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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!!

〜神戸発祥のＢ級グルメ
冷やご飯が必須の関西ソウルフード〜
＊材 料（２人分） １人当り634kcal
ネギ…………………５㎝
冷やご飯……茶碗２膳分
コメ油…………大さじ２
中華蒸し麺
（市販の焼きそば麺）
………………………１玉 ※事前に器に合わせておく
魚肉ソーセージ……１本
中濃ソース……大さじ４
白菜…………葉２〜３枚
しょうゆ………大さじ１
コショウ……………適量
モヤシ…………… 100ｇ
玉ネギ………４分の１個
オイスターソース
ミックスベジタブル
…………………大さじ１
…………………大さじ３

そばめし
＊作り方
①ソーセージ、白菜、玉ネギ、ネギを荒いみ
じん切りにする。
②中華麺は、あらかじめ２㎝程度に切ってお
く。
③フライパンにコメ油を中火で熱し、ソー
セージ、野菜の順に炒める。しんなりした
ら麺、冷やご飯を入れてヘラで切るように
炒め、ミックスベジタブルを加えて、よく
炒める。

調理の
ポイント

具材は、豚肉やキャベツなど家にあるものを使っ
てみましょう。

④Ａを❸に全体にかけ、よく混ざるように炒
めて出来上がり。

〜米粉パンは磯の香りと相性ピッタリで新感覚〜

もちもちミルクパンの和風トースト
＊材 料（１人前） 427kcal
エーコープもちもちミルクパン…１個（ミルク味）
シーチキン缶詰……………… ２分の１缶
（40ｇ）
ネギ（みじん切り）……………………………３㎝
ピザ用チーズ………………………………… 20ｇ
ノリの佃煮…………………………大さじ２分の１
＊作り方
①米粉パンは、
ハンバーガーのように横に半分に切る。
②シーチキンは、汁けを切り、ネギを混ぜる。
③❶のパンにノリの佃煮を塗り、❷のシーチキン、
チーズをのせる。
④魚焼きグリルを使い❸のチーズが溶け、少し焦げ
目が付くまで弱中火で焼いて出来上がり。

調理の
ポイント

チーズが苦手な人は、マヨネーズを使っても
おいしいです。調理時には、魚焼きグリルで
なくトースターを使っても大丈夫です。出来
上がったら、温かいうちに食べましょう。

ひろこ先生から・・・ 東日本大震災から２年がたちます。私は、停電で炊飯器に冷たいご飯が残って
いたことを思い出しました。
今月号は、震災時を振り返りながら考えた簡単に作れるメニューを紹介します。
最初は、冷たいご飯を使った「そばめし」です。そばめしのルーツは、阪神大震災をきっかけに全国的
なブームとなりました。ソース味は、大人から子どもまで大好きな味付けです。
また、私は万が一の震災に備え「もちもちミルクパン」をお勧めしています。紹介する「もちもちミル
クパンの和風トースト」は、和の食材を使っているので米粉パンとよく合いとても美味しいです。
米は、一番の保存食品です。冷たいご飯をネギや白菜などの越冬野菜とあわせて上手にいただきましょ
う。また、缶詰や乾物などの保存食品、生鮮食品とのバランスを考えた買い物で出費や食材のムダをなく
しましょう。
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わんぱくキッズ集合！

今月の表紙

飯豊町のいいで中部幼稚園（熊野伸子園長）は、園児44人で大根やジャガイモなど約10種類の野菜
栽培に取り組んでいます。また、ミントやカモミールなどのハーブ栽培にもチャレンジ。収穫したハー
ブは、園児たちが手作りする「おやつ」と一緒に「ハーブティー」で味わいます。撮影の日には、年長
児が「アップルバターケーキ」作りに挑戦。園内は、リンゴの甘い香りでいっぱいになりました。
熊野園長は「野菜栽培は、園児たちが味や品種の違いに気づき、自身の新たな発見に結びつく取り組
み。園児たちには、食農教育で収穫する喜びや食べる大切さを学んでもらえたら」と話しています。
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第３号議案 平成 年度水田農業対策の
取り組みについて
第４号議案 平成 年産米最終精算につ
いて
第５号議案 指定居宅介護事業所運営規
程の変更について
第６号議案 自己資本比率算出要領の変
更について
第７号議案 身元信用保険の継続加入に
ついて

14 農トレ ＪＡ青年部
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◎監事会の報告

情報特急便
東京営業所通信

第 回監事会
開催日・場所 １月 日㈮・本店
協議事項
第１号議案 平成 年度第３四半期随時
監査について

12

29

役員会だより
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左記の事項を協議しました︒
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◎経営役員会の報告
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第 回経営役員会
開催日・場所 １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 平成 年度水田農業対策の
取り組みについて

◎理事会の報告

３ 役員会だより

第 回理事会
開催日・場所 １月 日㈮・本店
協議事項
第１号議案 平成 年度 月末事業実績
︵仮決算︶について
忠実義務に関する取引の承
認について

２ ひろこ s キッチン

第２号議案
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平成25年度 水田農業対策（生産調整）の取り組み

１

１．平成25年産米の生産数量目標について
平成25年産米の需要量に関する情報は、全国で791万㌧と前年対比２万㌧の減少となりまし
たが、山形県へは稲作農家の高品質・安定生産に向けた「売れる米づくり」と計画生産に基
づく生産数量目標の達成等が評価され、生産数量目標374,200㌧（前年比5,210㌧増）
、面積換算
6,300ha（前年比880ha増）となりました。
なお、置賜管内の生産数量目標は79,302㌧（前年比1,398㌧増）、面積換算13,231ha（前年比
228ha増）となりました。
置賜管内生産数量目標

置賜

25年産米の生産数量
目標（県間調整前）
面積換算
トン
ha
79,302
13,231

前年対比生産目標
トン
1,398

増加率 面積換算
％
ha
1.79
228

米沢

14,672

2,480

272

1.89

47

高畠

11,656

1,957

84

0.73

14

南陽

7,809

1,300

63

0.81

12

川西

18,174

2,933

159

0.88

31

長井

11,152

1,820

257

2.36

33

白鷹

4,961

872

138

2.86

25

飯豊

7,699

1,252

328

4.45

48

小国

3,179

617

97

3.15
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２．ＪＡ山形おきたまの基本方針について
⑴
⑵
⑶
⑷
⑸

生産数量目標に即した計画生産への取り組み
収穫を伴わない転作地の解消
農地の集積及び団地化の形成
おきたま農業振興計画の実践と生産数量目標増加の取り組み
生産数量目標の面積調整機能の発揮

