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ＪＡ秋田やまもと

経

営

理

念

私たち「ＪＡ秋田やまもと」は、組合
員と地域住民の目線に立ち、魅力ある農
業と豊かな地域社会、環境づくりに貢献
します。
１． 施設機能並びに相談機能を充実し、
総合事業性を発揮します。
２．安心・安全な農産物の提供と、地域
農業の振興を図ります。
３．
「食」と「農」の連携を軸とした地
域活性化と食農教育活動を展開します。
４．地域との共生を目指し、ＪＡ運営へ
の参画を促進します。
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琴丘地区
近藤

伸哉さん・朱美さんの長女
こんどう

近藤

令和２年度
食農体験教室を
振り返って

……★ふれあい課だより
アイドル通信
……★クロスワードパズル
みんなの声
……★インフォメーション
……★ＪＡンビニＡＮＮ・ＡＮ トピックス
おかあさん！星五つです！

みれい

美玲ちゃん

４歳

２月号の表紙を飾ってくれたのは琴丘地区の近
藤美玲ちゃん。明るく元気な４歳。
１歳になったばかりの弟（幸志くん）の新米お
姉ちゃんとして日々奮闘しながら、最近、習い始
めたバレエのレッスンを毎週がんばっているそう
です。今年は新型コロナウイルスの影響でどこへ
も行けなかったので落ち着いたら家族で旅行に行
くのを楽しみにしているそう。ご両親は「名前の
ように、澄み切った美しい心をもつ愛らしい人へ
成長してほしい」とおっしゃっていました。お姉
ちゃんとして頼もしく育つ、これからの成長も楽
しみですね。がんばれ美玲ちゃん！

２０２１年２月号

2

特

集

今年一年、ＪＡ秋田やまもとでは食農体験教室を行なって参りました。コロ
ナ禍の中、活動の自粛や縮小しなければならない状況で、対策を取りながら子
ども達に食と農業の関わりを伝えるべく一年間活動して参りました。毎月紹介
して参りましたが伝えきれずに誌面に載らなかった活動もあり、今回このペー
ジで年間の活動表を見ながら振り返ってみたいと思います。
（１２月３１日現在）
５月２１日 森岳保育園

活動一覧

野菜の苗植え体験
５月２２日 金岡保育園

野菜の苗植え体験

６月３日 琴丘小学校

５月２６日 浜口小学校

琴丘小学校の５年生が女性部琴丘
支部の皆さんと当ＪＡ職員、指導員
と一緒に田植え体験を行いました。
木村光一さんの田んぼへ泥だらけに
なりながらみんなで苗を植え、ここ
から秋の収穫までの一連の流れを体
験していきます。

５月２８日 琴丘保育園

野菜の苗植え体験
５月２９日 森岳小学校

３

じゅんさい摘取体験学習
下岩川小学校の全校生徒２３名が阿
部農園のじゅんさい沼で摘み取り体
験を行いました。特に低学年の児童
から「舟が進まない…（笑）」という
感想が述べられ、暑い中でもうまく
小舟を操りながら収穫作業に精を出
す農家さんの大変さも理解してくれ
たようでした。

田植え体験
６月２日 森岳小学校

６月４日 琴丘小学校

大豆の種まき
６月２日 塙川子ども園

野菜の苗植え体験
６月３日 琴丘小学校

１

田植え体験
６月４日 琴丘小学校

２

野菜の苗植え体験
６月４日 八森子ども園

野菜の苗植え体験
3

２０２１年２月号

１

田植え体験

田植え体験

７月３日 下岩川小学校

食農体験教室を
振り返って

令和
２年度

２

野菜苗植え体験
琴丘小学校の２年生１５人がＪＡ指
導員の下、ミニトマト、ナス、ピー
マンなど、植え方から育て方を教わ
りながらポットに植えました。指導
員が話す、毎日の水やりや大きく
なってきてからの育て方のポイント
を真剣に聞き入っていました。

６月５日 八森小学校

大豆の種まき
１０月１日 琴丘中学校

７

麦巻き体験教室

６月９日 沢目子ども園

野菜の苗植え体験

琴丘中学校２年生２９人が麦巻き体
験教室を行ないました。
グランママシスターズの工藤クニ
エさん、近藤ゆみ子さん、板倉正子
さんに講師をお願いし「ホウレン草
の麦巻き」を調理。彩りも鮮やかな
麦巻きの他、幼児用のおやつにも挑
戦しました。

