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夏季組合員座談会資料
※この広報誌を座談会会場にお持ち下さい。

ほか

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!!

＊材 料（４人分）１人当たり 192kcal
しょうゆ ……大さじ１
牛切り落とし肉
酒・みりん …各大さじ２
〈カタバラ芋煮用〉
（ふれあい食材 9/20・21
しょうゆ ……大さじ２
お届け分を使用）
酒 ……４分の１カップ
………………… 250ｇ
インゲン（ササギ）
黒砂糖（みりんでも可）
………………小さじ１
……………… 約400ｇ
ショウガ（千切り）
かつおだし汁
…………………１かけ
……………３カップ弱

〜 今月は和食で米沢牛を応援 〜
インゲンは くたくた ですが
女性は食べて美魔女に！

牛肉とインゲンの くたくた煮
＊作り方
①鍋に を入れ煮立て、牛肉をほぐし混ぜな
がら色が変わったら牛肉だけ取り出す。
（牛
肉は、煮すぎると硬くなります）
②インゲンは、成り口の部分だけ切り落とす。
③❶の鍋に を加えて煮立て、ショウガとイ
ンゲンを加え、弱中火で約15分程度、イ

〜 カレー香辛料は漢方薬 〜
汗・健胃・抗酸化作用が絶大、ルゥは２種類使えば本格的！！

ゴロゴロなすのチキンカレー

ンゲンが くたくた になるまで煮る。
④火を強め煮汁を煮詰め、❶の牛肉を戻し入
れ、混ぜ合わせて出来上がり。

＊材 料（４人分）１人当たり 370kcal
オリーブ油 …大さじ２
ナス（大きくごろっとし
タマネギ …………１個
たもの）
赤パプリカ
…… ４個位
（約450ｇ）
……………２分の１個
国産若鶏もも肉角切り
ニンニク・ショウガ
（ふれあい食材 9/10・11
（みじん切り）
お届け分を使用）
………………各１かけ
………………… 300ｇ
しょうゆ ……大さじ１
直火焼カレールゥ
塩・コショウ …各適量
（ふれあい食材 9/28・29
酒 ……………大さじ２
お届け分を使用）
………………… 110ｇ
＊作り方
①鶏肉は軽く塩・コショウをふる。ナスはヘタをとり、
２㎝の厚さの輪切りに、タマネギは縦半分に切り薄切
りにして、パプリカは乱切りにする。
②鍋にオリーブ油とニンニク、ショウガを入れ、弱火で
香りが出るまで炒める。
③❷に鶏肉とタマネギの順で炒め、タマネギがしんなり
したらナスを炒める。
④❸に水４カップとパプリカを入れ10分程煮込み全体
に火を通す。
⑤❹にカレールゥと酒を入れ、溶かしながら煮込む。仕
上げにしょうゆを加え、味を調えて出来上がり。
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ＪＡふ れ あ い食材
ＪＡふれあい
食 材 の申し込
の申し込み
ＪＡふれあい食材では、国産原料を中心とした安心・安全な食材を提供し、栄養バランスを考えた食生活ができます。
また、食事の支度が簡単で、忙しい主婦の皆さんからは大好評をいただいています。ぜひ、この機会に申し込み下さい。
【お問い合わせ】ＪＡふれあい食材のお申し込みは、各支店購買までお問い合わせ下さい。

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︒
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16 おたより倶楽部

役員会だより

況に関する説明書類︵ディスクロー
ジャー誌︶の縦覧等にかかる対応に
ついて
第２号議案 平成 年度第 四半期事業実績の検
討について
第３号議案 忠実義務に関する取引の承認につい
て
第４号議案 子会社の再編整備︵３社合併︶
につい
て︵案︶
第５号議案 子会社役員人事について
第６号議案 小国支店建設委員会の設置について
第７号議案 職制規程の一部変更について︵案︶
第４回理事会
開催日・場所 ８月 日㈮・本店
協議事項
第１号議案 平成 年度夏季組合員座談会開催要
領
︵案︶
について
平成 年度夏季組合員座談会テーマ
︵案︶
について

第２号議案

◎監事会の報告
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◎経営管理委員会の報告

９ 組織討議報告／東京営業所通信

24

14 ワンポイント営農アドバイス

第３回経営管理委員会
開催日・場所 ７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
第２号議案 子会社の再編整備︵３社合併︶
につい
て︵案︶
第３号議案 子会社役員人事について
第４号議案 平成 年度子会社の役員報酬につい
て
第４回経営管理委員会
開催日・場所 ８月 日㈮・本店
協議事項
第１号議案 平成 年度夏季組合員座談会開催要
領︵案︶
について
平成 年度夏季組合員座談会テーマ
︵案︶
について

13 キラリ ＪＡ女性部

第２号議案

４ 特集 夏季座談会資料

第５回監事会
開催日・場所 ７月 日㈮・本店
協議事項
第１ 号議案 平成 年度第１・四半期随時監査に
ついて
平成 年度上期Ｊ Ａ監事研修会につ
いて

12 農トレ ＪＡ青年部

◎理事会の報告

３ 役員会だより
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第３回理事会
開催日・場所 ７月 日㈫・本店
協議事項
第１号議案 平成 事業年度業務及び財産の状
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今月の表紙

わんぱくキッズ集合！

当ＪＡアグリスクール「ちゃぐりんキッズクラブ」の合宿体験が８月３日と４日の２日間、米沢市
や小国町を会場に開催され生徒36人が参加しました。合宿体験は、生徒相互の交流を深め、置賜の
自然や文化の再発見を目的に実施しています。
１日目は、米沢市の「麦わらぼうし」で夏野菜を使った本格ピザ作りに挑戦。午後からは、小国町
の白い森「りふれ」で本棚作りや川魚のつかみ取りにチャレンジしました。２日目は、生徒が栽培し
た夏野菜を収穫。ジャガイモやトウモロコシなど、手に持ちきれないほど大豊作でした。

夏季組合員座談会

〈特集〉
テーマⅠ

平成24年産米の取扱方針について

「実需要請に応える集荷数量確保と産地指定拡大で生産者手取りの向上を！」

〜ＪＡ直販 55万俵の実践〜
東日本大震災や原発事故の影響に加え、全国的な作柄低下・集荷減少により23年産米の供給が
不安定となった経過から、各取引先より24年産「ＪＡ山形おきたま米」の取扱拡大を強く要請さ
れています。
ＪＡでは生産者との銘柄別出荷契約数量をもとに、事前契約（収穫前契約等）を推進し安定的
固定需要先の確保と産地指定取引の拡大に取り組んでおり、収穫前の現時点で取扱計画数量の販
売結び付きがほぼ確定しています。収穫期に向け、生産者手取りの最大化を図るため、品質・収
量確保に向けた仕上げの生産対策と集荷・保管・販売まで一貫した取り組みを強化するとともに、
実需から信頼される安定供給を行うため全量集荷運動を強力に展開します。
＜米穀情勢について＞
米を取り巻く環境は、23年産米の逼迫し
た需給を反映し取扱数量の拡大が求められ
ているものの消費者の低価格志向は根強い
状況であり、供給が不足すれば消費減退や
輸入米の拡大が懸念されます。
なお、最近の動向は次のとおりですが、
総合的な販売環境は良好と捉えています。

①前年産の繰越在庫は少ない見込み
②早期米の取引は前年を上回る価格でスタート
③コンビニ・惣菜弁当宅配が伸長
④消費者は依然低価格志向
⑤輸入米使用拡大の動き
⑥政府備蓄米４万トン放出