３．重点振興作物の実施方策
⑴ 大豆の組織的取り組みによる団地の拡大
⑵ 園芸作物の作付け拡大
⑶「新規需要米」の取り組み
⑷ 加工用米・備蓄米の取り組み
加工用米・備蓄米価格は年々上昇しており、加えて加工用米は経営所得安定対策で10ａあ
たり20,000円が交付され、備蓄米入札予定価格は主食米価格を基本とするため農家手取りも
高い状況にあります。
したがい、加工用米・備蓄米とも、従来の取り組みに加え調整水田および自己保全管理の不
作付け地および収穫を伴わない転作地から可能な限り転換し農業所得の増大を目的とします。
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全国ベースの米の需給は、少子高齢化等の要因により年々減少傾向の見通し
ですが、管内２万haにおよぶ水田は農業生産の大きな財産であり、当ＪＡの
農業振興計画に示す「水田のフル活用と水稲生産力の強化による水田機能の維持」により農業産
出額の維持・拡大および農業所得を確保することが必要です。
ついては、農業者および関係機関と一体となり、計画生産を基本としつつ「売れる米づくり」
の実践から、米の生産数量目標の増加を目指します。

平成 年度

テーマ

⑸ そば作付け減少の誘導
そばは、省力作物として広範囲に 10ａあたり経営指標（加工用米・大豆・そば） 単位：円
作付けされていますが、作付増加に
加工用米
大豆
そば
販売収入
93,000
8,000
1,500
より取引価格は３年前の10分の１程
度まで下落しています。
水田活用の所得補償交付金
20,000
35,000
20,000
10ａ当たりの経営指標は「加工用
畑作物の所得補償交付金
22,620
15,200
米・備蓄米」が「そば」を上回る状
交付金計
20,000
57,620
35,200
況にあります。
収入計（販売収入＋交付金） 113,000
65,620
36,700
よって、
「そば」の団地化等の組
経 営 費
88,000
45,000
27,000
織的な取り組みや中山間・山間部の
9,700
「そば」以外に作付けが困難な場合 手取り額（収入計−経営費） 25,000 20,620
を除き、可能な限り「園芸作物」「大 ・販売収入：そば、大豆は24年産の手取り推定額、加工用米
は24年産概算金額
豆」「加工用米・備蓄米」へ転換し
・経 営 費：農林統計情報生産費を引用
農業所得の増加を誘導します。

４．ＪＡ山形おきたまの独自支援
⑴ とも補償支援など計画生産達成に向けた取り組み【継続】
（予算額 8,000千円）
⑵ 調整水田等から加工用米・備蓄米に転換を図るＪＡ出荷者支援【新規】
10ａあたり支払額 2,000円（予算額 2,000千円）
⑶ 園芸作物生産拡大の取り組み【継続】
（予算額 5,000千円）
⑷ 土地利用型作物関連機械への支援【継続】
（予算額 5,000千円）

テーマ
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平成25年度事業計画骨子（案）について
〜おきたま農業振興計画２年目の検証と最終年次の取り組み〜

平成25年度事業計画の策定にあたり、３年目を迎えた農業振興計画・中期
経営計画実践を基本とし、農業・ＪＡを取り巻く環境変化に対応しながら目指すべき目標を掲げ
平成25年度の事業計画を樹立してまいります。なお、おきたま農業振興計画は実践２年目を十
分検証した上で３年目の取り組みを実践してまいります。

Ⅰ

基本目標

１．おきたま農業振興
計画３年目の実践

２．信頼性の向上と
暮らしの支援

おきたま農業振興計画
３年目にあたり、農業生
産額の維持・拡大に向け
た生産基盤の強化に取り
組み、農業所得の増大と
おきたま農産物のブラン
ド化を目指します。

安全安心な食料供給の
役割を認識し消費者から
の信頼性を確保するとと
もに、地域協同組合とし
て組合員・利用者の皆様
から信頼されるＪＡを目
指し、地域の皆様の暮ら
しを支援します。
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３．経営基盤の充実
リスク管理を強化した
中期計画の実践によって
健全性の高い経営を目指
すとともに、総合力を発
揮した積極的な事業展開
により組織基盤・財務基
盤を充実します。

Ⅱ

おきたま農業振興計画２年目の検証と最終年次の取り組み

１．おきたま農業振興計画の２年目の検証
⑴ 営農全般
将来の地域農業の羅針盤となる人・農地プランは、市町と連携しながら計画策定に取り組
むとともに、担い手への農地の面的集積を図る農地集積円滑化事業は前年の約２倍の実績と
なりました。
ＪＡは、米の計画生産達成に向けた支援措置や生産調整を活用した園芸作物生産拡大の支
援を行いました。
※農業振興に係る主な取り組み
・農地集積円滑化事業による担い手への農地集積

約164ha

・米の計画生産に向けた「とも補償等」への支援および生産調整を活用した園芸作付
け拡大への助成
約15,000千円
・生産調整に係る土地利用型作物関連機械への助成
⑵米 穀
「つや姫」の生産拡大とともに、
項 目
24年度計画
主要品種「はえぬき」
「コシヒカリ」 販売取扱高
113.5億円
を確保しつつ、食味「特Ａ」連続評
24年産
価を得ました。
550,000俵
ＪＡ直販数量
販売取引先との連携強化とＪＡ直
販による有利販売を推進し、生産者手取りの向上に努めました。
⑶園 芸
園芸作物の振興拡大に重点を置き、
初期投資を抑えながら所得が確保で
きる野菜や手軽に購入できる花卉類
の拡大提案と果樹産地の維持を誘導
する施策を展開しました。
販売面では、豪雪や燃油高騰およ
び景気低迷の影響が大きく、嗜好品
である花卉・花木・鉢物・秋果実や
果菜類・根菜類は、例年になく需要
期を経過すると価格が暴落し期間を
通して甚大な影響を受けました。

11集団

約3,000千円

24年度見通し

計画対比

116.4億円

102.6％

502,000俵

91.3％

【 販 売 強 化 対 策 】
消費宣伝事業（キャンペーン等）を積極
た地域密着型販売を展開しインショップを
的に展開し、多様な販売チャンネルの活用
含め総合的なＪＡ農産物の信用力強化に結
による農家手取りの最大化に努め、精度の
びつけました。
高い産地情報の発信と消費動向を捉えた販
売体制の確立に努めました。
項 目
24年度計画
24年度見通し 計画対比
また、直接販売の拡大を目指し、 園芸取扱高
45.0億円
39.6億円
88.0％
積極的に取引先への提案や商談を
直販取扱高
4.85億円
4.84億円
99.8％
行うとともに、愛菜館を中心とし
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⑷ 畜産・酪農
項 目
おいしい米沢牛の生産のため脂肪
販売取扱高
質の調査や良質な粗飼料確保のため
の飼料米の生産給与に取り組みました。
更に、風評被害からの価格回復を図り米
沢牛ブランドを高めるため、山形県と連携
し「第１回米沢牛まつり」を開催したほか、
「東京食肉市場まつり2012」でのＰＲ、長
崎県で開催された「第10回全国和牛能力共
進会」への出場を果たしました。
また、酪農の新たな乳質基準に対応する
ため、高品質乳生産のための講習会・研修
会の開催と検査体制の強化を図り良質乳生
産に努めました。

