善に
や改
牛肉は、貧血予防
り体への
分よ
の鉄
野菜
で、
豊富
」が
「ヘム鉄
ないと鉄
吸収率がよいのが特徴です。摂取し
を起こし
など
切れ
、息
動悸
欠乏症貧血症状や
ん。
ませ
かね
ません。
鉄分は、食品でなければ摂取が出来
をお
肉類
ら、
なが
意し
に注
脂肪分の取りすぎ
一緒に摂
菜と
夏野
う。
しょ
きま
ただ
くい
いし
すよ。
取すると鉄分の吸収率が良くなりま

【全体運】レジャー運が絶好調。海や高原といったリゾートに出掛けるのがお勧め。
気の合う仲間たちと楽しく過ごして
【健康運】無理なダイエットはNG。動くのが一番
３/21〜４/19 【幸運を呼ぶ食べ物】アシタバ
８月の運勢

牡羊座
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平成 年度第２四半期余裕金運用方針・計画に
ついて
忠実義務に関する取引の承認について
職制規程の一部変更について
︵案︶
出資金減口の承認について

14 ワンポイント営農アドバイス

16 おたより倶楽部

18 お知らせコーナー

20 おきたま見聞録！！

左記の事項を協議しました︒

について
第３号議案 理事長に事故あるときの代理・代行順位の決定
について
第４号議案 平成 年度における理事の個別報酬額について
第５号議案 退任理事への退職慰労金の支給について
第２回理事会
開催日・場所 ６月 日㈪・本店
協議事項
第１号議案

第２号議案
第３号議案
第４号議案

◎監事会の報告

８月の運勢
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役員会だより

10 東京営業所通信
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◎経営管理委員会の報告

８ 情報特急便
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13 キラリ ＪＡ女性部

第１回経営管理委員会
開催日・場所 ６月 日㈮・本店
協議事項
第１号議案 経営役員会会長・副会長の選任について
第２号議案 経営役員会会長に事故あるときの代理・代行順
位の決定について
第３号議案 経営役員会会長・副会長に事故あるときの代理・
代行順位の決定について
第４号議案 経営役員会会長・副会長の勤務態様
︵常勤・非常
勤︶
の決定について
第５号議案 理事・代表理事・代表理事理事長の選任について
第６号議案 平成 年度における経営役員の個別報酬額につ
いて
第７号議案 専門委員会の構成について
第８号議案 地区総括役員・農協推薦学識経験農業委員の推
薦について
第９号議案 退任経営役員への退職慰労金の支給について
第２回経営管理委員会
開催日・場所 ６月 日㈫・本店
協議事項
第１号議案 忠実義務に関する取引の承認について

４ 特集 愛菜館にLet'ｓ-GO

第３回監事会
開催日・場所 ６月 日㈮・本店
協議事項
第１号議案 代表監事の選任及び職責・監事の順位の決定に
ついて
第２号議案 平成 年度各監事の報酬額決定について
第３号議案 役員退職慰労金の支給について
第４回監事会
開催日・場所 ６月 日㈪・本店
協議事項
第１号議案
第２号議案
第３号議案

12 農トレ ＪＡ青年部

◎理事会の報告

３ 役員会だより

平成 年度決算監査回答書の受理について
平成 年度第１四半期随時監査について
内部統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
要改善Ｊ Ａ要綱・Ｊ Ａバンク基本方針に基づく
﹁経営管理資料﹂のうち全中および農林中金が定
める事項の監事意見について

【全体運】感情的になり、ピリピリしがち。いつも笑顔を大切に。開運には料理や日
曜大工など手作りを満喫するのが正解
【健康運】リラックスすることで体調に好変化が
４/20〜５/20 【幸運を呼ぶ食べ物】キクラゲ
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15

24
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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 役付理事
︵専務理事・常務理事︶
の選任について
第２号議案 担当業務の決定と信用事業専任担当理事の選任
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今月の表紙

わんぱくキッズ集合！

白鷹町こぐわ保育園（守谷美年子園長）は、園児46人でジャガイモやサツマイモなど約10種類の野
菜栽培に取り組んでいます。12月には、年長児が苦労して育てた「ソバ」を地域住民や園児みんなで
味わい一年間を振り返ります。また、「食」と「命」の大切さを学ぼうと園内では、アヒルの飼育にも
挑戦。アヒルが産んだ「卵」は、園児たちと相談しホットケーキなどの食材として味わいます。
守谷園長は「園児たちには、食農教育の取り組みで 食と命 の大切さを学んでもらっている。健康
な体と優しい心を育んでもらえたら」と話しています。

特集

愛菜館にLet'ｓ-GO

愛菜館ビックボーナス!!

正解者には抽

選で

「５名に米沢
今回は、さらに愛菜館を知っ
牛」を
プ
レ
てもらおうと「愛菜館ビック
ゼント
ボーナス」を企画しました。
「愛
菜館ビックボーナス」は、各愛菜館からクイズを１問
ずつ出題します。２つのクイズに答え応募いただいた
方から、抽選で豪華商品をプレゼントします。
〈応募方法〉
官製はがきにクイズの答えを２問書き、住所・氏名・電
話番号・年齢を必ずご記入の上、〒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 ８月17日㈮ 必着

今月号の特集では、新鮮で安全・安心な農産物を
提供する当ＪＡの直売所「愛菜館」をご紹介します。
「皆さん、愛菜館は置賜管内に何店舗あるか知っ
ていますか？」
愛菜館は、管内で７店舗を運営しています。また、
消費者ニーズに合わせた野菜や加工品などが数多く
販売され大好評をいただいています。
今回は、８月のお盆を目前にお買い得な商品やイ
ベント情報などを合わせてご紹介します。
生産者やスタッフ一同、皆さんのお越しをお待ち
しています。

