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女性部
いちおし☆メニュー

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!!

ヒジキとベーコンの炒め煮
＊材 料（４人分） １人当たり102kcal
ヒジキ［乾燥］……………………… 25ｇ
ベーコン…………………………………４枚
おろしニンニク…………………………少々
ニンジン……………………………… 20ｇ
長ネギ………………………………… 1/4本
赤パプリカ…………………………… 1/4個
オリーブオイル……………………大さじ１
しょうゆ………………… 大さじ１と1/2
酒…………………………………大さじ２
みりん……………………………大さじ１

＊作り方
①ヒジキはさっと洗い、水に30分つけて戻し、ざるに
あけ食べやすい長さに切る。
②ネギは斜め薄切りに、パプリカとニンジンは４㎝長さ
の短冊に切る。ベーコンは２㎝幅に切る。
③フライパンにオリーブオイルを熱し、ニンニクを入れ、
香りを移したらベーコンを加え、炒め脂が出て来たら、
ネギ、ニンジン、パプリカ、ヒジキを順に入れ炒め合
わせる。
④❸がしんなりしたら、 を加え汁気がなくなるまで（弱
中火で）炒め煮にすれば出来上がり。
✿ ベーコンの風味がきいて一見洋風ですが、ご飯がドン
ドン進み、作りおきできる惣菜です。子どもから大人
まで大好きな味つけになっています。

切り干し大根の中華風ハリハリ漬け
＊材 料（４人分） １人当たり103kcal
切り干しダイコン………………… 60ｇ
ニンジン…………………………… 60ｇ
コンブ…………………………… 10㎝角
赤トウガラシ……………………… 1/2本
水………………………… 1/2カップ弱
酢…… 大さじ２〜３（お好みで調整）
砂糖・しょうゆ……………各大さじ２
ゴマ油…………………………大さじ１

ひろこ先生から・・・
４月から新年度がスタートです。３月の思いがけない降
雪で「くきたち」などの春野菜の収穫は、もう少し先にな
りそうです。そんなとき私の家では、乾物をよく食べます。
今回は、乾物を使ったメニューを紹介します。
乾物で一番手に入れやすいのが、ヒジキと切り干しダイ
コンです。どちらも食物繊維や鉄分が豊富で、特に女性に
はぜひ食べてほしい食材です。また、骨や歯を丈夫にする
カルシウムを豊富に含んでいるので、野菜や牛乳嫌いの子
どもさんに積極的に食べてもらいたいです。また、便秘や
貧血、骨粗鬆症、肝臓、胃腸などに気になる症状がある方
にも最適です。お惣菜としても作りおきしておくと、毎日
の食事やお弁当づくりが本当に簡単にできますよ。
新年度、環境が変わり体調を崩しがちです。食生活をしっ
かりと整えて、忙しい春を元気にのりきりましょう。

＊作り方
①切り干しダイコンは水につけて、水を換
えながらもみ洗いし水気を絞る。長いと
きは食べやすい長さに切る。
②ニンジンは、３㎝くらいに細切りに切る。
コンブはキッチンばさみで２㎝長さに、
トウガラシは種を取り小口切りにする。
③耐熱容器に を入れて混ぜ❶と❷を加え
混ぜ合わせる。ラップをかけ電子レンジ
で２分半加熱し、混ぜてからあら熱を取
り、味をなじませれば出来上がり。冷蔵
庫で半日以上なじませるとさらに美味し
くなりますよ。
✿切り干しダイコンは水で戻さなくてＯＫ
です！
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13 キラリ ＪＡ女性部

◎経営役員会の報告

第２号議案 平成 年度冬季組合員座談会テー
マ
︵案︶
について
第３号議案 平成 年産米最終精算について
第 回理事会
開催日・場所 ２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 農林中金に対する劣後ローンの借
替えについて
第３号議案 平成 年度債権譲渡案件について
第４号議案 農産物検査手数料の見直しについ
て
︵案︶
第５号議案 畜産人工授精事業の廃止について
第６号議案 平成 年度組織機構の一部変更に
ついて
︵案︶
第７号議案 出資金減口の承認について
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◎監事会の報告

20 おきたま見聞録
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12

第 回経営役員会
開催日・場所 ２月 日㈮・本店
協議事項
第１号議案 平成 年度冬季組合員座談会開催
要領
︵案︶
について
第２号議案 平成 年度冬季組合員座談会テー
マ︵案︶
について
第 回経営役員会
開催日・場所 ２月 日㈮・本店
協議事項
第１号議案

７ ＯＫプロジェクト
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12 農トレ ＪＡ青年部

忠実義務に関する取引の承認につ
いて
平成 年度組織機構の一部変更に
ついて
︵案︶

10 情報特急便

第２号議案

６ 山形食品トップセールス

25

３ 役員会だより

第 回監事会
開催日・場所 ２月 日㈪・本店
協議事項
第１号議案 平成 年度第３四半期随時監査意
見書について
第２号議案 平成 年度資産査定監査要領につ
いて
第３号議案 平成 年度決算監査について
第４号議案 平成 年度監事監査計画について

９ ＪＡ共済情報

◎理事会の報告

特集
女性部いちおし☆メニュー
４

東京営業所通信
ＪＡの消費宣伝活動
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第 回理事会
開催日・場所 ２月 日㈮・本店
協議事項
第１号議案 平成 年度冬季組合員座談会開催
要領
︵案︶
について

２ ひろこ s キッチン
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今月の表紙

わんぱくキッズ集合！

白鷹町のさくらの保育園は、あゆかい保育園とこぐわ保育園が統合して、平成25年４月に開園し管内
でも話題となる縦割り保育を導入しています。昨年度は、年長児を中心にサツマイモの苗130本を栽培。
秋には、611本のサツマイモが収穫できました。収穫したサツマイモは、焼きイモやスイートポテト、
サツマイモジュース、自園給食などで味わいました。
保育園は「昨年度はサツマイモのみの栽培だったが、今年度は園児たちが興味を持った作物の栽培に
取り組みたい。園児たちには、食農教育で食への関心を深めてもらえたら」と話しています。

！ 特集
伊佐沢支部の家庭料理を紹介！

皆さんは︑味噌を使った自慢の料理はありますか？
今月号の特集は︑当ＪＡ女性部伊佐沢支部︵安部キヨ子支部長︶の手作
り味噌を使った﹁家庭料理﹂のいちおしメニューを紹介します︒
メニューは︑安部キヨ子支部長をはじめ︑青木静代さん︑後藤ふさ子さ
んが考案したオリジナル料理の計３品︒同支部の部員を対象に開かれた﹁料
理教室﹂では︑この３品をグループに分かれ調理しました︒
紹介したメニューは︑手作り味噌の味と香りが︑どこか懐かしさを感じ
させてくれる絶品の料理ばかりです︒手作りの味噌でなくても市販の味噌
で代替ができるので︑ぜひ皆さんもチャレンジしてみて下さい︒
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「 豆 味 噌 」
＜作り方＞
①豆を１日半くらい、水に入 ④❷とひき肉、味噌、赤砂糖
れもどす。
を同時に入れて、炒めなが
②ニンジンとゴボウ、ショウ
ら火を通す。
ガ、マイタケを５㎜のサイ ⑤水分が少なくなったら弱火
コロ型に切る。
にし、水分がなくなるまで
③鍋にコメ油を入れ温めたら、 炒め出来上がり。
豆を加え炒める。
＜材 料＞
ひき肉………… 600ｇ
豆……………３カップ
ニンジン……… 360ｇ
ゴボウ………… 360ｇ
ショウガ…………少々