１ 生産対策
① 食味 特Ａ 評価の堅持
「はえぬき」19年連続・
「コシヒカリ」８年連続・
「つや姫」デビュー以来３年連続を目指して！
１）気象変動に対応した水管理の徹底（高温時
のかけ流しと早期落水の防止）
２）適期刈り取りの励行
３）適正玄米水分14.5％の励行（過乾燥注意！）
４）1.90㎜網による選別の徹底
５）「つや姫」栽培圃場の土壌分析実施
② 安全・安心確保対策による信頼の向上
コンタミ防止・クレームゼロを目指して！
１）「栽培管理記録簿」の提出
９月10日㈪まで
２）「ＧＡＰチェックシート」の提出
10月31日㈬まで

３）異品種・異物混入防止対策の徹底（作業
機清掃の徹底）
４）玄米袋への明瞭な記載と押印
③ 米共乾施設（ＣＥ・ＲＣ）利用率向上対策
の展開【目標：26万俵】
適期内刈取と適切な調製で高品位米を出荷し
よう！
１）大口利用奨励の拡大：対象者は加工米を
除く300俵以上の出荷者（前年１俵当り
100円→150円へ拡充）
２）利用目標達成報奨の実施
３）荷受待ち時間短縮の取り組み
４）半乾籾利用による低利用料金の設定（16%
以下、１俵当り600円）
５）ＣＥ精算システムによる明瞭かつ早期精
算の実施

２ 集荷・検査対策
①「ＪＡ山形おきたま米」集荷対策運動の展開
【目標：88万俵】
信頼される産地ブランド確立、スケールメリット発揮を
目指して！
１）地区別集荷目標数量の設定と実績管理の徹底
２）全量集荷推進対策費、集荷目標達成報奨の予算措置
３）収穫前、庭先訪問による集荷依頼の実施

JA山形おきたま 4

② 品質管理体制の強化
１）農産物検査体制の整備と効率的な保管対応
２）全生産者・全品種の食味・品質分析の継続
地 区 集荷目標数量 出荷契約数量
対比
実施
米沢
151,000.0
156,067.5
103.3%
３）サンプリングによる残留農薬分析、ＤＮＡ
高畠
124,500.0
128,356.0
103.1%
検査等の実施
南陽
72,500.0
72,626.0
100.2%
４）生産履歴と入出庫履歴、検査データの管理
川西
238,000.0
240,175.5
100.9%
と活用
長井
136,000.0
136,281.0
100.2%
③ 概算金の設定
１）作柄・需給動向など販売環境を踏まえた設
白鷹
51,000.0
51,790.5
101.5%
定
飯豊
80,500.0
80,996.0
100.6%
２）
「平成24年産米価格表（概算金）
」は９月中
小国
26,500.0
28,501.5
107.6%
旬に提示
合計
880,000.0
894,794.0
101.7%
④ 各種制度米の取り扱い
なお、24年産「つや姫」の作付け拡大にあ
１）
「主食用米」等の取扱基本要領は、23年産
たり、「はえぬき」からの転換を推進した結果、
米と同様
主要品種の出荷契約数量は、前年比「つや姫」
２）
「加工用米」
「政府備蓄米」の一体的取り扱
189%、「はえぬき」92%、
「コシヒカリ」90％
い（交付金を含めて生産者手取り額は同額
となっています。
とします）

表１．地区別集荷目標数量と出荷契約数量
平成24年７月11日現在
（単位：俵/60㎏）

３ 販売対策
①「ＪＡ直販米」55万俵取り扱いによる有利
販売の実践
１） 米穀事業山形おきたま会 会員米卸と
の連携強化
２）収穫前契約の拡大による有利販売の実践
３）産地精米の取扱拡大

② 山形おきたま産「つや姫」のブランド確立に
向けた取組強化
１）タンパク成分（7.5％以下）による仕分け販
売の継続
２）産地指定契約による差別化と通年販売の実践
３）ブランドイメージに見合う販売価格の設定
４）出荷基準適合による「つや姫シール」の貼付

４ その他
◎米の放射性物質調査
（平成24年産は玄米検査のみ予備検査は行わない）
① 検査内容
１）出荷前検査
品種を問わない管内旧市町村単位53ヶ所の検査
２）ブランド戦略検査
「つや姫」「コシヒカリ」の管内市町単位の検査
② 検査結果および公表
１）出荷前検査：９月６日頃、13日頃、19日頃の３
回に分けて公表
２）ブランド戦略検査：９月27日頃に公表
③ 検査結果に伴う出荷自粛の解除
１）50ベクレル以下の場合
市町村単位に出荷自粛を解除
２）50ベクレル以上の場合
１ha単位に濃密検査を実施、検査結果により
100ベクレル以下であれば出荷自粛を解除
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◎平成23年産米の第２回追加精算
①７月31日現在、契約進度100％・
販売（出荷）進度89％
②全農委託米に加え、ＪＡ直販46万
６千俵のメリットを反映
③９月中旬頃に第２回追加精算を実
施予定

テーマⅡ

おきたま農業振興計画２年目の実践について

昨年樹立した「おきたま農業振興計画」実践２年目にあたり、上半期の取組内容を報告するとと
もに下半期の計画を提案します。

︻営農企画︼

部門
および
項目

上半期取組状況

下半期取組計画

１、水田農業の取り組み
人・農地プラン協議・作成における行政との
連携
米の計画生産に向けた生産数量目標地域間調
整の実施
生産調整におけるＪＡ独自助成と土地利用型
作物機械の支援

農業者の合意に基づく「人・農地プラン」作
成支援
人・農地プランと連動した青年就農給付金・
農地集積協力金の活用提案
農地利用集積円滑化事業を活用した担い手へ
の農地の面的集積

２、食農教育の実践
ＪＡ青年部による小学校等を対象とした食の
大切さを理解する農業体験の実施
３、農政活動の実施
ＴＰＰ交渉参加阻止を訴える街頭活動
消費税増税など生産現場の声を集約した組織
討議
農産物盗難防止啓蒙活動の展開

ＴＰＰ交渉参加阻止に向けた活動の展開
諸課題を踏まえた農政活動の展開

４、新規就農支援の取り組み
自営（親元）就農を基本としつつ、新規参入
者募集の提案
新規参入者の青年就農給付金（準備型・経営
開始型）活用の提案
５、農作業登録制度の取り組み
次年度実施に向け、高齢化により困難な農作
業の受託農家を掘り起こす斡旋事業の準備
【作業内容（案）】
品 目
水
ぶ

作 業 名
稲 耕うん、代掻き、育苗、田植、刈取

ど

う ハウスビニール掛け、剪定、棚の雪下ろし

さ く ら ん ぼ 剪定、ハウスの雪下ろし

︻米穀︼

りんご、ラ・フランス 収穫、剪定

１、生産体制強化の取り組み
気象、生育状況に対応する栽培研修会・講習
会の開催
迅速な情報提供を図るＪＡホームページの活
用
「つや姫」の作付け拡大に伴う「はえぬき」
からの転換誘導

25年産米品種別作付け計画の提案
25年産特別栽培米肥料・農薬の検討
ＧＩＳ（地理情報システム）活用に向けたデー
タの提供
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部門
および
項目

上半期取組状況

︻米穀︼

２、販売強化対策の取り組み

︻園芸︼

１、生産振興対策の取り組み

安定取引と有利販売を目指す実需者との「収
穫前契約」の拡大
主要米卸「米穀事業山形おきたま会」との事
業強化による取引数量の拡大

果樹の将来有望品種の改植誘導
シャインマスカット350ａ
サニールージュ320ａ
さくらんぼ205ａ 桃290ａ
実需者の要望に応じた野菜の作付け拡大
アスパラガス4,470ａ
加工キャベツ780ａ
加工トマト290ａ
初期投資が軽減できる花卉の作付け拡大
ひまわり49ａ 小菊300ａ
啓翁桜4,240ａ