米沢愛菜館
「お盆セール」 ８月11日〜13日まで
☀おすすめ品 お盆用花束

Q1

開店当初から勤めているスタッ
フは誰でしょうか？

米沢愛菜館は、
消費者や生産者
の皆さんに愛さ
れ今年で10周年を向かえま
した。生産者やスタッフで商
品管理には十分に気をつけて、
安全・安心な農畜産物を今後
もご提供いたします。

営業時間 午前10時〜午後６時まで
※ ８ 月11日・12日 は 午 前 ９ 時30分 〜
午後６時まで
※８月13日は午前10時〜正午まで

ＴＥＬ

0238−21−7010

米沢東愛菜館
「お盆セール」８月11日〜13日まで
「夕市」日時：８月12日
午後４時30分〜午後６時まで
☀おすすめ品
デラウエア・夏野菜（ナスなど）

Q2

東愛菜館のレジ後方に展示する「リー
ス」に装飾された野菜の種類は何種類
ですか？

８月12日に開
く「夕市」は、
旬のデラウェア
や夏野菜などを
メーンに販売いたします。東愛菜館は、①安全・
安心 ②美味しい ③消費者ニーズに合わせた価格
設定で、
お客さまのご来店をお待ちしております。
営業時間 午前10時〜午後３時まで
※８月11日・12日は午前９時30分〜午後３時まで
※８月13日は午前10時〜正午まで

ＴＥＬ

0238−28−8406
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米沢南愛菜館
「お盆セール」８月11日〜13日まで
☀おすすめ品
アスターやグラジオラス

Q3

米沢南愛菜館で販売されている
「そば粉」の品種は何ですか？

営業時間 午前10時〜午後２時まで

生産者が愛情を込めて育てた新鮮
で、美味しい農産物をぜひ味わって
下さい。お盆用のホウズキや長ササ
ギなども準備しています。生産者と元気なスタッ
フで、お客さまのご来店をお待ちしております。

※ ８ 月11日・12日 は 午 前 ９ 時30分 〜
午後２時まで
※８月13日は午前９時30分〜正午まで

ＴＥＬ

0238−38−2511

亀岡愛菜館
旬のうまいもの市
「お盆大売り出し」
８月９日〜13日まで
★10日・11日のみ
デラウェア特売
福引き大会

Q4

亀岡愛菜館の店舗前に掲示された看
板に、描かれている子どもは男の子
と女の子どっちでしょうか？

営業時間 午前９時30分〜午後５時まで
※８月13日は午前８時〜午後３時まで

ＴＥＬ

0238−57−5290
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亀岡愛菜館では、果物シー
ズンが到来しています。８月
は、デラウェアがメーンに出
荷されます。また、会員が作る
「ナス漬け」
は隠れた人気商品です。各種イベントも企
画しておりますので、ぜひご来店下さい。

南陽愛菜館
「おかえりなさいセール」８月11日〜13日まで
☀おすすめ品 おかひじきや枝豆など
切花（小キクやアスターなど）
「ふるさとセール」８月13日から15日まで
☀おすすめ品 お土産品のブドウや夏果実など

Q5

南陽愛菜館には、工芸品が販売されていま
す。工芸品の中で数量が一番多く販売され
ているのは何でしょうか？

営業時間
午前９時30分〜午後６時まで
ＴＥＬ 0238−47−4211

果物や夏
野菜などが
豊富に揃う
南陽愛菜館。枝豆や薄
皮丸ナスなどがメーン
に出荷されます。また、
セール期間には、デラ
ウェアなどの夏果実や
新鮮な夏野菜がお土産
品として販売されます。
皆さんのお越しをお待
ちしています。

長井愛菜館
「お盆セール」８月11日〜13日まで
☀おすすめ品 お盆花、伊佐沢スイカ、
ブドウなど

Q6

長井愛菜館には、行者菜から作った
味噌やラー油の加工品を販売してい
ます。その販売されている加工品の
種類は、何種類ありますか？

営業時間 午前８時〜午後６時まで
ＴＥＬ 0238−84−2682

※８月13日は午前８時〜午後３時まで

長井愛菜館は、
今年の５月から
グリーンセン
ターの隣に移転し、新たにリ
ニューアルオープンしました。
新鮮で安全・安心な農産物は
もちろん、惣菜品や加工品な
ども充実し消費者から大好評
をいただいています。ぜひ、
ご来店下さい。
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特集

愛菜館にLet'ｓ-GO

白鷹愛菜館
「お盆セール」８月10日〜16日まで
「朝市」日時：８月13日
午前６時〜午前８時まで
☀おすすめ品
モモの箱詰めやスイカなど

Q7

白鷹愛菜館で、会員が手作りし
た話題の「塩麹」が販売されて
います。その販売されている包
装容器は、何種類ありますか？

エーコープ白鷹
のお盆セールに合
わせ、白鷹愛菜館
も新鮮で美味しい農産物を販売
いたします。また、
〝モモの箱
詰め〟は、おすすめ商品の一つ
です。生産者とスタッフ一同、
ご来店をお待ちしています。

