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地域に安全と安心を届けよう！

伝えたい、
この 想い

ＪＡ直売所「白鷹愛菜館」
オープン

【特集】
Ⅰ．輝くおきたま農業の未来をめざして
Ⅱ．新型コロナウイルス感染症に係る生産者特別支援について

特集

輝くおきたま農業の
Ⅰ
未来をめざして

■持続可能な農業の実現と
農業所得の増大を目指して
当ＪＡは、平成６年の合併以来「お
きたま農業振興計画」を策定し、生産
者手取りの最大化を目指すとともに、
山形おきたま米の有利販売、おきたま
統一共選によるスケールメリット、米
沢牛の地理的表示（ＧＩ）登録による
ブランド力向上により、前振興計画の
３カ年とも２００億円以上の販売高を
確保してきました。
この間、行政による生産数量目標の
配分廃止をはじめとした米政策の見直
しや国際貿易協定の発効など、農業を
取り巻く環境が大きく変化しました。
ついては、農業者の高齢化や減少が
進むなか、地域農業を牽引する多様な
農業者とともに『持続可能な農業の実
現と農業所得の増大』を目指して、農
業振興に向けて邁進してまいります。
当ＪＡは総合事業を行いながら生産
者手取りの最大化を実現するため

進めていきます。

および関係機関と連携し、取り組みを

者の実践はもとより国、県、管内市町

なお、計画の実現に向けては、農業

策定しました。

年度）の「おきたま農業振興計画」を

えた次期３カ年（令和２年度～令和４

売を基軸とし、将来の置賜農業を見据

「 米 」「 ぶ ど う 」「 米 沢 牛 」 の 生 産・ 販

― おきたま農業振興計画（令和２年度～令和４年度）抜粋―

【農業支援】
◇地域農業を牽引する担い手づくり
○地域農業を牽引する担い手への支援
①担い手を明確にした支援
規模拡大および農地集積は、生産
基盤の維持や耕作放棄地の防止につ
ながるため、ＪＡとともに地域農業
を牽引する農業者に対し「担い手を
明確にした支援」を継続します。ま
た、農業を取り巻く環境変化を的確
に捉え、必要に応じ見直しを図りま
す。

②新規就農者確保・定着に向けた支援
新規就農者を着実に定着・増加さ
せていくため、
「新規就農者の確保・
定着に向けた支援」を継続しつつ、
新規就農者受入協議会や行政等の関
係機関と連携して、研修→就農→定
着までの一貫した支援体制を整備し
ます。
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○スマート農業普及に向けた環境整備
①スマート農業への理解促進
農業者の減少が見られるなか、ス
マート農業の活用は労力軽減による
規模拡大や収量・品質を高める的確
な作業に寄与することが期待できま
す。スマート農業による省力型農業
を推進していくため、関連する情報
提供や農業機械部門と連携した各種
研修会を開催し、普及に向けた環境
整備を順次進めていきます。
②スマート農業推進への支援
スマート農業を活用し規模拡大や
労 力 軽 減 を 図 る 農 業 者 に 対 し、
「担
い手を明確にした支援」においても
対象としながら普及に努めます。当
面は、農業用ドローン認定証受講費
用の支援を行います。

◇ おき た ま ブ ラ ン ド の 確 立 と 知 名 度 向 上
○おきたま食のモデル事業の実践
産地「おきたま」の魅力を最大限
にＰＲするため、関係団体や行政機
関 と 連 携 し、 県 内 外 に お い て 消 費
キャンペーンの実施やメディアを活
用した広報活動を展開し、知名度向
上による農畜産物の有利販売につな
げていきます。

○オリジナル商品を活用したブランド
○食味向上と高品質米の安定生産によ
力の向上
る集荷拡大
おきたま農畜産物を使用したオリ
食 味 計 に よ る「 は え ぬ き 」「 コ シ
ジナル商品を幅広く販売することに
ヒカリ」の区分精算を継続実施しな
よ り、「 お き た ま 」 の 知 名 度 を 全 国
がら、対象品種については作付け動
へ宣伝し、
向により検討いたします。また、「雪
ブランド
若丸」については「つや姫」に準じ
の確立と
た仕分け販売を実施します。栽培履
農畜産物
歴等の分析により、気象変動に対応
の付加価
した生産指導を行い、安定した収量
値向上を
の確保と食味・品質の向上に取り組
図ります。
みます。
【米穀】
【園芸】
◇需要に応える生産と山形おきたま米
◇重点品目の生産振興と営農指導体制
のブランド価値向上
の強化
○需要に応じた銘柄別計画生産の推進
○重点品目を中心とした生産振興と団
消 費 動 向 に 応 え る た め、「 は え ぬ
地化の推進
き」
「つや姫」「雪若丸」等銘柄別の
果樹・野菜・花卉の各重点品目を
生産計画を策定し、契約栽培や複数
明確にした作付けの誘導と、生産者
年契約を積極的に推進するとともに、
の初期投資を抑制する団地化を推進
実需者との結びつき強化と固定需要
し、栽培面積の拡大と安定した生産
拡大により、安定した販売に取り組
量を確保します。
みます。

○営農指導による品質向上対策と産地
の維持・拡大
消費者から選ばれる産地確立に向
け、関係機関や生産組織と連携した
営農指導を行い、新規就農者や既存
栽培者への指導を強化し、品質の高
位平準化による産地確立に取り組み
ます。
【畜産】