24年度計画

24年度見通し

計画対比

39.3億円

41.3億円

105.1％

２．おきたま農業振興計画の最終年次の取り組み
平成25年度は、おきたま農業振興計画３カ年計画の最終年次であり、その実現に向け管内農業
の大きな柱である「米」「ぶどう」「米沢牛」に加え、戦略品目を絞り込みながら生産拡大と販売
力強化による農業産出額の維持・拡大に全力を尽くします。
【部門別重点実施事項】

⑴営農全般
①おきたま農業振興計画３年目の実践と検証
に伴う次期計画の策定
②人・農地プランの策定と計画に連動した担
い手への農地集積
③地域農業を支える担い手の明確化と支援策
の実施

⑵米 穀
①米の生産数量目標拡大に合わせた主食用米
の集荷拡大
②実需の要請に応える品種誘導により「選ば
れる産地」へ

⑶園 芸
①地域特性を活かし所得確保を重視した戦略
品目の振興拡大
②果樹産地として生き残りをかけた樹種およ
び品種の転換

⑷畜産・酪農
①消費者の評価を高める米沢牛の飼養管理と
脂質の調査
②米沢牛の価格回復と消費拡大を図るための
ＰＲの実施
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④新たな就農者確保と高齢農家の農作業委託
制度の展開
⑤安全・安心なおきたま農産物生産に向けた
取り組みの実施
⑥ＴＰＰ交渉参加阻止・消費税軽減税率導入
など生産現場を踏まえた農政活動の展開

③食味特Ａ評価の継続と「おきたま産つや
姫」のブランド化推進
④販売力強化による生産者手取りの向上
⑤水田フル活用推進と備蓄米の積極的取り組
みによる有利な生産調整対応
③次世代を担う若手農業者への重点的支援
④消費動向を踏まえた直接・値決め・契約販
売の拡大
⑤消費者と生産者を結ぶ直売事業（愛菜館）
の展開
③肉牛経営担い手農家支援と規模拡大支援の
実施
④ＪＡ直売所及び量販店での新上杉ポークの
販売拡大
⑤円滑な酪農事業再編と新乳価テーブルに対
応した良質乳生産対策の実施

Ⅲ

部門別実施計画

資材・農業機械

金

営農指導部門と連携した事業展開と、消費
税増税に伴う物流対策、低コスト資材の普及、
物流コストの低減により生産資材価格抑制に
努めます。また、地域の実情に対応した商品
提案による購買事業の強化に取り組み「満
足」できる事業を展開します。

地域に根ざした金融機関として、明るく・
親切・丁寧な窓口対応を心がけ、組合員・利
用者の皆様との接点となる渉外体制を充実強
化し、お客様本位のサービス向上に努め、皆
様に信頼され選んでいただける事業を展開し
ます。

【重点実施事項】
１．営農部門と連携した指導購買の展開
２．消費税増税に伴う早期配送対策の実施
３．低コスト商品の導入および価格抑制対策
の実施
４．各種補助事業および資金需要に対応した
農機事業の展開
５．地域の実情に対応した取扱品目による事
業展開

融

【重点実施事項】
１．ＪＡバンク支援・助成制度を活用し、相
談機能の充実と提案型営業による農業メイ
ンバンク機能の強化
２．相続相談対策を中心とした次世代対策の
取組強化による生活メインバンク機能の強
化
３．不健全債権圧縮・処理促進の取り組み

教育文化
食と農業、伝統文化を次世代に継承する教
育活動を進め、組合員の心豊かな暮らしと魅
力ある地域づくりを応援し、地域との共生を
目指すＪＡとして地域社会に貢献する活動を
積極的に展開します。

共

済

福

祉

【重点実施事項】
１．
「食と農業」「伝統文化」「環境」を次世
全戸訪問運動を展開し「ひと・いえ・くる
代につなぐ活動
ま」の十分な総合保障を積極的に提案するこ
２．新鮮な情報発信とＪＡの魅力・認知度向
とにより、組合員・利用者の皆様が「安心」
上へのＰＲ展開
と「満足」を得られる普及活動に取り組みます。
３．人・地域・ＪＡをつなぎ、絆を深める社
会貢献活動
【重点実施事項】
１．ＪＡ共済普及活動の取り組み
２．交通事故処理の取り組み
３．事務管理と相談機能

ＪＡ事業による特色ある福祉事業の展開と
専門スタッフの接遇・サービス力向上による
利用者の満足度向上を目指し、地域に根ざし
選択されるＪＡ福祉事業を展開します。
【重点実施事項】
１．住み慣れた地域に密着した介護保険事業
の展開
２．特色ある滞在環境を提供するデイサービ
ス事業の展開
３．専門スタッフサポート機能の充実による
介護用具・用品販売の展開

経営管理
１．内部統制・リスク管理態勢の整備構築に
よりコンプライアンス経営を重視し、信頼
性確保に努めます。
２．中期経営計画の継続実践により資産の健
全性確保と資金運用効率化による経営財務
の健全化を図ります。
３．部門別事業成長戦略の構築による収益力
強化と事業総利益を確保します。
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テーマ
その他
１．農業経営事業（米沢肉用牛センター）運営状況について
米沢牛のブランド向上と米沢牛出荷頭数の維持を図ることを目的として、平成22年８月より
事業を開始して平成24年７月より出荷しました。
１月末の出荷販売実績は72頭で、上物率（４等級以上）97％と極めて高い数値となっていま
す。これは導入牛の系統並びに資質の見極めに心掛け、日々の個体管理に細心の注意を払いな
がら飼育管理を徹底してきた結果と考えています。
また、導入につきまして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（Ｈ24.4月〜Ｈ25.1月）

※金額は税抜

計画頭数

実績頭数

平均枝肉重量

平均販売単価

平均販売価格

上物率

71

72

399㎏

2,378円

948,209円

97%

◎導入実績（Ｈ24.4月〜Ｈ25.1月）

※金額は税抜

計画頭数

実績頭数

平均導入体重

平均導入単価

平均導入価格

平均導入日齢

104

104

266㎏

1,430円

388,483円

286

１月末現在飼養頭数

240

２．ＪＡ山形おきたま雪害対策本部設置要領
⑴事

業

⑵ 設置期間

①雪害実態把握のための調査
②雪害防止対策の徹底
③樹園地・農作業場等の除排雪事故防止対策の徹底
④融雪促進の誘導と対策
⑤被害農家救済のための対策
⑥行政、関係機関との連携対策
⑦その他必要な対策
平成25年２月６日から４月15日までとする。

