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ＪＡからのお知らせ

組合長コラム
んばれ︑道形

事はなかったような気がする︒

だろうか︒
・・
学校に行く以外はやらねモネ

を考えて毎日を過ごしていたの

たかは記憶がない︒あの頃は何

は履いていたのか︑裸足であっ

半ズボンだったような︒ズック

動会の姿はランニングシャツに

の小学生時代を思い出した︒運

がいる︒安倍首相である︒長く

生きたいものである︒ただ一人︑

こなしながらたくさんのタイで

れば終しまいである︒

行きタイ所も見タイ物もなくな

いか︒人生やりタイ事はない︑

日々を送る事が出来るのではな

それを叶えて初めて充実した

一日のうちに１つか２つは︑
・・
あんな事をやってみタイ︒あそ
・・
こに行ってみタイ︒おいしい物
・・ ・・
を食べタイ︒タイの世界を持ち︑

声だ︒ふと︑うん十年前の自分

聞こえて来る︒運動会の練習の

それが今では︑私を含めまわり
・・
の人間すべてが朝から晩までモネ

首相を続けタイ︒憲法を改正し

別に絵の話をしているのでは
ない︒

朝起きれば︑やれ︑田んぼさ
・・
行かねモネ︒朝ごはんの支度を
・・
・・
しねモネ︒会社さ行かねモネ︒
・・
農協に行かねモネ︒帰れば帰っ

ものである︒

代表理事組合長

佐藤

茂一

タイ︒少しは日本の農業を良く
・・
しねモネと思っていただきたい

タイ︒テロ等準備罪法案を通し

タイだけの日々を送っている人

これからも︑やらねモネ事を

の世界である︒

れでは︑人生何一つ楽しくない︒

・・
たで︑集まりさ行かねモネ︒こ

モネの世界

ドンドンドン︑がんばれ︑が

凛として

近くの公園から子供達の声が

！
！

お母さん：貴子さん）
（お父さん：真人さん

編集後記「灯台」
11

しいと思います。

園芸情報／ 農業・農政情報

長女の更紗はしっかり者でちょっぴり甘えん坊。お友
8

仲良く勉強したり遊んだりして、楽しい生活を続けてほ

10

あやは

4才（左）
彩葉ちゃん
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今月の
モデル
6

さらさ

6才（右）
更紗ちゃん

鈴木
宮野前
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関係者によるテープカットが行われ全国へ出荷された。

天候にも恵まれ生育は順調、
６０万ケース、販売額１１億円へ

ネットメロンの出荷始まる

日に初出荷され箱詰めされた

あるネットメロンが︑６月５

あっておいしくできたメロン

部長は﹁大切に育て︑糖度も

佐藤秀一ネットメロン専門

べた︒

アンデスメロン約６００ケー

をぜひ食べていただきたい﹂

ＪＡ鶴岡の主要園芸品目で

スが西郷選果場に持ち込ま

と話す︒

年度のネットメロンは︑

れ︑糖度や品質が検査された

後︑関東地方を中心に全国の

この日は︑同選果場内で安

０００㌧の出荷を予定︒６月

経過︒生産者１８８人で約３

天候にも恵まれ生育は順調に

全祈願祭と初出荷式が行わ

下旬には本格的な出荷ピーク

生産・販売が無事におこなわ

る︒

を迎え８月中旬まで出荷され

れ︑関係者約

人が参列し︑

各市場に出荷された︒

17

れることを祈願し︑初出荷の

メロンを載せた大型トラック

の前でテープカットを行っ
た︒

同ＪＡ佐藤茂一組合長は

﹁全国の他メロン産地が栽培

面積を減らす中で︑ここ鶴岡

では︑前年度より栽培面積が

プラスとなった︒このことか

ら各市場からも大いに期待さ

れており︑消費者も鶴岡のメ

ロンを待ち望んでいる︒

億円を

２０１７年度は昨年以上の

万ケース︑販売額

11

目標としている︒この目標に

メロンを搬入する生産者

60

向けて頑張っていこう﹂と述

3
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全国のメロン産地が鶴岡に大集合
2017. 7.8 ／9

ビジネスサミット
生産者向けイベント

日時 : 平成29年７月８日（土）午後２時30分 〜 午後５時30分
受付開始・開場時間 午後１時45分〜
会場 : 東京第一ホテル鶴岡

１階 鳳凰の間

収容予定人数300人

内容 : 全国14のメロン産地の首長や生産関係者、流通関係者が一堂に会し、シンポジウ
ムやメロンの試食を行います。
シンポジウムでは、４つのテーマ（キラリと光る生産技術、メロンの健康効果、ブ
ランド認証表示、マーケットの最新情報）で国内屈指の専門家・先駆者が、多角的
にメロンを語ります。
組合員の皆さんはぜひご参加下さい

