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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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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！

幸広さんの長男
えもり

江守

ひろたか

広考くん

１０歳

３月号の表紙を飾ってくれたのは、八峰地区の
江守広考くん。明るい性格で本が大好きなそう。
本を読んでは好奇心が芽生え、またさらに本を読
んで調べるそうです（笑）。今、頑張っていること
は好き嫌いしないことで野菜を食べることを心掛
けています。今年はあまり出かけられなかったの
でコロナが落ち着いたら家族で東京へ旅行するの
を楽しみにしているそうです。「明るく、たくま
しく育ってほしい」とお父さんはおっしゃってい
ました。

２０２１年３月号

2

行事報告

じゅんさい加工流通施設

新たに自動充填包装機導入
２月５日に当ＪＡのじゅんさい加工流通施設
に新たに自動充填包装機が導入されました。
この機械はじゅんさいパック詰めの一連の作
業を全て自動で行える機械で、パックへ賞味期
限を印字し、パックを開きじゅんさいを流入、
封をしてコンベアーで流します。１分間に１００
ｇパックを２０～２５袋製造可能であり、最盛期に
は一日３００ケース（１ケース３０パック）出荷で
きる見込みです。また、従来の包装機では金属で封をしていましたが、この包装
機は熱で封をするため、運搬や搬入の際にも金属探知機の影響を受けない輸送が
可能となります。

八竜堆肥流通施設

増設した堆肥流通施設完成

２月２５日に大潟村にある既存施設の隣に堆肥流通施設が完成し、
引き渡しが行なわれました。
建物内外の完成検査を行い、新設された施設を見て周りながら
排水システムや袋詰め機器などの説明などが順次行なわれました。
外構工事については雪解け後の春以降に行なわれる予定です。
前年、１０月７日より工事を開始し、２月２５日に無事完成。管内
農家の高品質な農産物の生産に向けて堆肥を生産、また、園芸団
地や積立金を活用した３００万円増額に取組む農家などに使っても
らい、地域の農業振興を図ります。
3

２０２１年３月号

特

集

ＪＡ秋田やまもとでは、ＪＡバンクアプリとＪＡネットバンクの普及を行なっています。
ＪＡバンクアプリでは、いつでも、どこでも、手軽に、口座の残高照会や入出金明細照会等が

でき、ＪＡネットバンクでは、残高・入出金明細照会に加えて、振込や税金・公共料金支払い等
のさまざまな取引を行なうことができます。
ご来店いただかなくてもお取引でき、平日の営業時間外や、土日祝日にもご利用いただけます
ので、大変便利なサービスとなっております。
ご登録方法も記載しておりますので、この機会に皆様もぜひご登録してみてはいかがでしょう
か。

２０２１年３月号
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と
●ＪＡバンクアプリの登録方法

1

STEP

の登録方法

2

3

STEP

アプリをダウンロード

STEP

必要な情報を入力

ダウンロード後、アプリをタップして
起動。画面の案内に従って、必要な情
報を入力。

「ＪＡバンクアプリ」で検
索または、QR コードから
ダウンロードページに移動。

登録が
完了したら

早速ログイン

登録したＪＡサービスＩＤとパスワー
ドを入力して、
「ログイン」をタップ。
これでいつでもログイン可能に！

完了するとこの
画面が表示され
ます

●ＪＡネットバンの登録方法

1

STEP

ＪＡネットバンクの登録

新規申込
初日

❶「ＪＡネットバンク」と検索するか、ＱＲコー
ドからホームページに移動し、「新規申込み」
をタップ。

❷画面の案内に従い、口座番号と
キャッシュカード暗証番号を入
力し、ログインボタンをタップ。

❸申込完了の画面が表示されます
ので、そのまま翌日までお待ち
ください。

ＪＡバンクアプリの
サービス画面内「ＪＡ
ネットバンクのお申し
込みはこちら」からも、
簡単に申込可能！

2

STEP

初期設定
翌日（申込完了の画面で表示された「利用開始日」）

❶翌 日、「ＳＴＥＰ２の
❷画面の案内に従い、
❷」と同じ画面へア
・ログインＩＤ
クセスし、口座番号
・パスワード
とキャッシュカード
・メールアドレス
暗証番号を再度入力。
・ワンタイムパスワード
を登録。