じゅんさい摘取体験学習
６月１７日 八竜中学校

じゅんさい摘取体験学習
６月１７日 湖北小学校

大豆の種まき
６月１９日 琴丘小学校

じゅんさい摘取体験学習
７月１日 琴丘小学校

じゅんさい摘取体験学習
１０月９日 山本中学校

８

大福・かぼちゃの米粉プ
リン作り体験教室
山本中学校１年生２６人が地元の食
材を使ったお菓子作りにチャレンジ
しました。
グランママシスターズの小山内恵
子さんと板倉正子さんを講師に迎え
気軽に作れるおやつをテーマに開催
しました。お米はご飯だけでなく、
お菓子にも姿を変えることをわかっ
ていただけたようです。

１０月１５日 琴丘小学校

９

脱穀作業体験
琴丘小学校５年生１９人が春先に植
えた田んぼから手刈り・杭掛けした
稲を昔ながらの手動の脱穀機にか
け、昔の農家の苦労やお米１粒の大
切さを学びました。木村光一さん指
導のもと、脱穀機を踏む係と稲を当
てる係とに分かれ二人一組で挑戦。
悪戦苦闘しながらもきれいに脱穀出
来ました。木村さんの「農家は１粒
でももったいないと思うもの」の言
葉を感じとり、後片付けまでも丁寧
に取り組む児童の姿がありました。

７月３日 下岩川小学校

３

じゅんさい摘取体験学習
７月７日 琴丘小学校

４

梅ジャム作り教室
７月８日 森岳小学校

４

７月７日 琴丘小学校

６月１５日 金岡小学校

５

じゅんさい摘取体験学習
７月１５日 下岩川小学校

梅ジャム・梅アイス作り教室

梅ジャム作り教室
琴丘小学校の３年生１９人が７月３
日に琴丘地区の梅公園で収穫した
「藤五郎梅」を使用した梅のジャム
作り教室を行いました。地元産の食
材を利用し、手づくりのおいしさを
分かってもらおうとグランママシス
ターズの近藤ゆみ子さんに講師をお
願いし調理しました。
「甘いジャムにレモンを使うとは
知らなった」「米粉パンにとてもよく
あう」など感想をいただきました。

７月８日 森岳小学校

５

じゅんさい摘取体験学習
森岳小学校の６年生１５人が７月８
日に阿部農園のじゅんさい沼で摘み
取り体験を行いました。途中まで天
気も味方して、順調に収穫していま
したが、終了間際に突然の大雨…遠
くまで漕いでいったグループもあ
り、ずぶ濡れ状態で戻ってきました
が、それもまた楽しい思い出に！収
穫は思ったより少なかったようです
が（笑）

７月１６日 金岡小学校

ＪＡ施設見学学習
７月２０日 湖北小学校

ＪＡ施設見学学習
９月７日 琴丘小学校

６

ＪＡ施設見学学習

９月７日 琴丘小学校

６

９月１６日 峰浜小学校

ＪＡ施設見学学習

稲刈り体験

琴丘小学校の５年生１９人が当ＪＡ
の琴丘カントリーエレベーターを見
学しました。カントリー担当者の説
明を聞き、メモや質問など積極的に
行ないました。

９月２３日 沢目子ども園

梨狩り体験
９月２５日 琴丘中学校

職場体験学習（ＪＡンビニ）
９月２９日 八峰子育て支援センター

梨狩り体験

２０２１年２月号
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１５

１２月１５日 琴丘小学校

米粉どら焼き作り体験教室
琴丘小学校６年生２８人が米粉を使
用したどら焼き作りに挑戦しました。
グランママシスターズの板倉正子さ
んに講師をお願いし調理。あんこ、
煮りんご、クリームチーズを挟んだ
どら焼きをそれぞれ作成。どら焼き
を丸くする工程に苦戦しながらも米
粉のおいしさに驚き楽しく調理しま
した。そして、中学でもグランママ
と活動することを約束しました。

１０月１日 琴丘中学校

麦巻き体験教室

７

他

１０月５日 下岩川小学校

巻き寿司作り体験教室
１０月９日 山本中学校

８

大福作り体験教室

他

稲刈り体験

９

脱穀作業体験
１０月２０日 琴丘小学校

しいたけうどん作り体験教室
１０月２６日 鵜川保育園

１０

１０月２８日 浜口保育園

１１

ブドウとブルーベリーの
苗木を植樹

１０月１２日 琴丘小学校
１０月１５日 琴丘小学校

１０月２６日 鵜川保育園

１０月２６日に鵜川保育園、１０月２８日
に浜口保育園が三種町山本地区にあ
るわにさん農園のご厚意でブトウと
ブルーベリーの苗木を植樹しました。
「巨峰」を２本、「ブルーベリー」
を３本それぞれ植え、来春にはリン
ゴの苗木を植える予定です。みんな
が集える農園を目指すという鰐田さ
んの言葉にうれしそうにする園児達
の顔が印象的でした。