参加費無料。当日参加OKです。

4

5

パンハウス庄内本社

の工事に合わせ︑より衛生管理を徹

青年部大泉支部

パンハウスの山口喜和工場長は

青年部大泉支部は５月３日から６

﹁菜の花迷路﹂を公開

７０㌶の作付を予定︒﹁だだちゃ

﹁今後も学校給食を中心とし︑安

底した施設を目指した︒

豆﹂の食味分析や︑地元の肉骨粉を

日まで︑鶴岡市矢馳の転作田に初め

人を

心・安全でおいしいパンを作ってい

使用した肥料試験を行う︒

初日は大泉保育園の園児約

した︒

て造った菜の花畑の迷路を一般公開

また︑排水対策の徹底や土壌分析

きたい﹂と意気込む︒

を栽培している部員所有の転作田

喜んでいた︒

園児らは﹁黄色の花がきれい﹂と

た︒

路部分を刈り取って︑迷路に仕上げ

の花は約１㍍にまで成長︒部員が通

㌃に昨年９月︑種を３㌔まいた︒菜

30

前から計画を進めてきた︒エダマメ

れ合う遊び場を提供したいと︑２年

支部は︑地域の子どもらに自然と触

招き︑部員と迷路遊びを楽しんだ︒

40

の実施による安定生産体制を構築

新たに拡張した施設。学校給食用パンの搬入出口が設置された。

く︒新商品の開発にも力をいれてい

菜の花畑の迷路の前で福島前支部長㊨の説明を聞く園児。

NEWS ＆TOPIX
だだちゃ豆専門部役員総会

工場の拡張・改修工事が完了

日︑今年の３月に開始

修工事が完了した︒

した工場の拡張工事と既存施設の改

庄内は５月

当組合の子会社であるパンハウス

販売高８億８千万円を目指す
ＪＡ鶴岡だだちゃ豆専門部は４月
日︑東京第一ホテル鶴岡で役員総

会を開いた︒生産者︑役職員を含め
人が参加した︒
蔵村︑戸沢村の小・中学校

今年の４月から新たに新庄市︑大

業計画︑予算案などが承認され︑役

食用のパン週約４０００食を納品す

年度事

員改選で専門部長に加賀山雄さん

ることになったが︑現行の施設では

校に給

︵栄︶︑副専門部長に斎藤健二さん

手狭なため拡張工事に至った︒今回

２０１６年度事業報告や

20

︵大山︶︑本間孝さん︵京田︶が選
出された︒
年度は︑専門部員２３４人で２

16

庄内広域育成牧場で放牧始まる

広い牧場で元気に育て

日

鶴岡市羽黒地区にある庄内広域育

成牧場︵月山高原牧場︶で５月

頭が月山山麓の約

気に帰ってきてほしい﹂と話す︒

﹁健康で丈夫な体で月山牧場から元

繁殖経営を営む伊藤長市さんは︑

７頭の牛を入牧させた森片で和牛

っている︒

で足腰を鍛えるのに適した環境とな

り︑広大な敷地内は高低差があるの

同牧場は標高３００〜４００㍍にあ

１００㌶もの牧草地に放たれた︒

農家４戸からは

頭が運び込まれ︑当ＪＡ管内の畜産

今シーズンは庄内一円から１８５

より︑繁殖牛の放牧が始まった︒

11

ＪＡ職員に引かれ、放牧前の検査に向かう牛。

17

し︑８億８千万円の販売を目指す︒
だだちゃ豆の食味の高位安定と安定販売を目指す。

36

27
27
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わんぱく農業クラブ
湯田川孟宗収穫体験

密苗で田植えを実施

苗箱数の削減を確認

手びねり陶芸体験に挑戦

女性大学﹁きらめきカレッジ﹂開校

枚必要なと
枚の使用

の講座を通して仲間作りと自分磨き

日︑様々な分野
調で強風にも耐えられるかなど︑今

の場にしてもらおうと︑管内在住の

女性を対象としたＪＡ鶴岡女性大学

後の生育状況を見守っていきたい﹂
と話す︒

﹁きらめきカレッジ﹂を鶴岡市農村

センターで開校した︒２年１期で全

回の講座を予定している︒２期生

と今回から新たに加わった３期生の

人が参加した︒

第１回講座では︑講師の松岡窯陶

芸教室﹁陶の蔵﹂代表の下妻さき子

氏と下妻彬夫氏に指導を受けながら︑

陶芸体験に挑戦した︒参加者は思い

思いに粘土をこね︑手びねりで抹茶

碗と和菓子を置く銘々皿を作った︒

NEWS ＆TOPIX