マイタケ…………少々
味噌…………… 400ｇ
コメ油………大さじ２
赤砂糖………… 350ｇ

「味噌揚げ」
＜作り方＞
①白玉粉と豆腐、砂糖、味噌、 ②❶を食べやすい大きさに丸
白ゴマをボールに全て入れ
め、弱火で揚げる。フック
て練り合わせ、１時間くら
ラと浮いてきたら裏返して、
いねかせる。
きつね色になるまで、
さらに
じっくり揚げて出来上がり。
＜材 料＞
白玉粉… １袋
（200ｇ） 味噌…………… 100ｇ
豆腐…… １ヶ
（350ｇ） 白ゴマ………大さじ２
※ 豆 腐 は、 予 め 水 を 油…………………適量
切っておきます
砂糖…………… 130ｇ

「南蛮味噌」
＜作り方＞
味に砂糖で調整する。
①ピーマンと辛南蛮をみじん ④香り付けにゴマ油を加え、
切りにし、
サラダ油で炒める。 かるく練り火を止める。
②火が通り、しんなりとして ⑤シソの葉をきれいに洗い水
きたら赤味噌と砂糖を加え、 気を切り、
❹を包み込むよう
弱火でよく練りながら煮つ
に巻き、
つまようじで止める。
める。
⑥巻いた❺を油で揚げて出来
③味を確認しながら、好みの
上がり。
＜材 料＞
辛南蛮……３本〜５本
ピーマン…３個〜５個
シソの葉………………
味噌の分量に応じて準備
赤味噌………… 300ｇ
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ゴマ油……………適量
砂糖………………適量
サラダ油…………適量

竹村春彦総括責任者（左）と握手する木村会長

当Ｊ Ａの木村敏和会長︵山形食品取締役副会長︶と山形食品︵稲村和之
社長︶は２月１日から６日の間︑中華人民共和国の特別行政区の一つ﹁香
港﹂で︑県産果実飲料﹁サン＆リブ﹂のトップセールスを行いました︒
香港は︑ロンドンやニューヨークと並ぶ世界三大金融センターの一つと
して評価を受けています︒また︑アジアにおける交通の要所で︑日本をは
じめ︑多国籍企業がアジア太平洋の地域統括拠点として進出しています︒
サン＆リブの海外輸出は︑イオングループのトップバリュー香港を介し︑
２０１０年から香港の﹁イオンストアー香港﹂全 店舗で販売がスタート︒
新たな商品として消費者からも好評で﹁山形代表﹂や﹁山形りんご新春し
ぼり﹂は︑同店舗では定番化商品として販売されています︒
トップセールスでは︑木村敏和会長や稲村社長を筆頭に試飲を呼びかけ
セールス会場は大盛況︒
﹁山形代表﹂や﹁山形りんご新春しぼり﹂を買い
求める消費者でにぎわいました︒
イオン香港の販売実績は︑東日本大震災時の原発風評被害などを乗り越
え︑２０１３年に過去最高となる２３０４ケースを販売︒前年比１７５％
の売り上げを記録しました︒
今後は︑バイヤーとの商談をすすめ︑香港だけでなく中国深セン地区の
イオンストアーでの取り扱いとトップバリュー香港を拠点したアジア︵マ
レーシア︑タイ︑シンガポールなど︶への販売拡大に取り組む計画です︒

香港の消費者へ試飲を勧める木村会長

稲村和之社長

！
！

「今回、香港のトップセールスで海外の消費者には、日本の商品の良さを解ってもらえた。
おきたまには、米沢牛をはじめ、つや姫やブドウなどの高品質な農産物が数多くある。当
ＪＡとしても将来の農業を見据え、海外市場を視野に入れた販路確立に努めたい」

「ＪＡグループとして、山形県の果物を日本だけに留まらず世界にもＰＲしていきたい。
海外企業は、協同組合組織を重要視しており、今回のトップセールスには木村会長にも同
行いただいた。香港は成熟した経済区であり、バイヤーを介し大手グループと強固な信頼
関係を築き上げ、さらなる販路拡大を目指したい」
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香港でトップセールスを実施
サン＆リブ 2304 ケースを販売

15

木村敏和会長

木下威征シェフ
プロフィール

26

！
！

シャインマスカットなど︑おきたま産の
農産物を使った計 品がお披露目されま
した︒
木村敏和会長は﹁ＯＫプロジェクトは︑
置賜３市５町とＪ Ａが一つになった事業︒
今までの既成概念を取り払い︑新しい発
想と感覚で事業に取り組みたい︒オリジ
ナルメニューの取り扱いを高め︑おきた
まの食材を日本に留まらず︑世界にも発
信していきたい﹂と期待を込めてあいさ
つしました︒
木下シェフからは﹁おきたまには︑食
材の良さとブランド力がある︒また︑水
がきれいで︑寒暖の影響から食材には締
りがあり︑食材に対する生産者のこだわ
りをすごく感じた︒ぜひ︑いろいろな人
に食べてもらいたい﹂とメニューの特徴
を交え説明をいただきました︒

10

プロジェクト

おきたまの食材を全国へ発信

おきたま を象徴するオリジナルメニューのお披露目
山形県と置賜３市５町︑当Ｊ Ａなどで
構 成 す る﹁ お き た ま 食 の モ デ ル 地 域 実
行 協 議 会︵ 木 村 敏 和 会 長 ︶
﹂ は２ 月 日︑
米沢市のグランドホクヨウで︑おきたま
産の食材を使った﹁オリジナルフード﹂
のお披露目会を開きました︒
オリジナルフードの開発は︑同協議会
が 勧 め る﹁ お き た ま 食 の プ ロ ジ ェ ク ト
︵ＯＫプロジェクト︶
﹂の一環で︑おきた
まの食と知名度を全国にＰＲすることを
目的に取り組んでいます︒
お披露目会には︑おきたま食の応援団
に加入するグリーンフラック店や米沢牛
販売指定店︑生産者︑協議会会員など約
人が出席︒メニューの考案は︑東京で
４店舗のフレンチレストランを経営し︑
テレビなどにも出演した﹁木下威征シェ
フ﹂に協力を依頼︒米沢牛やつや姫︑
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70