策による生産基盤の強化

◇米沢牛の肉質向上と繁殖牛の増頭対

○肉用牛の品質向上に向けた技術指導
の強化
生産組織と連携した畜舎巡回にお
ける技術指導の徹底と研修会等での
知識習得と課題解決に向けた取り組
みを実施します。
○繁殖牛増頭による子牛生産
米沢牛の生産頭数を増頭において、
繁殖牛の導入による素牛生産の課題
に対処するため、補助事業を活用し
た増頭計画に対しては、繁殖素牛導
入や機械整備に関わる事務手続きを
支援します。

特集Ⅰ
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新型コロナウイルス感染症に係る Ⅱ
生産者特別支援について
ＪＡ山形おきたまは６月12日に開催された第26回通常総代会において、今なお
営農や暮らしに甚大な影響を与えている新型コロナウイルスの生産者への経済的
影響を考慮し、
「新型コロナウイルス感染症対策生産者支援特別積立金」を目的積
立金として積み立てることを決定しました。

新型コロナウイルス感染症に係る生産者特別支援について
１．趣

旨

令和２年に入り世界的大流行（パンデミック）を引き起こしている新型コロナウイルスは国
内でも感染が拡大し、令和２年４月16日には全国に緊急事態宣言が発令され、特に農業・生産
者へ大きな影響を与えている。
当ＪＡ管内の生産者に与える影響は計り知れないものがあるなか、当ＪＡは新型コロナウイ
ルス感染症対策本部の支援要請等を踏まえ、協同組合の共存同栄・相互扶助という基本理念を
再認識し、総合事業を営むＪＡとして新型コロナウイルス感染症に係る生産者特別支援を実施
する。
２．支援内容
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う農業・生産者への経済的影響を鑑み、ＪＡ事業利用組
合員に対して、理事会で制定する「新型コロナウイルス感染症に係る生産者支援対策要領」に
基づき、新型コロナウイルス感染症の終息を見極めたときに生産者特別支援を実施する。
３．特別支援財源（積立金）
当JAの令和元年度未処分剰余金のうち、剰余金処分において「新型コロナウイルス感染
症対策生産者支援特別積立金」を目的積立金として積み立てる。ＪＡの当該目的積立額は
１億５千万円とする。
また、ＪＡ子会社であるジェイエイサービスおきたまにおいても、同趣旨により令和元年度
繰越利益剰余金にて５千万円を確保する。
特別支援財源はＪＡ本体１億５千万円とジェイエイサービスおきたま５千万円の総額２億円
とする。
４．支援方法（支援対策要領）
新型コロナウイルス感染症の終息を見極めた段階で、当ＪＡ・ジェイエイサービスおきたま
の利用生産者に対して、一定の基準に基づき総額２億円の範囲内で支援する。

JA山形おきたま
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イルスとの
闘いは長期
戦となって
いて職員の
多くも疲れ
が出ている
ところだっ
たが、美し
い花を見て
心に余裕を
持つことが
でき、とて
もありがたい。ＪＡをはじめ地域の
多くの人たちから応援をいただいて
いることが私たちの気力の源になっ
ている」と謝辞を述べました。後日
に、花束を贈った病院からＪＡへ感
謝の手紙などが届きました。
当ＪＡは新型コロナウイルス感染
症対策に向けた消費拡大運動の取り
組みとして、県や市町行政、関係機
関などへの地産地消の呼びかけやＪ
Ａのネット販売「ふるさと宅配便」
など直販事業を通じて、消費拡大に
よる生産者の所得向上を図っていま
す。

後日いただいた感謝の手紙のひと文
（一部抜粋）

特集Ⅱ／保健所等に花贈呈
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置賜総合病院で花束を手渡しする様子

この度は置賜の農家の皆様方が丹精込
めて生産された、素晴らしいお花を頂戴
いたしまして、誠にありがとうございま
す。早速、１階外来及び２階病棟に飾ら
せていただきました。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大
も、だいぶ落ち着いてきているように見
えておりますが、まだまだ油断のできな
い状態が、これからもしばらく続くもの
と考えております。
そのような折、いただきましたお花
は、患者様や医療スタッフにひと時の癒
しと、新型コロナウイルス感染症に立ち
向かう勇気をもたらしてくれるものと感
じております。
貴組合員の皆様のご健康を心よりお祈
り申し上げまして、お礼の言葉に代えさ
せていただきます。
誠にありがとうございました。