お困りの際や登録の仕方等でわ
かない場合は最寄りの本支店へ
お気軽に連絡をください。

5
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STEP

２０２１年３月号

本店

金融課

ＴＥＬ ０１８５－８７－４６０２

八 竜 支 店 ＴＥＬ ０１８５－８５－４０００

登録完了

これで完了です。
そのままお取引頂けます！

山 本 支 店 ＴＥＬ ０１８５－８３－３００１
八 峰 支 店 ＴＥＬ ０１８５－７６－３１５１

ニュース
チャンネル

年金無料相談会

２月７日に当ＪＡ本店と八峰支
口にて相談や手続きも随時行なっ
店にて年金受給開始を控えておら
ております。お気軽にお声掛けく
れる方を対象に「ＪＡ年金無料相
ださい。
談会」を開催しました。この相談
会は、６月と 月にも開始してお
り、今回で３回目の実施となりま
す。今回の相談者数は本店で 名、
八峰支店で７名の相談。前回同様、
社会保険労務士の方に来てもらい、
年金請求手続きや年金に関する疑
問点などについて相談して頂きま
した。参加者からは「年金の受給
について不安なこともあり、相談
で き る の は 大 変 あ り が た い 」「 年
に数回開催してもらえるのは助か
る」などの声がありました。また、
参加できない場合でも各支店の窓

農業リスク研修会

4
News

２月 日に当ＪＡ本店にて檜森
組合長と女性部との語る会が開催
されました。各地区の女性部 名
が参加。冒頭、檜森組合長より
「コロナ禍で事業の大半を中止す

る中、当ＪＡの女性部の活躍は目
覚ましいものがあり、家の光大会
での表彰は大変にすばらしいと思
い ま す 」 と 賛 辞 を 述 べ、「 こ の 会
で当ＪＡに対しての意見や要望を
忌憚なくお願いしたい」と続けま
した。語る会の中では始めに、家

組合長と語る会

員７名が参加。もともと、努力義
務であった登録品種である旨の表
示が、法改正により義務化され、
また、輸出制限や栽培地域の制限
がある場合の表示も法的義務にな
ります。店頭などでまとめて掲示
する方法は認められず、個々に
包 装 に 付 す 必 要 が あ り、「 登 録 品
種 」「 品 種 登 録 の 文 字 及 び そ の 品
種 登 録 の 番 号 」「 Ｐ Ｖ Ｐ マ ー ク 」
など明示しなければなりません。
講習会後、当ＪＡ指導員は「詳し
い内容について理解できた。今後
の組合員からの問い合わせに役立
てたい」と話していました。法改
正は令和３年の４月１日から施行
されます。

種苗法改正講習会

ＪＡ秋田やまもとでは２月 日
に八竜地区にある総合営農セン
ターにて種苗法改正による登録品
種の表示に関して、事業者向けの
講習会が開かれました。今回、こ
の講習は山本地域振興局の担当者
を招き行なわれ、営農に携わる職

▲種苗法改正の講習会の様子

１０

１５

▲本店にて年金相談をする様子

した。内容については、農作業事
故の事例について、実際に起こっ
た事故や、周りで起きた事故など
を上げ説明、また、道路交通法改
正に伴い、直装式農作業機（ロー

２月１０日
２月１７日
１７

１５

２月 日に当ＪＡ管内にある森
岳温泉ホテルにて農業リスク研修
会を開催しました。ＪＡ共済連秋
田の方を講師に迎え、農機関係者
７名、当ＪＡ職員 名が参加しま
１２

5

２月７日
２月１０日
１０

News

１１

1
News

2
News

6

２０２１年３月号

１０

タリー、ハローなど）装着時に必
要免許についての説明、農業リス
クに備える保障についても人や物
に対しての損害保障、
ケガをした時
の保障などの内容を説明しました。
今後もこう言った研修などを通し
て他業種とも情報を共有し、事故
への注意喚起、保険の重要性を広
めていきたいと思います。

会であったと話していたのが印象
的だった。組合長の姿勢が直接部
員に伝わったことが大きかった。
次年度の活動にも活かせる意見も
出され、積極
的に取り入れ
たい」と意気
込みを話し、
女性参画への
重要性が再確
認できた会と
なりました。

５０

の光にＪＡ秋田やまもとの取り組
みが掲載されたこと、当ＪＡの自
己改革として、企画審査課課長が
インタビューを受け、掲載される
ことなどを報告。その後、各地区
役員会で出された活動内容や意見、
要望を出し合い、檜森組合長が返
答、ＪＡとしての方針や、考えな
どを話されました。当ＪＡ女性部
担当は「参加者が口々に有意義な