◆辻調理師専門学校を首席で卒業
◆その後フランス、イタリアに渡り、修行
◆2011年５月に株式会社T.K BLOCKS
（ティーケーブロックス）
を設立。代表
取締役に就任。
◆現在、東京白金「AU GAMIN DE
（オー・ギャマン・ド・
トキオ）
TOKIO
」
ほか
３店舗を経営。その他多数レストラン
のプロデュースを展開。

ＯＫ

が完成しま
ニュー
した
メ
い
よ！
し
！
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早めの
作業開始で
出荷量の確保へ
﹁おかひじき﹂が

３ 月の都内は︑穏やかな天気が続き︑桜も
リバベジ部門で３位入賞
一部 開 花 す る ほ ど 好 天 に 恵 ま れ て い ま す ︒
インター
一方︑ブドウの大産地﹁山梨県﹂では︑２
月の降雪の影響で甚大な被害を受け︑毎年５ ネットなど
月ころから出荷される加温デラウェアも壊滅 を通じて農
的な状況です︒ハウスが雪でつぶれ︑ちょう 産物や加工
ど芽吹き始めた樹が寒波にさらされ︑枝折れ 食品などを
や樹木倒壊などの致命的な被害が報告されて 全国に販売
しているオ
いま す ︒
また︑残雪が多くつぶれたハウスの撤去作 イシックス
業も進んでいない状態で︑復旧には時間がか ㈱が３月
日︑生産者
かる 見 通 し で す ︒
山梨県の露地デラウェアは被害がほとんど が集う﹁Ｎ １
‑ サミット﹂を都内で
なく︑例年通り８月に出荷される見通しですが︑ 開催しました︒
サミットの﹁農家オブザイヤー﹂
６月から７月に出荷される良質なデラウェア
が絶対的に不足すると想定されています︒そ では︑最も多くの﹁おいしい！﹂と
のような中︑市場では日本一の産地を誇る﹁お いう感動をお客さまの食卓に届けた
きたま産加温デラウェア﹂ 農家 人がノミネート︒当Ｊ Ａから
の出荷時期が注目されてい は︑おかひじき部会がリバベジ部門
ます︒今年産についても︑ ︵ リ バ イ バ ル・ ベ ジ タ ブ ル の 略 ︶ で
デラウェア生産者の皆さま ３位入賞を果たし︑その美味しさを
には農家手取りの最大化を 全国に発信しました︒
なお︑オイシックス㈱の取り扱い
目指すため︑早めの作業開
始と栽培管理の徹底で︑出 で︑今後はタラの芽や紅大豆などで
荷量の確保をお願いします︒ 販売拡大を行う計画です︒
17

14

ＪＡの消費宣伝活動

皆さんに︑つや姫を提供い
ただいた﹂と参加者に伝え
られると︑会場は大きな拍
手で包まれました︒
プレゼントの際には︑当
Ｊ Ａ職員から﹁おきたま自
慢 の お 米 な の で︑ ぜ ひ 味
わって下さい﹂と声を掛け
ながら手渡しました︒
須貝さんは﹁大会で大い
にＪ Ａ山形おきたまを参加
者にアピールすることがで
きました︒私の企画がＪ Ａ
事業に繁栄されたことが嬉
しく思います︒おきたま米
を食べた選手の皆さんが︑
おきたまのファンになって
くれることを期待していま
す﹂と話しています︒

バドミントン大会で選手３５０人に
﹁おきたま米﹂をプレゼント

当Ｊ Ａは﹁おきたま﹂の
農産物を消費者にＰＲしよ
うと３月８日から９日に開
催の﹁第８回ＡＢＣ鷹山杯
団体戦シニアバドミントン
大会﹂で全国から集まった
選手の皆さんに﹁つや姫﹂
をプレゼントしました︒
大会は︑競技のほかに最
高 級 の 米 沢 牛 を﹁ す き 焼
き﹂で味わうことができ
る と 話 題 に な り︑ 選 手 は
約３５０ 人で県外からは
３００人が参加︒米沢シニ
アバドミントン連盟が主催
し︑今回で８回目の開催と
なります︒
プレゼントの発案は︑当
Ｊ Ａ須貝達也さん︵共済部
業務課︶がスタッフと
して参加し︑選手の皆
さ ん に 当Ｊ Ａ が 誇 る
﹁おきたま米﹂を味わっ
てもらいたいとの強い
思いから企画されまし
た︒
開会式では︑主催者
より﹁Ｊ Ａから選手の

JA山形おきたま 8

JAで自動車共済加入の皆さまへ！
！
JA共済

掛金をお安くしませんか？

自賠責共済
セット割引！

自賠責共済 セット
＋
加入で
自動車共済

自賠責共済（自賠責保険）は
どこで加入しても掛金・
保障内容に違いはありません！

7

約

JAで
自賠責共済
＋
自動車共済
セット加入で

JA共済だ
けの
オリジナ
ル

％割引

自動車共済の
済の
の
共済掛金が
共済
済掛金
金が
対人賠償共済掛金が

例えば

※申込もうとする対人賠償付契約の責任の始期日
を共済期間に含む自賠責共済が締結されている
など所定の条件があります。

自動車共済の

対人賠償部分

の掛金を
比較すると…

12ヶ月
契約
契約

家庭用自動車共済【契約内容】ニッサン ノート（H25年購入、型式NE11）
対人賠償：無制限

その他：ゴールド免許用掛金、自動継続割引あり 一時払

※20等級については、
を適用
用
長期優良契約割引を適用

等級

セット割引なし

セット割引あり

割引額
額

６等級

39,390円
25,300円
17,870円

38,740円
24,900円
17,580円

650円
400円
290円

１３等級
２０等級

運転者年齢
35歳以上
限定保障

※平成25年10月現在

JAの自賠責共済にするとお得です！ 是非ご検討ください！
9 JA山形おきたま

！
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す！
みなさんに地域の話題をお知らせします
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長期共済目標達成祝賀会

南陽おかひじき部会通常総会
販売 実 績 な ど を 報 告 し た 総 会

だる ま の 開 眼 を す る 木 村 会 長

ＪＡ共済で毎日の生活を大きくサポート

平成25年産取扱実績を報告

ＪＡ共済で、組合員の生活サポートを目指す
当ＪＡは２月20日、米沢市のグランドホクヨウ
で「平成25年度長期共済目標達成祝賀会」を開
きました。
木村敏和会長は「山形県におけるＪＡ共済事
業発足60年の節目の年で、共済事業の基盤を強
固なものとするため、組合員や利用者の皆さん
の負託に応えてほしい。」とあいさつしました。
当ＪＡは、
今後もお客さまの暮らしと生活をサ
ポートし、十分な保障内容をご提案いたします。

当ＪＡ南陽おかひじき部会（横沢茂光部会長）
は２月14日、南陽支店で平成25年度通常総会を
開き生産者や行政関係者、ＪＡ職員など約10人
が出席しました。
協議では、販売実績として数量35,570㌔と㌔
単価902円、販売金額3,283万円を報告。昨年６
月に全国放送「満点☆青空レストラン」に出演
し、おかひじきの知名度アップと産地ＰＲ効果
で、販売㌔単価が前年対比114.2％と大幅な実
績アップに繋がりました。