３．ＪＡ山形おきたま融雪促進対策助成要領
⑴ 事業概要
⑵
⑶
⑷

⑸

水田および園地等への融雪剤散布による消雪と適期作業を誘導します。
対象者：ＪＡより融雪剤を購入し散布する農業者
対象品目
炭の舞、転炉石灰、フトールセブン。その他在庫状況により代替品目を追加します。
予 算 額
１,500千円
助 成 額
助成単価は以下の額としますが、予算額を上限とします。
①炭の舞 180円/袋 ②転炉石灰 120円/袋 ③フトールセブン 140円/袋
※追加品目についてはその都度単価設定し要領を変更します。尚、予算額を超過
した場合は縮減単価とします。
助成金の申請・交付
ＪＡから購入した融雪剤に対し、４月下旬を目途に口座に助成金を入金します。
但し、グリーンセンター現金購入者は、申請により助成します。
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ガスを栽培しませんか

アスパラガス導入のメリット

栽培のポイント

①アスパラガスは人気野菜のひとつで、露地
野菜としては比較的収益性が高く、栽培技
術は果菜類などと比較すると易しいです。
②二期どり栽培は、春に短期間収穫（４月末
〜５月末）した後、立茎し株養成しながら
７月〜９月に収穫、出荷する作型で、春ど
り栽培より収量が増加し収益性が高まりま
す。
③堆肥投入などの土づくりや排水対策を行う
ことで、転作地への導入が可能になります。

①膨軟で通気性や排水性、保水性が良好
な土壌が適するため、堆肥の投入（10
ｔ以上/10ａ）などの土づくりと深耕
を徹底します。
②株養成中の生育が、次年度の収量に影
響するため夏から秋（夏秋どり期間中）
の管理をしっかり行います。（倒伏防
止、病害虫防除など）
③夏期の追肥とかん水、根域の環境条件
が収量に影響するため、暗きょや明
きょなどの排水対策、かん水設備など
を準備します。（水の便が良好なほ場
を選定します）

導入の際の注意点
①アスパラガスの根は、深根性で成園では垂
直方向１ｍ以上にも達することから、土壌
は膨軟で通気性や保水性、排水性が良好な
ほ場に作付けするのが望ましいです。
②除草や収穫などに労力を要するため適正規
模（労力２人で30ａ程度）を目安に徐々
に拡大します。

﹁新たな作物栽培に挑戦したい﹂方に
おすすめします

アスパラガスは、消費者からの需要が多く、おきたま
産は特に品質や食味など高い評価をいただいています。
年々、販売数量や販売額も増加しています。
また、当ＪＡアスパラガス振興部会を中心とする栽培
指導や出荷規格の確認。集荷場に整備した大型選別機を
利用した作業労力の軽減化など、さまざまな支援体制を
行っています。

！！
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農家 のみなさん アスパラ
ＪＡ山形おきたま
アスパラガス振興部会

経営収支（県農林水産部指標参考）
収

量

700㎏ /10ａ

○部 会 長
加藤富夫さん（飯豊）

単

価

940円/㎏

○会 員 数
175人（前年度・170人）
○栽培面積

粗 収 入

658,000円/10ａ

所 得 率

47％

＜平成24年度実績（部会概要）＞

44.3㌶（前年度・43.1㌶）
○販売数量
161㌧（前年度・150㌧）
○販売金額
155,614千円
（前年度・143,497千円）

所

得

309,000円/10ａ

労働時間

570時間

８時間当り所得

4,336円

米穀関連
水稲

水稲の高温障害による白粒の発生防止に向けて「高温障害（白粒）防止対策」

１．平成24年産の生育経過
播種作業は、融雪の遅れから平年よりも２日遅れでのスタートとなり、連休期間中の高温や育苗後半の低温が
影響し、苗ヤケやムレ苗、苗立枯れ病が目立ちました。
田植え作業も平年より２〜３日遅れとなりましたが、６月上旬から高温多照で経過したことにより初期生育は
概ね順調に推移しました。梅雨入り後に低温が入ったことから生育の停滞が見られ「茎数はやや少なく、草丈や
や短い」稲姿となりました。
収穫作業は、生育期間中の記録的な「高温少雨」が影響し、刈取り適期は早まりましたが、刈取り時の天候不
順から刈取りが進まず平年並みとなりました。
収量は着籾数が確保されたことにより作況指数101の「平年並み」となりましたが、品質面では高温による
乳白粒の発生やカメムシによる斑点米被害が見られ、一等米比率は94％となりました。
24年産米も登熟期間の異常高温が影響し、心白や腹白をはじめとした白粒の発生が見られました。
平成25年産米生産に向けては白粒の発生を抑え、品質の向上を図りましょう。

２．品質低下要因分析

３．白粒対策（高温障害対策）

【平成24年産米の主な落等理由】
（２等以下のもの）
①充実度
②乳白粒（心白腹白粒）
③カメムシ斑点米

31.0％
26.8％
24.5％

【①充実度、②乳白粒の発生原因】
（白粒：腹白粒、乳白粒、背白粒、基部未熟粒）
○出穂後20日間の平均気温が27℃を超えると急激に増加します。
○白粒は、主に細胞内のデンプン粒の発達障害により発生します。
登熟期間の高温（低温）遭遇時期により部位別に発生します。
◆心白粒⇒出穂開花期〜出穂後15日ごろの高温
◆乳白粒⇒登熟中期の高温・低温
◆腹白粒⇒出穂後25日〜28日ごろの高温
◆背白粒・基部未熟粒⇒登熟後期の高温
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①後期栄養持続対策
◆高温登熟条件下では稲体の消耗が大きく、
機能も低下しやすくなることから、土づ
くり肥料などを施用し地力の維持向上に
努めます。
（ケイ酸を積極的に活用する。）
◆耕うんの深さ10〜15㎝を確保し、根群
拡大と根の活力維持に努めます。
②根の活力維持対策
◆生育期間中に土壌還元が見られた場合は
２〜３日落水（または水交換）により根
痛みを防止する。登熟期間の高温時には、
かけ流し（半端な湛水は逆効果）により
活力を維持する。早期の落水は行わない
ようにします。