１０

ブドウとブルーベリーの苗木を植樹
１０月２８日 浜口保育園

１１

ブドウとブルーベリーの苗木を植樹
１２月１６日 八竜中学校

１６

巻き寿司作り体験教室
八竜中学校の３年生３４人が巻き寿
司作りに挑戦。前回同様グランママの
４人に講師をお願いし、作り方をレク
チャーしてもらいました。他にも、
受験期の疲れた頭を手作り味噌の発
酵パワーで癒してもらおうと提案した
味噌ボールはここでも大好評でした。

１２月１８日 峰浜ポンポコ子ども園

１７

味噌たんぽ作り体験教室
峰浜ポンポコ子ども園にて園児７
人が味噌たんぽ作りを体験しまし
た。講師としてグランママの齊藤ヨ
シさん、女性部八峰支部の中山恵美
子さんを迎え一緒に調理。慣れない
作業に園児たちは戸惑いながらも一
生懸命に作りました。出来立てあつ
あつの味噌たんぽをもうすぐ給食だ
というのも忘れるくらい頬張り、み
んな大満足。その後は教室いっぱい
に香ばしい味噌の香りが漂う中、講
師の２人と楽しく交流しました。

１１月６日 下岩川小学校

ブドウとブルーベリーの苗木を植樹
１１月１３日 森岳小学校

ブドウとブルーベリーの苗木を植樹
１１月２０日 森岳小学校

１２

豆腐作り体験教室
１１月２５日 琴丘小学校

きりたんぽ鍋作り体験教室

豆腐作り体験教室
森岳小学校の３年生２３人がグラン
ママシスターズの及位由美子さん、
佐藤テル子さんに協力していただき
豆腐作りを行ないました。初めて作
る豆腐作りに戸惑いながらも無事成
功。おからを使ったドーナツも作り、
自分達が育てて収穫した大豆を余す
ことなく大いに堪能しました。

１２月３日 琴丘中学校

１３

巻き寿司作り体験教室

１２月４日 山本中学校

１４

１２月４日 山本中学校

１４

巻き寿司作り体験教室

巻き寿司作り体験教室
１２月１０日 湖北小学校

きりたんぽ鍋作り体験教室
１２月１５日 琴丘小学校

１５

米粉どら焼き作り体験教室
１２月１６日 八竜中学校

１６

１２月１８日 峰浜ポンポコ子ども園

味噌たんぽ作り体験教室

２０２１年２月号

１２

１３

１２月３日 琴丘中学校

巻き寿司作り体験教室

5

１１月２０日 森岳小学校

１７

１２月３日に琴丘中学校３年生３０人、
１２月４日に山本中学校３年生３１人が
各々巻き寿司作りの体験教室を行い
ました。グランママシスターズの小
山内恵子さん、板倉正子さん、及位
由美子さん、佐藤テル子さん４人に
講師をお願いし、初めに作り方をレ
クチャー。その後グループに分かれ
て作成しました。巻き寿司の他に毎
年好評の味噌ボールも作り、受験期
のわずかな息抜きではありましたが
みんなで楽しく調理しました。

農らいふ

農業を支える女性
vol.

７

琴丘地区
いとう

こ

伊藤アツ子 さん

二人三脚で歩んで５０年。
除雪作業をする寡黙なご主人のそばで雪の下からのぞく
つややかで明るいオレンジ色に目を細めながら
丁寧に収穫。
１１月から３月にかけて寒い時期に収穫する。秋田県特別栽培認証制度による
「人」「環境」にやさしい農産物を目指し、寒さに耐えた分甘さが増す冬にんじ
ん。彩りを楽しみながら食べて頂きたい。
２０２１年２月号
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❶いつ頃から始めたのか
 ２０年位前
❷

栽培面積・規模
 １２ａ

❸収穫期間・収穫量
 １１月～３月

日に多い時で３０キロ～４０キロ

ほど

❻収穫品種
こうよう

 向陽２号
❼栽培するきっかけ
 手間があまりかからないと思って…た（笑）
❽栽培していて思っていること

❹出荷先など
 主に直売施設「グリーンぴあ」、「菜ごみ
会」を経由して三種町学校給食センターなど
にも配送しています。
❺収穫する人数
 ２人

休みの日は家族総出（笑）

 手間がかからないという割には草取りが大
変でした。
❾栽培している中での楽しみ
 掘る前に雪かきをしている時、どんなに大
きいのが待っているだろうと考えただけでワ
クワクする。
❿オススメの食べ方
 とても甘くて彩りにも使えます。まずは
「生サラダ」で！キャロット・ラペで、「和
え物」や「にんじんしりしり」、さっとゆで
て甘さの増す「温野菜みそマヨ添え」、にん
じんをすって入れた「洋風炊き込みご飯」な
どがオススメです。

