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あおい

葵ちゃん

9才（左）

紗瑛ちゃん

6才（中）

彩都ちゃん

4才（右）

さえ
さと

長女の葵は工作が得意でいろんな手作りのプレゼント
をくれます。人の喜ぶ顔が大好きなようです。次女の紗
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います。三女の彩都は食いしん坊の愛されキャラ。食べ

12

青年部だより／女性部だより

始めると止まりません。紗瑛と彩都が繰り広げる寸劇は

13

福祉だより／理事会開催報告

14

クロスワードパズル／ふれあい伝言板

15

ＪＡからのお知らせ

瑛はダンスが大好き。いつも踊ったり側転をしたりして

笑いをこらえるのに必死です。
女の子３人とは思えない騒々しい毎日ですが、このま
ま元気でのびのび育ってほしいです。でもあんまりケン
カはしないでね。

編集後記「灯台」

（お父さん：龍さん

お母さん：明子さん）

道

なかった私としては︑嬉しい事

凛として

た︒自分の進路を選ぶ事が出来

食べた︒日々の忙しさに追われ

でもあるが︑後継者不足に悩む

一年ぶりにばんけの天ぷらを︑

る中で︑春の訪れを感じた時で

しかし正直な思いとしては︑

農業界に身を置く者としてはち

と別れの季節である︒我々の時

数年︑社会の厳しさを経験後︑

あった︒

代は︑夜汽車で上京する友を駅

農業に従事した方が良い結果に

ょっと残念な事でもある︒

に見送りに行ったものである︒

繋がるのではないかと思ってい

四月といえば︑様々な出合い

雪が舞う中︑手を振る情景はま

り我々の農業界に転職して頂け

る︒今後︑様々な業種の方々よ

当時は︑農家の長男は後を継

る様な魅力ある鶴岡市の農業の

さしく歌の世界であった︒

ぐのが当たり前であり︑又︑そ

姿を確立する事が︑後継者不足

茂一

の事に対して本人も周りの人間

佐藤

解消の近道なのかも知れない︒

代表理事組合長

も︑疑問に思うことはなかった︒

それが今は時代の移り変わりに

よって︑農家の長男も自由に自

分の道を︑選択出来る様になっ

組合長コラム

2

若丸の作付計画について教

えて欲しい︒

成等の考えはあるのか︒

おいしい米の安定的生産には土

年産からの一般作付を目指し︑県

り肥料の共同散布に対し︑一定の

ら︑土壌改良材や堆肥等の土づく

づくりの継続が重要であることか

産米ブランド推進課が県全体の作

支援を行っています︒コンポスト

実需の反応を見ながら︑平成

付計画を立てていく予定となって

を使用した共同散布の場合も︑同

います︒平成

の試験栽培を行います︒将来

的には︑新潟コシヒカリ並みの価

格帯での良食味米を目指していま
す︒

業支援室の中期計画に﹁新

規就農者への支援を強化し

年度に新規就農者研修受

ます﹂とあるが︑どう強化するの

か︒

平成

年度には経営アドバイザー

﹁はえぬき﹂の評価が下がるもの

果をふまえ︑今回のAランクで

就農者への情報提供や各種相談対

を配置し︑訪問活動等による新規

のように取り組んでいくの

い︒

年からの農協の対応策

年からの需要に応じた米生産

や指針を早めに出して欲し

成

談を充実していきます︒

象者の拡大等を図りながら個別相

応を行っています︒今後は訪問対
ます︒

か︒

施設老朽化が進み︑効率的な方

30

指し︑経理の一元化を入り口とし

多いのですが︑米産地の確立を目

大きく異なり︑すり合わせ事項も

施設間では利用率や品種構成等が

してゆくことになり︑農協として

後は本市農業振興協議会でも検討

検討をすすめている段階です︒今

の方向について︑現時点では県が

農業所得の向上と地域農業の発展

は︑本市協議会との協議を踏まえ︑

ンポストは︑土壌改良材の

という視点に立って対応策を整理

て再編の検討を進めてまいります︒

法を探している状況にあります︒

平

30

乾施設の再編について︑ど

ではない︑との評価を頂いており

平成

立し支援体制を整えてきました︒

け入れ協議会を鶴岡市とともに設

27

えぬきが特Ａからランキン

グが下がったが︑影響はあ
るのか︒

年連続で特Aを獲得してきた

様と考えております︒

年産はJA鶴岡で

30

実績や︑これまで利用している結

農

28
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ように散布拡大に向けた助
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ご意見・ご要望への回答集
平成28年度下期集落座談会