４班に分かれ︑生産者に収穫方法

ＪＡ鶴岡は５月

特産﹁湯田川孟宗﹂収穫を満喫

米穀畜産課では︑水稲の生産コス

確認された︒
参加した指導員は﹁田植え時に必
苗運び︑苗渡し作業の軽減が期待で

要な苗箱数が減ることが確認できた︒

湯田川孟宗竹林保全管理組合とＪ

を教わった︒親子の参加も多く︑子

わってくる部分もある︒根張りが順

きる︒ただ︑今までの作業内容と変

部附属やまがたフィールド科学セン

どもたちは大きな孟宗を掘り出し︑

下妻氏（中央左）の指導で、陶芸に挑戦する参加者。

ト低減を目指し︑密苗栽培の試験を

アール当

進め︑５月中旬に管内５カ所で密苗
での田植えを行った︒
今回の田植えにより︑
株植えで平均７〜

たりの苗箱数が通常約
ころ

10

25

10

枚数となり︑必要苗箱数が減る事が

50

日︑

Ａ鶴岡湯田川孟宗部会は５月

鶴岡市湯田川地区で湯田川孟宗の収
穫体験を開いた︒
﹁湯田川孟宗﹂のＰＲと農業への
関心と理解を深めてもらおうと︑大
泉支所も協力して毎年開く︒米沢市

ターの圃場で︑同部会員が指導しな

歓声を上げていた︒収穫後︑朝採り

人が参加した︒

がら枠回しを体験︒その後︑田植え

など県内各地から

の仕方を説明し︑泥の冷たさや感触

の孟宗汁や孟宗ご飯が振る舞われた︒
川西町から家族で参加した︑平田創
士君︵6︶は﹁孟宗の根がとても固

えを体験した︒
参加した児童は﹁最初は泥が冷た

30

げんき部会員が田植えを指導

鶴岡市と山形大学農学部が主催し
日に開かれ︑主に鶴岡市内の

ている﹁わんぱく農業クラブ﹂が︑
５月
小学３年から６年生までの児童約
人が参加した︒

孟宗掘りを楽しむ子ども。

に歓声をあげながら︑もち米の手植

参加者は︑鶴岡市の山形大学農学

14

くて掘るのが大変だったけど︑楽し
かった﹂と笑顔で話した︒

密苗での田植えを確認する関係者。

田植えを説明するげんき部会員。

30

く感じたけど楽しかった︒またやっ
てみたい﹂と笑顔で話した︒

7

10

20

39

13

楽しく農業

佐藤
竹の浦

恭一
さん

就農４年目となり︑作業には慣れてき
ましたが︑まだまだわからないことが
多々あり︑いつも地域の先輩方に助言を
もらっています︒そのたびに︑こんなに
近くに支えてくださる方がいるんだと感
謝の気持ちが絶えません︒
また︑青年部での交流を通して︑私は
たが︑他の作物の話を聞く機会が多くな

今まで水稲のことを中心に考えていまし
私は小さい頃から毎年のように種まき
り︑自身でも様々な作物に挑戦していき
まだまだ駆け出しの私ですが︑これか

などの手伝いをしており︑農業というも
その中で大変だという気持ちが﹁やり
らもたくさんの知識や技術を習得しなが

たいと思うようにもなりました︒

がい﹂に変わっていくことを感じ始め︑
ら地域の方々や若手の仲間とともに﹁楽

のがとても近くにありました︒

農業を仕事としてやりたいと考えるよう
しく﹂農業をしていきたいです︒

さん

練習や試合とシーズンが重なることもあ

趣味ではサッカーをしているのですが︑

大変です︒

に出勤する前の毎朝早い時間に行うため

ます︒特に枝豆の収穫時の選別は︑会社

では肥料散布や収穫時の選別などを行い

になり就農しました︒

尚樹

社会人6年目になって思うこと

沢

瀬尾
藤
り︑日々忙しく過ごしているなあと感じ

﹃ 利用者とともに﹄

渡部里維奈
さん

愛あい館介護員

高校を卒業後︑JA鶴岡に入組し4年
目に入りました︒社会人になりたての右
も左も分からない私を見捨てずご指導し
てくださった先輩方︑﹁ありがとう﹂
﹁お疲れさま﹂と労いの言葉をかけてく
ださる利用者様のおかげで今日まで頑張
ってくることが出来ました︒
昨年より増床し︑より多くの方に愛あ
い館を使って頂きたいと思っております︒
微力ではありますが︑ご家族の方の介護
負担を少しでも軽減するお手伝いが出来
るように︑利用者様にも愛あい館に来て
良かったとリラックスして頂けるような