⓫栽培していて心に残っていること
 アレルギーを持つ孫の為に減農薬栽培に努
めてきました。それもあってか、食べた人か
ら「クセがなく甘くておいしい」「人参嫌い
な子が食べてくれた」など言ってもらえたこ
とがとても嬉しかったです。
⓬冬にんじんを育てる上で一番必要なことまた
は気にしていること
 毎年、天気と相談しながら種をまく日にち
を決める事です。タイミングがとても大事。
⓭今後の課題は何かありますか？
 除草、腰が痛い！（笑）
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２０２１年２月号

ニュース
チャンネル

正組合員加入推進を行ない、女性
総代の割合が県内トップになった
ことを踏まえ、女性に対してどの
ように働きかけたのか、取り組み
を進める中での課題をどう解決し
ていったかなど、女性参画の重要
性についての考えと取り組みにつ
いて事細かに回答しました。取材
後に安田課長は「当ＪＡの活動を
広く伝えることができる貴重な体
験でした。今後もＪＡ運営には女
性の参画が重要だと働きかけてい
きたいと思います」と意気込みを
話しました。詳しい内容について
は「家の光」２０２１年４月号に
て掲載されますのでぜひご購読を
お願い致します。

家の光
企画審査課長インタビュー

１月 日にＪＡ秋田やまもとで
は、家の光協会から「ＪＡ自己改
革～現場からの風～」と題して企
画審査課安田課長が電話取材を受
けました。内容としては、女性の

堆肥を増産し、高品質な農産物の
生 産 に 寄 与 す る こ と が 目 的 で す。
牛ふんとＪＡカントリーエレベー
ターからのもみ殻を混ぜ合わせて
発酵させ、堆肥を生産。昨年度は

堆肥流通施設増設

ＪＡ秋田やまもとでは、 月７
日から堆肥を保管するための施設
を八竜堆肥流通施設の隣接地に建
設しています。三種町豊岡金田に
ある細越牧場の規模拡大に合わせ、

１月２６日

アスパラ共同選別作業

１月２２日
２２

4
News

5

月７日から八竜地区にあ
る野菜集出荷施設内にてアス
パラガスの共同選別作業が行
なわれています。管内にある
農 家 戸 程 が 出 荷 し て お り、
選別作業は５人体制で行なわ
れています。集荷数量は一日
に 多 い 時 で 約 ケ ー ス（ １
ケース約５㎏）集荷されてい
ます。
また、今年の作柄について
は低温での障害を受けており
例年よりも伸び悩み、集荷数
量としては減少傾向。この後、
２月下旬から３月上旬まで集
荷、選別作業が続く見込みで
す。

農家への肥料・農薬配送作業

８６

▲企画審査課長が電話でインタビューを受け
ました。

１０

▲野菜集出荷施設内ハウスにて選別作業の様子

率で、三種地区と八峰地区を合わ
せた個人で約１１００件、集落営
農等の法人または団体で約 件の
予約があり、順次配送を行なって
います。営農経済課資材担当者か
１９

１月１８日
１月１９日

１０

令和２年 月から肥料、農薬の
配送作業が行なわれています。当
ＪＡの肥料、農薬の予約用紙回収
率 は 肥 料 で ・ １ ％、 農 薬 で ・
１％と県内ＪＡの中でも高い回収
１１

９０

News

４０

1
News

１２

2
News
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２０２１年２月号

らは「配送作業を円滑に行なえる
ように敷地内の除雪、倉庫の整理、
保管に対しても十分注意していた
だきたい。配送の際にも滞りなく
作業が行なえるよう配慮をお願い
したい」と配送作業への協力をお
願いしております。配送はこの後
も４月下旬頃まで続く見込みです。

３千３１８ｔを供給。建設後は年
間約６千ｔの堆肥の供給を目指す
計画です。管内で取り組みが進め
られているネギ・キャベツの園芸
団地や、当ＪＡの積立金を活用し
た販売額３００万円増に取り組む
農家などに使ってもらい、農業振
興を図る狙いです。２月下旬の完
成予定です。