３月３日〜１０日の期間、集落座談会を開
催しました。
皆様より頂いたご意見・ご要望について、
主なものを抜粋して掲載します。

米出・下柳原

平成28年度下期集落座談会

してまいります︒
だちゃ豆は地理的表示保護

運営に必要な品目に限定して出品

限がなく︑協力会員は産直店舗の

Ａでも実績のある業者をはじめ3

す︒運送業者については︑他のＪ

ため︑運送業者に依頼しておりま

している積載車では過積載となる

することができ︑出荷制限を行う

社と交渉し価格の折り合いのつく

正会員は原則として出品品目に制

場合があります︒

は︑正組合員加入いただくようお

のための料金を基本とし︑整備の

2月広報でお知らせの通り︑移動

2社を取引業者に指定しています︒

願いしております︒正組合員加入

伴うものについては値引きするな

現在︑正組合員でない方の場合

については今年の産直館全体会議

どの配慮をしています︒

また︑業者へは︑前日の夕方ま

で説明し︑欠席者には文書で連絡

していますが︑今後とも周知徹底

など︑スーパーなどと同様

直館でも︑ポイント３倍日

ています︒

されるため︑対応について検討し

運搬については難しいことも想定

でに連絡する必要があり︑至急の

のサービスを企画してもらいたい︒

油の定期配送は︑電話が必

してまいります︒

度より県レベルのＧＡＰを行って

産直館では︑毎週月曜日を﹁ポ

計画か︒

計画しています︒共選のイメージ

います︒高度なＧＡＰについては︑

園芸品目については︑平成

として︑生産者は脱莢・粗選別し

だが︑どのような方法・何台で配

年度は試験的な取り組みを

たものをそのままＪＡ選果場に搬

輸出等内容を検討しながら推進し
イント２倍デー﹂とし︑また大き
ていくことになります︒関連して︑ な イ ベ ン ト で は ポ イ ン ト 3 〜 5 倍

要な場合もまれにあるよう

達しているのか︒

担当エリアを設定して配送してお

配送車両は５台あり︑車両毎に

JAカード決済でお買い物すると

ります︒

今年４月から２年間は︑産直館で︑
直館の会員の資格区分によ

請求時に５％割引の特典がありま

ついても検討してまいります︒
る出品品目の制限の違いな

すので是非ご利用ください︒これ

す︒

どについて周知し︑会員の組合員

らの企画についても︑広報︑チラ

荷に柔軟に対応する計画です︒将

得に対する応益的な意味合いから︑

る営農指導の必要性と産直施設取

目について教えてもらいた

加入について徹底すべきである︒

来的には機械による計量・袋詰め

平成

年度から産直会員﹁申し合

を検討しています︒また︑さやい

するとのことだが︑詳しく

型農機の運搬を業者に依頼

シ等によりさらに周知いたします︒

の到来による使用量の変化や灯油

に巡回しておりますが︑急な寒気

使用量に応じたサイクルで定期的

ーターをもとに配送日を予測し︑

大型化が進み︑自重

ｔをわずか

料農薬で︑同じ成分なのに

こまめに巡回してまいります︒

受けられることもありますので︑

残量の判断について︑個人差が見
わせ事項﹂により︑正会員は正組

教えてほしい︒

んげんについても検討してまいり

合員とし︑正会員以外を協力会員

4.0

コンバインについて近年高性能
ます︒
後どのように推進していく

ＡＰの取り組みについて今

として区分しています︵現在︑
に超える５条・６条刈のコンバイ
﹁産直館店舗運営要領﹂に規定︶︒ ン が 出 て き て お り ︑ 当 農 協 で 保 有

大

各メーカーで値段にばらつ

肥

21

定期配送システム抽出の実績デ

共選の試験稼働に伴い︑だだち

産直品の生産︑品質維持に関す

産

い︒
ゃ豆から実施し多様な量目での出

ッケージセンターの取扱品

灯

平成

入し︑ＪＡで選別以降の作業を請

産

の企画も行っています︒さらに︑

東京オリンピックへの食材提供に

年

林崎

28

け負うという内容を想定していま

など検討事項が多くありますので︑

作業性やコスト計算︑利用料金

説明してもらいたい︒

豆の共選の具体的な内容を

しております︒

で︑現状は登録しない方向で検討

標権の効力との関係がありますの

保護制度︵ＧＩ︶については︑商

だだちゃ豆における地理的表示

ないのか︒

制度︵ＧＩ︶の登録を行わ

だ
枝
29
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座 談 会 回 答

きがあるのはなぜか︒

新規取得時の支援の充実も希望する︒

員の水稲播種作業の手伝い

度まで取り組んでいた﹁夏期限

また︑ラウンドアップの現商品は

定！パイプハウスキャンペーン﹂

ついては︑職員が直接組合員へ出

について詳しく教えてほし

ンパカレールは第一世代のマック

の取り組み要件を︑支援拡充を目

向き︑作業を通じ農家の皆様との

新規取得キャンペーンは︑昨年

原体により製造コストが違うため︑
スロードのジェネリック剤です︒

年度中の開始に

第四世代となっておりますが︑コ

成分での価格比較が困難な場合が
各資材店舗に商品陳列しておりま

的に見直し平成

い品目があるので︑対象品

の肥料で秋に自己取りした

内容を検討中です︒なお︑内容が

向け︑園芸特産課と生産資材課で

施します︒

交流を深めることを目的として実

この度の播種作業のお手伝いに

い︒

あります︒そのため︑同様の事例
すのでご利用願います︒

料予約で不足時の追加分が

たときにポイントが付くの

行センターでは︑どういっ

齢については︑ご指定できません

らせていただき︑職員の性別・年

作業については︑播種作業に限

決定次第お知らせしてまいります︒

価格にはならないか︒

扱いがないと対応できないのが現
状です︒平成

はありませんし︑参加職員は長

﹂を取り扱う予定

けさらんツアーの募集チラシに︑

今後も多様な企画旅行を提案し

てまいりますのでご理解下さい︒