営業時間
午前９時〜午後６時30分まで
※８月13日は朝市のため午前６時
より営業

ＴＥＬ

管内には﹁愛菜館﹂の他に量販店などにインショップ
として４箇所のコーナーがあります

キムラ駅前店

ヤマザワ長井店

!!
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0238−85−5731
（エーコープ白鷹）

イオン米沢店

イン
ショップ
紹介

ヤマザワ南陽店

અ  ൈܥ໕

！
！
す！
みなさんに地域の話題をお知らせします

農産物を守れ！！

ＪＡ職員がパトロール！！

青色回転灯装備車両出発式

当ＪＡでは、管内の農産物と地域住民の安全を守ろうと
「青色回転灯パトロール隊」の出発式を６月19日、川西本
店で開きました。
出発式には、ＪＡ役職員や米沢警察署、川西防犯協会連
合会など約100人が出席。青色回転灯を装備した24台がパ
トロールに出発しました。
はじめに木村敏和会長が「組合員と地域住民の負託に応
えるべく、防犯効果があるパトロールを行ってもらいた
い。」とあいさつ。決意表明では、生産販売部園芸課の柴 決意表明を
田啓人士さんが「農産物を盗難から守り、農家が安心して 行った柴田
生産ができるように務めたい。」と力強く抱負を語りました。 啓人士さん

デラウェア初出荷

盗難撲滅を呼
び掛ける木村
会長

第16回畜産共進会
牛の状態を確認する参加者

初出荷された﹁デラウェア﹂

夏の味覚が首都圏へ

肉用牛４部門へ24頭出品

サクランボに次ぐ果物シーズンの到来を告げ
る「デラウェア」の初出荷が６月27日、高畠地
区の小郡山出荷所で行われました。
初出荷では、増渕紘一さん（高畠）が加温栽
培したデラウェア約500㌔が首都圏へ出荷され
ました。デラウェアは、当ＪＡが日本一の生産
量を誇る主力農産物の一つ。今年度は、大雪に
よる春作業の遅れで、昨年度より５日程度遅い
初出荷となりましたが、品質と糖度ともに良好
で平年以上の収量が期待されています。

当ＪＡが主催する「第16回畜産共進会」が６
月22日、川西町の置賜家畜市場で開かれ、生産
者自慢の黒毛和牛が出品されました。
共進会は、畜産事業振興と意識の向上、おき
たまブランドの高揚を目指し開催。今回は各地
区から選抜された黒毛和牛24頭が出品され、厳
正な審査が行なわれました。
この共進会は、５年に一度開催される第10回
全国和牛能力共進会長崎大会（10月開催）に繋
がる大会となっています。

【全体運】コミュニケーション運が上向いているので、すぐに初対面の相手とも親し
くなれそう。好きなことに励むのも◎
【健康運】快適な期間。積極的にスポーツに励んで
５/21〜６/21 【幸運を呼ぶ食べ物】桃
８月の運勢

双子座
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みなさんに地域の話題をお知らせします

ぶどう販売対策決起集会

米生産販売レディー倶楽部委嘱状交付式
鈴木 理 事 長 よ り 委 嘱 状 を 受 け と る
メン バ ー

児童 に デ ラ ウ ェ ア を 贈 呈 す る 木 村
会長

管内の小学校にデラウェアをプレゼント 米の有利販売を目指す
当ＪＡぶどう振興部会（佐藤和男部会長）は
７月８日、たかはた支店で生産者や市場担当者、
ＪＡ役職員約130人を集め「ぶどう販売対策決
起集会」を開催しました。
決起集会では、今年産ぶどうの豊作を祈願。
今年の生育状況や販売方針などについて協議し
ました。
また、管内の小学校60校の児童たちに、おき
たま産デラウェアを味わってもらおうと「学校
給食ぶどうプレゼント」の贈呈式も行いました。

当ＪＡの米販売促進にご協力いただく「米生
産販売レディー倶楽部」の委嘱状交付式が７月
５日、川西本店で開かれました。
はじめに木村敏和会長が「皆さんのセールス
が消費者に伝わり、有利販売に繋がるよう頑
張ってもらいたい。」とあいさつ。各地区から
選出された女性14人に委嘱状を交付しました。
今年度の活動として、米の販売キャンペーン
時の試食対面販売、卸業者や消費者との交流事
業の参加などを協議しました。

米沢愛菜館10周年記念イベント

ちゃぐりんキッズクラブ第３回授業
民話に興味をもつ児童たち

来店者に日々草をプレゼントする
職員

開店前から長蛇の列

サクランボの収穫と民話の語りを楽しむ

当ＪＡの直売所「米沢愛菜館」の10周年を記
念するイベントが７月14日、米沢愛菜館前で開
かれ、開店前から長蛇の列ができるほど大盛況
でした。
当日のイベントでは、新鮮な農産物が多数並
べられたほか、会員による「納豆モチ」や「き
な粉モチ」なども振る舞われました。また、商
品を買い求めた方には「日々草」の花もプレゼ
ント。来店者は感激したようすで、新鮮な農産
物を買い求めていました。

第３回アグリスクール「ちゃぐりんキッズク
ラブ」の授業が７月７日、南陽市の大沼農園と
夕鶴の里で行われ、児童39人が参加し、おきた
まの農業や文化について学びました。
大沼農園では、赤く実ったサクランボの収穫
を体験。児童たちは、おなかいっぱいになるま
で食べ旬の味覚を満喫しました。
また、夕鶴の里では置賜地方に古くから伝わ
る民話について学習。児童たちは、昔ながらの
民話に興味と関心を抱いた体験となりました。

【全体運】プライベートタイムを満喫したい月。やるべきことを早めに済ませ、その
後、のんびりして。紅茶に凝るのも吉
【健康運】オーバーペースに注意。無理は禁物です
６/22〜７/22 【幸運を呼ぶ食べ物】ニガウリ
８月の運勢
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﹁デラウェア﹂が首都圏へ

暖房を利用した加温栽培のデラウェ
アは生産量が減少しています︒また︑
春先の融雪遅れの影響も加わり︑６
月から７月中旬にかけ出荷量が少な
い状態となっています︒京浜地区は︑
７月の新盆や海の日の連休に需要が
非常に高く︑小売や量販店が躍起に