家の光表彰

▲さまざまな意見や要望が出
されました。

の長期愛読者拡大運動に取り組
み、 部以上増部の実績をあげた
ＪＡを表彰するもので、当ＪＡは
部と大幅に上回り受賞致しまし
た。女性部員と事務局がペアにな
り、昨年の７月から普及活動を行
い、女性部の現状や秋からの活動
を再開することを伝えるなど部員
数の減少を防ぐ取り組みにも力を
入れました。
女性部部長木村弘子さんは「私
たちの小さな取り組みが全国規模
で認めてもらえたことがとてもう
れしく、部員のモチベーション向
上にもつながる賞だと思っており
ます」と喜びを語りました。

６５

色彩選別機講習会

２月２２日
２２

6
News

▼表彰状を受け取る檜森組合長

２月 日に秋田市にあるＪＡビ
ルにてＪＡ秋田中央会の斉藤一志
会長より「家の光愛読者拡大実績
表彰」を受け取りました。家の光

２０２１年３月号

7

繁期に向けての準備を滞りなく進
めて行っていただきたい」と話し
ていました。

▲南部農機センターでの色彩選別機の講習会の様子

２月１０日

２月 日に八竜地区にある南部
農機センターにて色彩選別機の講
習会を開催しました。組合員 名
が参加し、選別機メーカーのサタ
ケの方が講師を務め、運転確認の
手順や点検の仕方、注意点などを
解説。エラー発生時の対処の方法
や非常時の運転解除についても詳
しく説明しました。また、当日参
加者限定で色彩選別機有料点検を
申し込まれた方のみですが、点検
時における部品交換料を無料で実
施 す る こ と を 伝 え 終 了 し ま し た。
農機課の藤田課長からは「使用後
の点検・整備が大事ですが、故障
などが疑われる場合は気軽に農機
課に相談してほしい。この後の農
１７

▼農業リスク研修会の様子

3
News

JA秋田やまもと

八竜支店

「広げよう！ 協同の絆」

各店舗活動紹介
vol.15

住所：〒 018-2401

秋田県山本郡三種町鵜川字西鵜川 11-4

TEL：0185-85-4000
職員数：６名

FAX：0185-85-3400

支店長：三浦高広

●防犯訓練を実施
八竜支店で秋田県能代警察の協力を
得て防犯訓練を実施しました。

●顔出しマンスの取り組み
信用共済部で実施している訪問活動。組合員
宅を訪問、声掛けし、相談や要望がないか一軒
一軒聞いて回ります。正、准組合員の顔を知
り、職員自身も覚えて貰う為の職員教育の一環
も担っています。

●お客様感謝デーを実施
２月１５日に４店舗の窓口にて来店されたお客
様にお菓子の詰め合わせをプレゼントしました。
２月１日付けで本店共済課から八竜支店へ異動となりま
した、田村美穂です。
八竜支店に戻ることになり、組合員の皆様にまたお世話
になることとなりましたのでよろしくお願い致します。

八竜支店

田村

美穂
２０２１年３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！
⃝ミクマオート⃝

能代市朴瀬字村下大川反５８
TEL ０１８５－５３－３３８４

⃝ホンダヤマシナ㈱能代店⃝
能代市河戸川字谷地４３－１
TEL ０１８５－５５－０００８

自動車共済クルマスターのご紹介です。
クルマスターなら、 保障もサービスも、 安心・充実！

必要な保障をムダなくそろえた自動車共済です。

相手方への保障、ご自身とご家族の保障、お車の保
障、レッカー・ロードなど頼れるサービス、お得な
掛金割引と幅広くカバーします。
お気軽にご相談ください。

9

２０２１年３月号

八峰支店

担当ＬＡ 武田

絵美

ふれあい課情報

エ ー コ ー プ 銘 茶 予約注文開始 ！！
お気軽にお問い合わせ下さい ！
エーコープ銘茶は、まろやかな旨味を引き出す
深蒸製法のお茶とさわやかな香りを生かす
伝統製法のお茶を、熟達した技術でブレンドしています。
茶葉はすこし細かくなりますが、
この細かな茶葉こそ旨味の素です。