八竜女性部役員会開催

２０２１年２月号

9

大豆検査作業進む

１月２７日

２月下旬完成予定。

▲増設工事の様子

１月 日、八竜女性部の
役員会を八竜地区内会場に
て開催しました。各支部の
役員が集まり、今年度の総
会開催についてと次年度の
活動計画について協議、コ
ロナ禍で今後どう活動して
い く か を 話 し 合 い ま し た。
また、本部・支部ともに役
員改選を控えており、会議
の中で動向を伺い、支部単
位での推薦をお願いしまし
た。この後、琴丘地区、八
峰地区、山本地区と役員会
が続き、次年度の活動につ
いて話し合われます。

２７

6
News

▼八竜女性部役員会の様子

１月２０日

当ＪＡでは大豆の検査作業が
進められています。検査員を務
め る 当 Ｊ Ａ 職 員 が 水 分 量 や 形、
品質などを入念にチェックし等
級などを決定しています。今年
度は等級１等が少なくなってお
り、２等が多くを占めています。
理 由 と し て「 し わ 粒 」「 紫 斑 」
などが原因で、今年の夏場の気
温が高く、干ばつなどの影響を
大きく受けており、収量が大幅
に減少、豆の水分が奪われ「し
わ」が発生したり、未熟粒が多
くなっていると思われます。検
査量もそれに伴って減少してお
り、前年度の２割から３割減に
なる見込みです。

▲検査員が入念にチェックし品質を見極めます。

▼肥料、
農薬の配送作業を順次行っております。

3
News

JA秋田やまもと

山本支店

各店舗活動紹介
vol.15

「地域の皆様とともに
～共存共栄を目指して～」

◉

石井

雅也

秋田県山本郡三種町森岳字小狭間125
TEL：0185-83-3001
職員数：６名

FAX：0185-83-2668

支店長：信太博光

新年を迎え、早くも２月に入ってしまいました。組合員の皆様におかれましても
寒暖差が激しい中、健康管理に気をつけ、お過ごし頂ければと思います。令和２年
度、山本支店の活動として花壇の整備、交通安全パレードなどに参加致しました。
新型コロナウイルスの感染拡大により、例年行なっております年金友の会の活動や
ＪＡまつりなどが中止となり大変心苦しく思っております。
令和３年度、感染症が終息を迎え、『地域の皆様とともに』ふれあえる活動、イ
ベントを行なえることを支店一同心よりお待ちしております。

山本支店
係長 飯塚 宣子

山本支店

住所：018-2303

支店だより ◉

新型コロナウイルス感染症
対策として全店舗にてサーモ
グラフでの検温のお願いと飛
沫対策としてアクリル板の設
置をしております。また、今
回から各アクリル板の間にビ
ニールシートを設置し飛沫防
止の強化対策を致しました。
組合員、地域住民の方々には
大変ご不便をお掛けしており
ます。感染症の対策として実
施しておりますので何卒ご理
解をお願い致します。

ＡＴＭ付近への駐車はご遠慮ください。
山本支店入口付近にＡ
ＴＭを設置しています。
日頃からたくさんのお客
様からご利用いただいて
おりますが、お客様の中
には駐車場ではなくＡＴ
Ｍ付近に車を停められる
方が見受けられます。先
に駐車場にて順番待ちし
待機されている利用者もおりますので交通マ
ナーを尊守し、指定の駐車場へ停めていただ
きますようお願い致します。ご不便をおかけ
致しますが何卒ご協力をお願い致します。

２０２１年２月号
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共済部門情報

ＪＡ秋田やまもと

共済代理店紹介
地域の
ＪＡ共済代理店
信頼と充実のサービスで
お応えします！

⃝夏井オート⃝

藤里町矢坂字上野蟹子沢３－１
TEL ０１８５－７９－２０１７

⃝㈱大平自動車⃝

能代市浅内字出戸谷地３５－２
TEL ０１８５－５５－３１３１

日常生活賠償責任特約が
新しく登場しました。

日常生活の思わぬトラブルに
手軽な特約で備えませんか？
お気軽にご相談ください。
日常生活賠償責任特約の保障内容
例えば…
・自転車で歩行者にぶつかってしまった。
・飼い犬が他人を噛んでけがをさせてしまった。
・買い物中にお店の商品をこわしてしまった。
・こども（１２歳以下）同士の喧嘩で、相手の子供に
けがをさせてしまった。

11

２０２１年２月号

八峰支店

担当ＬＡ 金平

明美

ふれあい課だより

消臭・ウイルス徹底対策！
マスクの消臭・除菌 !