米沢地区三組織合同研修会

夢計画（ゆめプラン）劇団四季観劇と世界らん展の旅
劇団四季劇場前での参加者による
記念写真

今後の農業情勢を学んだ三組織研
修会

農業情勢を学ぶ

国民的ミュージカル『ライオンキング』を観劇

当ＪＡ米沢地区三組織合同研修会が２月22日、
米沢市の東京第一ホテル米沢で開かれ、同地区
の振興組合長や青年部盟友、女性部員など約
130人が参加しました。
研修会では、昨年の東北・北海道ブロック大
会で組織活動実績発表に出場した当ＪＡ米沢地
区青年部の発表などが行われました。
また、地元選出国会議員の鈴木憲和衆議院議
員からは、
「農政の方向性 考えるおきたまの食
と農」をテーマに講演をいただきました。

当ＪＡの定期積金で旅行を楽しむ「夢計画（ゆ
めプラン）
」が２月21日、22日で実施され、定
期積金ご契約者28名に参加いただきました。
一行は日本演劇文化の一大拠点である劇団四
季劇場でミュージカルの王者「ライオンキン
グ」を観劇し感動に包まれました。
また、２日目は世界各地のらんを一堂に集め
た「世界らん展2014」を鑑賞、東京ドームに咲
き誇るらんの世界に魅了され、楽しい浪漫紀行
２日間を過ごしました。

JA山形おきたま 10
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みなさんに地域の話題をお知らせします
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白鷹地区年金友の会輪投げ大会

当ＪＡ白鷹地区年金友の会（髙橋眞会長）は
３月１日、白鷹町立荒砥小学校体育館を会場に
「第19回輪投げ大会」を開催しました。
大会は、冬期間で運動不足になりがちな会員
の健康増進と交流を深めようと開催。65チーム
350人が参加し熱戦を繰り広げました。
結果、団体の部で東田尻Ａチーム、個人男性
の部で髙橋正次さん（中山Ｂ）
、個人女性の部
で長谷部忠江さん（山口Ｂ）が優勝に輝き、会
場は熱気に満ち溢れていました。

冬季組合員座談会

後藤 会 長 か ら 啓 翁 桜 を 受 け 取 る 高
畠高 校 の 卒 業 生

自慢 の 腕 前 を 発 揮 す る 会 員

寒さを吹き飛ばす力投が繰り広げられる

ＪＡ花卉振興会が高畠高校卒業生に啓翁桜を贈呈

啓翁桜が卒業生108人の門出を祝う
当ＪＡ花卉振興会（後藤仁会長）は２月28日、
山形県立高畠高等学校（和田信市校長）を訪れ、
卒業生108人におきたま産の啓翁桜を贈呈しま
した。
卒業生に啓翁桜を贈呈したのは、同振興会で
も初の試み。いつまでも故郷を忘れずに頑張っ
てもらいたいと「花育事業」の一環として取り
組みました。
後藤会長は「これからは社会人として皆さん
の活躍を大いに期待している」と激励しました。

山形おきたま米産地交流会
生産者と米卸が意見を交わした産
地交流会

多くのご意見やご要望を多数いた
だいた冬季組合員座談会

農業振興計画・水田農業対策などで意見交換

山形おきたま米のブランド確立を図る

当ＪＡは２月21日から３月11日にかけ平成25
年度冬季組合員座談会を各支店や出張所、公民
館などを会場に開催しました。
座談会は①「次期３カ年おきたま農業振興計
画と中長期経営計画の骨子」②「平成26年度水
田農業対策の取り組み」③「役員体制」などを
メーンテーマに協議。出席した組合員の皆さま
からはＪＡに対する貴重なご意見やご要望を多
数いただき、今後の事業に反映できるよう取り
組んでまいります。

当ＪＡと稲作振興会は３月４日、米生産者や
米卸９社、行政関係者など約200人を集め山形
おきたま米産地交流会を開きました。
席上、平成25年度食味審査会で優秀な生産者
への稲作振興共励会表彰が行なわれました。
交流会では、平成25年度産米の集荷状況や平
成26年産米の取り組み方針などを協議しました。
木村敏和会長は「良質米・高品質米を安定供
給し、これまでにも増して消費地から信頼され
る産地を目指していく」とあいさつをしました。

11 JA山形おきたま

バレーボー
ルを実施し
ていました
が︑今年度
は初の試み
のボウリン
グ大会を開
催︒参加者が少人数でも全員が
楽しめる種目として企画されま
した︒ボウリング大会には︑
チームで計 人が参加︒チーム
対抗戦で米沢地区窪田支部と個
人の部では小関孝大さん︵小松
支部︶が優勝しました︒盟友全
員が親睦を深めることができ︑
多いに盛り上がった大会でした︒
平成 年２月には︑本部委員
研修で上京し︑Ｊ Ａ全国青年大
会に参加︒青年の主張や組織活
動実績発表を見学しました︒全
国レベルの高さを実感するとと
もに︑全国大会に出場する目標
ができました︒
平成 年度は︑盟友や各関係
団体の皆さまからご協力とご指
導をいただき︑さまざまな事業
に取り組むことができました︒
平成 年度も地域農業の担い
手として︑おきたまの農業を守
りながら青年部らしい活発な活
動を展開してまいります︒
77

18

ＪＡ青年部は、スポーツ大会やおきたま青年
大会などの本部事業をはじめ、地区や支部に分
かれ食農教育活動や地域行事への参加などを積
極的に行っています。
また、新たな仲間作りの場としても好評をい
ただいています。ぜひ、青年部に加入し、さま
ざまな活動に取り組んでみませんか。
〈お問い合わせ〉
最寄りの支店（青年部事務局）まで

JA山形おきたま 12

をリードする
業

農

々ト レ ー
め日
ニ
た

トレ

重ねる
JA
グを
ン

平成 年 月には︑川西町の
農村環境改善センターで﹁おき
たま青年大会﹂を開きました︒
結果は︑青年の主張発表の部
で鈴木孝幸さん︵川西地区小松
支部︶と組織活動実績の部で米
沢地区青年部が最優秀賞に輝き
県大会に出場しました︒県大会
では︑実績発表の部で米沢地区
青年部が最優秀賞を受賞し︑東
当Ｊ Ａ青年部は︑小関史和委 北・北海道大会にも出場を果た
員長を中心に青年部本部事業を し︑活動の成果を発表してきま
通し︑組織強化と盟友間の親睦 した︒
を深め活動に取り組んでいます︒ また︑昨年はＴＰＰを巡る情
勢や農業政策が激しく変動した
年でもあり︑地元選出国会議員
の鈴木憲和衆議院議員と懇談会
を開催しま
した︒地域
農業を担う
青年部とし
て︑地域が
抱える課題
などについ
て意見交換
しました︒
一方︑盟
友間の交流
事業では︑
例年︑ソフ
トボールや

青年部 に 加入
加入してみません
してみませんか!!
か!!