人の配当は構成員の給料の

供給価格については︑製品の市販

のメイン化を図る目的のもと手数

農業法人の場合でも雇用者への給
登録が取れているか︒

ウスの老朽化が進んでおり

口取引の割引制度もあるのでそち

連絡いたします︒

様には︑派遣の有無も含め必ずご

申し込みいただいた︑農家の皆

また︑派遣に際しての費用負担

のでご了承をお願いします︒

べての商品を当用価格にて供給さ
状苦土石灰Ｍ

付与ポイントが掲載されているも

靴・手袋・弁当を持参いたします︒

か︒

せて頂いております︒追加予約を

です︒更に︑需要に応じて品目追

のに限定されます︒

年度は新たに﹁粒

ご希望の場合は︑お手数をおかけ

加を検討いたします︒
岡コンポストは︑鶴岡市か

産資材の満車直行対策は︑

もっと安くするなど︑利用者へ還

インバンクであれば給与振込と同

ようなものと思うので︑メ
鶴岡市コンポストセンターは︑

じように手数料を免除する配慮を

をいたします︒また︑効率的な荷

数量の確保︑農業生産への利用拡

料で管理・運営を行っております︒ 願いたい︒

鶴岡市から一定の基準による受託

らの受託事業であるのなら︑

いくら値引くのか︒また︑

元することは出来ないか︒

トン満車単位で1ヶ所降
円︵ 税 込 ︶の 値 引 き

降ろしが可能な機械︵フォークリ

料免除を行っております︒また免

給与振込は個人に対し口座取引

フト︶
・作業員等が必要となります︒ 大 に よ る 製 造 量 の 拡 大 と コ ス ト の

除しないと毎月発生するため振込

なお︑対象品目については︑需

者負担も大きくなり︑配当振込と
形状の改良︵ペレット化︶につい

与振込は免除になります︒また大

は多少事情に差があると考えます︒
草剤のコンパカレールは︑

ての研究を行います︒

また︑利用拡大を図るため製品
ラウンドアップと同内容の

要に応じて毎年度追加を検討しま
す︒

いります︒

低減を前提に見直しを検討してま

ろしの場合︑

肥料

等の準備は必要か︒

供給を受ける側でフォークリフト

出願います︒

いたしますが再度予約申込書を提

予約数量以外の追加数量は︑す

自己取り品目は一定数量以上の

目を増やしてもらいたい︒

せ願います︒

がある場合は資材課にお問い合わ

肥料の場合は製造原料︑農薬は

職

定価で請求されたが︑予約

29

らのご利用をお願い申し上げます︒

ハ

長寿命化支援だけではなく︑

茨新田

法

10 29

鶴

86

10

登録内容は随時更新されます︒

5

旅

春

肥
生
除

回花き振興部会総会

第５回あぐりセミナー

需要にこたえる産地へ

西郷砂丘畑振興会通常総会

減農薬・ばか苗病対策として

大泉育苗組合温湯消毒作業

大泉育苗組合では水稲種子の温湯

減塩味噌作りに挑戦！

NEWS ＆TOPIX
第

販売額５億８千万円を目指す
日に鶴岡市農

消毒作業が︑３月初めから作業を開

ＪＡ鶴岡は︑2月
村センターを会場にＪＡ鶴岡あぐり

日︑

回総会を東京第一ホテル鶴岡で

始︒今年は約３００㌶にあたる︑

JA鶴岡花き振興部会は2月
第
セミナーを開き︑市内在住の女性

足が秋冬品目の収量・品質に大きく

ムを営む伊藤稔さんを講師に迎え︑

マに︑市内で有限会社いとうファー

管用シートまで徹底して消毒し作業

病が多発︒今年度は︑消毒機械や保

昨年は︑ＪＡ鶴岡管内でもばか苗

量約１㌧が消毒されている︒

影響し︑販売見込み額は前年対比

伊藤さんの畑で収穫された無農薬栽

ー体制強化︑相場に左右されにくい

産の構想をはじめ︑生産技術フォロ

混ぜ合わせていた︒完成した味噌は

１粒手で潰していき︑塩と麹とよく

参加者たちは︑茹でた大豆を１粒

西郷砂丘畑振興会は３月３日︑西

ので︑保管場所を徹底して欲しい﹂

はばか苗菌が付着する可能性がある
郷支所で第

０１７年度の事業など４議案が承認
された︒
年度は︑山形県版ＧＡＰに取り
組むなど︑安全安心に配慮した生産
活動に取り組んだほか︑メロンにつ
いてはふるさと納税の返礼品需要に

も対応し安定した単価で販売された︒
また︑秋野菜についてもおおむね順
調に生育し︑ミニトマトは過去最高
の販売額となった︒
年度も安全安心な生産活動に引
き続き取り組み︑需要にこたえる産

と語った︒

回通常総会を開き︑２
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一つずつ丁寧に⁝

阿部

て５年︒年々試行錯誤し︑今ではある程
度安定した収量が生産できるまでになり
ました︒大豆栽培は︑手をかけた分だけ
結果として返ってきます︒６月から２月
までと作業期間は長いですが︑今やるべ

﹃ 鶴岡から世界へ﹄

誠
さん

します︒年齢と体重には勝てず毎度ふが
園芸特産課 販売係として主に加工品の

さん

上林

本年度︑伊勢横内の生産組合長をさせ
いない結果でも︑好きで何度も通ってし
販売・新商品開発の業務を担当しており

伸
き事を一つずつ確実に取り組んでいきた

ていただく事になりました︒諸先輩方の
まいます︒今回がダメでも前回よりも１
ます︒JA鶴岡管内には全国でも知名度

園芸特産課
販売主任

お力添えを頂きながら私なりに精一杯全
個進めた！この繰り返しです︒﹁焦らず
が高い季節限定の素晴らしい農作物があ

伊勢横内
いです︒

うするつもりでおります︒
目の前の事を一つずつ⁝さすれば必ず目
ります︒それを原料として作られた加工

私は娘を連れて趣味でクライミングを

仕事では︑﹁農事組合法人IWC﹂で
標にたどり着ける⁝﹂この言葉を信じて
岡をより知って頂けるものと感じており
ます︒最近では一部の品目において海外
輸出への取り組みも行われており︑国内
のみならず世界でも高い評価を頂いてお
ります︒今後も組合員の皆様と目標を共
有し︑JA鶴岡の職員として責任と誇り
を持ち︑業務に邁進して参ります︒
私生活では︑少年サッカーの指導を始
年目になります︒日々子供達から