なって物を集めようとします︒この
時期の商談が︑７月下旬の流通量が
増す時期まで影響するため市場や仲
卸︑バイヤーと情報交換しながら戦
略的出荷をする必要があります︒
近年︑デラウェア産地リレーも変
化しています︒燃油高騰の影響は︑
全国的に言える事で島根県や山梨県
の産地も無加温の割合が増えてきて
います︒早出の産地が遅く始まり︑
遅く終わったり︑出荷ピークの時期
が重なったりと︑当管内も作型を変
える必要性が出てきております︒

飯豊地区青年部が田植えを指導
飯豊地区青年部の盟友が中心とな
り︑首都圏の児童たちに稲作を体験
してもらおうと６月 日︑新宿区立
の小学校に出向き︑校舎屋上の特設
田んぼで田植を行ないました︒苗も
順調に生育しており︑今年は新たに
14

首都圏は︑６月下旬から７月上旬
にか け 日 中 は 暑 く ︑ 朝 晩 は 比 較 的 涼
しく 過 ご し や す い 気 温 に な っ て い ま
す︒
当Ｊ Ａ が 日 本 一 の 生 産 量 を 誇 る
﹁ デ ラ ウ ェ ア ﹂ の 出 荷 が６ 月 下 旬 よ
り始 ま り ま し た ︒ 近 年 の 燃 油 高 騰 で ︑

初出荷されたデラウェア

早稲田小学校での稲作指導も行いま
した︒
児童はもちろん︑先生も初めての
実体験だと思います︒長引く経済不
況で︑物の値段が下がるデフレが続
いています︒さらに消費税増税や電
気料金の値上げなど︑家計に直接影
響する暗い話題が多い中︑物を育て
る苦労︑そして喜びを幼いころから
学び︑物の価値が分かる大人になっ
てもらいたいと思います︒

稲作指導した飯豊青年部の盟友たち

JA山形おきたま 10
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ＪＡ
共済

皆さまのくらしと生活を守る

ＪＡ共済では、平成23年度の豪雪による雪害や４月に発生した爆弾低気圧の自然災害で、施設
や建物などに被害を受けた、お客さまに共済金の支払いを行っています。
山形県内でも、７月現在で雪害による共済金支払件数は888件。爆弾低気圧による共済金支払
件数は303件となっています。

発生件数

平成24年４月爆弾低気圧に伴う
暴風雨被害共済金支払状況
県内

県内

平成23年度
雪害共済金支払状況
共済金支払額

6,328件 322,749万円
発生件数

共済金支払額

共済金支払額

3,259件 132,834万円
置賜

置賜

内

発生件数

内

発生件数

1,164件 60,808万円

共済金支払額

303件 13,985万円

（平成24年７月３日現在）

ＪＡ共済では、今後も組合員や利用者の暮らしと生活を守り、
十分な保障をご提案してまいります。

第21回

平成25年
夏休み

わん ぱく夢冒険

定期積金

こどもたちにとってすばらしい体験
一日、一日、自分自身、とっ

心配が山ほどありましたが、

ても成長できたと感じまし

みんなで協力して果たすこと

た。本当に夢のような冒険

ができました。少しドキドキ

でした。

の楽しい３日間となりました。

わんぱく夢冒険定期積金

5,000円以上×13回

満期お受取金額

65,000円＋お利息

主旨

本

お世話をして下さったＪＡ
いました。楽しい思い出が
また一つ増えました。

このわんぱくで、私は、
少し自分でできる事が
増えた様な気がします。

私の旅行のめあては、ほ

葉を言いたいです。こんな

かの小学校の人と仲良く

に楽しかったから気持ちを

旅行をすることでした。

込めて言いたいです。
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思い出の１ページとなるすてきなプラン

地域のこどもたちでつくる
こどもたちの旅行

▶子どもたち自身で作りあげる旅行です
▶親元を離れ、集団生活の中で協調性や自主性、自立性が高められます
▶ＪＡの人、ホテル、ディズニーリゾートで働く人や世間と接することに
より視野が広がります
▶子どもたちに夢をもってもらうことのお手伝いをいたします
旅行実施予定日
旅行代金

帰ったら家の人に感謝の言

積立方式

毎月の積立金額

の
企画

の皆さん、ありがとうござ

山形新幹線で行く
で行く

平成25年７月下旬〜８月上旬
〈お一人様〉65,000円（税込）

募集人員

500名（５〜６班編成予定）

対 象 者

小学５年生又は６年生（平成25年度において）

添 乗 員

ＪＡ職員とＮツアー社員

記念写真サービス

ＪＡスタッフとＮ
ツアー社員がお世
話いたしますので
安心してご参加い
ただけます。

★ＪＡではこの10年間で延べ5,000人のお子様をご案内させていただきました。

農

トレ

をリードする
業

重ねる
JA
グを
ン

農

川西地区青年部

!! 明日の
年部
青

々ト レ ー
め日
ニ
た

川西地区青年部（高梨裕晃委員長）は、６支部（小
松・中郡・吉島・犬川・大塚・東沢）盟友196人で青
年部事業や地域行事などに積極的に参加し、地域活性
化に向けた活動を展開しています。
青年部事業では、青年のつどいやソフトボール大会、
支部交流会などを開催し、青年部組織の結束力や盟友
間の親睦を深めています。盟友のつどいでは、青年の
主張や組織活動発表など農業にかける熱い想いを語り
ます。また、講師を招いて「農業学習会」なども開催
しています。
今年度は、新たな取り組みとして「川西地区青年部
ビアガーデン」などの開催を企画しています。
支部活動は、屑米集荷や食農教育、野立て看板作製
などを実施。食農教育では、小学校や幼稚園などで
「食」の大切さや収穫の喜びを実感してもらっています。