女性も
大歓迎

26

25

26

農

!! 明日の
年部
青

25

11

川西地区
第20回通常総会
川西地区女性部（堀内竹子部長）
は３月９日、川西支店で部員やＪＡ
職員約50人が参加し「第20回通常総
会」を開きました。
総会では、平成25年度事業報告や
平成26年度事業計画などが協議され
ました。
総会終了後には、
「やすらぎおき
たま米沢ホール」の説明会を開催。同ホールの葬祭ディレクター２人から、
やすらぎ会員の特典と葬儀法要の利用特典などを学びました。

新連載
身近な問題を掘り下げる

どうする？みんなの話題

家の光料理カード

新連載

新連載

暮らしのはてな相談

農ライフのすすめ

暮 らし

新連載

和菓子歳時記

新連載

家庭園芸

ツボできれい
い！

『家の光』は
つながる を
応援します。

食と農
協同

JA組合長インタビュー

協同の心で
明日
明日を拓く
フレミズ
わ
わいわいトーク

「食と農」「暮らし」「協同」「家族」を
たいせつに、みんながつながることで、
人・組織・地域が元気になる
記事が満載です。

やさしいハンドメイド
ンドメイド
親と子の童話

新連載
老年世代へ
暮らし全般のアドバイス

安心・安全な
ひとり暮らし術

美輪明宏の人生相談

みんなでできた！
JA女性組織

旬な著名人が きずな を語る

My
y 絆 Story
y

北川太一の
3分でわかる
JA講座

家族
※タイトル・内容は変更することがあります。

５月号から
リニューアル！

地域情報版にご注目ください
地域情報版にご注
ご注
注目く
地域に密着した情報をより濃密に発信します。
東日本・中日本・西日本の３つの地域情報版を新設し、
仲間づくりを応援します。

JA女性大学やJA支店（所）での
仲間づくりに活用できる記事を連載。
２０１４年活用テーマ

TPP問題を
わかりやすく
解説します。

２０１５年
活用テーマ
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仲間とともに
活用しよう！

５月号

声の若返り術

６月号

これであなたも洗濯名人 梅雨時の洗い方と干し方

７月号

夏を乗り切る 暮らしの安全対策

８月号

寒天を使いこなす 夏のつるりん寒天メニュー

９月号

夏バテをすっきり解消 疲労回復ツボ押し講座

10月号

認知症を知る〜予防と最新治療〜

11月号

ダイズをとことん楽しむ

12月号

香りを生かした暮らし アロマオイルの活用法

１月号

足裏美人になりましょう フットケアのすすめ

２月号

暮らしに役立つ 断る技術

３月号

おしゃれ上手になる クローゼットの整理術

４月号

初めてのキャラ弁＆カラフル絵巻きずし

米穀関連
米穀

播種は田植え予定日から逆算して実施しましょう。
田植え予定日の晩限は５月25日を目標にしましょう。

育苗作業の目安（稚苗の場合）
◆塩水選・種子消毒…４月10日ごろ〜 ◆播種日…４月25日ごろ〜
◆田植日…５月20日〜25日ごろ
【種子消毒】
テクリードＣフロアブル（200倍・24時間浸漬）
種籾量
薬剤量
水 量
時 間
１㎏
10㏄
２ℓ
24時間
４㎏
40㏄
８ℓ
24時間
10㎏
100㏄
20ℓ
24時間

スポルタック乳剤（1000倍・24時間浸漬）
種籾量
薬剤量
水 量
時 間
１㎏
２㏄
２ℓ
24時間
４㎏
８㏄
８ℓ
24時間
10㎏
20㏄
20ℓ
24時間

●水温は10〜15℃で行います。低すぎると薬剤の効果が低下する場合があります。
【健苗育成のための播種量】
様 式
稚 苗
中 苗

１箱当たりの播種量（乾籾） 10ａ当たりの必要苗箱数
150〜180ｇ
22箱
80〜120ｇ
28箱

育苗期間
20〜25日
30日

●播種量が多すぎると苗が徒長しやすくなるので注意して下さい。
●播種時のかん水は、覆土に水がしみあがる程度を目安とします。
●播種・苗床への箱並べは、気温の温暖な風のない日を選び行って下さい。
【健苗は温度管理が重要】
稚
苗
出芽期（２日間）30〜32℃（育苗器を使用する場合） 出芽揃いまで
緑化期（３日間） 昼間20〜25℃ 夜間10℃以上 出芽〜1.5葉期
硬化期
昼間15〜20℃ 夜間５℃以上
1.5葉期以降

中
苗
20〜32℃（無加温出芽）
昼間30℃以下
夜間５℃以上
昼間15〜20℃ 夜間５℃以上

●近年は気象変動が大きい傾向にあります。天候の変化に合わせ被覆資材を開閉し、こまめな温
度管理に努めましょう。
●育苗初期は過高温や水分過多に注意し、カビの発生を防ぎ、保温に努めて下さい。
●無加温出芽（ベタ貼り）は低温で経過した場合、出芽まで時間がかかりカビの発生が心配され
ますので注視して下さい。
●1.5葉期まではかん水を控えます。それ以降のかん水は苗床の温度を下げる夕方は避け、午前
中に行います。
【堆肥の施用と本田基肥】
平成25年産米のタンパク質含有率は、平成24年産米と比較すると全般に0.2％ほど高い傾向に
ありました。
【理 由】
有機質肥料（堆肥）の無機化が７月下旬にまでずれ込んだことから、穂肥として取り込まれ
る窒素が総じて多くなったと考えられます。
【対 策】
①初期生育を確保し、適期に中干しを実施します。
②土壌条件（地力）に応じた、施肥や完熟堆肥の施用を行います。地力の非常に高いほ場では
堆肥を施用しないようにします。
③つや姫で堆肥を施用する場合は基肥の減肥を徹底します。（つや姫マニュアルを参照下さい）
JA山形おきたま 14

園芸関連
果樹
『休眠期防除を遅れないように心掛けましょう！』
昨年に引き続き、大雪となりました｡ 残されている剪定を急ぎ、休眠期防除が遅れないで適期
にできるよう作業を急いで下さい。
『桜桃・リンゴ・西洋梨・モモ』（休眠期防除前に粗皮削りをできるだけ行いましょう）
薬 剤 ： ハーベストオイル
石灰硫黄合剤

50倍
10倍（発芽後は薬害注意）

『凍霜害対策の徹底』
桜桃では、３月から低温に対する抵抗力が弱まり、４月上旬には霜害にあいやすいステージに
入るため、対策資材の事前準備を徹底して下さい。発芽１週間後以降で−５℃、発芽10日後以
降で−３℃程度で被害が大きくなり、開花直前では−１℃でも３時間以上になると霜害の恐れが
あります。
【桜 桃】
摘芽の時期を迎えます。品質向上効果のほか、樹勢の回復効果も得られます。豊産性で着果過
多になりやすい紅秀峰では、芽かきは必須作業です。
通常は佐藤錦で花束状短果枝当たり３芽、紅秀峰では２芽を残しますが、凍霜害や受粉樹の植
栽状況、樹勢などを考慮し調整して下さい。
【ブドウ】
融雪が遅れていますが、早期被覆が有利販売のカギとなりますので、計画的に被覆作業を行な
いましょう。
【西洋梨】
芽かきを徹底し素質の良い花芽に揃えましょう。
開花予想の週間前（花芽が小指の爪大）から蕾の見えるまでの１週間が勝負です。