※ホタテ貝殻焼成パウダーは水分と反応することで強アルカリ水溶液
となり、強い除菌力を発揮します。マスクにスプレーすると不織布に
付着したパウダー粒子が呼気の水分と反応するため呼吸する度に除菌
効果が継続します。

20～30cm間隔を空けて
1・2 回スプレー

ニオイの原因は菌の繁殖なので、原因である菌を除
菌しないとニオイは消えせん。ニオイの原 因である菌
を根こそぎ取り除きます。100%ナチュラル消臭液な
ので、ニオイが気になる場所であればどこにでもご利
用いただけます。
お問い合わせは

●ふれあい課

TEL87-4250

500mlボトル

1,980円税込

アイドル通信
石田

和也さん・愛さんの四男

山本地区

いしだ

石田

はる

悠くん

（１歳９ヶ月）

質問
①ハマっていること
②よく話す言葉
③大好物
④嫌いな事または物

⑤メロメロポイント
⑥これからどのように
成長してほしいか

❶アンパンマン、掃除機
❷「はい！」
❸味噌汁

「はい

！」

❹特にないです。
❺お願いされると「はい！」と可愛く返
事してくれるところ。
❻みんなに優しく、穏やかに育ってほし
い。

２０２１年２月号
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クロスワード
パズル

Ｑ 二重マスの文字をＡ～Ｅの順

タテのカギ

に並べてできる言葉は何で

２

しょうか？

答

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

速度違反の交通取り締まりをこう
言うことも
仏様の頭の渦巻き
名を捨てて――を取る
お清めにも使う調味料
円を描くときに使います
人数確認のために――を取った
ボビンに巻いてミシンにセットし
ます
クロワッサンやコロネ、マフィン
など
コウゾやミツマタの繊維をすいて
作ります
花より団子、色気より――なので
す
三蔵法師の旅物語。堺正章主演の
テレビドラマもありました

５
７
８
９
１１
１２

Ｅ

１４
１５
１６
１７

伊藤

康子さん

山本地区

伊勢

豊子さん

峰浜地区

阿部千亜紀さん

２

体温計であるかどうか確かめます

３

理科で学ぶ動物プランクトンの代
表格

４

難関を――して大学に合格した

６

恥ずかしいときに赤らめます

９

萩本欽一と坂上二郎のお笑いコン
ビ、――５５号

１０

乳液や化粧水、パックなどを使っ
て行います

１１
１３

「元気で留守がいい」と言う人も
友人と――もない話で盛り上がっ
た

１４
１６

締切日＆プレゼント
応募締切は２月末日です。
抽選で3名の方に農協全
国商品券（２千円分）をプ
レゼントします。

円周率を表すギリシャ文字
アスパラガスやウドは主にこの部
分を食べます

63 〒018-2104

見本

山本郡三種町鹿渡
字町後

八竜地区

桃の節句に付きもののすし

広報クイズ係行

●当選者
たくさんの方からご応募い
ただいた結果、下記の皆さ
んが当選されました。
おめでとうございます。

１

ＪＡ秋田やまもと

●１月号の答え
ユキマツリ

ヨコのカギ

270

①こたえ
②JAまたは本誌へ
ご意見ご要望、
メッセージなど
住所・氏名・年齢
職業・電話番号

〈ハガキの記入例〉

足。これからも簡単に作れるお

早速作って夫婦二人で食べ大満

コーナーが大好きです。

かあさん！星五つです」

てくれてほんとうに助かりまし

した。ＪＡの共済の方がすぐ来

湯器の室外機が凍ってしまいま

います。暴風雪による停電で給

参考になり、切り取って綴って

八竜地区
Ｙ・Ｉさん

油所を利用しています。灯

いしいレシピを紹介してくださ

給
油の定期配送を利用してい

た。

八竜地区 Ａ・Ｓさん

店舗活動紹介はくらしに役

立つ情報源となっています。

い。

各

Ａ・Ｆさん

ます。安心できるので大変助

峰浜地区

子化の今日、表紙に出てく

る子ども達の笑顔を見るの

地区ごとにがんばっているなぁ

少

かっています。

山本地区 Ｒ・Ｋさん

テイホーム中クロスワード

を家族で解きました。家の

と感心します。

ス

が楽しみです。頑張ってくださ

Ｋ・Ｋさん

中できるので大変おもしろいと

琴丘地区

い。

八竜地区 Ｓ・Ｋさん

月の五ツ星を楽しみにして

います。表紙の子供たちの

２０２１年２月号

思います。

毎

笑顔に大変癒されます。「おか

あさん！星五つです」も料理の
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「お

みんなの声

インフォメーション
information #1

共済課からのお知らせ

備えは万全ですか？

１月７日の暴風雪被害にて、当ＪＡ管内では
住宅被害が１２４件、作業場被害が５９件（１月末
現在）と多くの建物が被害に遭いました。
被害に遭われた組合員、地域住民の方々には心からお見舞い申しあげます。
今回、共済課から建物更生共済をご紹介致します。
建更むてきプラスは建物をしっかりガード。実損てん補特約※を付加した場合、加入額を限度に損害の額
を保障致します。
詳しい内容については各本支店へご相談ください。
※お支払いには所定の条件があります。地震等による損害を除きます。