この包装は、光・水・空気を通しません。
しかも真空後、窒素ガスを充填していますので、開封されるまで新茶の風味を保てます。

一口メモ

今年度も残すところあと１ヶ月で
す。そんな中、早いもので新茶の予
約注文もスタートしました。お茶は
健康や美容にも良いとされ、他にも
食中毒や虫歯の予防、血圧降下、血
糖値抑制など様々な効能があると言
われています。ご注文される場合は、
ふれあい課や最寄りの各店舗、また
は職員までお問い合わせ下さい。

開封後の保管

開封後は、茶葉にとって大敵の高温多湿を避けるため、
冷暗所に保存の上、早めにお召し上がり下さい。また、
夏場に１ヶ月以上保管する場合は、茶筒や茶袋をビニ
ール袋に入れ冷蔵庫に保管することをおすすめします。

銘

白翔

柄

（規格）

１㎏

（１６７ｇ×６本）

松楽
１㎏

（１６７ｇ×６本）

玉翠
１㎏

（１６７ｇ×６本）

宝玉
１㎏

（１６７ｇ×６本）

組合員様
21,600円 16,200円 12,960円 10,800円
税込価格
（本体価格） （２０，０００円） （１５，０００円） （１２，０００円） （１０，０００円）

白楽

プレミアム紫鳳

紫鳳

瑞緑

１㎏

（抹茶入煎茶）
１㎏
（１６７ｇ×６本）

（１６７ｇ×６本）

（１６７ｇ×６本）

8,640円

6,912円

6,480円

5,400円

（８，０００円）

（６，４００円）

（６，０００円）

（５，０００円）

（１６７ｇ×６本）

１㎏

１㎏

●お問い合わせ

ＪＡ秋田やまもと
本

店

TEL.87-4600

八 峰 支 店

TEL.76-3151

八 竜 支 店

TEL.85-4000

ふれあい課

TEL.87-4250

山 本 支 店

TEL.83-3001

２０２１年３月号
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福祉事業所だより

八峰町「生きがいデイサービス」（２月２４日）
２月２４日に八峰町の峰栄館で「生きがいデイサービ
ス」を開催しました。
この日は、恒例の彼岸花作りを行ないました。毎年
作っていることから皆さん、手慣れたもので次々と花
をつくり上げました。来月は、春野菜作り講習会を開
催します。体調に気を付けて来月もがんばりましょう
と帰路に着きました。

▲彼岸花作りの様子。

▲皆さん元気に楽しく作りました。
・・・介護等に関するご相談・お問い合わせは、福祉事業所までご連絡下さい。

●福祉事業所

TEL.72-2040

アイドル通信

山口

どうし

て？

❶ディズニープリンセス
❷どうして？
❸いちご、肉
❹鬼
❺解読不可能な文字で手紙を
書いてくれる♡
❻明るく優しく成長してほしいです。
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２０２１年３月号

駿平さん・由子さんの長女

八峰地区

やまぐち

山口

あこちゃん

（３歳６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

ストップ！農作業事故

人間工学専門家●石川

心身諸機能の低下と共存する工夫

高齢化に伴って、心身諸機能が低
下してくることは避けられません。
しかし、低下を抑制する工夫や、体
づくりをすることによって、重労働
でなければ、事故に遭う確率も低下
させることができます。
高齢化を認識するのは、体力、視
力、聴力の低下と腰痛の発症です。
腰痛は、後天的なものと先天的なも
のがありますが、背筋と腹筋を鍛え
ること、不自然な姿勢で物を持ち上
げることを避けることが一番です。
どんな重さの物でも腰を落として膝
を曲げ、良い姿勢を保ちながら力を
入れることを習慣付けましょう。
加齢に伴って、疲労の発現が遅く
なり、回復にも時間がかかるように
なります。疲れを感じなくても作業
後は多くの時間を疲労回復に充てま
しょう。つまみを取りながらの適量