અ  ൈܥ໕

！
！
す！
みなさんに地域の話題をお知らせします

第34回サントリー地域文化賞受賞報告会 ダリア出荷反省検討会
来年 度 に 向 け た 課 題 を 協 議 す る 生
産者 た ち

プロ ジ ェ ク ト の 成 果 を 発 表 す る 生
徒た ち

置農生がプロジェクト学習の成果を発表

平成24年度販売実績を報告

山形県立置賜農業高等学校（岸順一校長）は
２月２日、川西町フレンドリープラザで「第34
回サントリー地域文化賞受賞報告会」を開き、
プロジェクト学習の成果を発表しました。
報告会には、全校生徒をはじめ行政関係者な
ど約550人が出席。プロジェクトごとに生徒代
表が、それぞれの取り組みを発表しました。
同賞は、公益財団法人サントリー文化財団が
地域文化の発展に貢献した個人や団体を顕彰し、
高等学校では全国で初めての受賞となりました。

当ＪＡとダリア振興部会は２月１日、川西本
店で出荷反省検討会を開き、生産者や行政担当
者、市場担当者約40人が出席しました。
協議では、今年度の販売状況として、数量で75
万６千本、１本単価98円、販売金額7,389万円（11
月末）となり、当初計画には届かなかったものの、
前年比では109％の販売実績となりました。
一方、７月から９月中旬までの高温と干ばつ
による品質劣化、害虫による食害等が散見され、
来年度に向け課題を残す反省会となりました。

長井地区園芸振興説明会

雪菜出荷最盛期
収穫作業を行う佐藤了組合長

栽培ポイントを学ぶ生産者

農業所得の向上を目指し

伝統野菜「雪菜」を消費者へ

当ＪＡ長井市園芸組織協議会（竹田秀一会長）
は２月７日、あやめ支店で生産者代表者、行政
関係者、ＪＡ職員ら約45名が集まり、農業所得
の向上を目指し園芸振興説明会を開催しました。
説明会では「農業所得の向上にチャレンジし
てみましょう」と題して、遊休農地の有効活用
を図るため、地域の利を活かした園芸推進品目
の栽培ポイントや県補助事業の概要説明を行い、
作物別に３名の生産者代表による事例報告会も
行われました。

冬のおきたまを代表する伝統野菜「雪菜」が
出荷最盛期を迎えています。
米沢市上長井雪菜生産組合（佐藤了組合長）
では、農家10戸で250㌃の栽培に取り組んでい
ます。例年より多く降り積もる雪の中から、収
穫し袋詰めする出荷作業が行われています。
雪菜は、生で食べればシャキシャキした歯応
と湯通しすれば独特の辛味が出るのが特徴です。
漬物や郷土料理として、消費者から人気を集め
るおきたまを代表する農産物となっています。
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અ  ൈܥ໕
雪灯 篭 が 多 数 飾 ら れ た 会 場

だる ま の 開 眼 を 行 な っ た 目 標 達 成
祝賀 会

色鮮やかな花が店内を飾る

フラワーデザインされた店内

おきたま産
﹁啓翁桜﹂
をプレゼント

花といえば︑２月５日から 日
﹁フラワーバレンタイン﹂
にかけ︑
東京駅構内黒塀横丁で﹁黒
２月に入り日も長くなり︑日中 塀横丁桜フェア２０１３﹂が開催
はだいぶ気温が上がり︑厳しさは されました︒今年も３０００本の
啓翁桜がライトアップされ︑見事
和らいで来ています︒
先月号に掲載した﹁フラワーバ に館内を彩り︑初日には約１００
レンタイン﹂も全国各地で盛り上 束の啓翁桜が先着順にプレゼント
がりさまざまなイベントが開催さ され︑長蛇の列が出来ました︒展
れました︒花屋さんの店頭でも男 示用やプレゼント用共におきたま
性が買い求めやすくディスプレー 産︒特に展示された啓翁桜は︑産
に工夫されていました︒この取り 地や生産者指定のオーダー入りで︑
組みは︑イベントを通して花を購 毎年長井西根地区の鈴木さんの啓
入するきっかけを作ることに大き 翁桜が飾られます︒
先日︑大丸デパートの食品売り
な意義があり︑いずれ産地の高い
評価に結びつくと信じております︒ 場では︑おきたま産のタラの芽が
販売されていました︒パッケージ
に当Ｊ Ａの太陽マークと生産者の
名前が入ったシールが貼られてお
り︑一目でおきたま産とわかりま
す︒この太陽マークは︑今やおき
たま産農産物の象徴であり︑今後
も品質の高い農産物を生産︑そし
て出荷していただきますようお願
いいたします︒
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上杉雪灯篭まつり
長期共済目標達成祝賀会

ＪＡ共済で十分な生活設計を提案

灯篭の温かな光が観光客をお出迎え
組合員の生活を守るＪＡ共済の普及を図る当Ｊ
Ａは２月15日米沢市の東京第一ホテル米沢で平
成24年度長期共済目標達成祝賀会を開きました。
はじめに木村敏和会長が「ライフアドバイ
ザーは利用者とＪＡをつなぐパイプ役だ。これ
からも利用者の役に立つことを念頭に推進活動
を行なってもらいたい。」と挨拶しました。
当ＪＡは今後も組合員やＪＡ共済ご加入者に
生活設計に合ったプラン、安心して生活できる
保障内容をご提案していきます。

米沢市の冬を象徴する「上杉雪灯篭まつり」
が２月９日と10日にかけ、同市松が岬公園を主
会場に開催され、多くの市民や観光客でにぎわ
いました。
雪灯篭まつりは、今年で36回目の開催を迎え、
会場周辺には市民の皆さんが製作した雪灯篭と
雪ぼんぼりが多数飾られました。
ロウソクに火が灯ると灯篭の中の温かなオレ
ンジ色の光が、周囲を照らし幻想的な雰囲気を
演出していました。

14

飯豊地区青年部

重ねる
JA
グを
ン

農

トレ

々ト レ ー
め日
ニ
た

①氏

若き農業青年たち
名

浅野 克幸

さん（33歳）

②住
所 飯豊町添川
③農業従事歴 10年目
④経営状況 水稲・酪農
⑤趣
味 旅行
⑥性
格 マイペースなAB型

⑦好きな女性のタイプ
嫁さん

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 最初は、企業に勤めていましたが以前から農業
に興味があり、家族と相談し就農することを決意
しました。
Ｑ 青年部に加入してどうですか…
Ａ 青年部活動を通じて、農業に取り組むたくさん
の仲間と知り合うことが出来ました。
Ｑ これからの農業に関する展望や目標はありますか…
Ａ 担い手として地域農業の発展に努め、消費者か
ら美味しいと言ってもらえる農産物を作っていき
ます。
〈青年部への加入を一言…〉
農業に興味がある方や青年部活動を通して、新た
な仲間と出会いたい方は、ぜひ参加してみて下さい。