より質の高いサービス提供や︑喜んで

施設にしていきたいと思います︒

友達も大事︑会社の仕事も大事︑色々

頂けるようになりたいと思い︑今年は介

ております︒
経験することで︑自分の今後の人生の中

今年で社会に出て6年目となりました︒
今は会社の仕事と︑家が農家なので農業

利用者様の健康を願い︑皆様に愛され

護福祉士に挑戦します︒

で生かされていくと思っています︒

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。

の手伝いをしております︒高校生の頃か
これからも色々な機会や場所に出て︑

け寄って来る姿にいつも癒されています。

ら手伝いをしておりましたが︑勤めるよ

る﹁愛あい館﹂にしていきたいと思って

たティアラ。玄関の戸を開けると、ダッシュで駆

様々なふれあいや勉強をさせていただき︑

今年 4 月、長男夫婦、娘と共に家族の一員となっ

うになってからは本格的に取り組むよう

昨年 3 月、息子達に突然プレゼントされたマヨ。

いますので︑よろしくお願い致します︒

小池

少しでも家族の負担が減るように︑家の

食いしん坊なマヨと甘え上手なティアラ

になりました︒

母：ゆかりさん

仕事を手伝っていきたいと思います︒

飼

主

米では種まき︑田植え︑稲刈り︑枝豆

ちゃん

マヨとティアラ

茅原

梅木あおい

種 チワワ マヨ（オス）、ミニチュアダックス ティアラ（メス）
品

貢さん（地区 寺田）
おなまえ

い

あかちゃんの写真を広報に掲載しませんか？

ちゃん

平成28年4月生まれ
平成26年12月生まれ

お孫さん・お子さん︑自薦他薦は問いません︒

母：里枝子さん

ご希望の方は︑お気軽に総合企画課までご連絡下さい︒

楯川原
あいな

長谷川愛絆

（一さん、繁井さんのお曾孫さん）

父：正寿さん
母：智子さん
父：新哉さん

きっと︑良い記念になりますよ！

ゆうご

くん

（菅原俊介さん、聡美さんのお孫さん）

父：友貴さん

宝町

村田佑吾

平成28年11月生まれ

楽しく農業

佐藤
竹の浦

恭一
さん

就農４年目となり︑作業には慣れてき
ましたが︑まだまだわからないことが
多々あり︑いつも地域の先輩方に助言を
もらっています︒そのたびに︑こんなに
近くに支えてくださる方がいるんだと感
謝の気持ちが絶えません︒
また︑青年部での交流を通して︑私は
たが︑他の作物の話を聞く機会が多くな

今まで水稲のことを中心に考えていまし
私は小さい頃から毎年のように種まき
り︑自身でも様々な作物に挑戦していき
まだまだ駆け出しの私ですが︑これか

などの手伝いをしており︑農業というも
その中で大変だという気持ちが﹁やり
らもたくさんの知識や技術を習得しなが

たいと思うようにもなりました︒

がい﹂に変わっていくことを感じ始め︑
ら地域の方々や若手の仲間とともに﹁楽

のがとても近くにありました︒

農業を仕事としてやりたいと考えるよう
しく﹂農業をしていきたいです︒

さん

練習や試合とシーズンが重なることもあ

趣味ではサッカーをしているのですが︑

大変です︒

に出勤する前の毎朝早い時間に行うため

ます︒特に枝豆の収穫時の選別は︑会社

では肥料散布や収穫時の選別などを行い

になり就農しました︒

尚樹

社会人6年目になって思うこと

沢

瀬尾
藤
り︑日々忙しく過ごしているなあと感じ

﹃ 利用者とともに﹄

渡部里維奈
さん

愛あい館介護員

高校を卒業後︑JA鶴岡に入組し4年
目に入りました︒社会人になりたての右
も左も分からない私を見捨てずご指導し
てくださった先輩方︑﹁ありがとう﹂
﹁お疲れさま﹂と労いの言葉をかけてく
ださる利用者様のおかげで今日まで頑張
ってくることが出来ました︒
昨年より増床し︑より多くの方に愛あ
い館を使って頂きたいと思っております︒
微力ではありますが︑ご家族の方の介護
負担を少しでも軽減するお手伝いが出来
るように︑利用者様にも愛あい館に来て
良かったとリラックスして頂けるような

より質の高いサービス提供や︑喜んで

施設にしていきたいと思います︒

友達も大事︑会社の仕事も大事︑色々

頂けるようになりたいと思い︑今年は介

ております︒
経験することで︑自分の今後の人生の中

今年で社会に出て6年目となりました︒
今は会社の仕事と︑家が農家なので農業

利用者様の健康を願い︑皆様に愛され

護福祉士に挑戦します︒

で生かされていくと思っています︒

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。

の手伝いをしております︒高校生の頃か
これからも色々な機会や場所に出て︑

け寄って来る姿にいつも癒されています。

ら手伝いをしておりましたが︑勤めるよ

る﹁愛あい館﹂にしていきたいと思って

たティアラ。玄関の戸を開けると、ダッシュで駆

様々なふれあいや勉強をさせていただき︑

今年 4 月、長男夫婦、娘と共に家族の一員となっ

うになってからは本格的に取り組むよう

昨年 3 月、息子達に突然プレゼントされたマヨ。

いますので︑よろしくお願い致します︒

小池
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（一さん、繁井さんのお曾孫さん）
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家庭菜園