野菜
１ 育苗管理
１）健苗育成のためには良質の床土が重要です。ｐＨ、ＥＣが適正かチェックしましょう。また
育苗ポットなどには事前に土詰めを行い、適正な水分を保持して地温を十分確保しましょう。
２）キュウリ、スイカ、トマトなどの育苗に当たっては、生育ステージに合わせた管理を徹底し
ます。特に、接ぎ木栽培では接ぎ木方法に合わせた穂木と台木の生育ステージに注意して管
理しましょう。光線が十分当たるよう保温資材の開閉を行うとともに、晴天日の急激な温湿
度変化を避け、健全な苗を育成しましょう。
３）かん水は午後３時まで乾く量を基本とし、過湿にしないようにします。特に、セル成型苗の育
苗では育苗培養土により保水力が異なるので、培養土の種類に応じたかん水量に留意します。
４）育苗中から病害虫の発生を防止し、定植畑への病害虫の持ち込みを防止します。
２ トンネル野菜の本畑準備と管理
１）排水溝などを設置して畑の乾燥を促進します。早めに堆肥などを投入し土づくりを行いましょう。
２）マルチ張りなどの定植準備を早めに行い地温の上昇を図りましょう。
３）定植に当たっては、地温を確認するとともに温暖な無風の日の早い時間帯に行い、活着と初
期生育の促進を図りましょう。
４）生育と気象条件により換気量を調節するとともに、保温資材や遮光資材を活用し低温による
生育遅延や高温障害を防止しましょう。
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『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。
新しい年度に向け、農家の方々の希望と
意気込みが伝わってくる座談会になるよ
うに祈ります。
（長井市・62歳）
ＪＡ女性部の方々がいつも素晴らしい活
動を行なっていることに感心しています。
女性の力は偉大です。みんなで結集してＴＰＰ
の聖域なき関税撤廃に反対して日本の農業、生
活を守りましょう。
（川西町・73歳）
２月21日から３月11日にかけ開催しまし
た平成25年度冬季組合員座談会に、多数
のご出席をいただき誠にありがとうございまし
た。特に、大きく変容する国の米政策を見据え
た当ＪＡの次期農業振興計画など、これからの
「おきたま農業」の維持・発展へ多くのご意見
を頂戴し、熱のこもった活発な座談会となりま
した。また、女性の役割と発言力は、高齢化や
後継者不足が深刻な農業分野ばかりでなく、国
内外多分野においても増すばかりです。今後、
ますます厳しさが予想される農業情勢、交渉が
難航するＴＰＰ交渉での重要５項目死守へ、今
こそ組合員皆さまの力を結集いただき乗り切り
ましょう。

今月の

関東地方では大変な雪害でしたね。何か
あった時に備えておくことが大事と、つ
くづく感じました。
（米沢市・56歳）
関東地方を中心に、交通網などへ大変な
混乱をもたらした大雪被害。特に農畜産
業の被害が甚大で、畜舎の倒半壊や山梨県内の
ブドウ園地で80〜90％の施設ハウス被害など、
いまだに被害規模の詳細が把握できない状況に
あります。東日本大震災から３年が過ぎ、自然
の脅威に対する無力さと同時に、改めて災害へ
の備えが不可欠であると痛感しました。
わが家の子どもが高校卒業、中学卒業と
旅立ちです。高校を卒業した子どもは、
大学へと進学し家を離れます。送り出す親とし
ては心配ですが、大学在中の４年間はしっかり
と勉強してほしいです。
（飯豊町・47歳）
お子さんお二人のご卒業おめでとうござ
います。保護者としては、これまでの子
育てが報われる瞬間ですね。今春から希望に満
ちた新生活を迎えられる皆さん、かけがえのな
い仲間との出会い、充実した生活を送られるこ
とをご祈念します。

あなたの運勢 4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】新しいことをスタートさせ
るチャンスです。自分の可能性を試
してみて。飲み会などのプランを立
てるのも幸運
【健康運】疲れをため込みがちかも。
適度に解消を
【幸運を呼ぶ食べ物】タケノコ

【全体運】冷静に考え、行動できます。 【全体運】知的好奇心が旺盛になる時
持ち前の粘り強さを発揮して。趣味
期。興味を引かれる分野についてと
や特技に励むと、手応えを感じられ
ことん調べて。共通の目標を持つ人
そう
との交流も吉
【健康運】のんびり過ごす時間が運気 【健康運】良好。フットワーク軽く動
アップの鍵
き回れます
【幸運を呼ぶ食べ物】タラの芽
【幸運を呼ぶ食べ物】夏ミカン

獅子座

乙女座

天秤座

7/23〜8/22

8/23〜9/22

9/23〜10/23

【全体運】積極性がつきを呼ぶ期間で 【全体運】ささいなことでクヨクヨし
す。やりたかったことにチャレン やすいみたい。一人の時間を満喫し
ジを。お花見などのアウトドアレ てリフレッシュを。神社参拝も開運
ジャーもお勧め
のきっかけに
【健康運】スポーツを楽しむと、調子 【健康運】暴飲暴食に注意。食欲のコ
が上向くはず
ントロールを
【幸運を呼ぶ食べ物】ソラマメ
【幸運を呼ぶ食べ物】イチゴ

【全体運】気まぐれになり、気分がコ
ロコロ変わりそう。あれもこれも
……と手を出さず、一つのことに集
中すると◎
【健康運】良質な睡眠が回復のポイン
ト。工夫して
【幸運を呼ぶ食べ物】フキ

射手座

山羊座

水瓶座

11/23〜12/21

12/22〜1/19

1/20〜2/18

【全体運】楽しいことが目白押し。気 【全体運】イライラしやすく、周囲と
の合う友人とワイワイはしゃいでみ もめる傾向大。悪いと思ったら、意
て。人気リゾートへの旅行も驚きが 地を張らず、自分から謝って。入浴
いっぱいです
で気分転換を
【健康運】上々。マッサージでの血行 【健康運】自分の時間を持ち、ストレ
改善が効果的
スを解消して
【幸運を呼ぶ食べ物】メバル
【幸運を呼ぶ食べ物】ホタルイカ

【全体運】コミュニケーション運が上
昇し、人との付き合いが楽しくなる
気配。出会いにも恵まれそう。ドラ
イブにもつき
【健康運】活動期。スポーツの上達が
早いでしょう
【幸運を呼ぶ食べ物】もずく