ＪＡ秋田やまもと
本
店
八竜支店

87-4601
85-4000

八峰支店
山本支店

76-3151
83-3001

information #2

資材センターの営業時間等の変更について

平素は生産資材事業をご利用いただき、誠にありがとうございます。
さて、当ＪＡは「働き方改革」による魅力ある職場づくりの一環として、資材センターの営業時間等を下
記の通り一部変更することといたしましたので、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。なお、変更部分
は、令和３年度は４・５月の水稲繁忙期を除き生産資材センターが第１・３日曜日休業、北部営農生活セン
ターが第２・４日曜日休業となります。
月日
平

区

分

日 営業時間
配送業務

土曜日 営業時間
配送業務

日

曜

祭

日

・

２
生産資材

月
北部営農

配送業務

生産資材

月

４～５月

北部営農

生産資材

６～９月

北部営農

生産資材

１０

北部営農

生産資材

月
北部営農

８：３０～ ８：３０～ ８：００～ ８：００～ ８：００～ ８：００～ ８：００～ ８：００～ ８：００～ ８：００～
 １６：３０  １６：３０  １７：００  １７：００  １８：００  １８：００  １８：００  １８：００  １７：００  １７：００
有

有

有

有

有

有

有

有

有

有

８：３０～ ８：３０～ ８：００～ ８：００～ ８：００～ ８：００～ ８：００～ ８：００～ ８：００～ ８：００～
 １２：００  １２：００  １７：００  １７：００  １７：００  １７：００  １７：００  １７：００  １７：００  １７：００
有

有

有

有

有

有

有

有

有

有

８：００～ ８：００～ ８：００～ ８：００～ ８：００～ ８：００～ ８：００～ ８：００～
 １７：００  １２：００  １７：００  １２：００  １７：００  １２：００  １７：００  １２：００

営業時間
変更部分

３

休

業

第１日曜日 第２日曜日
休 業
休 業
無

無

―

―

無

無

第１・３日曜日 第２・４日曜日 第１・３日曜日 第２・４日曜日
休 業
休 業
休 業
休 業
無

無

無

２０２１年２月号

無
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●概況（１２月末現在）
正組合員……………………………………４１２８人
准組合員……………………………………３４４９人
貯

金…………………………… ４１９億３５３４万

貸 出 金………………………………７０億１８１９万
出 資 金………………………………２４億５７８１万

●第１２回理事会（１月２０日開催）
議案第１号 園
 芸畜産振興積立金の助成につい
て
議案第２号 購
 買業務規程の一部変更について
議案第３号 出
 資金の減口について

information #3

ウィンターキャンペーンＷチャンス抽選

２月１日にウィンター
キャンペーンＷチャンス
の抽選を行ないました。
厳正なる抽選の結果、３０
名様にシイタケ１㎏が当
選いたしました。当選者
の発表は賞品の発送を
もって代えさせていただ
きます。

●支店相談日
開催日：３月１０日（水）
常勤役員が支店に出向き、皆様のご相談に応じ
ます。

information #4

講習会中止のお知らせ

今年度予定していた講習会の中止についてお知らせいたし
ます。

デー

●おＪＡマン日

中

実施予定日：３月１０日（水）～３月１１日（木）
職員による組合員訪問日です。

冬期農業講習会

ご 意見ご要望など、何でもお気軽にお伝え下さい。

information #6

仕出し事業からのお知らせ

先月の広報でお知らせいたしました
が、３月３１日の事業廃止に伴い、誠に申
し訳ございませんが、最終注文受付を

３月２１日（日） とさせていただきます

ので、何とぞご理解のほどよろしくお願
い申しあげます。
ふれあい課

電話０１８５－８７－４２５０

information #7

人事異動のお知らせ

次の職員が令和３年２月１日をもって
異動となりました。

森戸

陽子

【新任】信用共済部 共済課
【旧任】企画総務部付

田村

美穂

【新任】信用共済部
【旧任】信用共済部
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２０２１年２月号

八竜支店
共済課

止

新型コロナウイルスの感染が拡大する状況を踏まえ、今年
度の開催を中止させていただくこととなりました。誠に申し
訳ございませんが、何とぞご理解のほどよろしくお願い申し
あげます。
information #5