していこうかと考えています︒農業につ

にも気づかされます︒どんな事にもチャ

学ぶ事も多く︑自分が忘れかけていた事

め︑

いて様々な角度から積極的に学ぶことで︑

レンジして行く姿勢がその一つです︒い

だけではなく︑畑作や農業経営の勉強も

余裕が出てきたこともあり︑今年は稲作

就農３年目となり︑作業にも以前より

地域の方々には本当に感謝しています︒

そんな自分を助けてくれた近所の方々︑

いました︒

たことのない作業ばかりで不安を感じて

生産を担当し︑主に大豆︑そば等を作付

さん

品を周年販売する事で全国のお客様に鶴

岡

政弘

趣味に仕事に邁進して行きたいです︒

私と農業

井

就農３年目になります︒会社員として
自分の自信にも繋がると思います︒
りですが︑将来的には︑もっと農地を増

今は日々周りの方々から学ぶことばか

日頃︑自宅にいる時間が少ない為︑家族

界に羽ばたける日を心待ちにしています︒

つかは一人でも多くの選手が鶴岡から世

働いていたのですが︑父が他界したこと

やして色々な作物に挑戦したり︑地域を

10 ヶ月の赤ちゃんにヤキモチをやいてます♡

でもやさしいお姉ちゃんしてくれてます♡感謝♡

す︒

くいしんぼうでやきもち焼きなぴぃちちゃん

うと思いました︒
それまでは田んぼの春作業しか経験し
代表できるような農家になっていけたら

あげると指までパクッとしちゃいます♡

との時間も大切にしたいと考えておりま

たことがなく︑いざ自分でやってみよう

大淀川
ちゃん

ちゃん

あ

三浦音彩

の

いいなと思っています︒

あかちゃんの写真を広報に掲載しませんか？
お孫さん・お子さん︑自薦他薦は問いません︒

下川上

大場みのり

永遠の３歳♡

やきいもだいすき♡
家族からの一言

ぴぃち
おなまえ

三瀬）
主 白幡 静さん（地区
種 シー・ズー
い
飼
品

ご希望の方は︑お気軽に総合企画課までご連絡下さい︒

う

母：未耶さん

母：みどりさん
母：小夏さん

父：智晃さん

平成28年6月生まれ
平成27年9月生まれ

をきっかけに農業を本格的にやってみよ

15

渡部

けしています︒本格的に大豆栽培を始め

写真掲載のご希望は総合企画課 ☎33-8179 までお気軽にご連絡下さい。

にも機械の操作すらわからないし︑やっ

（三浦多一さん、妙子さんのお孫さん）

父：雅之さん

（大場靖智さん、紀美子さんのお孫さん）

きっと︑良い記念になりますよ！

な

ちゃん

（佐藤雅之さん、まきさんのお孫さん）

父：琢也さん

大荒

矢野奈宇

平成28年6月生まれ
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あなたもチャレンジ！

板 木 利 隆

家庭菜園
板木技術士事務所

ナスは栄養診断による管理で収量が倍増
漬けて良し煮て良し︑焼いたり揚げ物︑生食にと︑
ナスは大変使い向きの広い野菜︒干しナス︑焼きナス
にすれば長く保存ができることも分かり︑いっそう魅
力を高めてきました︒高温好みなので︑強い日差しを
受けると紫黒で形の良い果実が連続して収穫でき︑大
いに食卓をにぎわせますが︑次第に株の勢いが弱まり︑
実止まり悪く︑取れなくなり︑品質も低下してきます︒
これはいわゆる﹁なり疲れ﹂で生育が不調になって
きたからです︒
私たちが︑お互いに人の顔色やしぐさを見れば健康
状態を推測できるように︑ナスの健康状態も︑葉色や
草姿︑花などをよく観察すれ
ば容易に栄養状態を診断する
ことができるのです︒
その一番のバロメーターは︑
図のように花の付く位置と花
の形︑葉や花の大きさと色具
合です︒特に花の中を見て︑
雌しべが雄しべより短い﹁短
花柱花﹂は︑ほとんど落ちて
しまい実止まりしません︒健
全な場合は︑花の開いた先に
4〜5枚の葉が開いています
が︑栄養不良株では1〜2枚
しかない状態になります︒畑
全面を見渡して花がよく見え

る状態は︑栄養不良といってもよいのです︒
対策としては︑まず果実を若取りして株の果実負担
を軽くしてやることです︒そして追肥で栄養を補給し
堅くなった通路付近の︑根が伸びる先の方にくわを入
れ︑軽く耕し通気を図り︑乾いていたら灌水︵かんす
い︶や敷きわらをして︑吸肥をしやすくしてやること
です︒
こうすると数日を経ずして草勢に回復の兆しが表れ︑
健全な﹁長花柱花﹂が多く咲くようになり︑茎葉もし
っかりして︑上方の葉の枚数も増え︑よく実止まり︑
果実の太りも早まり︑色つやの良い果実がたくさん取
れるようになってきます︒
﹁なり疲れ﹂は︑ナスの一生の中に3〜5回現れる
ことが分かっているので︑常に観察を怠らず︑早めに
発見︑対処して軽減するようにしてください︒収量の
倍増︑品質の向上は必ず達成できます︒
もう一つ︑生育盛りに入り茎葉が込み過ぎると︑日
射不足のため果実の色づきが悪くなり︑病害虫も発生
しやすくなります︒その対策として︑果実に木漏れ日
が当たるぐらいに︑余分な葉を摘み取ったり︑枝を整
理することも大切な手立てとなります︒
※関東南部以西の平たん地を基準に記事を作成してい
ます︒