川西
地区
①氏

若き農業青年たち

名

井 上 清 人
蓮

さん（28歳）
くん（１歳）

②住
所 川西町大字高山
③農業従事歴 ６年目

④経営状況
水稲種子・大豆種子
⑤趣
味 スノーボード
⑥性
格 マイペース
⑦好きな女性のタイプ
奥さんみたいな人

盟友のみなさんに質問です！！
Ｑ 就農したきっかけはなんですか…
Ａ 大学３年の就職活動中、初めて父親に農業
を職業として考え相談したときです。
Ｑ 青年部に加入してどうですか…
Ａ 一人もしくは家族での仕事が多い農家に
とって、仲間との出会いや勉強する機会が
得られたことに感謝しています。
Ｑ これからの農業に関する展望や目標はあり

ますか…
Ａ 農業がピンチと言われているからこそ、今
が〝チャンス〟ととらえ、児童たちの憧れ
の職業に「農業」が１番にランクインでき
ることを目標に頑張りたいです。
〈青年部への加入を一言…〉
農業に興味がある方は青年部に加入して一緒
に活動してみませんか。

【全体運】積極性が増し、持ち前のリーダーシップを発揮できそう。どんどん自己主
張を。新しいことを始めるのも大賛成
【健康運】話題の食材や体操が体質に合う可能性大
７/23〜８/22 【幸運を呼ぶ食べ物】カボス
８月の運勢

獅子座
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常勤役員 との交流会

当ＪＡ女性部（鈴木喜恵子委員長）は７月11日、川西町の本店で「常勤役
員との交流会」を開きました。
交流会は女性部員の声をＪＡ側に届け、互いに理解を深めようと企画し、
各地区の女性部役員やＪＡ役職員など約40人が参加しました。
協議では「グリーンセンターの誘客率を図るためのイベントの開催」や「自
家菜園など野菜作りの方法を指導できる職員の配置」など、活発な意見や要
望が出されました。

女 性部 １日 研修
飯豊地区女性部
当ＪＡ飯豊地区女性部（遠藤美恵子
部長）は６月17日、
「みやぎ復興応援」
を兼ねて、宮城県の松島方面に視察研
修を行いました。
視察研修会には、部員やＪＡ職員36
人が参加。部員たちは、名産品の笹か
まぼこなどを試食しながら親睦を深め
合いました。

高畠地区女性部
高畠支部
女性部組織の結束力を深めようと７
月10日、高畠地区女性部高畠支部（森
谷美智子支部長）は部員13人で一日研
修旅行に行って来ました。
研修旅行は、宮城県の塩釜方面を訪
問。東北の地元食材が集まる「杜の市
場」などを視察し、多様な種類の食材
に部員たちは驚いていました。
【全体運】小さな喜び事に恵まれ、穏やかな心境で過ごせます。周囲との調和を第一
に考え、人と協力し合う姿勢が必須
【健康運】ストレス発散にはウオーキングがベスト
８/23〜９/22 【幸運を呼ぶ食べ物】アワビ
８月の運勢
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乙女座

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。
７月

稲の
生育

８月

幼穂形成期

穂孕期

９月

出穂期

間断かん水

登熟期
間断かん水

＋30日落水

気象変動に対応した水管理

低温時かん水

稲体強化（根の活力維持）

登熟促進

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
を維持する。

◆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、深水管理
（17〜20㎝）を行い幼
穂を保護しましょう。

病害虫防除対策を徹底しましょう
葉いもち・穂いもち防除の徹底
◆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。
紋枯病防除
◆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。

◆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。

◆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、か
ん水して稲体を保
護する。

◆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
防止する。

「今年はカメムシが多い！？」
基本防除は、時期を逃さないよう注意しましょう。
◆カメムシの多い年は、基本防除（２回）と「補完防
除」も念頭に！
◆広域に一斉に防除を実施しよう。草刈りを行うとき
は、防除の直前に！
《 防 除 の 目 安 》
品種名

出穂

穂揃期

穂揃７〜10日後 さらに10日後

（盛期） （基本防除①）（基本防除②） （補完防除）

はえぬき

8/6
〜8

8/10
〜12

8/17
〜22

8/27
〜31

コシヒカリ

8/13
〜15

8/17
〜19

8/24
〜26

―

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。

【病害虫防除のポイント】
１回目（マメシンクガ・紫斑病）の同時防除
◆実施時期：８月25日
◆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ＤＬ（３㎏
/10ａ）

２回目（マメシンクガ）の防除
◆実施時期：１回目防除の10日後
◆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Ｄ
Ｌ（３㎏ /10ａ）

＜農作業中における熱中症に
注意しましょう＞
夏場などの暑熱環境下での作業は、熱中症（熱射
病・熱けいれん・熱まひ）を生じる恐れがあります。
日中の気温の高い時間帯を外して作業を行い、水分
を十分に補給し、休憩をこまめにとるなど熱中症を未
然に防ぎましょう。

【全体運】向学心が旺盛になり、さまざまなジャンルに興味を抱く時期です。まずは
情報を集めてみて。読書も良い刺激に
【健康運】熱中症対策などをきちんと行えば安心
９/23〜10/23 【幸運を呼ぶ食べ物】モロヘイヤ
８月の運勢

天秤座
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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で、樹
体に養分を蓄えるために徒長枝管理や防除が主な作業
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、さび病、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。
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。

【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 に な り、
酸抜けが十分である
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て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
をこまめに行って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に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。