下半期取組計画

全量集荷に向けた戸別訪問の実施
直販米55万俵の有利販売
「おきたま米」知名度向上に向けたイベント・
ＰＲの実施
「おきたま産つや姫」のブランド化に向けた
対応

果樹の秋植え新植・改植の推進
水田の生産調整を活用した野菜の振興拡大
加工野菜の収益確保に向けた技術対策の検討
切花、枝物の品種特性を考慮した次年度推進
品目の提案

２、販売強化対策の取り組み

︻畜産・酪農︼

生産者手取りの最大化を図る事前値決販売の
実践
県と連携した放射性物質検査による安全性の
証明
愛菜館連絡協議会との連携による店舗の改善
地産地消の拡大を図る直売所運営サイトの登
録とＪＡホームページの改善

各品目での直接・値決販売の拡大
加工野菜の新規販売ルートの開拓
愛菜館販売実績データに基づく作付け誘導
地産地消拡大に向けたＰＲの実施

１、生産振興対策の取り組み
優良肥育素牛の導入指導
「米沢牛」風評被害に対する損害賠償請求の
実施
家畜防疫互助事業への加入推進
高品質乳生産の飼養管理技術指導と検査体制
の強化

生産組織による担い手育成強化
継続した損害賠償請求のとりまとめ
飼料用米給与の試行的取り組み

２、販売強化対策の取り組み
「米沢牛」放射性物
質全頭検査と消費流
通宣伝の実施
全国和牛能力共進会
への出場権獲得
「新上杉ポーク」の
販路拡大キャンペー
ンの実施
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放射性物質全頭検査の継続による安全性の確
保
全国和牛能力共進会出場による知名度の向上
「東京食肉市場まつり」「米沢牛まつり」等へ
の参加によるＰＲの実施
「おきたまのうきょう牛乳」「高畠バター」の
消費拡大対策の実施

その他
１ 平成24年度総代選挙に伴う地区総代協議会会長・副会長の選任について
この度の総代選挙において500名の総代が新たに就任され、地区ごとに総代協議会会長・副会長
を選任いただきました。
また、８月６日に本店において総代連絡協議会を開催し、会長及び副会長を選任いただきました。

総代連絡協議会
会長 井上俊幸

総代連絡協議会
副会長 遠藤敬一

総代連絡協議会
副会長 梅津善助

米沢地区会長

石 川 正 義

長井地区会長

梅 津 善 助

米沢地区副会長

登 坂 行 雄

長井地区副会長

片 倉

高畠地区会長

鈴 木 公 一

白鷹地区会長

佐 竹 政 利

高畠地区副会長

星 沢

白鷹地区副会長

樋 口 和 彦

南陽地区会長

遠 藤 敬 一

飯豊地区会長

井 上 俊 幸

南陽地区副会長

佐 藤 孔 一

飯豊地区副会長

山 口 正 春

川西地区会長

那 須 新 一

小国地区会長

伊 藤 重 廣

川西地区副会長

淀 野 貞 彦

小国地区副会長

井 上 市 郎

繁

功

２ 農業経営事業（米沢肉用牛センター）運営状況について
第16回通常総代会（平成22年６月）において、ＪＡにおける農業経営事業（米沢肉用牛センター）
実施の承認後、肥育素牛の導入を開始し、平成24年７月より米沢牛枝肉市場へ初出荷しました。７
月の出荷は13頭で、上物率（４等級以上）92％のスタートとなりました。
販売価格は、原発事故に伴う風評被害等の影響により低迷が続いており損害賠償請求します。
また、24年度の導入も計画通りに推移しており、米沢肉用牛センター運営協議会での検討を踏ま
え、品質向上に努めながら円滑な運営を実践します。
＜販売実績＞（７月）
計画頭数

実績頭数

９

13

※金額は税抜
平均枝肉重量（㎏） 平均販売単価（円） 平均販売価格（円）

389

2,381

926,869

＜導入実績＞（４月〜７月）
計画頭数

実績頭数

40

40

上物率

92%
※金額は税抜

平均導入体重（㎏） 平均導入単価（円） 平均導入価格（円） 平均導入日齢

270

1,341

361,725

281日

７月末現在飼養頭数

239

３ ＪＡ子会社の再編整備（３社合併）について
現在ＪＡ100％出資子会社３社（㈱ジェイエイサービスおきたま、エーコープしらたか㈱、協同
プランニング㈱）がありますが、財務基盤の充実強化と一層の効率化経営を展開するため、３社の
経営統合（合併）を進めてまいります。
なお、経営統合（３社合併）は平成24年内を目処に進めてまいります。
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現在、国会では社会保障と税の一体改革に関する法案審議が行われています。
消費税増税による影響から国民の食生活とそれを支える農業を守るため、具体策
に関する要望を政府に働きかける必要があり、７月27日㈮の農対本部常任委員会
で組織協議を行いました。
また、畜産・酪農経営についても、原発事故等に伴う需要と販売価格の低迷に
よる経営の危機的状況に対応する政策提案づくりのため、組織討議により下記の
とおり意見集約を行い県に積み上げしました。

消費税増税対策について…
①価格転嫁が困難な農産物に対しては、農家が消費税分
を負担することのない対策と税制上の措置や財政支援
が必要である。
②諸外国で実施している食料品や農産物に対する軽減税
率を導入するとともに、ゼロ税率を基本とする。
③仕入税額の還付を受けるための簡易な還付申告の仕組
みを設けるとともに、仕入税額の還付を受けられない
免税事業者に対する「仕入税額補償制度」を創設する。
④消費税申告に伴う制度変更は、税務申告の負担を軽減
する「移行対策」と税務申告を円滑に行うための支援
が必要である。