文武

のアルコール摂取、適温での入浴は
肉体疲労の回復に役立ちますが、農
薬散布作業後のアルコールは禁止で
すし、週に１度は休肝日を設けま
しょう。精神的な疲労回復には、読
書などが良いでしょう。
休息によって疲労が回復できると
きは良いのですが、疲労が取れず体
のあちこちに愁訴を感じるときは、
どこかに異常が起きている信号で
す。健康管理は「自助」の筆頭です。
「つい忙しくて」「自覚症状がある
けど医師に宣告されるのが怖い」な
ど、後ろ向きの理由で健康を損ねる
ことが中年以降の方の特徴です。定
期健康診断を１年の予定に組み込み
ましょう。
疲労回復と体力維持にはストレッ
チ体操が有効です。１日 分のラジ
オ体操と、ストレッチ体操を行うこ
とが大切です。ストレッチは、弾み
をつけて筋肉を伸縮させるのではな
くゆっくりと行うのがお勧めです。
高齢化による体力低下は徐々に進
行するので本人は気付きにくいかも
しれませんが、周囲の人から見れば、
ばれてしまっています。無理をせず、
自分に合った農作業に取り組み、事
故を起こさないように行動してくだ
さい。
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２０２１年３月号

私の食育日記

おうちでお 米 作 り
食育インストラクター●岡村 麻純

うな状態でつながれているため、独
子どもたちの幼稚園には田んぼが
あり、土作りから、田植え、稲刈り、 特の粘りが出ます。でんぷんを多く
含む物は、この割合によって食感が
脱穀、そして最後は作ったお米での
変わります。例えば、ジャガイモよ
餅つきまで、体験させてくれます。
りサツマイモの方がアミロペクチン
昨年は田植えの大切な時期に幼稚園
の割合が多いため、ねっとりとした
がお休みだったため、なんと苗が配
粘りがあります。
られて、自宅のバケツでも栽培する
わが家の苗は、秋に向けて背が高
ことに。毎日白いご飯をいただいて
くなり、まだかまだかと待っている
おりますが、お米の作り方、その前
とある日急にきれいな緑色の実が付
にお米について知らないことがたく
いていました。子どもたちは大喜び。
さんあると感じました。
その後黄色くなり、穂先がたらんと
息子がもらってきた苗は餅米でし
お辞儀をしてきたので、稲刈り。ほ
た。普段食べているうるち米はでん
んのわずかな量ですが、おうちでの
ぷんの成分であるアミロースとアミ
ロペクチンが約２：８の割合ですが、 稲刈りはまた新鮮さがありました。
餅米は１００％アミロペクチンです。 そして、逆さまに干して、その後が
大変。家には専用の物はないので、
アミロースは、グルコースが直鎖状
脱穀・もみすりは１粒ずつつまんで、
につながっていますが、アミロペク
剥がしてみました。もみの中から玄
チンはグルコースが枝分かれしたよ
米が出てくると、子どもたちにはお
米ができた感動があったようです。
米という漢字は数字の八が二つ
合わさっていて、お米を作るのに
八十八もの手間がかかるからといわ
れているそうです。また、もみ１粒
から茶わん１杯分のお米ができる
ということも知って、あらためて、
「お米って１粒ずつで見てあげない
とね！」とお茶わんの中の１粒を大
切にしてくれるようになりました。