︿事業紹介﹀

飯豊
地区

本部委員が鈴木憲和議員を訪問

「農業情勢について意見交換」
当ＪＡ青年部（高橋勝委員長）は２月14
日と15日の間、都内の議員会館を訪れ、地
元選出国会議員の鈴木憲和衆議院議員（自
民党）と意見交換を行ってきました。
意見交換には、本部委員６人が出席。現
在の農業情勢や今後の農政活動の取り組み
などを意見交換してきました。

平成24年度東北・北海道地区ＪＡ青年大会
【大会結果】
〈ＪＡ青年の主張〉 優秀賞 井上 清人さん
〈ＪＡ組織活動実績発表〉
優秀賞 川西地区東沢支部
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をリードする
業

51

農

飯豊地区青
年部は︑食農
教育に力を入
れています︒
今年度も都内
の小学校をは
じめ︑地元の
添川小学校で
農業体験学習
︿地区紹介﹀
を行いました︒
飯豊地区青年部︵岩瀬也寸宏委員 また︑第一小
長︶は︑盟友 人で地域の農業振興 学校ではハー
と活性化に向けて活動に取り組んで ブ栽培もチャレンジしました︒
いま す ︒
都内の稲作体験授業は︑今年で８
また︑今年度から３つの支部を統 年目となり︑今年度は対象校が１校
合し飯豊地区青年部として︑新たな 増えて５校での実施となりました︒
組織 体 制 で 活 動 を 行 っ て い ま す ︒ 青
青年部事業では︑くず米集荷活動
年部は︑支部体制からの良き伝統を や農業用廃プラ回収︑地元の収穫祭
受け継ぎなが やめざみの里まつりへの売店協力を
ら︑新たな事 実施しています︒また︑盟友の交流
業展開と若手 事業としては︑園芸用ハウスでロン
農業者の青年 ドンオリンピックやサッカー日本代
部加入の促進︑ 表のパブリックビューイングを実施
栽培技術の向 しました︒
上や農畜産物
の消費宣伝活 ︿ 今 後 の 事 業 展 開 ﹀
今後も食農教育など地域に貢献で
動など︑さま
ざまな活動に きる活動に重点をおき︑盟友相互の
取り組んでい 交流や意見交換ができる良い組織づ
くりを目指していきます︒
ます︒

!! 明日の
年部
青

「シーダー研修会」

ラフターヨガ
（笑いヨガ）
で健康法を学ぶ
女性部組織の結束力と部員間の親睦を深めようと２月６日、当ＪＡ女性
部（鈴木喜恵子委員長）は部員やＪＡ職員約50人を集め「女性部シーダー
研修会」を開きました。
研修は、川西本店で開催。脳の活性化や免疫力アップ、人間関係の円滑
化が期待される「ラフターヨガ（笑いヨガ）」について学びました。
講師には、一般社団法人ラフターヨガ・ネットの山口考子さんを迎え「笑いでガンをブッ飛ば
したこと 〜あなたに笑いのヒ・ミ・ツを教えます〜」をテーマに講演いただきました。

長井地区
平野支部

麹作りに
チャレンジ

食の伝統を
後世に伝えよ
うと１月30日、
長井地区女性
部平野支部
（青木よし子
支部長）は「麹
作り」を旧平野取次店で開きました。
麹作りには、部員５人が参加。総合支庁普
及課から小笠原悦子先生を講師に安全安心な
麹の作り方を学びました。

白鷹地区 白鷹地区女性部

「家の光大会」
白鷹地区女性部「家の光大会」が２月９日、
白鷹支店で開かれ部員や家の光３誌購読者、
ＪＡ役職員約80人が参加しました。
大会は、白鷹地区女性部（小形千枝子部長）
が主催。株式会社はる禅の西田泰子さんを講
師に迎え「食とおもてなし」をテーマに講演
いただきました。
ま た、 地 元 食 材 を 使った
「味じまんコンクール」も開
催。今年度は「イモ」をテー
マ素材として、20点が出品さ
れ優秀賞５点が選ばれました。
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高畠地区
亀岡支部

みそ作りに挑戦

高畠地区女
性部亀岡支部
（平とし子支
部長）は１月
31日、部員13
人を集め「み
そ作り」に挑
戦しました。
みそ作りは、たかはた支店で実施。部員た
ちは、新鮮な地場産の大豆を使って、手際よ
く作業に取り組んでいました。

南陽地区 南陽地区

「シーダー研修会」
南陽地区
女性部（高
橋富子部
長）は１月
24日、部員
やＪＡ職員
20人を集め
「南陽地区シーダー研修会」を開きました。
研修会は、南陽支店で開催。全農ライフサ
ポートがお届けする「ふれあい食材」を使っ
た料理講習や部員が講師を務めた手芸講習が
行われました。

『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。
会社を退職後、農業を始めて分からないこ
とばかりでしたが、ＪＡにお世話になり
15年になります。70歳を過ぎると覚えたことも
忘れるようになり、これからもＪＡの皆さんには、
色々と教えてもらいたいものです。
（南陽市・75歳）

冬のスポーツ「輪投げ」の季節がやってき
ました。大会会場に行って驚いたのは、元
気なお年寄りの方がたくさんいた事です。輪投げ
は簡単そうで奥が深く、思うように投げられず、
日々練習しています。
（白鷹町・61歳）
各地区の公民館では「輪投げ」の練習も始

今月号では、当ＪＡが栽培を推進する「ア
まっているようです。元気にスポーツに取
スパラガス」の取り組みを紹介しています。
り組む、お年寄りの方をみかけると私たちも元気
「新たな農産物の栽培を考えている方」や「新規
就農者で作物選定を悩まれている方」には、ぜひ、 なパワーがわいてきます。以前、私も輪投げにチャ
取り組んでいただきたい品目です。また、営農指
導などでお困りのことがあれば、当ＪＡまでお気
軽にお問い合わせ下さい。
ごはん にピッタリの漬物紹介、興味深
く読ませていただきました。紙面からもお
いしそうな感じを受けました。愛菜館より購入し
て食べてみたいです。
（米沢市 63歳）
当ＪＡの直売所「愛菜館」には、組合員の
方が手作りした漬物がたくさん販売されて
います。私も購入し食べてみたら、食材の味や食
感を活かした漬物があり、本当においしくいただ
きました。ぜひ、愛菜館に足を運んで、昔ながら
のおいしい漬物を味わってみて下さい。

今月の

レンジしましたが、難しかったことを覚えていま
す。今度、私が挑戦する時は、参加者の皆さんか
ら指導をいただきながら、高得点を目指せるよう
に頑張りたいです。
「啓翁桜」がＪＡ東京駅構内を飾る！ を見
たので東京に住む娘にメールで教えてあげ
ました。東京から置賜を思い出してほしいです。
（高畠町 47歳）
置賜地域を代表する冬に咲く花「啓翁桜」。
私の家にも啓翁桜を飾っています。ピンク
色の花は、春を先取りした感じがしますよね。ぜ
ひ、ひな祭りも近いので、ご自宅に飾ってみては
いかがでしょうか。