組織討議

「農業に関する消費税対策の具体策」組織協議
平成25年度「畜産・酪農対策に関する政策提案骨子」に
関する組織討議の意見集約

〈報告〉

【軽減税率適用の場合の仕組み】
仕入税額＝10円
10%の税率の場合
〈仕入〉10% 〈販売〉20% 納税額＝20円−10円
消費税20円
消費税10円

本体 200円

本体 100円

＝10円
◆消費税の増額分を
転嫁できなければ
利益が減少。

仕入税額＝10円
ゼロ税率の場合
〈仕入〉10% 〈販売〉20% 納税額＝０円−10円

消費税10円

本体 200円

本体 100円

＝−10円＝10円還付
◆消費税を上乗せす
る必要が無い。
◆税額計算が簡単で
申告が容易。

畜産・酪農対策について…
①将来の経営に対する不安を払拭する安定的な基本政策の確立と生産基盤の維持・拡大に向け
た取組みが必要である。
②肉用牛繁殖経営安定対策、肉用牛肥育経営安定対策（新マルキン）の支援水準の引き上げ、
養豚経営安定対策の安定基準価格の引き上げ、酪農経営安定対策は長期的に安心して経営が
できる制度の充実、配合飼料価格安定基金の財源不足が生じないよう補填水準を確保する。
間続けて実施してきたナイター
首都圏で消費宣伝
は︑ＰＲ効果が非常に高かった
東京の夜は︑ 度以上の日が と感じました︒
続き今年も酷暑になっています︒ また︑スーパー三和湘南モー
デラウェアの出荷がピークを ルフィル店で８月５日︑アスパ
迎えています︒連日１００㌧を ラガスの試食販売を実施︒同店
越えるデラウェアが旧盆前の最 に入荷しているおきたま産のオ
需要期に合わせ︑全国各地の市 カヒジキやデラウェアも合わせ
場 に 流 通 さ れ て い ま す︒ 今 年 て︑大きな売り場を提供いただ
は︑７月下旬から８月上旬にか きました︒
今 年 度 は︑﹁ デ ラ ウ ェ ア に 色
けた連日の猛暑日で︑全国的に
色が着かないといった状況が見 が着かない﹂といった情報が入
られました︒当Ｊ Ａでも︑８月 り︑大手スーパーのバイヤーか
中旬の出荷量が心配されました ら﹁おきたまに協力出来ること
が︑各市場の需要を事前に把握 があったらなんでも言って﹂と
していたことで︑混乱も無く盆 言葉をかけていただきました︒
産地に足を運び︑互いにさまざ
のピークを乗りきれました︒
また︑おきたま産青果物の消 まな取り組み
費宣伝も積極的に実施していま を実践してき
す︒７月 日には︑ナゴヤドー た取引先だか
ムで﹁ぶどう・すいかナイター﹂ らこそ言える
を開催︒今年は︑Ｊ Ａ全農山形 言葉です︒当
が主催となり︑来場者からは﹁今 Ｊ Ａにとって
年もやってんのね！﹂や﹁デラ 非常にありが
ウェア大好きです﹂などの声を たい財産だと
いただきました︒当Ｊ Ａが３年 感じました︒
25

30

9 JA山形おきたま

અ  ൈܥ໕

！
！
す！
みなさんに地域の話題をお知らせします

県外児童がサクランボの生産方法を学ぶ
山口県周南市立福川南小学校の５年生は、社
会科の授業で「食料生産」をテーマに学習して
います。授業では、農業についての「仕事の工
夫」や「仕事への思い」、
「農業の問題点」など
を児童たち自ら調査を行っています。
当ＪＡには、同校の河内隼吾くん（５年）か
ら「サクランボは、１本の木からどのくらい収
穫できますか？」など、サクランボ生産に関す
る質問が手紙で寄せられました。

鈴木威光さんが
おきたま産
サクランボを贈呈

サクランボの出荷作業を行う鈴木威光さん

サクランボが届き歓声を上げる福川南小学校の児童たち

回答したサクランボ農家の鈴木威光さん（南陽）は、生産方
法や実体験などを交え「食」の大切さを児童たちに伝えました。
また、おきたま産サクランボの美味しさを児童たちに味わっ
てもらいたいとの想いから、福川南小学校にサクランボを贈呈
しました。
鈴木威光さんは「山口県の児童から、サクランボのことにつ
いて、知りたいと問い合わせがあった時は感激した。サクラン
ボ作りを話す中で、改めて安全・安心で品質の良いものを作る使
命感が沸いた」など、他県と貴重な経験が出来たと話しています。
後日、福川南小学校からは、サクランボの箱を開けると「わー
きれい！」
「おいしそう！！」などと、歓声を上げて喜んだよう
すや感謝の気持ちが書かれた手紙が届きました。

小中学生に「デラウェア」を贈る

農機・生活フェア
農業用機械の説明を受ける来場者

デラウェアを手渡すぶどう振興部会
佐藤支部長
︵左︶と受け取った高畠町
立第三中学校本田智哉生徒会長︵中︶

児童が甘いデラウェアに舌鼓

大型農機・最新家電を展示

和田地区で生産された「デラウェア」を地元
の小中学生に味わってもらおうと７月23日、当
ＪＡぶどう振興部会和田支部（佐藤和男支部長）
と同ＪＡ農政対策協議会和田支部（渡部京一支
部長）が、同地区の小中学校にデラウェア計50㌔
を贈りました。
デラウェアは、高畠町立和田小学校（高橋聡
校長）と同町立第三中学校（半田和彦校長）に
贈呈。生徒たちは、甘い旬のデラウェアに舌鼓
を打ちました。

当ＪＡの農機・生活フェアが７月20日と21日
の２日間、川西本店を会場に開催され、約1200
人の来場者が訪れました。
農機フェアでは、職員やメーカー担当者が農
業用機械の特徴や能力などを詳しく説明し、商
品の商談を行いました。
また、生活フェアでは日用品やギフト商品、
テレビなどの家電製品が数多く展示され、最新
でお買い得な商品を買い求める来場者でにぎわ
いました。
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パルシステム生協ＣＭ撮影

第20回わんぱく夢冒険
３ 日間の東京見学を楽しんだ児童
たち

猛 暑 の 中︑ コ マ ー シ ャ ル 撮 影 を
行っ た 生 産 者

西根地区（長井）で稲作作業を撮影協力

348人の児童がスカイツリーを見学

ＪＡ山形おきたま米を取引いただくパルシス
テム生活協同組合連合会（東京都新宿区）が８月
４日、長井市西根地区で首都圏向け用の新米コ
マーシャル撮影を行いました。
同生協連合会は「100万の食づくり」と題し、
自給率向上運動を2009年から展開。今回は、数
ある取引産地から西根地区が選ばれ、首都圏を
中心に産地の稲作作業などを広く紹介していき
ます。生産者は、少しでも多くの米を消費して
ほしいと願いを込めて撮影に臨みました。

当ＪＡは、おきたま管内の児童に夏休みの素
敵な思い出作りを提案する恒例の「わんぱく夢
冒険」を実施しました。
定期積金で企画するわんぱく夢冒険は、２泊
３日の日程で７月26日から８月９日までの間、
６班体制で出発。合計348人の児童が今年オー
プンした東京スカイツリーや東京ディズニーラ
ンドなどを満喫しました。
児童たちは、世界一の高さを誇る「東京スカ
イツリー」を見上げ驚いたようすでした。

夏季農機フェア来場者抽選会

第34回農協人文化賞表彰

７月20日と21日の２日間開催した当ＪＡの夏
季農機フェア来場者抽選会が８月16日、高畠町
の営農センターで行われ、齋藤和博常務理事が
厳正に抽選し、金賞（Ｎツアー旅行券）３人、
銀賞（全農商品券）６人が当選しました。
◎金賞▽渡部秀夫さん（高畠）▽加藤敏之さん
（川西）▽佐原一治さん（飯豊）◎銀賞▽竹田勝
男さん（米沢）▽中川麗子さん（南陽）▽梅津正
徳さん（川西）▽今野正一さん（長井）▽丸川恵
美子さん（白鷹）▽仁科大一さん（小国）。
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農協人文化賞を受賞した遠藤周次
さん

厳正な抽選を行った齋藤常務
︵中央︶

Ｎツアー旅行券など９人が当選

遠藤周次さん（高畠）が一般文化部門で受賞
高畠町高畠の遠藤周次さんが第34回農協人文
化賞の一般文化部門で受賞し８月１日、東京都
内で表彰されました。
農協人文化賞は㈳農協協会が主催し、農協運
動の発展に多大な功績が認められた関係者に贈
られるものです。
遠藤さんは、当ＪＡの元職員や「ゆうきの里・
さんさん」の前チーフマネージャーとして、長
年にわたって高畠町内の有機農業発展に寄与さ
れたことが認められました。

高畠地区青年部

①氏

②住

所

農政部は、食農教育活動や野立て看板の作
製などを柱に活動を行っています。野立て看
板では、盟友全員で、国や国民に伝えたい農
業の声をメッセージに込めて描きました。
また、食農教育では継続的な児童を対象に
した活動に加え、
「学生や社会人にも農業を
理解してもらえる取り組みが出来ないか」と
意見がありました。農政部では、多くの方に
農業に興味や関心も持ってもらえるよう課題
として取り上げ、新たな取り組みを考えてい
るところです。