ＪＡ鶴岡発信

農業・農政情報+

︻育苗管理︼

℃を超えるようであれば換

①育苗期間中は遮光資材を使用していて

も︑室温が

います︒

米穀畜産課

根張り不良の原因になりますので注意願

午後からの灌水は地温を下げ︑ムレ苗や

の灌水は︑午前中１回が基本です︒特に

まで行わないのが基本です︒緑化期以降

⑤灌水は覆土を落とす以外はマルチ除去

ょう︒

苗方式に関係なく出芽揃いで除去しまし

だしコシヒカリは徒長しやすいので︑育

は出芽揃い︵苗丈２㎝︶となります︒た

展開直前︵苗丈２．５㎝︶︑折衷苗代で

葉時︵苗丈３㎝︶︑ハウス方式では１葉

④マルチ除去時期はトンネル方式では１

防いでください︒

マルチ下への直射日光を避け高温障害を

③マルチ除去までは遮光資材を使用して

さい︒

めに︵出芽長１㎝になったら︶行って下

②隠れ徒長を防ぐため︑覆土落としは早

変化に注意を払って下さい︒

被覆資材を新品にした場合は︑特に温度

気してください︒ハウス等のビニールや

30

﹁産直館へ届いたお客様の声をご紹介します﹂
市内の実家に行くたびに産直館駅前店に参ります︒花・野菜・
きのこ類など︑食べ方レシピをいただき︑都会にいる姉が帰って
くると必ずここでお土産を買って︑何度も満点をいただきました︒
︵庄内町／女性︶
私も産直に行った時はお花を買うようにしていますが︑お花屋
さんと比べると本当にお安くて・・・︒ついついたくさん買って
しまいます︒これからもたーくさん買って︑応援したいと思いま
す！
︵美咲町／女性︶
いつも産直館駅前店で買い物しています︒産直館駅前店が出来
てから︑野菜をとても食べるようになりました︒何を食べても美
味しいし︑山菜は下処理してあるものもあり嬉しいです︒店内に
珍しいものがないか見るのも楽しいです︒スーパーの野菜とは味
の違いがすごいです︒これからも宜しくお願い致します︒
︵日吉町／女性︶
産直白山では毎週野菜やお花を購入し︑情報取得・イベントに
参加して︑大好きな買い物を楽しんでいます︒これからもヨロシ
クお願いします︒
︵稲生町／女性︶
新鮮な野菜を家族に食べさせたい思いと︑野菜
の甘み・おいしさを味わい知ってほしいという思
いで︑いつも産直館を利用させていただいていま
す︒今年の大根のみずみずしさと甘さにはみんな
感激しておりました︒アスパラ嫌いな子どもも美
味しい！と食べていました︒ ︵新海町／女性︶
私は花が大好きでよくＪＡの産直に花を買いに
行きます︒花持ちが良くていいですね︒花を見て
いると癒やされます︒これからも四季折々の花を
楽しみにしています︒
︵切添町／女性︶

11

① 鍋に米粉、砂糖、クリアガー、牛乳を加え弱火で溶か
し、木べらでかき混ぜながら加熱していく。
② とろみがつき、沸騰してきたら火を止め、器に流し入れ
る。冷蔵庫で冷やし固める。
③ フルーツソースを作る。
ジャムを同量の水で溶けばOK。
④ ❷にフルーツソースをかけ、イチゴを飾って完成。

ＪＡ鶴岡の産直館各店舗では米粉製粉を行っています。随時
受付中ですので、お近くの産直館へ原料をお持込下さい。

◎ポイント
・クリアガーは常温でも固まります。
（産直で購入できます）
・好みのフルーツやソース、
ジャムを添えてみましょう♪
◎米粉の特徴
米粉は粉同士がくっつきにくいのでふるいにかけなくても
手軽に使え、また粘りの元となるグルテンが含まれていない
ため、ホワイトソースに使うと塊やダマになりません。