野菜
収穫の最盛期を迎える夏秋野菜は、草勢の回復と維
【トマト】
持に努め、今後の集中豪雨に備えるため、明きょなど
◆35℃以上の高温に遭遇すると開花結実が不良とな
の排水対策を徹底します。秋野菜の播種と定植の時期
るので、ハウスの側面及び妻面を解放し、できるだ
でもあり、計画的な作付けと適期作業に努めましょう。
け換気を図ります。
◆土壌乾燥や過湿など水分の急変は、尻腐果や裂果の
【キュウリ】
発生を招くので、畦および通路の土壌水分を適湿に
◆敷きワラ下、マルチ内、通路などの土壌水分を維持
保つように少量多回数のかん水とします。
するようにかん水を行います。
◆高温時はマルハナバチの活動が鈍るので、ホルモン
◆不良果の摘果は果実が小さいうちに行い、着果負担
処理に切り替えます。ホルモン処理は、温度に合わ
を軽減し草勢回復を図ります。また、収穫遅れがな
せた適正濃度で行います。
いように心掛けます。
◆病害虫防除は、葉かび病、アザミウマ類、オオタバ
◆高温乾燥時の追肥は、葉面散布剤の散布や液肥を施
コガ、コナジラミ類に重点を置きます。
用します。草勢低下時や着果数が増加した時は液肥
などの土壌灌注をし、草勢を維持します。
【ネギ】
◆病害虫防除は、ベト病、うどんこ病、炭そ病、褐斑
◆止め土は十分な葉鞘長になったら分岐部まで土を寄
病、ハダニ類に重点を置きます。
せ軟白を作ります。軟白に要する期間は時期によっ
て異なるので、収穫予定時期と労力に合わせて必ず
【アスパラガス】
数回に分けて行い、青ボケなどの品質低下を防ぎま
◆収量を向上させるには、かん水の効果が高いので、
す。
特に株元（新芽）の部分が乾燥しないようにかん水
◆軟腐病・黒斑病は比較的高温多湿で発生が多いので
を行います。
殺菌剤の予防散布を行います。
◆収穫を始めたら２週間に１回速効性肥料をうね肩に
◆ネギハモグリバエ・アザミウマ類・ヨトウムシ類は
追肥します。
初発時に防除します。
◆色上がりと作業性の向上のため、50〜60㎝程度ま
《軟白に要する日数の目安》
での下枝除去を実施します。先刈りにより脇芽が出
収穫予定 ８／上〜 ９／下〜 10／下〜 11／下〜
るので、時々行う必要があります。
時期
９／中
10／中 11／中 12／上
◆茎枯病やジュウシホシクビナガハムシ、ヨトウムシ
日
数 15〜20日 20〜30日 30〜40日 40日以上
類の発生が見られるので、適期防除を行います。
【全体運】自分のやり方や考えにこだわりやすく、孤立する暗示。柔軟性を発揮して。
心を安定させるには土いじりが最適
【健康運】不規則な生活習慣は改善を。休息も大事
10/24〜11/22 【幸運を呼ぶ食べ物】スルメイカ
８月の運勢
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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。
ＪＡの総代会も終わり、役員体制も代わ
り新たな運営がスタートしたようですね。
役職員の皆さまの精一杯のご努力を期待します。
（長井市・68才）
役職員の認識を一つにして組合員の皆さ
まの負託に応えられるよう、努力してま
いりますのでご協力とご理解をお願い申し上げ
ます。
久しぶりにクロスパズルに参加します。
最近、老眼鏡を使わないと字が読みにく
くなり不便を感じています。そうするとどうし
ても読むのがおっくうになりますが、頑張って
「みらくる」の身近な話題を読んでいこうと思
います。
（高畠町・54才）
クロスワードパズルを楽しみにしていま
す。頭の体操をすることが若返りの秘訣
と思っています。これからも楽しんで読める「み
らくる」をお願いします。 （南陽市・89才）
クロスワードパズルは、楽しみながらも
脳の活性化に効果があると言われており、
若返り効果が期待できますよ。これからもレベ
ルアップしたクロスワードパズルを出題します
のでチャレンジして下さいね。
皆さんのお近くのカワイイ赤ちゃんをご紹介下さい︒

また︑川柳も大募集中です

掲載者にはお礼を進呈いたします︒

!!

この春、農業デビューしました。機械操
作や肥料散布、田植え等々農作業の大変
さを身にしみて感じましたが、自然に触れて疲
れも少しは軽くなりました。貴重な体験の春作
業でした。
（米沢市・39才）
私も農業をしていますが、最初のころは
機械操作、栽培方法も分からず近所の人
から聞きながら覚えました。頑張って下さいね。
４月から保育園に通い始めた２才の娘
は毎日泣いてばかりでしたが、６月に
入ってようやく笑顔で通えるようになりました。
やっと慣れてきたのかな。私も安心して出勤が
できるようになりました。 （飯豊町・39才）
娘さんはお友達も出来て保育園に行くの
が楽しみになったんでしょうね。
おもしろ農産物を紹介！！
長井市草岡でジャガイモ
の茎にトマトと似たもの
が実り話題になっていま
す。ジャガイモもトマト
も同じナス科の仲間でト
マトによく似た実がなる
ことがあるそうです。

めんごい子！！
ヨコサワ

お名前

ソウスケ

横澤 蒼祐 くん
プロフィール

年
齢 １歳
生年月日 平成23年４月30日 生
お住まい 飯豊町添川

蒼祐くんへ！！
いつもニコニコ、元気100倍の蒼
祐くん。
キミの笑顔に毎日元気と幸せをも
らっています。
いつまでもキラキラ笑顔でいて下
さい。
【全体運】普段以上に行動力がアップしているよう。スムーズに物事がはかどりやす
いはず。何事にも意欲的にトライを
【健康運】簡単なストレッチが体調キープの鍵に
11/23〜12/21 【幸運を呼ぶ食べ物】梨
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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青木オトヨさん