ＪＡ鶴岡発信

農業・農政情報+

目標茎数の確保と生育調節

適切な水管理で茎数を確保し︑
きっちり中干しができる稲姿へ！

１

日中は止水にして水温を出来る限り上

げ︑夜間または早朝灌漑を徹底し︑茎数

を確保しましょう︒目標茎数が確保でき

た圃場は︑早めの作溝・中干しを行い︑

無効分げつの発生を抑えましょう︒

より茎を充実させる方法として︑深水

管理があります︒７葉期ごろ・有効茎の

７割程度確保した時期から開始となりま

す︒水深は草丈の３割程度とし︑９葉手

前で終了しましょう︒

またケイ酸資材を使用することで︑受

光態勢の向上や茎葉の硬化による病害虫

抵抗性や耐倒伏性の向上も期待できます︒

水稲の病害虫防除

健康で丈夫な稲姿にしましょう︒

２

日まで

本田葉いもち病の水面施用剤︵オリゼ

メート粒剤等︶については６月

密度を抑えることが重要です︒

カメムシ対策はこまめな草刈りで繁殖

つようにしましょう︒

に散布を行い︑４〜５日程度の湛水を保

20

あなたもチャレンジ！

近年人気が高いのは丸葉で葉に厚みのある葉色の緑の
濃い品種︵多くはチンゲンサイの性質を取り入れた改
良種︶です︒
育て方は︑野菜の中ではやさしい部類ですが︑寒さ︑
暑さの厳しい時期の良品取りには元肥に良質の完熟堆
肥や油かす︑化成肥料などを畑全面にばらまき︑ ㎝
ぐらいの深さによく耕し込んでおくことです︒生育の
様子を見て︑後半葉色が淡く︑育ちが遅いようなら︑
〜 日置きぐらいに化成肥料と油かすを列間にばら
板木技術士事務所 板 木 利 隆
まき︑くわで軽く土に耕し込んでおきましょう︒
秋はいろいろな害虫にやられやすいので︑早めに薬
暑さ寒さに強く連作もできる小松菜
剤散布をしたり︑べた掛け資材を被覆して飛来を回避
します︒
在来のカブから分化した漬け菜の一つ︒現在の東京
収穫は通常葉長が 〜 ㎝ぐらいになったら株元か
都江戸川区の小松川周辺で盛んに作られていたのでそ
ら抜き取り︑または刈り取りします︒
の名があります︒
小規模の家庭菜園では葉をかき取り収穫するのも良
カルシウムを多く含み︵野菜の中でも最多︑ホウレ
いです︒
ンソウの3倍強︶︑鉄分︑ビタミンＢ︑Ｃなどの栄養
私の場合︑やや離れた畑ではなく庭先の小菜園の
素も豊富です︒
5m長の畝１列に︑6月中旬に種まきし︑葉をかき取
あくがほとんどないので︑ゆでこぼししないでおひ
り収穫し︑7月下旬から3月下旬まで8カ月の長い間
たし︑汁の具︑ごまあえ︑生揚げや肉︑魚との合わせ
収
穫
し
ています︒小松菜はとう立ちするまで節間はほ
炒め︑そして漬物にと幅広く使えます︒
と
ん
ど
伸びず︑株元付近の葉が次々と出てくるので︑
耐暑︑耐寒性共にあり︑連作障害も出にくく育てや
草
姿
は
いつも低いままなのです︒3月下旬を過ぎると
すいので︑自家菜園にはうってつけ︒周年的に栽培し
と
う
立ちしてくるので︑それもナバナ同様に摘み取っ
てもよい野菜といえましょう︒
て
食
べます ︒ほろ 苦い︑さっぱりした味 も 良いものです ︒
一番のまきどきは8月下旬〜9月中旬ですが︑後述
この摘み取り長期栽培の品種としては︑サカタのタ
のように6月中旬からでも種まきできます︒
ネの﹁きよすみ﹂などがお薦めです︒
葉形や彩りの異なる多くの品種︑系統がありますが︑ ※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︒
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20
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11

※料理レシピのインターネット上への公開は認められて

いないため、本誌のみでの公開となります。

11

27

13

開店前から大勢の市民が並んだ。

レシピ
地元食材で挑戦!