【全体運】頑固になりがち。周囲のア
ドバイスには素直に耳を傾けてみ
て。伝統芸能を鑑賞することで良い
気晴らしに
【健康運】頑張り過ぎないこと。十分
な休息が大事
【幸運を呼ぶ食べ物】ゼンマイ

蠍座
10/24〜11/22
【全体運】神経質になりやすい月。細
部を気にし過ぎず、おおらかに構え
て。部屋にブルー系の花を飾ると、
開運の呼び水に
【健康運】不規則になりがち。生活ス
タイル改善を
【幸運を呼ぶ食べ物】ノビル

魚座
2/19〜3/20
【全体運】プライベートを充実させた
い期間。習い事や好きなことに力を
注いで。発想力アップにはクラシッ
ク音楽が有効
【健康運】体調管理を心掛けて。早寝
も健康の秘訣（ひけつ）
【幸運を呼ぶ食べ物】トリガイ
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頭の体操 ǔȒǞȔ½ǮǶǟȐ««


Ｃ Ｄ

３ 月号 の 正 解 は

Ａ Ｂ

ソツギヨウ

Ｅ

でした

ǂー
Ǻド
ȏ
ǟ
Ȗ
ǫ

３月号当選者
米沢牛（２名）
安部 明子さん

米

鈴木 俊輔さん

白 鷹 町 浅 立

沢

ত
20 ２ ҽ
名名ࡋ
ににƛ
図米
書沢৷
カ牛Ɨ

市

関

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。

図書カード500円分（20名）
佐藤みつ子さん

米沢市窪田町

米野 恒子さん

米沢市福田町

羽角 新作さん

高 畠 町 馬 頭

島津 淑恵さん

高 畠 町 高 畠

佐藤 弘子さん

高畠町安久津

山崎 響也さん

南 陽 市 松 沢

萩原

恵さん

南 陽 市 金 山

松田 直二さん

南 陽 市 宮 内

保科 敬子さん
有坂

タテのカギ
❶

ピータンはこの鳥の卵を使って作ります

❸

芦ノ湖や大涌谷で知られる観光地

❺

和歌山や三重と隣接する県

❻

ゴルフ場の緑のじゅうたんの正体

❼

店子（たなこ）にとっては親も同然？

❾

授業中は慎んで、お静かに

❿

砂糖・塩・しょうゆ・みそなど

⓬

メェメェと鳴く動物

川西町西大塚

⓭

怖い目に遭ったときに凍り付きます

槙さん

川西町上小松

⓮

大福餅の中身

寒河江和子さん

川 西 町 時 田

⓯

ももとすねの間

安彦 勝子さん

長井市五十川

⓱

洋装の花嫁が参列者に投げます

菅野傅次郎さん

長 井 市 歌 丸

⓲

ズボンのこと

竹田 安弘さん

長 井 市 芦 沢

長谷部悦子さん

白 鷹 町 高 玉

青木 勇一さん

白 鷹 町 深 山

❶

モグラは上手に掘ります

横山 勝雄さん

飯豊町手ノ子

❷

北島康介選手が得意とする種目

國分 トモさん

飯 豊 町 萩 生

❸

家具の高さ、──、奥行きを測った

渡部 八江さん

小 国 町 叶 水

❹

今は平成、一つ前は昭和

斎藤みどりさん

小 国 町 折 戸

❻

浪曲の伴奏に使われる楽器

❽

百獣の──、ライオン

❾

持ち歩いたり身に付けたりしているもののこと

❿

急須に付く汚れの一つ

⓫

クルミがよく似合う小動物

⓮

日の出前の空に輝く──の明星

⓰

丁寧ではありません

応募方法
官製はがきにクイズの答え・住所・氏名・
年齢・電話番号・本誌に関するご意見・
ご感想を必ずご記入の上、〒999−0121
川西町上小松978−1 ＪＡ山形おきたま総

カーゴ──

ヨコのカギ

務課 宛にお送り下さい。
締め切り ４月14日㈪必着

ヒント

もうすぐ桜の季節

※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

必ずシートベルト着用!!
交通事故に遭った軽トラックの高齢運転者がシートベルト非着用で
あったために命を落とすケースが毎年のように発生しています！

高齢者の軽トラック運転中
死亡事故の特徴
（県内過去10年間）

■シートベルト着用状況

着用
10人
37％

■四輪運転中の高齢死者の内訳
（69人中）

非着用
17人
63％

シートベルトで
助かる可能性大！

■軽トラックの破損程度

軽貨物車
軽トラック
27人 39％

16

（27台中）
小規模破損
大規模破損
７台 26％
（車両大破）
11台 41％
中規模破損
９台 33％

普通乗用車
12人 17％

普通貨物車
３人 ４％

６割以上が
非着用

軽貨物車
軽トラック以外
８人 12％

６割近くは小・中規模
（修理可能）

構造上、軽トラックは
ボンネットがないため、
フロント部分が短く、
乗用タイプの車に比べ
乗車席に伝わる衝突の
衝撃が大きくなります。

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 ●ホワイト ●FAT ●54,400㎞
●AC ●PS ●ラジオ

万円

●H25年式 ●パール ●IAT ●500㎞
●車検28年６月 ●フル ●ABS ●WAB
●HID ●プッシュスタート
●アイドリングストップ ●オーディスレス
●純14AW

77
万円

●H22年式 ●シルバー ●５MT ●20,300㎞
●フル ●ABS ●WAB ●CD ●キーレス

105
万円

●H25年式 ●ホワイト ●５MT ●60㎞
●車検27年４月 ●AC ●PS ●PW（前席）
●WAB ●ラジオ ●スモークガラス
●集中ドアロック
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●フル︵エアコン・パワーステアリング・パワーウィンドウ︶

万円

126

ハイゼットカーゴ
デラックス ４ＷＤ

59

特選車
情報

ステラ Ｌ ４ＷＤ

●H18年式 ●ブラック ●CAT ●49,900㎞
●フル ●WAB ●CD ●純13AW

46 10

ワゴンＲ ＦＸリミテット
４ＷＤ

●H23年式 ●ホワイト ●５MT ●52,400㎞
●AC ●PS ●AB ●ラジオ

万円

ハイゼットトラック
スペシャル ４ＷＤ

万円

サンバートラック ＴＣ
プロフェッショナル ４ＷＤ

70

55

ｅ ｋワゴン Ｍ ４ＷＤ

●H24年式 ●シルバー ●IAT ●2,700㎞
●車検27年８月 ●フル ●ABS ●WAB
●CD ●キーレス

ミラ Ｘスペシャル ４ＷＤ

万円

万円

●H20年式 ●パープル ●IAT ●34,100㎞
●フル ●ABS ●WAB ●CD
●プッシュスタート ●純14AW

●H22年式 ●シルバー ●FAT ●35,700㎞
●フル ●ABS ●WAB ●CD
●プッシュスタート

89

87

ワゴンＲ ＦＸリミテッド
４ＷＤ

万円

アルト Ｘ ４ＷＤ

78

４
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
４月 日㈬午前 時〜午後３時
本店︵川西︶☎ ︱３１１２
▼相談税理士 仁科孝先生