舟山病院
（米沢市）
スタッフからの
感謝のメッセージ

感謝の気持ちとエールを花束に乗せて
20

我妻専務
（中右）
と山田所長
（中左）
ら
置賜保健所職員
山形おきたま農業協同組合
JA山形おきたま農政対策本部 御中
本部長 木村 敏和 様

保健所と医療機関にアルストロメリア贈呈
当ＪＡと農政対策本部は５月 日、
先の見えない不安と感染リスクを背
負いながら最前線で奮闘する医療従
事者に感謝とエールの意を込めて、
医療機関などに置賜地域の特産品で
あるアルストロメリアの花束を贈り
ました。置賜保健所や公立置賜総合
病院、米沢市立病院など７施設に計
束を贈り、患者やスタッフの目に
つく場所に飾られました。
米沢市の置賜保健所では、ＪＡの
我妻専務が山田敬子所長ら職員に花
束を手渡し、我妻専務は「日夜、検
査や治療に尽力いただいている皆さ
んに心から感謝申し上げたい。アル
ス ト ロ メ リ ア の 花 言 葉 で あ る『 友
情』と『献身的な愛』はＪＡの理念
である『相互扶助』に通じ、地域に
住む方々の健康と暮らしを守るため
最も大切にすべき想いだと感じてい
る。このたびは少しでも心の安らぎ
を持っていただきたいと考え花束に
してお持ちした。コロナ禍によって
生産者も大変な状況にあるが、共に
頑張っていきましょう」とエールを
送りました。山田所長は「コロナウ
52

子牛せりもコロナの影響大きく

60
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コロナ対策としてマスクを着用して
せりを行う参加者

18
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山形県長井市の圃場で５
月 日、 新 嘗 祭 献 上 穀 物
修祓式が執り行われまし
た。山形県の今年の献穀は
米が工藤誠一さん、アワが
当ＪＡ山形おきたま長井地
区農政対策協議会の会長を
務める那須清志理事が選ば
れました。それぞれ農地近
くで神事を執り行った後に、
献穀者、内谷重治長井市長、
当ＪＡの木村敏和組合長ら
が白装束姿で「つや姫」の
田植えとアワ「虎の尾」の
種まきを行いました。

白装束で田植、種まきをする献穀者ら

放牧牛の安全と米沢牛の振興を願う

ハウスサクランボ出荷目ぞろえ会

29

50

着色基準を確認する生産者

米沢市が所有し、当ＪＡが管
理を委託されている米沢市の
「 吾 妻 山 ろ く 放 牧 場 」 で、 ５ 月
日安全祈願祭が行われ、放牧
する生産者や中川勝米沢市長ら
行政関係者、木村敏和組合長と
ＪＡ役職員約 人が参列しまし
た。
木村組合長は「コロナウイル
スの影響で米沢牛の価格は大き
く落ち込んでいるが、一日でも
早く消費が回復することを願い、
米沢牛の生産振興を図り、ブラ
ンドの維持発展に取り組んでい
こう」と話しました。

吾妻山ろく放牧場安全祈願祭
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「さくらんぼハウス栽培研究
会」は５月 日、南陽市の広域
集出荷施設で、生産者とＪＡ担
当職員が集まり、出荷打合せと
出荷目ぞろえ会を開きました。
始めにこれまでの販売状況が
説明され、高級果物の需要が落
ち込むなかで、置賜産サクラン
ボは市場から高く評価され、数
量、単価、金額とも堅調に推移
していることが報告されました。
目ぞろえ会では現物を手に取り
ながら、品種や等級別に着色割
合の基準を重点的に話し合い、
詰め方などを再確認しました。

安全を祈願し拍手を打つ
木村敏和組合長

品質基準を再確認

おきたまの話題・出来事に
スポットを当て
いち早くお伝えします。
川西町の置賜家畜市場で５月 日、
子牛せりが行われ、新型コロナの影響
で当初より 日延期されての開催とな
りました。２０３頭が上場され、平均
価 格 は 万 ３ ５ ０ ６ 円、 売 上 金 額 は
１億２１３０万４７００円となり、前
回３月６日と比べて取引頭数 ％減、
売上金額 ％減、平均価格７％減とな
り、コロナ禍により大きく低迷してい
ます。

置賜家畜市場子牛せり

献上米、アワ良質を願う

2020年度新嘗祭献穀に係る修祓式
24
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グリーンアスパラガス
������ 4本（太め）

みらくる
クッキング

材料（4人分）

米沢牛のアスパラロール丼

米沢牛ロース薄切り肉
��������� 200ｇ
温かいご飯�����4杯分
もみ海苔�������適量
片栗粉��������適量
こめ油�������

1

砂糖��������

3

酒・しょうゆ・みりん
������� 各

3

お好みで（七味唐辛子・粉山椒）
���������

適宜

＝大さじ

＝小さじ

作り方
①アスパラガスは根元から１／3ぐらいまでの硬い皮をむき、
沸騰したお湯に塩（分量外）少々を入れ堅めに茹でる。

ポイント
▪牛肉を巻く際、アスパラガスは
牛肉の上に斜めに置き、穂先を
残して全体に巻くときれいにで
きます。
片栗粉をまぶしてあるので、た
れにとろみがついて牛肉が剥が
れにくくなります。お弁当のお
かずにも作り置きしておくと便
利です。

②牛肉を広げてアスパラガスをのせ、穂先を出すように牛
肉を巻く。全体に片栗粉をまぶす。
③フライパンにこめ油をひいて熱し、②を入れて中火で転
がしながら焼き色をつける。砂糖を加えて溶けたら、酒・
しょうゆ・みりんを加え2～3分煮て、味がからんだら
火を止める。
④茶碗にご飯を盛り、③のたれを適宜かけ、もみ海苔を敷
く。4～5等分に切ったアスパラロールをのせる。お好
みで七味唐辛子や粉山椒などを振りかける。