ご案内
の

地産地消クッキング

﹁産直館白山店が春の賑わい﹂

約105種類を販売する苗売り場。

産直館白山店は︑春の味覚の孟宗や野菜苗などを買い求める市
民らで賑わいを見せ︑ゴールデンウィーク中には︑延べ１万３０
００人を越える市民が訪れた︒
特に地元の特産の孟宗が人気で︑開店前から１００人近くの市
民が並び︑開店と同時に売り切れる日もあった︒５月 日には黄
金産︑ 日には湯田川産の朝採り孟宗を使った孟宗汁を一杯１０
０円で販売するイベントも開かれた︒
店舗の隣には４月 日から野菜苗特設売場が設置され︑管内の
組合員が出荷するナス・トマト・ピーマンなどの定番品目を中心
に︑約１０５種類を取りそろえた︒特に︑千両︑梵天丸などのナ
ス苗︑桃太郎やレッドオーレなどのトマト苗︑夏すずみやなるな
るなどのキュウリ苗が人気を集めた︒
産直課の瀧本啓課長は﹁ほとんどの苗が地元生産者が毎朝出荷
し︑輸送による傷みもなく︑育ちも良いと好評を得ている︒当売
り場は︑民田ナスやカラトリ芋などの在来野菜の苗を販売してい
るのも魅力の一つ﹂と話した︒
︵野菜苗売場は６月 日をもって今期の販売を終了しました︶

春の味覚の孟宗が人気を集めた。

盟友が
行く!!
七窪思恩園で食育事業を実施

青年部だより

ちが講師となり︑定植方法や

目の定植をスタート︒盟友た

Department of specialty news
日︑﹁七窪思恩園食

育事業﹂を行い︑各支部より
管理のポイントなどを教えな

月

名の盟友が参加しました︒

えることを目的として行われ

て農作業等の実践を通して伝

生命や食と農の大切さについ

に︑次代を担う子どもたちへ

育の充実・強化を図るととも

食育事業の一環として食農教

て土をかぶせていました︒子

土をいじり︑丁寧に苗を植え

か﹂と興味津々︒楽しそうに

い﹂﹁これは何の野菜の苗

子どもたちは﹁これを植えた

がら一緒に定植を行いました︒

を立てるなど︑植え付けから

どもたちはこれから毎日の水

はじめに建物裏手にあるグ

作物が育つ過程を自分たちで

ているこの事業は今年で５回

ラウンドの一角をトラクター

協力し合いながら管理してい

かけの他︑わき芽取りや支柱

や耕耘機を使って畑づくりを

き︑大切に育てられた野菜は

目です︒

行いました︒畑の準備が整う

夏頃に収穫をむかえ同園の食
卓に並ぶ予定です︒

と子どもたちを呼び︑ピーマ
品

盟友が定植のやり方を優しく教えます。

女性部だより

﹁ゴボウと切り干し大根の柳

西郷支部虹の部会は５月

はんのレシピに驚きの声があ

のない組み合わせの丼ぶりご

川 丼﹂は︑今 ま で 考 え た こ と

日︑鶴岡市西郷地区農林

近な食材を使った簡単料理

活性化センターを会場に身

れ る と︑自 家 製 の 切 り 干 し 大

含まれている食材を一気に摂

が り ま し た︒食 物 繊 維 が 多 く

根を使ったアレンジを考えな

講習会を行いました︒

雑誌﹃家の光﹄の付録に

が引き立つ﹁カボチャの塩

甘みとウインナーのうまみ

キ の み そ 汁﹂︑カ ボ チ ャ の

使用した﹁鶏ひき肉とエノ

だしの出る食材ばかりを

考に︑部会員９人が挑戦︒

お や つ と し て︑家 で も 作 っ て

﹁孫 の お や つ や 農 作 業 の と き の

軽 さ が 好 評 で︑参 加 者 か ら は

ライパンで焼くだけという手

ク ス を 混 ぜ 合 わ せ︑丸 め て フ

絹ごし豆腐・ホットケーキミッ

﹁もちもちパン﹂は︑白玉粉・

がら調理していました︒

バ タ ー 蒸 し 煮﹂の 他︑﹁ゴ

食 べ さ せ た い﹂と の 声 が 聞 か

掲載されているレシピを参

ボウと切り干し大根の 柳川

れました︒

完成した彩り鮮やかな料理の数々。

丼﹂︑﹁も ち も ち パ ン﹂の ４
品を作りました︒

参加者同士が楽しみながら調理をしました。

9
畑作りはお手のものです。

23

23

ン︑ナス︑キュウリなど

身近な食材で簡単アレンジ料理を

5
9

12

福祉

JA鶴岡ショートステイ 愛あい館

Q ＆Ａ

（短期入所生活介護）
とは？
Q1「ショートステイ愛あい館」

Q2 老人ホームとは違うの？
A2

要支援 から要介護５までの介護認定を受けた方がお泊まりでき
る施設です。
お泊まりいただている期間の見守り、介護、食事、入浴、排泄の
お手伝い、送迎等をさせていただきます。