あなたの運勢 3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】リラックス気分で過ごせる 【全体運】好奇心が旺盛になり、いろ 【全体運】自分の価値観や考えにこだ
期間です。のんびり温泉に入り、英 いろな人との交流を楽しめる気配。 わりやすいよう。人の意見や方法を
気を養って。クラシック音楽を聴く 人脈拡大を目指し、サークル活動を
取り入れると好結果に。気分転換に
のもラッキー
始めてみては
は名画鑑賞を
【健康運】規則正しい生活リズムを保 【健康運】ストレッチや適度な体操が 【健康運】適度にストレスを発散し体
つことで安泰
健康の秘訣（ひけつ）に
調を整えて
【幸運を呼ぶ食べ物】ウド
【幸運を呼ぶ食べ物】アシタバ
【幸運を呼ぶ食べ物】アサリ

【全体運】アクティブに動き回れそう。
興味のあることにトライするなど思
い切った行動につき。遠出の旅行も
グッド
【健康運】スポーツを始めれば、上達
が早く、充実
【幸運を呼ぶ食べ物】シイタケ

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】あれこれ考え過ぎてしまう 【全体運】うまくいっているときは勢 【全体運】後ろ向きな発想をしがち。 【全体運】温めていたプランを実行に
傾向がちらり。開き直りの気持ちを いがあるけれど、小さなことでつま
意識的にプラスの方向へと考えるこ
移すチャンス。スムーズに成功する
大切にして。心を落ち着かせるには ずきやすいかも。くよくよせずサッ
と。気力の回復には花をめでると効
可能性大です。クリエーティブな趣
散歩が有効
と切り替えて
果てきめん
味もお勧め
【健康運】体重増が気になる期間。小 【健康運】ちょっとしたけがに注意。 【健康運】健康法にこだわり過ぎず、 【健康運】ベストコンディション。ス
まめに運動を
行動は慎重に
自然体が一番
ポーツに最適
【幸運を呼ぶ食べ物】シラス
【幸運を呼ぶ食べ物】ワカメ
【幸運を呼ぶ食べ物】セリ
【幸運を呼ぶ食べ物】ワラビ

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】ささいなことでイライラせ 【全体運】コミュニケーション運が良 【全体運】プライベートタイムを満喫 【全体運】意見やアイデアを発表する
ず、どっしり構えて。常に明るい笑 好。誰とでも簡単に親しくなれそう。 できる月。好きなことに没頭すれば、 と賛同を得られる予感。自信を持っ
顔をキープすれば、運を引き寄せる 話題の新作映画やドラマを見るのも
すんなり上達できます。趣味への投
て自己主張して。新しいことを始め
きっかけに
良い刺激に
資も大賛成
るのも正解
【健康運】不調を感じたら、しっかり 【健康運】動けば自然に体調も上向い 【健康運】食事に気を使って。栄養バ 【健康運】ゆとりあるライフスタイル
休息を取って
てくる時期
ランスが大事
で好調キープ
【幸運を呼ぶ食べ物】ミツバ
【幸運を呼ぶ食べ物】ニラ
【幸運を呼ぶ食べ物】ワケギ
【幸運を呼ぶ食べ物】ひじき
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米沢牛（２名）
寒河江さちさん

川 西 町 堀 金

髙橋 光子さん

長 井 市 白 兎

「愛菜館」の漬物（10名）
杉原かつ子さん

22

18

B

Ｄ

２月号当選者

14

11



D

でした

A

6

20

13

5

Ｃ

17

12

9

セツブン

アサ
ウチアゲ
カシツキ
ブレ
コチヨウラン
ミ
ノ
イ
デ
チヨコレート
クセ
モンツキ
サンイン
テバ

6

1

米 沢 市 浅 川

２名に米沢牛
名に図書カード

19

15

11

7

２月号の正解は

1

ǂ
Ǻ
ȏ
ǟ
Ȗ
ǫ

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。

タテのカギ
❶

耕して作物を育てる所

❸

絵や文字を書き足すこと

❻

インド料理で供されるパンの一種

❼

子どもも楽しめるお酒です

❽

ケロケロと鳴きます

梅津 茂子さん

米沢市万世町

本田 幸代さん

高 畠 町 泉 岡

❿

カミの反対側

川﨑 春男さん

南陽市小岩沢

⓬

リコピンの豊富な赤い野菜

⓮

酔うと巻く人もいます

安部 弘子さん

川 西 町 大 塚

⓰

ものをよく知っている人を生き──ともいいます

山平 敦子さん

長 井 市 寺 泉

⓲

立方体に目が21個

清野 英司さん

白 鷹 町 萩 野

⓴

日本刀の原材料になる金属

迎田八重子さん

白鷹町箕和田

鈴木 正弘さん

飯 豊 町 高 峰

斉藤 明美さん

小国町五味沢

外海に比べて波が穏やか
きりたんぽ、しょっつる、なまはげといえば

ヨコのカギ
❶

梅、桃、桜

❷

31文字で詠みます

❸

草を刈るときに使います

❹

帽子やサングラスでさえぎるもの

❺

たくあん、梅干し、キムチなど

❼

体を丸めて危険から身を守る動物

❾

平成25年は巳（み）です

官製はがきにクイズの答え・住所・電話

⓫

八宝菜によく使われる葉物野菜

番号・氏名・年齢・本誌に関するご意見・

⓭

──がタカを生む

ご感想を必ずご記入の上、

⓯

お──様は三人官女より上段に飾ります

〒999−0121 川西町上小松978−1

⓱

船がボウッと鳴らします

⓳

歌うときにはおなかから出すといいとか

応募方法

ＪＡ山形おきたま総務課
宛にお送り下さい。
締め切り ３月11日㈪必着

ত
ҽ
ࡋ
ƛ

৷
Ɨ

春にはたくさん咲きます

建物の壁にはわせることもある植物

ヒント

すこやかな成長を祈る

※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

リニューアルOPEN
各日

早春の感謝祭
200

名様
限定

記念限定企画！
！
飲み放題付き！

鮪

当館大好評企画！

お泊りの方は １泊２食付き

大人

サーロイン
エゴマ豚・ずわい蟹

12,000円
（諸税込）

食べ放題！

小学生
4〜6歳

ハーフバイキングで

8,000円（諸税込）
5,000円（諸税込）

※３歳以下のお子様は入場無料です。

合計30品以上ご用意しております。

〒992 0012 山形県米沢市金池3‑1‑55
予約
電話
FAX

0238‑26‑2545
0238‑22‑7214

白
鷹
そ
ば
祭
り
開
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年利

％

ゆ め ぷ ら ん

女性限定の定期積金

（毎月２万円・３年満期）分散型・満期型

１年目

東京・横浜

46 10

85

夢計画 0.20
Dream plan

19

３
月
の
無
料
税
務
相
談

が白鷹山麓の畑で栽培︑収穫し︑手
打したこだわりの蕎麦を是非ご賞味
下さい︒
▼開催日時 ３月２日㈯・３日㈰
午前 時〜午後３時
▼開催場所 あゆ茶屋︵白鷹町下山
道の駅白鷹ヤナ公園︶
▼会費 １２００円
︵前売券１０００円︶
▼主催 白鷹町そばの里づくり振興会
▼お問い合わせ
Ｊ Ａ山形おきたま白鷹青果物流通
センター ☎ ︱５１５９