グリーンアスパラガスのカレー炒め
材料（２人分）
グリーンアスパラガス
���� 3～4本（約80ｇ）
豚こま切れ肉����� 150ｇ
タマネギ��� 1／2個（100g）
Ⓐ

とび魚めんつゆ���

2

カレー粉������

1

酒���������

1

こめ油�������

１／2

今月号では旬のアスパラガスを使った料理を２点紹介します。
アスパラガスは古くから疲労回復効果の高い食材として知られています。この理由は、
野菜としては豊富なタンパク質、アミノ酸の一つであるアスパラギン酸が多く含まれる点
にあります。体内に溜まった乳酸などの疲労物質を取り除き、利尿作用を高めて不要なア
ンモニアを体外に排出することで、イライラや不眠症などを軽減できる効果があります。
アスパラガスはタンパク質と鉄分の多い牛肉、代謝に欠かせないビタミンＢ群が豊富に
含まれる豚肉との組み合わせは抜群です。

◆ 材料のマークについて

◆ 材料のマークについて
＝大さじ

＝小さじ

作り方
①アスパラガスは根元から１／3程度の硬い皮をむき、4等分の斜め切りに
し、沸騰したお湯に塩（分量外）少々を入れさっと茹でる。タマネギは
1㎝幅にくし型切りにする。豚肉は食べやすい大きさに切る。Ⓐはあら
かじめ混ぜておく。
②フライパンにこめ油をひいて熱し、豚肉を入れて炒める。色が変わった
ら、タマネギを加え1分ほど炒め、さらにアスパラガスを加え1分ほど
炒める。
③Ⓐを加えてさっと炒め、味を調え器に盛り付ける。
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右ページ／左ページ
トピックス／料理

ポイント
▪アスパラガスを茹でる際はさっと茹でてく
ださい。とれたてのアスパラガスなら茹で
ずに、タマネギと同時（2分程度）に炒め
てもおいしくいただけます。
とび魚のめんつゆは2倍濃縮で甘めの味
です。最後にお好みの味付けに仕上げて
ください。

農業 にカツ（活 ＆喝）
若手青年部員 にインタビュー

小国地区青年部事務局

しょう

へ い

齋藤達也

今月号は、小国地区青年部の舟山祥平さんをご紹介します。

小国地区青年部
ふ な

や ま

舟 山 祥 平
27

平成５年６月１日生まれ（ 歳）

この前はノドグロを釣りに行きま

スロージギングにはまっています。

ＪＡ齋藤 始めに経営の概況を教
えてください。

とが多かったのですが、昨年結婚

８㌶ほど栽培していて、全量をＪ

で、これからはその世話に専念す

し、つい先日子どもが生まれたの

した。休みの日には釣りに行くこ

舟山さん 稲作が主で「つや姫」
「はえぬき」「コシヒカリ」を８・

Ａに出荷しています。また、これ

舟山さん 私が作った米をぜひ多
くの人に食べてもらいたいと思っ

ることになると思います（笑）

舟山さん 青年部には先輩農家か
ら誘われ、一昨年加入しました。

ています。

からアスパラガスを栽培予定です。

アドバイスをもらえるなど、盟友

農業は父と二人で取り組み、親戚

ＪＡ齋藤 就 農 し た の は い つ で
しょうか。また、農業をしようと

の方々は皆さんとても優しいなと

ＪＡ齋藤 おかげで大変タイムリ
ーな取材ができました。では、私

ＪＡ齋藤 それは大変おめでとう
ございます。では最後に読者の皆

思ったのはなぜですか。

感じています。今年から本格的に

からもひと言。小国地区青年部は

の方にも手伝ってもらっています。 いつですか。入ってみた感想を聞

舟山さん 就農したのは今年から
になります。動機は周りの人たち

農業を始めたこともあり、まだあ

ここ数年で若い世代の加入が増え

さんへひと言お願いします。

から田を耕作してくれないかと頼

まり活動はしていませんので、飲

て、現在

今年、父から経営移譲されました。 かせてください。

まれることが多くなり、製造業の

み会に参加したことが一番印象に

人と順調に伸びていま

会社に勤めていましたが、将来の
ことを考えて、専業農家になるこ

残っています
（笑）

す。さらなる増員を目指していま

て大変心強かったです。父も兼業

ていたので、技術的なことを含め

舟山さん 親戚に大きな農家があ
り、そこへ５年ほど手伝いに行っ

ＪＡ齋藤 話は突然変わりますが、
趣味は何でしょうか。また、休み

できると考えています。

稲の面積を今の倍くらいの面積が

すので、ぜひ事務局にお声掛けく

とを決めました。

ださい！

で農家をしていて、その姿を見て

の日は何をされていますか。

ＪＡ齋藤 農業を始めるにあたり
不安などはありましたか。

いたのであまり心配や抵抗感もあ
青年部に加入したのは

りませんでした。
ＪＡ齋藤

舟山さん 船釣りが好きです。小
学生の頃からやっていて、最近は

舟山さん 父親も来年定年となり
ますので、二人で取り組めば、水

ＪＡ齋藤 今後はどのような農業
経営を目指していますか。
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JA山形おきたま