老人ホームは「住まい」ですが、愛あい館（ショートステイ）は
期間を決めてお泊まりいただく施設です。一泊から数か月までそ
の方に応じた泊まり方ができます。

Q3 どうすれば愛あい館に泊まれるの？
A3

介護認定を受けている方は、ご担当のケアマネージャーさんにご
相談ください。愛あい館へ直接ご相談いただいても構いません。
まだ介護認定を受けていない方は、JA 鶴岡のケアマネージャー
にご相談ください。
（☎25−4345 すまいるプラザ内）

Q4 料金は？
A4

介護度やお使いいただくお部屋で差はありますが、目安として 1
日 2,786 円〜 3,786 円（介護サービス費＋食費＋滞在費）です。

その他ご不明な点は、お気軽にお問合せください
ショートステイ愛あい館 ☎0235−64−0605

●福祉だより●
News from welfare

A1

理事会開催報告

希望する ・ 希望しない

〈無料ファックスダイヤル〉0800-800-5090

2017.5.26 開催

※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１号議案 ＪＡ全国監査機構平成28年度監査報告書及び
監査概要書等について
第２号議案 平成28年度決算監査報告について
第３号議案 平成28年度事業報告および剰余金処分案につ
いて
第４号議案 全国農業協同組合連合会が行う農業経営事業
に関する同意について
第５号議案 第11次地域農業振興運動計画の設定について
第６号議案 平成29〜31年度中期経営計画の設定について
第７号議案 賦課金の徴収について
第８号議案 平成29年度における理事および監事の報酬に
ついて
第９号議案 役員の補充選任について
第10号議案 役員退職慰労金の支給について
第11号議案 個人情報保護に関する規程類の改定について
第12号議案 職制規程の一部変更について
第13号議案 第45回通常総代会の開催について
第14号議案 第45回通常総代会付議事項について
第15号議案 平成29年度第1回総代研修会の開催について
第16号議案 固定資産（京田CE籾殻庫内外壁改修工事）
の取得について
第17号議案 固定資産（西郷CE籾摺調製装置更新）の取
得について
第18号議案 固定資産（北部CE穀温監視システム更新）
の取得について
第19号議案 固定資産（ジブラルタ生命鶴岡ビル）の取得
について
第20号議案 鶴岡市農業委員会委員の推薦について
第21号議案 有限会社パンハウス庄内の平成29年度事業計
画について
第22号議案 有限会社けさらんファームの平成29年度事業
計画について
第23号議案 ＪＡバンク外部委託管理規程の一部改正につ
いて
第24号議案 理事に対する利益相反取引の承認について

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〜Eの順に並べてできる言葉はなんでしょう？締切は7月7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 晩ご飯のこと