方

り

作

料】
（5人分）
【材

50g
60g
600cc
大さじ 2
お好みで
適量

米粉
砂糖
牛乳
クリアガー 5A
イチゴ
フルーツソース（ジャム）

の

なめらかな新食感。
冷たく冷やしてどうぞ！

ご案内

米粉のブラマンジェ

地産地消クッキング

レシピ
地元食材で挑戦!
季節のフルーツいちごを添えて♪

盟友が
行く!!
月

回通常総会が３
年度の三役には︑委員長

Department of specialty news
青年部第
日に本所で開かれ︑多く

の盟友が参加しました︒
年度の事業

年度事業計画等４議

総会では平成
報告や

に福原太一さん︵北支部︶︑
副委員長に佐藤大樹さん︵上
郷支部︶と今野聡さん︵大山
支部︶が選出されました︒
友みんなでさらなる青年部活

年度も︑新体制のもと盟

議案ともに承認されました︒

動に邁進していきましょう！

案が上程され︑満場一致で全
年度は田村委員長を中心

この達成感を次年度に活かし︑

を終えることができました︒

の総会をもって無事に全事業

業を展開してきましたが︑こ

・江戸川区民まつり

・支部対抗ソフトボール大会

・ 江戸川区小学校稲作特別授業

・七窪思恩園食育事業

︻平成 年度事業計画︼

に︑食育事業などの様々な事

さらに青年部活動を盛り上げ

日︑第

回

女性部だより

た弁当の創作を通じた健康的

な食事の啓発など︑部員の健

康づくり支援が評価され︑県

女性部は３月

通常総会を大泉支所で開き︑

から﹁やまがた健康づくり大

賞﹂を受賞したことを報告︒

人が出席

部員・関係役職員
しました︒

年度は地産地消運動や食

が﹁やまがた健康づくり大

度は今までの活動の積み重ね

生対象の伝統料理講習会に取

食の伝承を目的とした︑高校

農教育活動︑新たに地域伝統

小林絹井女性部長は﹁昨年

賞﹂の受賞に繋がり︑大変な

29

28

・ＪＡ鶴岡農業まつり

46

がっていくことを実感した︒

楽しさも増え︑活動の輪が広

の事業に向けて気持ちを新た

承認され︑部員たちは来年度

上程された議案は原案通り

活動が多いほど部員が結束し︑ り組むことを確認しました︒

今年度も地域に根差した存在

にしていました︒

の贈呈も行われました︒

６人の功績をたたえる感謝状

総会に先立ち︑前本部役員

感ある楽しい女性部を目指そ

う﹂と呼び掛けました︒

年度は軽スポーツ大会の

ＪＡ女性組織綱領を唱和する部会員。

46

ていく決意を新たにしたとこ

等

21

58

開催や︑栄養バランスが取れ

前本部役員へ感謝状が贈呈されました。

28

29

・盟友研修会

第４６回通常総会を開催

29

29
29

22
28

ろです︒

万感の思いで挨拶をする田村委員長。

青年部だより

第４６回通常総会を開催

新役員が決意を述べる。

12

福祉

介護の
ワンポイント

身体介護はJA鶴岡ヘルパーにお任せください
自宅での入浴時の注意点について

高齢になると皮フ全体が弱くなって
います。洗う時はあまり力をいれず、
やさしく洗いましょう。

浴室との温度差に気をつける
急な温度の変化による血圧の変動
でめまい、ふらつきが起きるのを
防ぐ為、入浴前に浴室を温めてお
きましょう。

入浴後は必ず水分を摂ること
脱水症状にならないよう、入浴で
失った水分を補給しましょう。飲
むときは少しずつ、できれば常温
の水が良いです。

転倒防止に配慮する
手すりの設置、滑り止めマットを
敷く、入浴用の椅子を使用する等
で転倒を予防しましょう。

入浴前に血圧を計る

入浴は半身浴にする

一番安定している状態のおおよそ
の数値は頭に入れておきましょう。
大きな差があれば入浴を控える事
も必要です。

肩までつかる全身浴は心臓への負
担が大きいので控えましょう。
３８℃〜４０℃が適温です。

●福祉だより●
News from welfare

身体は強くこすらない

理事会開催報告

希望する ・ 希望しない

2017.3.28 開催
第１号議案
第２号議案
第３号議案
第４号議案
第５号議案

〈無料ファックスダイヤル〉0800-800-5090

※ポストに投函されるか、下記の無料ファックスダイヤルまで送信下さい

）
お電話番号
（

ご住所 〒

お名前
（フリカナ）

※差し支えなければご記入ください

（切手不要）

差出有効期限
平成30年4月
1 4 日 ま で

45

−

年齢

匿名を

歳

性別

男 ・ 女

J A鶴 岡
「 組 合 員 の声 」
係 行き
「 ふ れ あ い伝 言 板」 係 行 き

鶴 岡市 日吉 町3 番7 号

9 9 7-8
鶴岡局承認

料金受取人払郵便

郵 便 は が き

7 9 0

（キリトリ線）

第６号議案
第７号議案
第８号議案
第９号議案
第10号議案
第11号議案
第12号議案
第13号議案
第14号議案
第15号議案
第16号議案
第17号議案
第18号議案

ＪＡ全国監査機構期中監査Ⅱ・期
中改善指示書について
平成29年度内部監査計画について
平成29年度〜31年度 第11次地域農
業振興運動計画・中期経営計画
（案）について
業務機構について
平成28年度下期集落座談会におけ
る意見要望に対する回答について
平成29年度参与の選任ならびに報
酬について
平成29年度「コンプライアンス・
プログラム」の設定について
旧田川ＳＳ跡地と本所敷地内官地
との土地交換について
Ａコープけさらん店の取得について
平成30年度職員採用について
販売業務規程の変更について
鶴岡市介護予防・日常生活支援総
合事業における訪問型サービス
運営規程について
鶴岡市介護予防・日常生活支援総
合事業における通所型サービス運
営規程について
平成29度余裕金運用について
貸付金利率の最高限度の設定につ
いて
信用供与等の限度額の設定につい
て
借入金の最高限度額について
大口貸出の貸付承認について

以上の全議案を慎重審議の上、全て原案通り
議決されました。

クロ ス ワ ー ド パ ズ ル

Crossword Puzzle

色付きマスの文字をA〜Fの順に並べてできる言葉はなんでしょう？締切は5月8日。どしどしご応募下さい!
正解者の中から抽選で5名様に、1,000円分の『JA鶴岡お買物券』をプレゼント！ご応募お待ちしております！

タテのカギ

ヨコのカギ

1 井戸などでくみ上げて使います

1
2
3
4

4 土を小高く盛り上げたもの
6 人がたくさん住んでいます
7 車に乗って出掛けます
9 孫悟空の乗り物です
11 中国の――に由来することわざは多い
12 まき割りや枝打ちに使う刃物
15 東南アジアの国。首都はクアラルンプ
ール
18 人を怒らせることを「――に触れる」
ともいいます
20 インドから伝わる心身調整法