＊部

長

竹田啓子

＊支部数

＊部員数

81人

５支部
（高畠・屋代・亀岡・和田・糠野目）
とフレッシュミズ部

＊高畠地区

女性部とフレッシュミズ部の交流会＊

輝くＪ Ａ女性部員に
クローズアップ！

高畠地区女性部

今年１月18日、部員43人が参加
して花輪講師から春の和菓子作り
を学びました。色鮮やかな和菓子
を堪能し、会話も弾み、とても楽
しい交流会となりました。

＊高畠支部＊
12月７日に開催されたJA高畠地区女性部
「家の光大会」
では、
夏から取り組んできた
「恋
するフォーチュンクッキー」を楽しく踊り、
会場を大いに盛り上げました。高畠支部では
月２回集まって、おいしいお茶おきを囲みな
がら話し、併せ
て踊りの練習を
30分くらいしな
がら、体を動か
しリフレッシュ
しています。皆
さんも女性部に
入りませんか？

＊糠野目支部＊
令和元年度の研修旅行で新潟県に行ってき
ました。「ＳＵＷＡＤＡのつめきり」で有名な
諏訪田製作所の見学のほか、古民家を再利用
した農家交流レストラン「やさいのへや」で
ランチをいただきながら、地元の農家の皆さ
んと交流し、興味深いお話をお聞きしました。
参加した部員た
ちは置賜地域の
紹介を交えなが
らの情報交換を
行い、刺激的で
楽しい時間を過
ごしました。
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青年部／女性部

＊屋代支部＊
毎年、焼肉のたれ作
り、味噌作り、手芸教
室などの楽しい活動を
行っています。今年は
部員で集まって料理教
室を開催したいと思っ
ています。

＊亀岡支部＊
昨年10月６日に研修旅行として福島県へ
行ってきました。アサヒビール工場ではビー
ルの製造過程の見学や飲み比べをしました。
昼 食 は「 飯 坂 ホ テ
ルジュラク」でバ
イキングを楽しみ、
とても充実した一
日を過ごしました。

＊和田支部＊
昨年のJA高畠地区女
性部「家の光大会」では
パプリカダンスを盆踊り
風にアレンジしたダンス
を踊りました。また、今年２月には高畠町の
歌謡フェスティバル「ねほだれ大会」があり、
部員全員で練習に励み参加しました。

（おしらせ）

「夏のふれあいフェア」の開催中止について
今年度「夏のふれあいフェア」
（農機・生活フェア）は、新型
コロナウイルスの影響により、中止とさせていただきます。ご来
場を検討いただいていた皆様には、ご迷惑をお掛けいたしますが、
何卒ご理解いただきますようお願いいたします。なお、イベント
は中止となりますが、農機については契約記念品などを準備した、
特別キャンペーン期間（令和２年６月１日から７月31日）を設定
いたしますので、秋用農機や除雪機、来年用の春農機の予約など
引き続きＪＡをご利用いただきますようお願いいたします。また、
ギフト用品や生活資材などの推進、取りまとめも随時行っており
ますので、併せてよろしくお願いいたします。
【お問合せ】 営農経済部 農業機械課・資材課
TEL 0238－46－5304

営 農 お 役 だ ち 情 報
米穀

中干しで無効分げつ抑制と根の活力維持に努めましょう！

１．中干しは目標茎数を確保したら７～10日程度行いましょう。
田面亀裂が１～２㎝入り、足跡が付くくらいが目安です。
２．中干し後の入水は走り水程度とし、徐々にかん水状態に戻します。
急にかん水状態にすると酸素不足になり根を傷める原因となります。
【出穂までの間断かん水方法】
①入水

②自然落水しながら３～４日かん水

③落水状態で１～２日

④入水

３．幼穂形成期から出穂開花期までは水を多く
必要とする時期です。
特に出穂期から穂揃期まではかん水管理を
行いましょう。
その後は、十分に水分を与えながら土壌中

※品種別の目標茎数の目安
品

種

１株あたりの目標茎数
70株植の場合

あきたこまち

22本

ひとめぼれ

24本

はえぬき

23本

コシヒカリ

20本

つや姫

20本

雪若丸

21本

に酸素を供給する間断かん水が有効です。

間断かん水はかけ流しではありません。水も大切な資源です。有効に活用しましょう。

JA山形おきたま
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なります。作業が遅れると果粒肥大や作業効率が劣るの

果樹

で、適期に作業にあたってください。
降雨が多いと灰色かび病やべと病、高温になるとハダ

【サクランボ】
主力品種の佐藤錦の収穫を迎えます。出荷については
ウルミ果などが混入しないよう選果・選別を徹底し大切
に販売しましょう。
また、収穫後は施肥（お礼肥）や防除を適期に実施す
るようにしてください。
【ブドウ・大粒ブドウ】
デラウェアについては、生育遅延や裂果対策として、
しっかり整形・摘粒を実施しましょう。
大粒ブドウについては、最も大事な摘粒作業の時期と

野菜

７月の野菜栽培管理

７月は露地果菜類の収穫期です。生育のバランスを保
ち、収穫時まで根と葉を健全に維持して適期収穫を行う

ニの発生が心配されますので、防除を徹底してください。
間口のビニールは、日焼けや高温障害にならないよう
に早めに切りましょう。
【リンゴ・西洋梨】
梅雨期は停滞水対策を万全にし、防除間隔を空けずに
予防防除することと、気温が高くなるとハダニ類の発生
が多くなりますので、初期の発生を見逃さずに早めの防
除を徹底しましょう。また、サビ果・奇形果・変形果な
ど商品価値が劣るものを摘果するように心掛けましょう。