ＪＡ－ＳＳ ＪＡ一体型カード利用について
ＪＡ－ＳＳよりＪＡ一体型カードを利用しての給油につい
てのご紹介です。
ガソリン・軽油が給油時にセルフＳＳ（南部）で店頭表示
価格より２円引き、引き落としの際にもう２円引き、最終的
に４円引きとなります。フルＳＳ（北部）では店頭表示価格
から引き落としの際２円引きとなります。各支店の窓口等で
お申し込みいただければ、審査を経てカードを発行できます
ので、お気軽にご相談ください。

初年度年会費無料！
《次年度以降年会費１枚あたり（税別）…本人会費１，２５０円／家族会員４００円》

さらに①②③のいずれかに該当すれば次年度年会費も無料
です！
①年間１２万円以上のカードショッピング利用
②電気料金のＪＡカード支払い
③携帯電話料金のＪＡカード支払い
※その他詳細につきましては、各店舗窓口までお問い合わせください。
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ＪＡ秋田やまもと敷地内

●ＪＡ-ＳＳ

★

ココ！

ピースオート様●
ツルハドラッグ様●

八郎潟整備様●

２月２０日より
予約販売！

営業時間

高橋長右ェ門 秘伝

いぶりがっこ 420 円
★

２

３

４

ＪＡンビニＡＮＮ・ＡＮ

★

★

普段着のごちそう！ スタッフドチキンロール

スタッフドチキンロールの作り方
１

9：00～15：00
（３月まで）

おかあさん！星 五つです！

今 月 の 料 理

月火木金土日（３月まで）

定 休 日 毎週水曜日
毎月第３土曜日・日曜日

（税込）

●お問い合わせ先

★

八峰町栄養改善推進員研修会レシピより

①栗甘露煮の場合は少し水に
つけて洗ってから粗みじん、
クルミはみじん切り。プロ
セスチーズは７～８ミリ角
に切る。ボールにひき肉を
入れ、小麦粉を入れて少し
練ってから酒を加え練り混
ぜ、＊を加え固さ加減を見
ながら水を加えてさらに練
る。
②鶏肉をまな板にのせ厚みが
均一になるように包丁目を
入れて開き、塩・胡椒を全
体に振り、手でトントンと
抑えながら形を整える。
③皮目を上に手前２㎝あけた
ところへ①を横長に置き、
端からきっちりと巻く。
ラップで包み両端をしっか
りひねって閉じる。
④耐熱皿にのせレンジで６００
Ｗ１０～１２分加熱する。取り
出してそのまま置き、冷め
たら食べやすい大きさに
切って盛り付ける。

ワンポイントアドバイス
・蒸し器で加熱の場合、アルミホイルで巻いて３０
分蒸します。竹串を指して澄んだ汁が出たら熱
いうちに巻きすで巻いて形を整え冷めるまでそ
のまま置いて下さい
・付け合わせにクレソンや温野菜などご使用下さ
い
・タラコ炒りの醤油はタラコの塩分で調整し、青
味は三つ葉やホーレン草などでも構いません

人参のタラコ炒り
１

２

琴丘森岳I.C.→
●テラタ様

秋田
↓

←大潟村
コメリ様●

期間限定・
数量限定１００パック

●ローソン様

①人参は皮をむいて、斜
め薄切りにしてから千
切りにする。
②小鍋に人参を入れ、酒
を加えて中火弱で乾煎
りする。しんなりした
ら皮から外したタラコ
を加えて白くなるまで
炒る。仕上げに醤油を
ほんの少々加え、細く
切ったインゲンを添え
る

★

TEL.87－3002

★

★

●材料

★

【スタッフドチキンロール（４人分）】
鶏もも肉（大）…… １枚（３００ｇ）
鶏ひき肉………………… １５０ｇ
塩……………………………少々
粗挽き胡椒…………………少々
小麦粉………………………小１
酒………………………大１と½
水…大１と½（加減を見ながら）
＊栗甘露煮……………５～６粒
＊クルミ……………………３０ｇ
＊プロセスチーズ…………４０ｇ
付け合わせ：
ミニトマト、ブロッコリー、
粒マスタード、醤油など
【人参のタラコ炒り】
人参（中）………………… １５０ｇ
タラコ………………………５０ｇ
インゲン……………………少々
酒………………………大１と½
醤油……………………小⅙程度

今 月 の 先 生

女性部 八森地区
（左から）川添まり子さん
西巻 富子さん
石岡 てつさん

※出来上がった写真は２ぺージに掲載されています！

あふれる緑、大地と共に輝く未来
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