ふ れ あい

伝言板

▼雪は少なくて良かったのですが︑いつ

までも寒い日が続きます︒少し暖かい日

代女性︶

があって︑ふきのとうを持ってきて天ぷ

︵由良／
80

らにして食べました︒季節のものでおい

しかったです︒

春になり︑少しずつ暖かくなってきま

した︒ふきのとうの天ぷらおいしそうで

す︒山菜の天ぷらのさくっとした歯触り︑

ほろ苦い後味︑野性味あふれる香り︑想

像しただけで春を感じます︒

▼先日︑生産組合の会合で耳にしたので

すが︑ついに田川にもキツネ・イノシシ

・カモシカが出てきたらしい︒サルやハ

クビシン・タヌキ・キジなどは今までも

何度も目にしていましたが︑彼らによる

代男性︶

60

食害が一層心配です︒

︵田川／

山中に彼らの餌が豊富にあれば︑里山

に降りてこないのでしょうが︑うまく共

存できて被害が少なければいいですね︒

▼先日︑猫のくうちゃんがもぐらを連れ

代男性︶

て帰ってきました︒春が来たと思って出

︵高田／

てきたのに︑猫に捕らえられ気の毒でし

た︒

春は出会いの季節︒くうちゃんにも新

しい出会いがあったのですね︒動物たち

も春の暖かさにつられ︑人前に姿を現す

ようになってきましたね︒

70

22 台所ですることの一つ

ランドセル

8
10
13
14
16
17
19

21 太陽や星がよく見える天候

先月号の答え

5

端午の節句に食べます
映画の撮影時にカチンと鳴らします
人事――で所属部署が変わった
二つで１組のものを数えるときに使う
言葉
初節句に――飾りとこいのぼりを用意
した
野球の走者のこと
家を留守にする際は忘れずに
袖振り合うも――の縁
チョウの仲間。カラス、アオスジとい
えば
ボルトやナットを回す工具
すし屋の符丁で茶のこと
布地を裁断した物

■けさらんちゃんへのメールは、kesaran@ja-tsuruoka.or.jp までどうぞ！

ふれあい伝言板・
組合員の声
応募用ハガキ
ＪＡ鶴岡ではよりよいサービス
提供のため、皆様の声を大切にし
ています。皆様の声の窓口として、
「組合員の声直通便」ハガキをご
用意いたしましたので、このまま
切り取ってぜひご利用下さい。
また、このハガキはクロスワー
ドパズルの応募用、ふれあい伝言
板への投稿用にもお使いいただけ
ます。