り下位の本葉は除去しましょう。
ほ場周囲の排水対策と、大雨時の浸水防止対策に努め
ましょう。
【アスパラガス】

ように努めましょう。また、梅雨期の集中豪雨による湿

立茎後に展葉してきた茎は、順次ネット内に誘引し、

害や病害が発生しやすい時期となるので、排水などの環

フラワーネットの60ｃｍ上にマイカー線を張り、倒伏を

境整備と防除の実施など適正な栽培管理に努めましょう。 防止しましょう。収穫前には、地上50～60ｃｍまでの下
＜湿害対策＞

枝をかき落とし、風通しを良くしましょう。

長時間、ほ場に水が滞留しないように明きょや排水溝

収穫を始めたら、２週間に１回速効性肥料をうねの肩

の状態を確認し、溝の中の除草や掘り直しを行いましょ

に追肥しましょう。萌芽数が減少しないように土壌が乾

う。

燥する前にうね間かん水を行いましょう。ただし、停滞

ほ場がかん水した場合、一般的に３時間を越えると根
が酸欠状態になり根腐れが発生しやすくなるため、早期
の排水に努めましょう。

水には十分注意しましょう。
【エダマメ】
中耕培土は、雑草対策・倒伏防止・根張りを良くする
ことを目的に行いましょう。

【夏秋キュウリ】

追肥は培土時に行い、倒伏や食味低下につながるため

収穫最盛期になり、茎葉の生育も旺盛になってきます。 過剰施肥は行わないようにしましょう。最終培土は、開
葉に十分光が当たり通風が良くなるよう、摘葉・摘芯を

花１週間前には終わるようにし、本葉１枚目の付け根く

実施しましょう。摘葉は、１回に株当たり１～２葉を目

らいまで土寄せしましょう。培土は、茎からの不定根の

安に行い、計画的に若葉と交換しましょう。長期間の草

発生を促進し、後半の草勢維持や長雨による根腐れ防止

勢維持を図るため、追肥は側枝の伸長や果形・収量など

に有効であるため、適期に行いましょう。

を観察しながら、１回あたり窒素成分で１～２ｋｇ /10ａ
を目安に施用しましょう。
【夏秋トマト】
気温の上昇と着果負担により、全体的に草勢が低下し
てくることから、成長点付近の状態を観察し草勢を落と
さないよう遅れずにかん水と肥培管理を行いましょう。
ハウス内は、高温・多湿になりやすいため、遮光・換
気により温度・湿度の上昇を抑制し、適切なハウス内の
栽培環境を保つように努めましょう。
草勢維持と病害虫防除のため、収穫が終わった果房よ
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営農情報

【ナス】
多収の条件は、根が十分に伸張し根量が確保できてい
るかどうかです。梅雨期は排水を良好にして根を健全に
張らせましょう。梅雨明け後に根の活動を低下させない
よう敷きワラを行い、高地温と乾燥を防ぎましょう。
内側の混み合う側枝の整理や摘葉を行い、着色・着果
肥大を促進しましょう。
枝と花の状態をよく観察し、追肥が遅れ
ないようにしましょう。

への
牛
米沢 援メッセージ
応

私は小学生の頃に初めて食べた

「おきたま産農畜産物 地産地消キャンペーン」
において読者の皆様からいただきました応援
メッセージをいくつか紹介させていただきます。

米沢牛の味と感動を現在でも覚えています。
ひとつ提案となりますが、地元の小学校の子ども
達に最高においしい「米沢牛」を給食で味わっても
らうのはいかがでしょうか。
「米沢牛を食べた満足感」

私は良いものを食べたい

と「給食でブランド牛が出た」ということを置賜地

特別な日に米沢牛を購入します。

域の魅力としてメディアで発信できればおもし

他の牛肉とは味わいが全然違います。

ろいと思います。

遠方からの来客の際に米沢牛のステー
キを出すと、すごく喜ばれ私もうれしく
なります。米沢牛の味を守っている
方々には感謝とともに、心から
応援しております。

買ってうれしい！
もらってうれしい！

これからバーベキューなど

食べておいしい！

レジャーが盛んな季節となります

米沢牛は世界に誇れる
ブランド牛です！！
今回のコロナ騒動で生産

ガンバレ米沢牛！！！

が、今年は感染予防のため自宅の庭
先で家族と楽しもうと考えています。遠出
は出来ず子ども達には申し訳ない気持ち
ですが、米沢牛などおいしいものを食

者の皆さんは大変な思いをしてお

べて家族みんなで乗り越えていき

られるとお察しします。私たちは地元

たいと思います！

の消費者として今まで以上に地産地消
を心がけ、少しでも皆さんの応援に
なるように頑張ります。

あ な た の 運 勢 ７月
牡羊座

3/21〜4/19

【全体運】ハプニングもありますが、
うれしい心の交流も。すてきな景色
を見掛けたら写真を撮って。共有し
てハッピー
【健康運】スクワットなど少しきつ
めの運動にツキ
【幸運の食べ物】ズッキーニ