7 8
20 21
3/

解体
ショー 付

おきたま営業支店

摺上亭大鳥

日時 2013年

※定員以下でも締切る場合がございます

詳しいお問合せ・ご予約は

すり かみ てい

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
３月 日㈫午前 時〜午後３時
本店︵川西︶☎ ︱３１１２
▼相談税理士 仁科孝先生

贅沢三昧

福島県奥飯坂

白鷹町そばの里づくり振興会会員

ぜいたくざんまい

（税引後金利0.159％）

積立の満期金３回（１年目・２年目・３年目）で
女性限定の旅行へＪＡがご案内します。

３年目
シンガポール（予定）

10

定期積金の内容
【積 立 金 額】毎月20,000円
【積 立 期 間】３年（36回）
【満 期 総 額】720,000円
【満 期 額】
（満期分散型）
［１年目］60,000円＋お利息
［２年目］144,000円＋お利息
［３年目］516,000円＋お利息
（一括満期型）
［３年目］720,000円＋お利息
【募 集 期 間】
平成25年２月１日〜３月29日まで
【旅行予定地】
★１年目／東京・横浜
世界らん展鑑賞・劇団四季観劇
（平成26年２月頃）

★２年目／兵庫・京都（予定）
宝塚観劇・古都京都散策
（平成27年２月頃）

２年目
兵庫・京都（予定）

★３年目／シンガポール（予定）
（平成28年２月頃）

夢計画は満期分散型定期積金の１年目、２年目、３年目のそれぞれ満期金で女性だけの旅行にご案内します。
一括満期型の定期積金もございます。お申込み、お問い合せはお近くのＪＡ窓口までお気軽にどうぞ!!

JA山形おきたま 18

〈金融情報〉

JA が サポートします

明るい未来へ！

ＪＡ 教育ローン
【表示金利の適用期間】

平成25年3月31日まで

変動金利型
※固定金利型もあります。
店頭標準金利
準金利

2.3％

年

（平成24年11月1日現在）
上記店頭標準金利より

0.5％

年

引下げ

最大引下げ後金利

1.80％

年

ＪＡ教育ローン商品概要
《ご利用いただける方》
●借入時20歳以上、最終返済時71歳未満の方
●勤続（営業）年数が１年以上の方
●年収200万円以上の方（正組合員は年収150万円
以上）
●当ＪＡが指定する保証機関の保証を受けられる方
●その他当ＪＡの定める条件を満たしている方

《お使いみち》
●入学金・授業料の他に施設費など、学校へ納入す
る資金および就学のためのアパート等入居費用に
ご利用いただけます。

《ご融資金額》
●10万円以上500万円以内（所要金額の範囲内）

ご融資金額

200万円
ご融資期間 最長7年
最高

ご融資期間
６ヶ月以上７年以内

担 保

不要

保証人

原則不要

保証会社
三菱UFJニコス㈱
※審査の結果、ご融資できないなどご希望
に添えない場合がありますので、あらか
じめご了承ください。

詳しいお問い合わせ・ご相談はお気軽に下記支店融資担当まで
■米 沢 支 店 0238−22−0430 ■川 西 支 店 0238−42−3125 ■飯 豊 支 店 0238−72−2007
■たかはた支店 0238−52−0057 ■あやめ支店 0238−83−3511 ■小 国 支 店 0238−62−2092
■南 陽 支 店 0238−45−3000 ■白 鷹 支 店 0238−85−2126
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今月号は、２月号で掲載した「 アツアツ ごはんにピッタリの漬物」の第２段を紹
介します。今回は、南陽愛菜館・長井愛菜館・白鷹愛菜館で大好評の「漬物」です！！

●発行 2013. 3. 1

●創刊 1994. 4. 25

佐藤農園
佐藤 アサ さん

大道寺京子 さん

ヤーコンの朝鮮漬け

ダイコン漬け
＜生産者ワンポイント＞自家用ダイコンを使用して

＜生産者ワンポイント＞夫婦２人で栽培した野菜で

おり、
中につめた野菜との相性も良く自慢の漬物です。

年間10種類以上の漬物を出荷しており、若者から
も大変好評をいただいている自慢の一品です。

■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/

ウリ漬け

青菜漬け

＜生産者ワンポイント＞パリパリとした食感が魅力

＜生産者ワンポイント＞バリッとした食感と独特の

的で、一口食べたらやめられない漬物です。

辛味があり、お茶請けにも最適なのでご賞味下さい。

取り扱い店舗

長井愛菜館

取り扱い店舗

南陽愛菜館

まあ・どんな会

荒生 春子 さん

岡の台 ごんぼくん

はるちゃん漬け

■印刷／㈱青葉堂印刷

☎0238ｰ29ｰ1234

山形県米沢市アルカディア1丁目808 22

＜生産者ワンポイント＞岡の台独特のゴボウの旨み

＜生産者ワンポイント＞シソの実とミョウガの味の

を主役に漬物にしてみました。

バランスが良く、甘みのある漬物です。

薄皮丸ナスのピリカラ漬け

味噌漬け

＜生産者ワンポイント＞おきたまの特産品薄皮丸ナ

＜生産者ワンポイント＞手作りの味噌を使用してお

スは、コリコリした食感がたまらない一品です。

り、昔ながらの懐かしい味がする一品です。

取り扱い店舗

白鷹愛菜館

取り扱い店舗

長井愛菜館

南陽愛菜館 ☎0238
☎0238−
−47
47−
−4211
長井愛菜館 ☎0238−
☎0238−84
84−
−2682
白鷹愛菜館（エーコープ白鷹）☎0238
☎0238−
−85
85−
−5731

段

第２

〝自家用野菜漬物ご賞味あれ〟

ごはん にピッタリの 漬物紹介