若き農業青年たち

名

森谷 安兵衛

重ねる
JA
グを
ン

〈農政部〉

企画部は、盟友が農業を行うために必要な知
識や能力のレベルアップ。地域振興と活性化に
向けた取り組みを計画し実行しています。盟友
のレベルアップでは、農業情勢に関する学習会、
最新の農業技術などを学ぶ研修会などの開催を
企画します。
また、今年度は新たな事業の取り組みとして、
米の消費拡大のＰＲを併せた、はえぬき素麺を
使った「流しそうめん大会」を青年部内で企画。
次年度は、消費者も交えた大イベントとして取
り組みが出来ないか検討しています。

高畠
地区

トレ

々ト レ ー
め日
ニ
た

〈企画部〉

農

さん（29歳）

高畠町大字安久津

③農業従事歴 ８年目
④経営状況 ブドウ（大粒種）・水稲
⑤趣
味 スノーボード
⑥性
格 おちゃめ
⑦好きな女性のタイプ 話しやすい人

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 ブドウの大粒種を栽培しているので、さら
Ａ 農業をやっておもしろかったからです。
に知識や技術などを深めたいと思っています。
Ｑ 青年部に加入してどうですか…
Ａ 昨年度から、支部が統合になって町内のい
〈青年部への加入を一言…〉
ろいろな人と出会う機会が増えて楽しいです。
高畠地区青年部は、新たな事業の取り組みを
Ｑ これからの農業に関する展望や目標はあり
考えています。青年部に加入して、企画から一
ますか…
緒に考え事業を行ってみませんか。
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をリードする
業

高畠地区青年部（渡部
史寛委員長）は、組織強
化と事業の活性化を図る
ため昨年度から支部を統
合し、新たな組織体制で
事業を展開しています。
新たな組織体制では、
盟友一人ひとりが「企画
部」と「農政部」のどちらかの専門部に所属し、自らが立案者と
して活発な意見や提案を行いながら事業に取り組んでいます。

農

!! 明日の
年部
青

女性のつどい

部員340人が参加
置農

演 劇 部 の み なさ

ん

女性部組織の結束力を深めようと８
月４日、当ＪＡ女性部（鈴木喜恵子委員
長）は川西町の本店で「平成24年度女性のつどい」を開きました。
つどいには、部員やＪＡ役職員約340人が参加。県立置賜農
業高等学校の演劇部23人が、食育をテーマに記念講演を行いま
した。部員たちは、生徒たちのアイディア満載の演劇やユーモ
ア溢れる踊りに時間を忘れたようすで楽しんでいました。
また、午後からは「１枚のハガキ」の大会記念映画鑑賞も行
われました。

「生活習慣病予防の食育講習」 「栃木県に一日研修」
豊原支部
屋代支部

女性部組織の強化と親睦を深めようと７月11日、
飯豊町健康福祉課で「生活習慣病予防の食育講
習」が行われ部員13人が参加しました。
講習は、飯豊地区女性部豊原支部（米野キヨ子
支部長）が主催。飯豊町健康福祉課の伊藤紀代子
さんから「食育に関わる講習」や「料理講習」を
学びました。

米沢地区「女性のつどい」
米沢地区女性のつどいが７月22日と23日の２日
間、米沢市の小野川温泉「河鹿荘」で開かれ、部
員やＪＡ役職員63人が出席しました。
つどいでは、環境に優しい「ＥＭ石鹸つくり」
に挑戦しました。講師には、米沢支店の牛谷美穂
子さんが説明を行いました。
また、懇親会では各支部の趣向を凝らした出し
物やカラオケなどが披露され、部員たちは楽しい
ひと時を過ごしました。
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当ＪＡ女性部屋代支部（山口里美支部長）は７
月13日、部員12人を集め、栃木県の那須方面に一
日研修を行いました。
研修は、部員間の親睦を深めようと実施。研修
先の那須高原友愛の森工芸館で「ちぎり絵作り体
験」やガラス工芸家ガレのコレクションが展示さ
れる「ガレ美術館」などを訪問しました。

米穀関連
水稲
１．最後まで登熟のすすむ水管理
①水管理の徹底！
出穂後30日ころまでは、間断かん水や飽水管理
を行い根の活力を図りましょう。フェーンや一時的
な高温が予測される場合は、かん水管理で稲体を保
護しましょう。
②早期落水の防止！
９月以降も気温が高いことが予想されます。
「シ
ラタ」の発生を防ぎ、実りを良くするために間断か
ん水により、土壌水分の保持に努め、落水は出穂後
30日ころ以降にしましょう。特に「つや姫」や「コ
シヒカリ」などの晩生品種は、9 月中旬ころまで落
水しないように注意しましょう。
【胴割れをできるだけ防ぐための対策】
①早期落水厳禁！ 間断かん水で最後まで水を補給
して下さい。
②刈り遅れると、胴割れが高まります。刈遅れに十
分注意して下さい。（機械の整備点検は早めに！）
２．収穫機、乾燥機の事前点検

●刈取り部や足回りの点検
●変形・磨耗の修理交換

収穫作業に備えて、コンバイン、バインダー、
乾燥機などの整備点検を早めに実施しましょう。
また、ほ場の準備として玄米にクサネムの実が
混入しないように、収穫前に抜き取って下さい。

大豆

３．ほ場を観察し、刈取り時期の判断を！
登熟期が高温で推移すると刈取り時期が早まります。
出穂後の積算平均気温や青籾歩合の推移、倒伏の程度
など総合的に判断し、刈り遅れにならないよう、早め
の準備で、適期内に刈り取るようにしましょう。
刈取り時期は、出穂後の積算気温を目安に以下
の点を確認して総合的な判断が必要です。
①青籾歩合（15〜20％）
②枝梗の黄化（２／３以上）
③籾水分（25％以下）
４．乾燥調製は丁寧に
①胴割れを防ぎ、品質・食味向上のため、二段乾燥
や夜間休止乾燥などを取り入れながら、適正水分
（14.5%）に仕上げましょう。
②調製作業は、網目1.9㎜以上を使用し、整粒80%以
上を確保しましょう。
③適正量目（30.5㎏）の確保と、米袋の適正表示（年
産・品種名・生産者名）を徹底しましょう。
５．農作業の事故防止
収穫期は、コンバインによる作業中の事故が多発し
ています。特にほ場への進入時や後退時の転落・転倒、
詰まり除去時のフィードチェーンやカッターへの巻き
込みが多いので十分注意しましょう。トラブルの発生
時は、必ずエンジンを止め事故防止に努めましょう。

＜提出のお願い＞
【提出期限】
◆栽培管理記録簿 …… ９月10日㈪まで
◆農業生産工程管理（ＧＡＰ）チェックシート
…… 10月31日㈬まで
【提 出 先】各支店まで提出下さい。
※特別栽培米やマイルド栽培米の記録簿は８月の
本田防除が終了後、９月１日
まで各支店まで提出して下さ
い。
（未提出の場合は、一般
米の取り扱いとなります）