１０

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
しょうか？

答

Ａ

Ｂ

Ｄ

Ｅ

２

お稲荷さんのお使いです

１

５

小さな子どもに読み聞かせること

東京の桜の名所。西郷隆盛像があ
ります

も

２

ランチュウやコメットはこの一種

７

一を聞いて――を知る

３

ドライバーで締めたり外したり

９

ひいて木を切ります

４

威力があって速い球のこと

１１

赤、白、八丁といえば

６

ムジュンのムが表す物

１２

授業が始まる前に鳴ります

８

矢をつがえます

１４

４月１日のエイプリルフールには

１０

スマホの検索――を削除した

ついてもいいとか

１３

うずら豆は、――豆の品種の一つ

１６

金太郎は長じて坂田――となりま
した

１５

靴を数えるときに使う言葉

１８

にっこりするとへこみます

１７

１０００㎏は１――です

２０

精製してガソリンを作ります

１９

漢字で書くと木瓜。美しい花が咲

２１

日光市の景勝地の一つ、――の滝

金子美褒子さん

山本地区

加藤裕美子さん

琴丘地区

工藤

締切日＆プレゼント

63 〒018-2104

応募締切は３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。

広報クイズ係行

八竜地区

く植物です

見本

禮子さん

山本郡三種町鹿渡
字町後

●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。

です

ＪＡ秋田やまもと

●２月号の答え
シユンミン

Ｃ

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〉

みんなの声
農
業を支える女性をいつも感
目的を持って出来ることがすば

Ｋ・Ｚさん

らしいですね。

峰浜地区

心して見ています。すごく

頑張っている女性が多いなぁと

元気付けられます。

八竜地区 Ｍ・Ｋさん
学校でいろいろな体験教室

ていることがよくわかります。

を企画して食育に力を入れ

農体験教室の活動に驚きま

子どもたちもプロから教えても

各

した。植える、育てる、収

らえるので心にひびくと思いま

食

穫する、作る、食べる、子ども

Ｙ・Ｍさん

す。
琴丘地区

の心に記憶として残り、将来一

人でも多く農業に携わってくれ

たらと願うばかりです。

山本地区 Ｔ・Ｉさん
月の料理いつも楽しみに見

ています。レシピを見なが

ら作り、夕食の食卓に上がるこ

今

らいふのツーショットの優

ともあります。家族にも好評で

Ｙ・Ｋさん

しそうな笑顔をみてホット

す。
山本地区

２０２１年３月号

農

しています。にんじん食べてみ

八竜地区 Ｍ・Ｓさん

月楽しみにしています。農

業を支える女性ではいきい

たくなりました。

毎

きと夫婦で農作業をしている記

事が良かったです。年を重ね、
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インフォメーション
information #1

家の光からのお知らせ

information #2

菌床しいたけ廃ホダ譲ります。
菌床しいたけ収穫後の廃ホダを無料でお譲り

致します。
旧峰浜地区には、生産者の配送も可能です。
他地区の方は、自己引取でお願い致します。
一回の取扱量については、軽トラック１台分
から（約２００㎏～２５０㎏）とさせていただきま
す。
【使用方法】
畑への鋤き込みなど。

●引取時期や場所等の詳しい内容については、

北部営農センター（電話76－3152）
へ連絡をお願い致します。
担当（伊藤、福田）まで
２０２１年３月号
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information #3

●概況（１月末現在）

ふれあい課からのお知らせ

正組合員……………………………………４１１２人
准組合員……………………………………３４４５人
貯

令和３年４月１日より、生活事業の取扱い窓口が変更とな
ります。

金…………………………… ４１４億１７２１万

貸 出 金………………………………６９億２８７１万
出 資 金………………………………２４億５７８１万

米の新規窓口
営農販売課

●第１３回理事会（２月２５日開催）
議案第１号 職
 制規程（別表１組織の構成）の

生活用品の新規窓口

一部変更について
議案第２号

令和３年度役員報酬総額について

議案第３号

令和３年度事業計画について

生産資材センター

ＴＥＬ ８５－４１００

※ご不明な点やご質問がございましたら、下記お問合せ先へ
ご連絡お願い申し上げます。
【お問合せ先】ふれあい課 ０１８５－８７－４２５０

議案第４号 中
 期３ヵ年ローリング計画につい
て
議案第５号 臨
 時総代会の開催及び付議事項に
ついて

information #4

人事異動のお知らせ

●支店相談日
開催日：４月９日（金）

次の職員が令和３年２月９日をもって異動となりました。

常勤役員が支店に出向き、皆様のご相談に応じ

佐々木

ます。

【新任】信用共済部
【旧任】信用共済部

デー

●おＪＡマン日

実施予定日：４月１５日（木）～４月１６日（金）

後藤

職員による組合員訪問日です。

誠

信用共済部長兼共済課長
信用共済部長

早苗

【新任】企画総務部付
【旧任】信用共済部 共済課長

ご 意見ご要望など、何でもお気軽にお伝え下さい。

information #5

ＴＥＬ ８５－２１２１

ＪＡ秋田やまもと給油所便り

◆ 南部地区・北部地区給油所の定休日の変更について ◆
日頃燃料事業をご利用いただき、誠にありがとうございます。
この度、当ＪＡでは「働き方改革」による魅力ある職場環境づくりの一環として、令和３年度４月１日よ
り給油所の定休日を、下記の通り変更することと致しましたので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