獅子座

7/23〜8/22

【全体運】上昇運です。体調も上向
きで活動量も増加。やりたかったこ
とを始めて。
「楽しい」にたくさん
巡り合えるはず
【健康運】プロの指導にツキ。良い
巡り合いあり
【幸運の食べ物】ゴーヤー

射手座

11/23〜12/21

【全体運】追い風に恵まれます。ゆっ
くりスタートして、後半からスピー
ドアップするのが成功のこつ。作業
の洗い出しを
【健康運】筋力アップのトレーニン
グがお勧め
【幸運の食べ物】モロヘイヤ

牡牛座

4/20〜5/20

【全体運】心配のし過ぎは禁物です。
話してみればあっさり解決すること
も。状況把握をきちんとするのが開
運のポイント
【健康運】休憩を小まめに取って。
気分転換が大切
【幸運の食べ物】スモモ

乙女座

8/23〜9/22

【全体運】ＵＶカットの帽子や保冷
剤を準備、暑さ対策には万全を期し
ましょう。栽培や余暇の計画も綿密
に立てて◎
【健康運】水分補給をしっかりと。
休憩も忘れずに
【幸運の食べ物】ミョウガ

山羊座

12/22〜1/19

【全体運】オーバーワークの危険が
あります。1 人で無理をしないで周
囲に相談しましょう。好きな曲を聴
いてストレス発散
【健康運】疲労回復効果のあるマッ
サージが◎
【幸運の食べ物】ウナギ

占い師 モナ・カサンドラ
双子座

5/21〜6/21

【全体運】あなたの笑顔が周りの人
をハッピーにします。
「ありがとう」
の言葉をたくさん伝えてください。
買い物にツキ
【健康運】ダンスやボルダリングな
ど楽しい運動を
【幸運の食べ物】アユ

天秤座

9/23〜10/23

【全体運】考え過ぎは失敗のもと。
感じるままにシンプルに動いた方
が、スムーズに進みます。おしゃれ
に時間をかけて
【健康運】運動前には準備運動をしっ
かりと
【幸運の食べ物】メロン

水瓶座

1/20〜2/18

【全体運】きちょうめんなくらいが
ちょうどいいようです。一つ一つ確
認して進めましょう。見晴らし台が
ラッキースポット
【健康運】継続は力なり。いつもの
健康法が一番
【幸運の食べ物】スズキ

蟹座

6/22〜7/22

【全体運】情報を小まめにチェック
してラッキーをキャッチ。連絡も自
分からしてみましょう。アクティブ
に動くほど吉
【健康運】食事は栄養と見た目にも
こだわって
【幸運の食べ物】桃

蠍座

10/24〜11/22

【全体運】勢いのある好調運。いろ
いろなところから声が掛かりそう。
経験したことのないものに挑戦した
方が楽しめます
【健康運】弱い部分はサポーターな
どでガードを
【幸運の食べ物】葉ショウガ

魚座

2/19〜3/20

【全体運】好調運です。グッドアイ
デアが浮かんできそう。実現に向け
て行動を開始して。思い切りの良さ
が道を開きます
【健康運】リズムに合わせて体を動
かしましょう
【幸運の食べ物】ナス

JA山形おきたま
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正解者に抽選でプレゼント

タテのカギ
❶
❹
❼
❾










★米沢牛（２名）
★クオカード（10名）

セーフではなくて
赤い顔をして郵便物をのみ込みます
漂白や殺菌に用いる白い粉
タコやイカが吐きます
銃のこと。モデル——
土用の丑（うし）の日によく食べられます
冷やし中華に添える黄色い薬味
水稲が育つ場所
雨や日光を遮るために差します
——眼鏡、——巻き
寺社を巡って集めている人もいます
畳表にも使われる植物
目からぽろりと落ちることも

ヨコのカギ
❶
❷
❸
❺
❻
❽








夏の夜明けにラッパ形の花を咲かせます
元素記号はＵ。
『鉄腕アトム』
ではアトムの妹の名前になっ
ています
誕生日が来ると一つ取ります
こ の全自動洗濯機のコース運転は、洗い→——→脱水と
進みます
起業して巨万の——を得た
カメが日当たりのいい場所に出ています
「有りの実」と呼ばれることもあります
スチールやアルミに分けてリサイクル
北海道和種という馬の俗称
障子やふすまなどのこと
エジプトの首都
自動車を数えるときに使う言葉
義を見てせざるは——無きなり

６月号の正解は
Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

イチジク

でした

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。

ヒント
真夏のビーチに出掛ける時の必需品です。

応募方法
官製はがきなどにクイズの答え・郵便番
号・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
おきたま総務課宛にお送り下さい。

締め切り ６月30日㈫必着

６月号当選者
★米沢牛（２名）
古

山

司 様

川西町

加 藤 宮 子 様

小国町

様

米沢市

川西町

高畠町

様

長井市

様

高畠町

様

長井市

様

南陽市

様

白鷹町

様

南陽市

穀
池
梅
渋
渡

様

様

様

飯豊町

★クオカード（10名）
矢
清
山
星
朝

作
水
田
倉

一 郎
正 之
さよ子
マサ子
ますえ

野
田
津
谷
部

フミ子
善 昭
智 子
光 子
節 子

※当選者ならびに手紙・イラストなど掲載時の住所、氏名の紹介について、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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読者のページ