９月は、大豆の品質・収量を確保する重要な時期です。排水対策や病害虫防除を確実に実施しましょう。

１．排水対策
登熟期に湿害を受けると、根が傷み登熟が停滞し減収の原因となります。排水溝や明きょの手直しを行い、降
雨時の排水が速やかに行えるようにしましょう。
２．病害虫防除
＜病害虫防除のポイント＞ 莢まで薬剤が付着するように、丁寧に散布しましょう。
１回目【マメシンクイガや紫斑病の同時防除】
２回目【マメシンクイガの防除】
◆実施時期 ８月下旬（８月25日ころ）
◆実施時期 ９月上旬（前回散布10日後）
◆使用薬剤 スミトップＭ粉剤４㎏ /10ａまたはス
◆使用薬剤 マラソン粉剤３（３㎏ /10ａ）または
ミチオンベルクート粉剤ＤＬ３㎏ /10ａ
スミチオン乳剤１,000倍またはダーズ
バン乳剤40 1,500倍
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そば
１．排水対策
そばは、湿害に弱い作物です。降雨後１日以内に表面停滞水がとれるようほ場の周辺に、深さ30〜40㎝程度
の明きょを設置し排水の徹底を図りましょう。
既に明きょを設置しているほ場でも、明きょの雑草除去や崩落部分の手直しを行いましょう。

園芸関連
果樹
今後９月は、来年の花芽充実に向けて、貯蔵養分が
蓄えられる大切な時期です。基肥のねらいは、樹体の
生育が活発な時期に、いかに多くの養分を翌年に向け
て蓄えさせるかです。新梢の長さ・太さ・本数から樹
勢を適正に判断して施肥量を決めましょう。
施肥時期については、葉が健全で光合成能力が高い
うちに施用し、桜桃は９月上旬、ブドウは９月中に終
了しましょう。
完熟した堆肥の投入もこの時期に行い、保肥力、保
水力、透水性、保水性、排水性などの改善に努めま
しょう。

【桜桃の施肥の目安】（10a当たり）
＜９月上旬施用＞
◆いいねぇおきたまフルーツ有機 …… 80㎏（５袋）
（Ｎ/8.0㎏、Ｐ/8.0㎏、Ｋ/5.0㎏）
◆完熟堆肥 …… ２ｔ
（土壌物理性改善のため積極的に投入）
【ブドウの施肥の目安（ハウスデラ）】（10a当たり）
＜９月中施用＞
◆いいねぇおきたまフルーツ有機 …… 120㎏（６袋）
（Ｎ/9.6㎏、Ｐ/9.6㎏、Ｋ/6.0㎏）
※大粒種ブドウは、80㎏
（４袋）
の施用を基準とします

【いいねぇおきたまフルーツ有機】
魚粕や大豆粕などの良質な原料を中心とした有機質80％、ＦＴＥや苦土を含んだ良質なオリジナル肥料です。
りんご・西洋梨の管理
６〜７月の高温・乾燥経過により果実肥大は、平年より
やや小玉です。今後、収穫期を迎える「早生種」
「中生種」
は、着色管理をやや早めに行い適期収穫を心がけましょう。
ラ・フランスは、収穫まで１ヶ月余りとなり、防除の徹
底と台風対策としての支柱立てや枝つりを徹底しましょう。
また、輪紋病対策として、防除を徹底しましょう。

アミスター10フロアブル ……… 収穫前日まで
ナリアＷＤＧ …………………… 収穫前日まで
オキシンドー水和剤80 …… 収穫３日前まで
トップジンＭ水和剤 …………… 収穫前日まで
※収穫前日数を厳守して下さい。

野菜
気温が低下してくる時期なので、秋野菜では天候に
配慮しながら適期作業を進め生育量の確保に努めま
しょう。ハウス栽培では、多湿に伴う病害の発生が多
くなるので、適期防除に努めましょう。長雨や台風に
備え、排水対策やハウスの補強、防風ネットの設置な
どを徹底しましょう。
１．秋野菜の適期播種と管理
①秋野菜の播種晩限は大根・青菜が９月10日ころで
あり、適期播種に努めましょう。
②大根の間引きは生育を揃えるため、生育に応じて行
います。一本立ての目安は本葉６〜７枚ころとしま
す。また、間引き毎に根元に軽く土寄せを行います。
２．夏秋野菜等の管理
①キュウリやナスなどは、草勢が低下してくるため、
古葉、病害葉、奇形幼果を摘除し、窒素成分で10
ａ当たり２〜３㎏の追肥を行い、草勢の回復を図り
良品生産に努めましょう。
②ネギは、目標の軟白長が確保できるようになったら、
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最終の土寄せをしっかり行います。軟白に要する日
数は時期により異なり、９月下旬〜10月中旬収穫
で約20〜30日、11月以降収穫で約40日以上が目
安です。
③枝豆は、収穫後鮮度の低下が早い作物のため、気温
の低い時間帯に収穫します。脱莢などの出荷調整作
業は、涼しい場所で手際良く行い、出荷までに予冷
庫に保管する等品質保持に努めます。
④アスパラガス夏秋どりは、気温が下がり萌芽が止ま
るまで継続して行います。
⑤アスパラガスの９〜11月は、貯蔵根への養分転流
が進む時期です。萌芽が止まってからも養分の蓄積
や翌年の芽の充実が進みますので、土壌が乾燥しな
いようかん水を継続しましょう。
⑥秋は、アスパラガスに斑点病が発生しやすい時期で
す。降雨による多湿と過繁茂により発生しやすいの
で、下枝の整理を行い、通風を良くし、薬剤散布の
効果を高めるようにしましょう。

『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。
８月号の特集 愛菜館にLet's-Go を楽
しく拝見しました！７店舗をハシゴする
余裕は残念ながらありませんが…。わたしは、
白鷹愛菜館へ朝採り野菜の品々が出そろう午前
10時に足を運んでいますよ。広報誌『みらく
る』の顔が見える情報は身近に感じてありがた
いですね。
（白鷹町・56歳）
８月号に 愛菜館にLet's-Go の特集が
ありました。今、私の夫が初めて愛菜館
に出荷するため、綿の木を丹精込めて育ててい
る最中です。今は木の丈もだいぶ高くなってき
て、綿の花も咲き始めです。わたしは毎日、綿
の木の成長を楽しみに眺めています。
（長井市・60歳）
管内に７つの店舗と４つのインショップ
を展開する当ＪＡの愛菜館。おかげさま
で地元を中心にした消費者の皆さんから、好評
をいただいています。
愛菜館の自慢は、何と言っ
ても店頭に並ぶ農産物の新鮮さ！朝採り野菜を
メーンに、生産者が心を込めて栽培する 安全・
安心・おいしい 農産物は、どれもお勧めの逸
品です。また、それぞれの店舗ごとに品ぞろえ
の特長が出ており、愛菜館の店舗巡りツアーも
楽しいですよ！

「赤ちゃん紹介」
大募集
「みらくる」では０歳か
ら２歳までの「赤ちゃんの
顔写真」を大募集いたしま
す。
元気なご自慢のお子さん
やお孫さんなど紹介してみ
ませんか？
詳細については、最寄りの
ＪＡ支店へお問合わせ下さい。

今月の

ナスと上杉ポークの香味しょうが焼きを
作りました。タマネギをすりおろすこと
で肉が柔らかくなり、夏の暑い時にはスタミナ
がついて元気になります。これからもおいしい
レシピを教えて下さい。
（飯豊町・46歳）
毎月、畑で収穫できる野菜や愛菜館で手
に入れられる素材、ＪＡがお勧めする食
材を手軽な調理法で紹介する『ひろこ'sキッチ
ン』には、毎月多くの反響をいただいています。
これからも、調理した感想やひろこ先生に作っ
てもらいたい食材の要望など、皆さんからのハ
ガキをお待ちしています。
わが家は野菜を栽培しており、広報誌の
営農ワンポイントアドバイスは、本当に
勉強になります。トマトやキュウリ、ナス、オ
クラ、トウモロコシなど採れたてを食べる幸せ
は最高！
（小国町・66歳）
今夏も大変な猛暑が続き、極端に雨が少
ない厳しい栽培環境での野菜作りは、高
温による生育障害や収量の低下なども予想され
ています。また、農作業中における熱中症事故
も度々報道されています。これからも厳しい残
暑が予想されますので、くれぐれも無理のない
範疇で作業を頑張って下さい。