川 西 町 大 舟

二瓶

飯 豊 町 添 川

翔さん

D
13

5

米沢牛（２名）



E

E

７月号当選者

18

16

10

6

1

ǂ
Ǻ
ȏ
ǟ
Ȗ
ǫ

ত
ҽ
ࡋ
ƛ

৷
Ɨ

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

図書カード500円分（20名）

タテのカギ

髙橋 浩之さん

米 沢 市 三 沢

鈴木 道香さん

米 沢 市 長 手

戸田賢太郎さん

米 沢 市 笹 野

富樫 朱美さん

高 畠 町 竹 森

❶

魚の形をした甘い菓子

❹

踏むときゅっきゅっと鳴く海岸もあります

❻

遠くて近きは男女の──
豚を育てる──農家

須貝 公夫さん

高 畠 町 石 岡

❼

高梨美恵子さん

高畠町二井宿

❾

インナーの上に着ます

板垣 秀子さん

南 陽 市 宮 内

❿

昔はこれに水を張って行水しました

菊地 きよさん

南 陽 市 宮 内

⓬

１さお、２さおと数える家具

鈴木かつ子さん

川 西 町 堀 金

⓮

ペリーが乗ってきました

髙橋佐恵子さん

川西町上奥田

⓰

ゴロゴロと引っ張って海外旅行へ

菅野 信一さん

長 井 市 寺 泉

⓱

縫い針の後を追い掛けます

佐々木絹子さん

長井市五十川

⓲

よろいのような皮膚を持つ草食動物

荒木美智子さん

長 井 市 時 庭

⓳

2012年の夏季オリンピックの開催都市

髙谷 享子さん

白 鷹 町 十 王

岡部 福男さん

白 鷹 町 鮎 貝

菅

白 鷹 町 山 口

❶

東北三大祭りの一つ、仙台──まつり

安部 節子さん

飯豊町小白川

❷

墨を吐く海の生き物

冨永江利子さん

飯 豊 町 萩 生

❸

昨日と明日の間

塚原美智子さん

小 国 町 針 生

❹

シャンポリオンが解読したのはロゼッタ──

安部 康弘さん

小 国 町 小 股

❺

カレーによく合うインドのパン

❽

うっかりうとうとしてしまいました

応募方法

❾

衣服のしわをのばします

官製はがきにクイズの答え・住所・電話

⓫

瞬間的な停電の原因になります

番号・氏名・年齢・本誌に関するご意見・

⓭

小麦粉をこねて作った団子入りの汁物

ご感想を必ずご記入の上、〒999−0121

⓯

先に進めない──小路

川西町上小松978−1 ＪＡ山形おきたま総

⓰

高知の旧国名

務課 宛にお送り下さい。

⓱

スイカを丸ごと漬けて冷やすことも

久男さん

２名に米沢牛
名に図書カード
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７月号の正解は

7

ドウロ
エノグ
アナ
カンゾウ
ギオン
ミス
ド
カガミ
ウ
ウデ
ルツボ
タンカー
ウマ
イワシ
ハシゴ

アマノガワ

1

締め切り ８月13日㈪必着

ヨコのカギ

ヒント

浮き輪でプカプカ

※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。
【全体運】あれこれ考え過ぎ、動けなくなる時期。恐れず、開き直りの気持ちでぶつ
かってみて。気晴らしには神社散策を
【健康運】スポーツ前には念入りに準備体操をして
12/22〜１/19 【幸運を呼ぶ食べ物】イワシ
８月の運勢
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お知らせコーナー
INFORMATION

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25年３月卒業見込
者を含む）
⑵昭和60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24年９月21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。

22

46 10

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

14

16

平成25年度ＪＡ山形おきたま

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
の
無
料
法
律
相
談

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

62 72 85 88 84 83 42 43 43 45 56 52 28 36 22

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︑各支
店・出張所にお申し込み下さい︒

第 回通常総代会において出資

日㈮に

配 当 金︵ 年０・９ ％︶ を ご 承 認 い

ただきましたので︑７月

振り込みを実施しております︒

また︑配当金計算書に振込口座

が未記載となっている組合員の皆

様におかれましては︑現金でのお

受け取りとなりますので︑お手数

ですが配当金計算書右下記載の店

舗へ印鑑・本人確認書類をご持参

の上お越し下さい︒

なお︑ご不明な点などございま

したら︑配当金計算書右下記載の

20

18

︿お問い合わせ先﹀
☎ ︱０４３０
米沢支店
米沢北出張所☎ ︱０２１２
米沢東出張所☎ ︱８４０４
たかはた支店☎ ︱００５７
和田出張所 ☎ ︱３００１
☎ ︱３０００
南陽支店
赤湯出張所 ☎ ︱３１５０
沖郷出張所 ☎ ︱２６６０
☎ ︱３１２５
川西支店
あやめ支店 ☎ ︱３５１１
長井出張所 ☎ ︱１５３３
西根出張所 ☎ ︱４６１１
☎ ︱２１２６
白鷹支店
飯豊支店
☎ ︱２００７
☎ ︱２０９２

店舗へご連絡をお願いいたします︒ 小国支店

〈出資配当金のお支払いについて〉

28

平成25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24年８月１日㈬
〜８月31日㈮
⑵高校卒業者
平成24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㎝×4.5㎝）
※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
の表に総合職を希望される方
は『職員採用（総合職）応募書
類』と朱記して下さい。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。
（ハローワーク米沢 確認済）

【全体運】ささいなことで一喜一憂する気配。やたらと極端に捉えないよう、バラン
スの取れた発想を。相談は良い結果に
【健康運】小まめに動けば、体調良好で過ごせそう
１/20〜２/18 【幸運を呼ぶ食べ物】ブドウ
８月の運勢