四輪の約４割
が軽トラック
軽乗用車
19人 28％

軽い衝突でも
命の危険！

（27人中）

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

軽トラックを運転する高齢者の方へ

人気大河ドラマ「軍師官兵衛」の舞台九州
気大河ドラマ「軍師官兵衛」の舞台九

神秘の高千穂峡と憧れの湯布院・黒川
３日間

中津城築城初代城主

旅行代金（大人お１人様）

95,000円

中津市「軍師官兵衛」推進事業
公式キャラクター
『くろかんくん』
です。

高千穂峡（イメージ）

Tour Point！

黒川温泉街（イメージ）
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月 日㈫〜 日㈭
平成26年
40名様（最少催行人員20名様）
平成26年５月30日㈮
全行程同行します
朝食２回／昼食３回／夕食２回
１泊目 湯布院温泉：山水館 クラス
２泊目 黒川温泉：三愛高原 クラス
利用航空会社 日本航空（JAL）

旅 行 期 間
募 集 人 員
募集締切日
添
乗
員
食 事 条 件
利用予定ホテル

衛」ゆか
ラマ「軍師官兵
★ＮＨＫ大河ド
ます。
中津市をめぐり
りの地、大分県
」と「黒
湯「湯布院温泉
★九州屈指の名
します。
川温泉」に宿泊
るパワー
美として知られ
★神秘的な渓谷
します。
穂峡」へご案内
スポット「高千

酒田港発着

〜 雄大な北の大地の風景に感動！ 〜

にっぽん丸 クルーズ

日付
【豪華客船：にっぽん丸】

旅行期間
募集人員
食事条件
添 乗 員

平成26年

７月12日㈯〜 14日㈪

300名様（最少催行人員250名様）
朝食２回／昼食３回／夕食２回
同行いたします

①
７/12
㈯

発着地 時間
酒田港 9：30

船内にてイベントや様々な施設でお楽しみ下さい
＊ご希望者には酒田港まで送迎バスあり
（別途有料 往復お１人様 6,000円）

留萌港 7：00

留萌島へ入港
オプショナルツアー島内観光あります
（別途有料）
Ａ：富良野ラベンダー鑑賞コース
（昼食付）
￥１2，5００ ＊昼食はジンギスカン料理となります
＜観光予定時間 8：００〜 17：00＞
Ｂ：旭山動物園と花庭園鑑賞コース
（昼食付）
￥13，
5００ ＊昼食はジンギスカン食べ放題となります
＜観光予定時間 8：30 〜 17：00＞

②
７/13
㈰

※詳しい旅行条件を説明した書面をお渡し致しますので、事前
にご確認の上、お申込み下さい。
※この旅行条件は平成26年２月１日現在の運賃・料金を基準と
しております。

スケジュール
酒田港より
「にっぽん丸」
にて北海道留萌港へ出
航（船中泊）

留萌港 18：00 留萌港より酒田港に向けて出航（船中泊）
③
酒田港 15：30 酒田港入港
７/14
船内にてイベントや様々な施設でお楽しみ下さい
＊ご希望者には酒田港まで送迎バスあり
（料金は１日目に掲載）
㈪

旅行代金（大人お１人様／２名１室利用・酒田港発着）
客 室
旅行代金

スタンダード コンフォート
ステート
ステート
115,000

135,000

［単位：円］

スーペリア
ステート

デラックス
ツイン

デラックス
シングル

デラックス
ベランダ

ジュニア
スイート

ビスタ
スイート

グランド
スイート

145,000

178,000

198,000

198,000

242,000

298,000

398,000

旅行実施・企画

山形県米沢市金池３−１−55

観光庁長官登録旅行業第939号 総合旅行業務取扱管理者／志田一洋

株式会社 農協観光
19 JA山形おきたま

おきたま営業支店

℡ 0238−26−2545
ボンド保証会員・一般社団法人日本旅行業協会（JATA）
の正会員です。／旅行業公正取引協議会会員

おきたま

見聞録

No.240

社員紹介

〈白鷹給油所〉

氏
名
担当部署

守谷
恒（33歳）
白鷹給油所

●発行 2014. 4. 1

●創刊 1994. 4. 25

〈自己ＰＲ〉
「毎日２人の子育てに追われ…」と
言いたい年ごろではありますが未だ
独身で、家では、おんちゃんと呼んで慕ってくれ
る甥と姪がとてもかわいく感じています。趣味は、
スポーツとＪＡバンクへの貯金。将来のお嫁さん
のために貯めています。

■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/

〈ＪＡＳ社員としての目標〉
初心を忘れずに尚一層努力し、利用者の皆さま
から喜んでいただけるよう心掛けています。組合
員の皆さまはじめ利用者の皆さまのお役に立てる
よう精一杯頑張ります。

ಢ፫ฌࡩ
ಢ፫ฌ
ಢ፫ฌ
ಢ፫ฌ
ಢ፫
፫ฌ
፫
ฌࡩ
ฌ
ࡩ

˔˫˞ΓҴ ቝ ̴
☆白鷹SSの給油や洗車のお得な
な
情報等、随時配信します。

年会費
ＱＲコードで
簡単アクセス
できます。

アクセス手順
ケイタイで
ＱＲコードを
読み込みます
＊ご不明な時はスタッフへ
声を掛けて下さい。
ＪＡ SS
セルフ

無料！

空メールを送るだけの簡単操作で、
今すぐお得な情報をGet！
下記ｱ ﾚｽより空ﾒｰﾙを
送信して下さい
※ﾒｰﾙ送信により会員
登録となります。
白鷹SS
〈siratakass@jm.md〉

OK

ＯＫを押すと
送信画面に
なりますので
そのまま
空メールを
送って下さい。

折り返し
白鷹ＳＳから
メールが
届きます。
これで会員登録
完了です。

白鷹給油所
最新機能
導入
自動車洗車機

4月上旬

※洗車機の入替工事に伴い２〜３日間ご利用出来ませんのでご了承下さい。

白鷹給油所 〒992‑0851 白鷹町広野3148
TEL.0238‑85‑2253
年中無休

☎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

門

給油部

長井中央給油所
〒993‑0017 長井市花作町16‑1
TEL.0238‑84‑2120
JA-SS

南陽中央給油所
〒992‑0472 南陽市宮内910
TEL.0238‑47‑4222
東部燃料配送センター
〒992‑0472 南陽市宮内864
TEL.0238‑59‑4581
JA-SS

白鷹町

長井市

南陽市

オイル＆タイヤショップ

吉島給油所
〒999‑0211 川西町洲島砂田5924
TEL.0238‑44‑2921
小松給油所
〒999‑0121 川西町上小松1735‑37
TEL.0238‑42‑3002
JA-SS

川西町

高畠町

JA-SS

米沢市
小国町

飯豊町

ＪＡ SS

米沢北部給油所 年中無休
〒992‑0005 米沢市窪田町藤泉129‑4
TEL.0238‑37‑4728
セルフ