クロスワードのこたえ

組合員の声 直通便
■ＪＡ事業に対する皆様の声をお聞かせ下さい。頂いたご意
見は匿名にて広報へ掲載させて頂く場合があります。

■正解者の中から、抽選で５名様にＪＡ鶴岡事
業利用券をプレゼント致します。
『組合員の声』の
みのご利用の場合、記入なさらなくても結構です。

ふれあい伝言板

■広報に対するご意見、ご感想のほか、誰かに
伝えたい・聞いてほしい話などなんでも結構で
す。皆様のあたたかいお声をお待ちしています。

理さん

３月

日付

お疲れ様でした︵退職︶
榎本
︵参事︶

工場長︶
山口喜和さんは︑昭和
年４月に入組され︑以来
年の間︑当組合の為にご尽

した︒菅原さんの長年のご

統括店長などを歴任されま

基づき資格変更の手続きを

た場合は︑当ＪＡの定款に

組合員資格に変動があっ

行いますので︑ＪＡの最寄
事

女性部で一緒に活動しませんか？

ください︒

りの支所・支店へお申し出

年

日付

調査役

３月

尽力に感謝申し上げます︒
堀由紀さん
︵農業支援室

力されました︒その間︑指
導監査室室長・北支所支所
務主任︶

年
長などを歴任されました︒

榎本理さんは︑昭和
年の間︑当組合の為にご尽
山口さんの長年のご尽力に

年

女性部では﹁食﹂﹁農﹂

４月に入組され︑以来

の間︑当組合の為にご尽力

テーマに︑地域に根ざした

なお︑引き続き㈲パンハ

課事務主任・生活資材課購

様々な活動を行っており︑

部長などを歴任されました︒

買主任などを歴任されまし

込んでいますので︑ぜひご

今月の広報にチラシを折り

性部員を募集しております︒

共に活動していただける女

日付

に感謝申し上げます︒

た︒堀さんの長年のご尽力

﹁くらし﹂﹁福祉﹂などを

す︒
佐藤博子さん
信用係長︶

３月

覧ください︒一緒に楽しく

本間勉さん

︵ 共済課 調査役 相談主任︶

女性部で活動しましょう！

本間勉さんは︑昭和

尽力に感謝申し上げます︒

した︒本間さんの長年のご

倉庫主任などを歴任されま

支所共済主任・米穀課施設

する盟友を募集しておりま

動を行っており︑共に活動

での食育事業など様々な活

青年部では地域や消費地

ぜひご覧下さい︒

も情報発信していますので

ましょう！Ｆａｃｅｂｏｏｋで

す︒一緒に青年部で活動し

組合員資格の変動について

業務を担当します︒

なお︑引き続き共済課で

青年部に加入しませんか？

年

力されました︒その間︑本

年の間︑当組合の為にご尽

年４月に入組され︑以来

佐藤博子さんは︑昭和

︵信用課

日付

されました︒その間︑人事

日付

３月

ウス庄内で業務を担当しま

感謝申し上げます︒
なお︑引き続き経済事業

３月

改革推進室で業務を担当し
ます︒
加藤利彦さん
︵ 生産資材課 生産資材課長︶
加藤利彦さんは︑昭和

年

次長などを歴任されました︒ の間︑当組合の為にご尽力

４月に入組され︑以来

年の間︑当組合の為にご尽

年４月に入組され︑以来

年の間︑当組合の為にご尽
力されました︒その間︑げ
んき館所長・産直館白山店

されました︒その間︑大泉
佐藤さんの長年のご尽力に

日付
業務係長︶

31

菅原勢津さんは︑昭和

︵産直課

３月

力されました︒その間︑農
係長などを歴任されました︒

日付

菅原勢津さん

感謝申し上げます︒

店営業課係長・北支所金融

37 55

業支援室室長・振興課振興

年４月に入組され︑以来

31

31

榎本さんの長年のご尽力に

に４月に入組され︑以来
力されました︒その間︑企
感謝申し上げます︒

堀由紀さんは︑昭和

画管理部部長・営農販売部

31
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39 53

加藤さんの長年のご尽力に
感謝申し上げます︒
なお︑引き続き米穀畜産

３月

課で業務を担当します︒
山口喜和さん

︵㈲ パ ン ハ ウ ス 庄 内 出 向

私が暮らす田川では東京に

近い南からではなく︑春が北

からやってきます︒南北に長

い地区で一番北にある中里集

落では︑田んぼの雪が消えフ

キノトウが顔を出す春の陽気

でも︑一番南の坂野下集落で

はまだ１ｍの雪の中というこ

とがあります︒車でわずか

分の距離です︒しかし︑この

雪が雪解け水となり里の田ん

ぼを潤す訳ですから︑大変貴

重な雪です︒

桜の四月︑鶴岡公園の桜に

も負けない山の残雪と山桜の

混在が美しい季節を見ながら

敦

新しい長ぐつをはいて堰の泥

五十嵐

上げに行ってきます︒

広報委員

︵田川︶
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J A から の お 知 らせ
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きらめきカレッジ 第3期生 大募集
対

象

ＪＡ鶴岡管内の20〜40歳代の女性

定

員

20名（先着順）

主会場

期

平成29年5月〜平成31年2月までの全10回（2年間）

間

各年次

受講料

鶴岡市農村センター（鶴岡市矢馳259-2）

募集期限

2,500円

5月12日（金）

※その他、
実費を頂戴する場合がございます。
※欠席した場合も返金は致しかねますのでご了承下さい。

平日夜もしくは土日開催なので、お勤めの方も
お気軽にご参加ください♪

【平成30年度の2年次のカリキュラム】
①５月「春にぴったり♪お手軽家庭菜園＆味噌作り」
②７月「食品添加物について学ぼう＆梅酒作り」
③９月「体のゆがみ矯正体操」
④11月「お正月を彩る♪フラワーアレンジメント講習」
⑤２月「日本の誇り 和食のマナー講座＆卒業式」

【平成29年度の1年次のカリキュラム】
「陶芸体験 〜My抹茶碗を作ろう〜」
①５月30日
（火）
②６月27日
（火）
「時短料理講習 地元の食材でパパッと晩ごはん」
③９月「いつまでもきれいな私！スキンケア＆秋色メイク」
④12月「すぐに役立つ 美文字講座」
⑤２月「和の心 お茶を楽しむ」

※開催時期・内容は都合により変更となる場合がございます。

きらめきカレッジのお申込み・お問い合わせ先

ＪＡ鶴岡 企画管理部 総合企画課（担当 : 眞田 ）

TEL : 33-8179

FAX : 23-6538

平成３０年度職員募集要領
１．募集職種

２．採用予定人数

・総合職 （購買、販売、信用、共済
等各事業の事務および営業業務）
・営農指導員（米穀・園芸作物の営農
指導業務）
・総合職 ３人
・営農指導員 ２人

３．応募資格
①学歴 大学・短大・高専（H30年３月卒業見込みの
者を含む）
②年齢 平成30年４月２日現在35歳以下（昭和57年４
月２日以後生まれた者）
③総合職 事務系・営業系・技術系の総合的な業務に
適応できる能力を有する方
④営農指導員 農学系の学問を学び営農指導業務に適
応できる能力を有する方
４． 応募提出書類
（１）自筆の履歴書（３ヶ月以内の写真添付）
※ＪＡ鶴岡指定の｢履歴書｣に記入。
履歴書の用紙はＪＡ鶴岡のホームページからダ
ウンロードしてください。
指定された住所宛に通知しますので必ず「通知
送付先」を指定してください。
（２）学業成績証明書
（３）卒業証明書または卒業見込証明書
（４）受験票用写真１枚（３ヶ月以内に撮影した上半
身パスポート判 裏面に氏名記入）

JA鶴岡

◆封筒の表に「職員採用応募書類」と朱記してくださ
い。 応募書類は返却いたしません。
５．応募期間 平成29年４月３日
（月）
〜５月19日
（金）
当日必着
６．応募書類の提出および連絡先
〒997‑8558 山形県鶴岡市日吉町３番７号
鶴岡市農業協同組合企画管理部人事教育課宛 ☎23-5090(代)
７．採用選考
（１）書類選考 書類審査通過者に、下記の採用試験を
行う。
（２）一次試験 総合適性検査（能力検査および性格検
査）を行う。
①期日：平成29年６月２日(金)
受付8：45〜9：15 試験9：30〜12：00
②会場：鶴岡市 マリカ東館第２研修室
鶴岡市末広町3-1
（３）二次試験 一次試験合格者に対し行う。
①期日：一次試験合格者に期日・内容を別途通知
します。
８．待遇関係
（１）給与 本組合給与規程により支給する。
（２）福利厚生 本組合福利厚生規程のほか 厚生年金・
健康保険・雇用保険・労災保険加入
（３）退職金制度 本組合退職給与規程による。
※ＪＡ鶴岡ホームページ、ならびに各事業所にも掲示
しております。

暮らしに幸せ運ぶ
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●連絡先／鶴岡市農業協同組合 〒997-8558 山形県鶴岡市日吉町3-7
●ホームページ

http://www.ja-tsuruoka.or.jp

●Eメール

0235-23-5090

kesaran@ja-tsuruoka.or.jp