変更後

変更前

南部地区給油所

北部地区給油所

八竜セルフ

第３日曜日

➡

第１日曜日、第３日曜日

山本セルフ

第２日曜日

➡

第２日曜日、第４日曜日

琴丘セルフ

第１日曜日

➡

第２日曜日、第４日曜日

八森給油所

第３日曜日

➡

第１日曜日、第３日曜日

峰浜給油所

第１日曜日

➡

第２日曜日、第４日曜日

灯油・
軽油配達等の
問合せ
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２０２１年３月号

八 森 給 油 所 ☎７７－３００３
峰 浜 給 油 所 ☎７６－３１５３
山本セルフ給油所 ☎８３－２７０３

八竜セルフ給油所
琴丘セルフ給油所

☎８５－２７７５
☎８７－２００４

高橋長右ェ門 秘伝
（税込） 残りわ
ずか

ＪＡ秋田やまもと敷地内

着色料・甘味料・保存料無添加。
初代「いぶりんぴっく」チャンピオン。
砂糖を使用せず糀だけで熟成４か月。
八峰町の塩で漬込みました。

大根のしょうゆ漬け
180 円
キムチ
（白菜）200 円
（大根）220 円

ツルハドラッグ様●

八郎潟整備様●

営業時間

（税込）

ココ！

ピースオート様●

←大潟村
コメリ様●

「がっこ」充実の
ラインナップ！

●ＪＡ-ＳＳ

★

●ローソン様
琴丘森岳I.C.→
●テラタ様

秋田
↓

め

す
おす

↑能
代

いぶりがっこ
420 円

月火木金土日（３月まで）

9：00～15：00

定 休 日 毎週水曜日
毎月第３土曜日・日曜日

（税込）

（３月まで）

（税込）

★

★

●お問い合わせ先

ＪＡンビニＡＮＮ・ＡＮ

おかあさん！星 五つです！

今 月 の 料 理

★

じゃがいも・わらびを使った２品

スピードツナじゃが
１

★

２

３
ワンポイントアドバイス

①皮をむいたじゃがいもは ②鍋に①をすべていれ ③じゃがいもが煮える
大きめの一口大、人参は
て麺つゆと水を加え
まで蓋をし、煮えた
乱切り、玉ねぎは繊維に
最初強火から中火弱
ら蓋を外して水分を
沿って大きめの半月切り で煮込む（ツナは汁
飛ばす
にする。春雨は戻し、ツナ
ごと）
缶の汁を少し捨てておく。

わらびの煮物

＊乾燥わらびの戻し方＊

１

２

鍋に水と乾燥わらびを入れ手 ①わらびと同じくらい ②調味料を入れて味を
でもみ再度水を取り換えて火
の長さに材料を切り
調えてさらに煮込み
を入れる。これを３～４回繰り 揃え、サラダ油を敷
最後にごま油を回し
返し、最後火を止めて蓋をし
いた鍋にわらびから
かけ味を含ませる。
ておく。わらびの表面のしわ
順に炒めていく。
が無くなり、ふっくらしてくる。

あふれる緑、大地と共に輝く未来

・肉じゃがをよく作りますが、たま
には味を変えたくて作りました。
・ほったらかし料理なので、あまり
かき回さないように。春雨が汁
を吸い美味しく仕上がり
ますよ。

★

TEL.87－3002

★

★

★

●材料

【スピードツナじゃが（４～５人分）】
シーチキンＬ…………… １缶（１４０ｇ）
じゃがいも……………………… ４個
人参……………………………… １本
玉ねぎ…………………………… １個
春雨……………………………… １００ｇ
麺つゆ（３倍濃縮）……………… 大３
水………………………………… ２００㏄
【わらびの煮物】
わらび……… ２５０～３００ｇ（３㎝に切る）
たけのこ缶……… ３号缶半分くらい
しいたけ………………………… ３枚
ごぼう…………………………… ½本
突きこんにゃく………………… １袋
人参…………………………… 小１本
ちくわ……………………… ２～３本
さつま揚げ………………… ２～３枚
サラダ油………………………… 少々
酒………………………………… 大２
砂糖……………………………… 少々
醤油……………………………… 大３
いの一番………………………… 少々
ごま油…………………………… 適量

今 月 の 先 生
ワンポイントアドバイス
・あまり煮込み過ぎず歯ごたえを残
した方が美味しいです。
・調味料の量は味をみながら調整
し、一味の辛みを加えてもいい
ですね。
女性部

髙松

山本地区

薫さん

※出来上がった写真は２ぺージに掲載されています！

編集発行：ＪＡ秋田やまもと企画審査課 印刷：㈱全農ビジネスサポート秋田支店
〒０１８－２１０４ 秋田県山本郡三種町鹿渡字町後２７０ TEL.０１８５－８７－４６００ FAX.０１８５－８７－４２００
【ホームページ】 http://ja-a-yamamoto.jp/ 【E-mail】 kouhou@ja-yamamoto.jp