あなたの運勢 9月

占い師 モナ・カサンドラ

牡羊座

牡牛座

双子座

蟹座

3/21〜4/19

4/20〜5/20

5/21〜6/21

6/22〜7/22

【全体運】神経質になりやすいの
で、適度なリラックスを。ハー
ブティーや野菜を多く使った食
事が気力回復の呼び水に
【健康運】クーラーの冷やし過ぎ
による風邪に注意
【幸運を呼ぶ食べ物】サツマイモ

【全体運】前向きな気持ちになり、
【全体運】すぐイライラしてしま 【全体運】好奇心を刺激され、い
何事にも果敢にトライできる月。う気配。家族など、身近な人に ろいろやってみたくなりそう。
遊びの誘いには気軽にOKして 横柄な態度を取らないように。 興味のある習い事や趣味をス
参加すると刺激あり
趣味に励んで気分転換して
タートさせるチャンスです
【健康運】疲れをため込まないよ 【健康運】無理をしないで、何事 【健康運】体調良好。アクティブ
に行動できるはず
う、十分な休息を
もほどほどがベスト
【幸運を呼ぶ食べ物】イクラ
【幸運を呼ぶ食べ物】インゲン 【幸運を呼ぶ食べ物】シメジ

獅子座

乙女座

天秤座

蠍座

7/23〜8/22

8/23〜9/22

9/23〜10/23

10/24〜11/22

【全体運】長所が周りに伝わりや 【全体運】背伸びをせず、自分ら
すく、みんなから慕われる時期。しさを大切にすることで、周囲
面倒見の良さを発揮して。未経 のサポートに恵まれるはず。近
験のチャレンジも大吉
くの温泉に出掛けるとツキ
【健康運】軽く体を動かすことで、
【健康運】暴飲暴食は控えて。軽
体調に好影響
い運動がお勧め
【幸運を呼ぶ食べ物】クリ
【幸運を呼ぶ食べ物】マイタケ

【全体運】どんどん人脈を広げて
いける期間。飲み会や食事会と
いった集まりには気軽に顔を出
して。サークル活動も幸運
【健康運】疲労をため込みやすい
かも。無理は禁物
【幸運を呼ぶ食べ物】ナス

【全体運】和やかな気分で過ごせ
ます。すべき仕事を片付けた後
は、のんびり好きなことを楽し
んで。喫茶店に行くのも◎
【健康運】いつもリラックスを心
掛ければ好結果に
【幸運を呼ぶ食べ物】トウガン

射手座

山羊座

水瓶座

魚座

11/23〜12/21

12/22〜1/19

1/20〜2/18

2/19〜3/20

【全体運】思う通りにならない出
来事が多いけれど、
不機嫌そうな
表情はNG。笑顔が運気好転の
秘訣
（ひけつ）に。お香も効果的
【健康運】食生活の全面的な見直
しをするとグッド
【幸運を呼ぶ食べ物】サケ

【全体運】活動的になれるはず。【全体運】ネガティブに考え、ト 【全体運】気まぐれになりやすい
やってみたいことには意欲的に ラブルメーカーになってしまう 暗示。あれこれ手を広げず、一
取り組めば、好結果に。また、 かも。深呼吸で心を静めて。お つに集中するのが賢明です。余
暇には芸術鑑賞が最適
メールやネットに注目して
いしいお水に凝るのも正解
【健康運】ヨガや気功をすると健 【健康運】ストレスを感じがち。【健康運】スポーツの腕が上達し
やすく楽しめます
康体に近づけそう
静かな曲を聞いて
【幸運を呼ぶ食べ物】ごま豆腐
【幸運を呼ぶ食べ物】オクラ
【幸運を呼ぶ食べ物】サンマ
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８月号当選者

10

米沢牛（２名）

D

片平佳美男さん

米沢市窪田町

伊藤

白鷹町荒砥乙

薫さん

図書カード500円分（20名）
古藤

タテのカギ

米沢市六郷町

二宮うめ子さん

米沢市古志田町

安部

司さん

高 畠 町 高 畠

遠藤 昌代さん

高 畠 町 塩 森

佐藤 貞子さん

高畠町糠野目

❽振り仮名のことです

山口 梓沙さん

南 陽 市 高 梨

❾ゴボウの切り方の一つ

宇浦千里子さん

南 陽 市 竹 原

⓫人や車や高層ビルがたくさん

鈴木 和子さん

南 陽 市 宮 崎

⓬トランプのQの札

片倉 恵子さん

川西町上小松

⓮代金や料金はいりません

寒河江末美さん

川西町下奥田

⓯地下茎はレンコンと呼ばれます

伊藤 淳子さん

長井市九ノ本

⓰暑さ寒さも──まで

竹田 和子さん

長井市館町北

⓱健康診断で──写真を撮影した

牛澤 真悠さん

長

吉田 寿子さん

白 鷹 町 畔 藤

黒田 かなさん

白 鷹 町 山 口

❶２人で同じ服装をすること

関口 つやさん

白 鷹 町 鮎 貝

❷正しい解答に付けるマーク

安部 運作さん

飯豊町小白川

❸９月１日は──の日

石山 恵子さん

飯 豊 町 萩 生

❹1853年、ペリーが来航した土地

佐藤 律子さん

小 国 町 沼 沢

❻茶わんに──が入っちゃった

小嶋 信子さん

小 国 町 杉 沢

❾土壁やしっくいを塗る職人

市

ǂ
Ǻ
ȏ
ǟ
Ȗ
ǫ

ত
ҽ
ࡋ
ƛ

৷
Ɨ

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。

道さん

井

２名に大粒ブドウ
名に図書カード

11

2

８月号の正解は

タナバタ
トサ
イカ
ラクライ
ヤ
アイロン
キヨウ
フクロ
ウタタネ
ン
ストーン
イド
ナン
スイトン

カイスイヨク

18

16

10

6

1

森

❷髪をすっかり刈り込みました
❺ピータンはこの鳥の卵で作ります
❼表ではありません

ヨコのカギ

❿桃太郎が犬や猿に与えたもの

応募方法

⓫軽く焼いた食パンのこと

官製はがきにクイズの答え・住所・電話

⓭決められたことに背くこと

番号・氏名・年齢・本誌に関するご意見・

⓮たるやおけにはめます

ご感想を必ずご記入の上、〒999−0121

⓰しとやかで──の良い人物

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 ９月14日㈮必着

ヒント

秋の訪れを感じます。

※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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お知らせコーナー
INFORMATION

各農機センターは、秋作業の繁忙期対応として９月15日から10月末までの
間、休まず営業対応します。農業機械修理などのご用命がございましたら、
最寄りの農機センターまでご連絡願います。
また、休日など営業時間外の修理受付として緊急受付電話を新たに設置し
ますので、次の受付電話番号までご連絡願います。
○農機センター緊急受付対応