水瓶座
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お知らせコーナー
INFORMATION
置 賜 車 輌 セ ン タ ー 展 示 場 〒９９２ｰ０００３
米沢市窪田町窪田５２８
ＴＥＬ０２３８ｰ３９ｰ８０１１ ＦＡＸ０２３８ｰ３７ｰ５８７６

万円

●H16年式 ●シャンパン ●FAT
●49,200㎞ ●AC ●PS ●カセット

第８６回！
！

桟敷席Ａ席利用
早い者勝ち！

万円

フィット Ｇ ４ＷＤ

28

95

●H18年式 ●黒 ●FAT ●37,900㎞
●車検25年３月 ●フル ●ABS ●WAB
●CD ●キーレス

ミニカバン ライラ ２ＷＤ

●H18年式 ●グレー ●CAT ●42,400㎞
●フル ●ABS ●WAB

万円

●H18年式 ●白 ●CAT ●64,500㎞
●車検25年２月 ●フル ●WAB ●ABS ●CD

オッティ
ＲＸターボ ４ＷＤ

万円

63

テリオスキッド
キスマークＬ ４ＷＤ

●H20年式 ●シルバー ●5MT ●20,000㎞
●車検24年12月 ●AC ●PS ●AB ●ラジオ

万円

●H19年式 ●白 ●FAT ●69,950㎞ ●AC
●PS ●PW ●WAB ●ABS ●CD ●キーレス

ＥＫワゴン Ｇ ２ＷＤ

サンバートラック
ＴＣプロ ４ＷＤ

万円

92

2.0

●H24年式 ●白 ●5MT ●15㎞
●車検26年３月 ●AC ●PS ●AB ●ラジオ

65

79.3

万円

107
万円

●H20年式 ●シルバー ●FAT ●39,000㎞
●フル ●ABS ●WAB ●CD ●キーレス

東京スカイツリー

大曲花火大会 天望デッキと
屋形船
バスツアー

時間帯指定の
完全予約済

旅行のご案内
●出 発 日：８月25日㈯【夜帰り】
●旅行代金：12,800円（税込）
●募集人員：先着30名様
（最小催行人員25名）
＊弁当１回付 ＊添乗員同行
（バスガイドは同行致しません）

宝塚仙台公演 日帰りバスツアー
演目：ミュージカル・ロマン「琥珀色の雨にぬれて」
：ショー・グルーブ「Celebrity」‑セレブリティ‑

宝塚歌劇【星組】全国ツアー
●出 発 日：９月22日㈯
●旅行代金：おひとり様 14,800円（税込）
●募集人員：20名（最少催行人員15名）
＊添乗員同行（バスガイドは同行致しません）

座席に限りがありますので
お早めにお申込み下さい

●出 発 日：
10月26日㈮〜27日㈯
●旅行代金：
おひとり様 55,000円（税込）
●募集人員：25名
（最少催行人員25名/管内地区計）
＊添乗員・バスガイド同行

●締 切 日：９月24日㈪
（１ケ月前以降はお受けできない
場合がございます）

【全体運】細かな部分が気になり、口うるさくなるかも。他人には干渉せず、見守る
姿勢が必要。お世辞にも冷静な対処を
【健康運】運動不足で新陳代謝を悪くしないように
２/19〜３/20 【幸運を呼ぶ食べ物】カンパチ
８月の運勢
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屋形船からスカイツリーの
夜景もお楽しみ下さい！

魚座

●フル︵エアコン・パワーステアリング・パワーウィンドウ︶

●H23年式 ●スカイブルー ●IAT
●1,600㎞ ●車検26年９月 ●フル ●ABS
●WAB ●CD ●キーレス

87

フォレスター
クロススポーツ Ｔ ４ＷＤ

万円

サンバートラック
ＴＣプロ ４ＷＤ

ミライース Ｘ ２ＷＤ

85.7
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渡邊

拓磨

さん（樽口）

■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/

小国地区の若き就農者として活躍する渡邊拓磨
さん（樽口）
。シイタケ栽培に魅了され、８年前
から農業の世界に飛び込みました。
シイタケは、ハウス２棟から年間約４㌧を収穫。
一つ一つ最適な収穫期を見極めながら、高品質な
シイタケ生産に取り組んでいます。
渡邊さんは「１年目は、初心者だったので知識
を深めることや情報を集めるのに必死だった。こ
れからは、学んだ知識を活かしながらこだわりの
シイタケを栽培したい」と話しています。

「金目そばの館」
小国町の豊かな「水」とこだわりの「でわ
かおり」から打たれる金目そば。食べた瞬間
に、そばの香りが口いっぱいに広がります。
また、山の幸をメーンに季節限定で「行者
菜の花」や「ウルイの花」など珍しい天ぷら
も味わえます。ぜひ、ご賞味下さい。

おすすめ！！
「金目そば」

☎0238ｰ29ｰ1234

山形県米沢市アルカディア1丁目808 22

■印刷／㈱青葉堂印刷

◎ 小国支店（経済）

住所：小国町大字金目264 1
TEL：0238 62 2800
営業時間 午前11時〜午後２時まで
定 休 日 毎週水曜日、第二・第四日曜日
その他臨時休業有り

職員紹介
氏
名
担当部署

斎藤 達也（27歳）
小国支店
振興・購買担当

〈自己ＰＲ〉
私は、「サッカー」が大好きです。社会人に
なってからは、クラブチームの指導者も努めて
います。好きなことに長く携われることは、本
当に幸せで誇りです。目指せ、生涯現役！！

振興・購買

0238‑62‑5588

〈ＪＡ職員としての目標〉
職員として、未熟な面がまだ多くあります。
組合員の皆さんから、信頼を得られるように、
毎日を貴重な経験として受け止め、努力を怠ら
ず日々精進していきたいです。