14

JA山形おきたま

Ｊ Ａ イ ン フォメ ー ション
左記の事項 を 協 議 し ま し た 。

︿役員会だより〉


第 号議案 第 回通常総代会の運営に
ついて
第 号議案 第 回通常総代会招集通知
書について
（利益相反取引）に
第 号議案 忠実義務
関する承認について
第 号議案 令和２年度不良債権に係る
個別対処方針について
第 号議案 人事に関する規程の一部変
更について
第 号議案 山形
 県農業信用基金協会に
対する増資について
第 号議案 自己資本比率算出要領の一
部変更について
号議案 出資
 金減口の承認について
第２回監事会
開催日・場所 ５月 日㈫・本店
【協議事項】
第１号議案 みのり監査法人の監査報告
書について
第２号議案 令和
 元年度監事監査報告書
（総代会提出）
について
第３号議案 令和元年度決算監事監査意
見書について
常勤理事と監事の意見交換
会について

◎監事会の報告

第

26

第４号議案

知恵 様（白鷹町）

文子 様（長井市）、金田

真澄 様（南陽市）、後藤

▷まちがいさがし当選者 米沢牛（５名）
戸田 一男 様（米沢市）、安藤 富子 様（高畠町）、市川

◎理事会の報告
第 回理事会
開催日・場所 ５月 日㈮・本店
【協議事項】
第１号議案 令和
 元年度事業報告及び剰
余金処分案の承認について
（子会社決算及び剰余金処
分案）
第２号議案 定款
 および定款附属書総代
選挙規程の一部変更につい
て
第３号議案 農地
 利用集積円滑化事業規
程の廃止について
第４号議案 信用
 事業規程の一部変更に
ついて
第５号議案 おき
 たま農業振興計画の設
定について
第６号議案 中期
 経営計画２０２０の設
定について
第７号議案 令和
 ２年度事業計画の設定
について
第８号議案 令和
 ２年度における理事お
よび監事の報酬について
役員
 退職慰労金の支給につ
いて
第９号議案

下記「まちがいさがし」をといてご応募ください。
正解者に抽選でプレゼントします。
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７月の無料法律相談

 アルストロメリア 品種ＭＩＸ 10本束（５名）

◆右のイラストには左のイ
ラストと違う部分が５カ
所あります。間違ってい
る部分を右上の枠内の数
字で探しましょう。

色彩豊かな癒しの空間を！
「アルストロメリア」プレゼント！

【応募方法】官製はがきなどに「まちがいさがし」の答え
（数字５つ）
・郵便番号・住所・氏名・年齢・電話番号・
「アルストロメリアの生産者への応援メッセージ」
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】７月１日㈬ 必着
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い農畜産物の
消費が減退し、価格が大きく下落しています。今後と
もおきたま産農畜産物の地産地消にご理解とご協力
を賜りますようお願い申し上げます。キャンペーンの
一環として、今回は「アルストロメリア」をプレゼント
します。

10

７月の無料税務相 談

22

～新型コロナウイルスに打ち勝とう～

おきたま産農畜産物 地産地消キャンペーン

11

12

13

14

15

16

17

当ＪＡ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。
▼開催日時・場所
７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

※初任者研修（ヘルパー２級）の資格
取得者歓迎。無資格の方は、要相談。
ご興味のある方は、下記までご連絡く
ださい。
管理部福祉課（担当：鈴木）
☎０２３８−４６−５５７５

22

当ＪＡ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
７月 日㈬
午前 時～午後３時
本店（川西）
☎ ―３１１２
▼相談税理士 仁科孝先生
10 15

12

登録ヘルパー募集中！
！

15

46

前回号の答え：１…てるてる坊主の数が違う、６…口の大きさが違う、７…ようじの長さが違う、９…こぼれた量が違う、12…梅が１個多い

※JAネットバンクの詳細については、お近く
のJA窓口までお問い合わせ下さい。

15

お知らせ

今月の表紙

伝えたい、
この 想い

ＪＡ山形おきたま「白鷹愛菜館」オープン式

白鷹町荒砥の当ＪＡ直売所「白鷹愛菜館」が５月30日、移転
に伴い店舗を新たにオープンしました。開店前に繁盛を祈願した
神事が執り行われ、白鷹愛菜館出荷組合員やＪＡ役職員、設計、
施工を行った業者など関係者約50人が参列しました。
白鷹愛菜館出荷組合の佐竹健司組合長は「待ち望んでいた施設
の完成によって、地元の農畜産物を発信できる場が出来たことは
生産者にとって大きな喜び。多くの人たちに地域のおいしい農畜

産物をＰＲしていきたい」と話し、ＪＡの木村敏和組合長は「Ｊ
Ａ直売所の良さは何と言っても新鮮で安全なこと、そして愛菜館
の名のとおり生産物に愛情がこもっている点に尽きる。コロナ対
策に万全を期しながら、人々の交流の輪が広がることによって、
食の安全と安心を大いに発信していこう」と話しました。

新鮮な農産物を搬入する生産者

白鷹愛菜館
営業時間
９：00～18：00
年中無休

※冬季間は変更になります

商売繁盛を祈願して拍手を打つ木村組合長

みらくる No.315

固い握手を交わす
佐竹出荷組合長と
木村組合長

住所 白
 鷹町大字荒砥乙
1069番地
電話

0238－85－5718
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