米沢・川西農機センター

高畠・南陽農機センター

西部農機センター

（☎42 4205）

（☎51 1510）

（☎88 4616）

⬇

080 2833 0744

緊急受付

⬇

緊急受付

080 2833 0743

⬇

080 2833 0745

〈緊急受付時間帯〉 ◎平日 17：00〜19：00
◎第１・第３・第５土曜日 12：00〜17：00
◎第２・第４土曜日、日曜日・祭日 ９：00〜17：00

東・西配送センター
フリーダイヤル受付番号変更について

◎東部配送センター

東・西配送センターの受付フリーダイヤル
番号が変更となります。ご注文の際は、次の

◎西部配送センター

☎0120−102−780
☎0120−154−315

番号までご連絡願います。
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

●H20年式 ●グレー ●CAT ●53,000㎞
●車検25年６月 ●フル ●WAB ●CD
●キーレス

68
万円

15

125
万円

●H20年式 ●黒 ●CAT ●14,000㎞ ●フル
●ABS ●WAB ●ナビ ●GAW

JA山形おきたま 18

●フル︵エアコン・パワーステアリング・パワーウィンドウ︶

●H17年式 ●黒 ●CAT ●67,300㎞ ●フル
●ABS ●WAB ●HDDナビ
●片側Pスライドドア

万円

bB Z︲Xバージョン

万円

69

E︲Four

●H14年式 ●シルバー ●FAT ●66,200㎞
●フル ●ABS ●WAB ●ラジオ

77

ポルテ １３０i

万円

特選車
情報

●H17年式 ●グレー ●FAT ●34,000㎞
●フル ●ABS ●WAB ●CD ●インテリキー

●H17年式 ●シルバー ●CAT ●59,200㎞
●フル ●WAB ●CD ●キーレス

サクシードワゴン TX
4WD

52

万円

46 10

ノート

●H23年式 ●黒 ●CAT ●15㎞
●車検26年12月 ●フル ●ABS ●WAB
●CD ●プッシュスタート

50

eKワゴン M 4WD

万円

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

ワゴンR FXリミテッド
4WD

123

万円

19

eKワゴン M 4WD

●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

サンバートラック TCプロ
4WD

万円

ミライース X

85.7

９
月
の
無
料
税
務
相
談

い合わせ先までご連絡下さい︒
▼開催日時・場所
９月 日㈬午前 時〜午後３時
本店︵川西︶☎ ︱３１１２
▼相談税理士 仁科孝先生

緊急受付

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

農機センター 秋の繁忙期対応について

お知らせコーナー
INFORMATION

JA貯金 出来秋キャンペーン 2012
おいしいやまがたがいっぱい詰まった
おいしいやまがた
いっぱい詰まった
懸賞品付定期貯金

あたってうれしい

キャンペーン期間 2012

93

（月）

10 31

（水）

山形県内各JAおすすめの農畜産物・産直ギフト

3,000 円相当

送料
税込

のおいしいやまがたが

で
抽選

ᎃ
ʅ
ə


厳選農畜産物コース

フルーツビネガー

ラフランス

ふじりんご

尾花沢すいか

山菜セット

300cc2本

2.5kg

5kg

A-6L 1玉

たらの芽・うるい・根みつば等

ぶどう

庄内柿

だだちゃ豆

砂丘メロン

黒・赤・白 セット

1箱（約25個）

250g×4袋

大玉2個

米沢牛
カレー2箱・サラミ1箱・甘露煮1箱

きのこセット
舞茸（500g）1・えのき（200g）2・ブナしめじ1
エリンギ（100g）1・椎茸（100g）1・なめこ（100g）3

つや姫

5kg

バラエティー産直ギフトコース
各ＪＡ産地直売所が厳選した、農産物などのバラエティ詰め合わせギフトセットです。
● おいしさ直売所 JAやまがた
● よってけポポラ JAさくらんぼひがしね ● 愛菜館 JA山形おきたま
JAさがえ西村山 ● 産直まんさく JA新庄もがみ
● アグリランド
● 産直館 JA鶴岡
● 食彩工房いちご畑 JAそでうら

商品
内容

スーパー定期1年もの（自動継続扱い）新規10万円以上
懸賞品付定期貯金 （ATMでの預入は対象外になります）

■対象となるお客様：スーパー定期10万円以上（1年もの・自動継続）を新規でお預けいただいた個人のお客様（預入限度は当JAへご確認ください）
■懸賞品抽選権：預入金額10万円につき1口の抽選権利（抽選番号）を付与します。 ■平成24年12月に抽選を行い、1ユニット
（1000口）あたり
50本の当選とします。 ■この貯金を抽選日前に解約する場合は、抽選の権利を失います。 ■賞品の発送は県内のみ（離島を除く）
とさせていた
だきます。 ■その他詳しくは、当JA窓口にお問い合わせください。※写真は実際の賞品と異なる場合があります。

● 詳しくはJA窓口へ

JAバンクは、万全な体制で組合員と利用者のみなさまのために「より一層の便利と安全」をお届けします。

■米 沢 支 店
■たかはた支店
■南 陽 支 店
■川 西 支 店
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0238−22−0430
0238−52−0057
0238−45−3000
0238−42−3125

■あ や め 支 店
■白 鷹 支 店
■飯 豊 支 店
■小 国 支 店

0238−83−3511
0238−85−2126
0238−72−2007
0238−62−2092

おきたま

見聞録

No.221

髙山幸吉さん ご家族（笹野本町）

●発行 2012. 9. 1

●創刊 1994. 4. 25

自ら栽培した拘りのモチ米で、加工品作りに取り組
む米沢地区の髙山幸吉さん（笹野本町）
。水稲約100
㌶とソバ約1.4㌶を家族３人で営んでいます。
モチ米の加工品作りは、髙山さん夫妻が地元の朝市
で販売したのが始まり。現在では、愛菜館をメーンに
「笹モチ」や「おこわ」など、多種に渡る加工品を出
荷しています。
また、農業を営む傍ら南原女性部の支部長を務める
俊さん。米沢地区では、女性部組織の副委員長として
活躍されています。
就農して５年目となる吉典さんは「農業の後継者と
して、就農することを決めた。今は、水稲の水管理な
ど父からアドバイスを受け日々勉強している。今後は、
水稲の面積を増やして、たくさん美味しい米を作りた
い」と農業への意気込みを語って下さいました。

■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/

曲家「なでら」
自家栽培された品種「でわかおり」から作る曲家
「なでら」の手打ちそば。収穫したそばは、石臼で自
家製粉されます。なでら山から吹く風が、そばに適
した寒暖の差を生み、おいしいそばが出来上がります。
拘りぬかれたそばで、この時期にピッタリのメ
ニューが〝なでらおろし〟。おろしダイコンと納豆
がそばと絡んで、ヘルシーでそばの味を際立てた一
品です。ぜひ、ご賞味ください。
住所：米沢市南原笹野本町211
TEL：0238 38 4636
営業時間 午前11時〜午後３時まで
定 休 日 毎週火曜日

おすすめ！
！

「なでらおろし」

☎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

◎ 米沢支店（経済）

振 興
園 芸

0238‑22‑7100
0238‑37‑2708

購 買

0238‑36‑0218

職員紹介
氏
名
本間 忠司（30歳）
担当部署
米沢支店・振興担当
〈自己ＰＲ〉
私は、サッカーが大好きです。
サッカーは、小学校の３年生から
続け20年間選手として活動しています。
また、国体選抜の選手としても大会に出席しま
した。現在は、クラブチームに所属し先輩や友人
たちと、大好きなサッカーを楽しんでいます。
〈ＪＡ職員としての目標〉
これからも組合員の負託に応えられるように頑
張ります。
また、ＪＡ職員として営農生産指導などの知識
を深め、組合員の皆さんに的確なアドバイスが出
来る職員を目指し頑張ります。