1

夕涼みや花火大会に似合う着物

6 チョコレートの原料になる植物

2

サナギからチョウに――した

7 ビー玉を押し込んでから飲みます

3

物事を行うのにちょうど良い頃合い

9 コンコンとノックする物

4

馬の背に置きます

5

絵柄の美しい――切手を買った

8

わらなどを編んで作る敷物

11 鉛筆を削って出します
12 泳げない人の強い味方

10 ナタネやゴマなどを搾ると取れます

14 ハチドリやチョウが吸います

12 原本からコピーした物のこと

15 電話では――が明かない。会って話そ

13 キツツキが木に穴を開けるときに使う物

う

14 世話人に頼む、昔ながらの婚活

17 今日が終わるとやって来ます

ラッキョウ

先月号の答え

18 東南アジアの国。首都はバンコク

21 頭文字のこと。佐藤さんならＳです

20 革靴や家具を磨いて出すことも

ふ れ あい

伝言板

▼テレビでワサビ丼というものを見て︑

いつか食べたいものだと思っていた︒先

日︑ワラビ採りで山に入った時︑偶然ワ

サビを見つけ根の太目なのを採ってきて

すりおろし︑醤油︑カツオブシとともに

代男性︶

60

ご飯にかけて食べたら︑もう絶品でした︒

︵田川／

地元でワサビが採れることに驚きまし

た︒水が綺麗なところに生えると言われ

てますよね︒おいしそうな食べ方ですね！

ぜひ新鮮なワサビで作ってみたいです︒

▼﹁ジェネリック﹂という言葉は医薬品

だけのものと思っていましたが農薬にも

あることを知りました︒効果が同じであ

代女性︶

れば﹁ジェネリック﹂の除草剤や農薬を

︵岡山／
70

使いたいと思います︒経済的にも助かり

ます！

ジェネリック農薬は︑生産資材課やＪ

Ａグリーン各店舗で取り扱っていますの

で︑ぜひ足をお運びください︒皆様のお

越しをお待ちしております！

▼水稲部門は圧倒的に縮小したはずなの

に耕起︑代掻き︑田植えと進むにつれて

気になるものです︒長年やってきた作業

代男性︶

が気になり︑腕が鳴ります︒諦めること

︵高田／

自分が今までやっていたことから離れ

は難しい事です︒

るのは︑なかなか難しいですよね︒自分

だったらこうしたい︑任せたからには見

守らないとといった感じで気持ちが揺れ

動きますよね︒

70

16 ――キープ。ペット――

19 野球の打者が振ります

■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。

●第５号議案
賦課金の徴収について
年度における理事

【７月号の見出しをご紹介】
《特集》
なるほど！
子育て・孫育て

作ってみよう！
トマトの新顔調味料

〈地域情報版〉
新規就農 新しいカタチ

〈第１別冊付録〉
夏の暑さを元気に
乗り切る！
衣・食・住・農作業
の知恵袋
〈第２別冊付録〉
まんが１０分でわかる
ＪＡのなぜ？
読んですっきり「誤解・
勘違いを解消しよう！」

お問い合わせは
生活課（☎23-5045）
までお願い致します。

●第６号議案
平成

お持ちの写真を掲載する
力
同の
協

つなげ
よう

回通常総代
および監事の報酬につい
て
●第７号議案
役員の補充選任について
●第８号議案
役員退職慰労金の支給に
ついて

赤ちゃん写真コーナー
に掲載しませんか？
かわいいお子さま︑お孫
さまを︑広報誌﹁けさらん﹂

及び注記表の内容並びに

事もできます︒また︑撮影

世帯のお子様︑お孫様︵外
孫でもOKです！︶
●お問い合わせ先
︱8179

JA鶴岡総合企画課
☎

※内容は変更されることもあります。

第 回通常総代会の
開催について
ＪＡ鶴岡第

日 （
水 ）
午後１時︶

会を下記により開催いたし
ます︒
年６月

︻日時︼
平成
午後２時
︵受付
︻場所︼
東京第一ホテル鶴岡
﹁鳳凰の間﹂
︻付議事項︼
年度事業報告及び

●第１号議案
平成
剰余金処分案の承認につ
いて

全国監査機構の監査報告

してほしい場合もお気軽に
伺いいたします︒

ご連絡ください︒JAでお

全国農業協同組合連合会

次地域農業振興運動

年度中期経営

３歳くらいまでの︑組合員

●撮影対象

第

●第３号議案

する同意について

が行う農業経営事業に関

●第２号議案

及び監事の監査報告︶

﹂に載
︵報告事項 平成 年度 ﹁ Hello Sweet Baby!
貸借対照表︑損益計算書︑ せてみませんか？
28

計画の設定について
〜

●第４号議案
平成

33

kesaran@ja-tsuruoka.or.jp

「家の光」創刊90周年

45
21

31

計画の設定について

水田が輝き︑草木が勢いよ

く伸びる春︑一年で一番エネ

ルギーに満ちた季節です︒

我が黄金地域では︑雪解け

とともに農作業が忙しくなり

ます︒水田の種子消毒に田起

こし︑柿の剪定に竹林の片付

け︑枝豆の播種︑定植︑土寄

せ等々といった作業が続きま

す︒

今年は︑二人のヤングシル

バーが加わりました︒おかげ

さまで忙しさも緩和され︑活

気が出て︑スピードＵＰ︑た

くさんの方々と一緒に作業す

る事により会話も弾み︑地域

がまとまり元気になります︒

人が多く集まる事によりやが

て大きな力となり︑地域の活

性化に繋がります︒

部

寛

そんな役割を農業が担えれ

阿

ばと思います︒

広報委員

︵黄金︶

15

29

7月号の主な内容
へ地域
へ
次代

28

29

45

29
11

J A から の お 知 らせ

O N
I
T
F O R M A
N
I

山形県庄内
ＪＡ鶴岡

庄内砂丘

メロン

鶴岡の夏を丸かじり！
！

食べ放題をしよう！
期間

7/1〜7/31

午前10：00〜午後4：00まで

要予約

※１週間前まで
ご予約下さい

＊メロンの種類は、アンデスメロン・鶴姫メロン・
鶴姫レッドメロンです。
（時期によってメロンの種類が変わりますのでご了承願います。）
＊鶴姫・鶴姫レッドは、
ＪＡ鶴岡のオリジナルメロンです。
大玉でネットの盛り上がりが良く高級感が漂います。
加えて糖度が高いのに、マイルドでメロンのいい香りと
甘さが楽しめます。

善宝寺へ

鶴岡IC

主要地方道38号線鶴岡〜酒田線
（西郷バイパス）

⬅

西郷選果場

お申込・お問合せ

ＪＡ鶴岡 園芸部 園芸特産課

山形自動車道

セブンイレブン様
鶴岡・大山へ

酒田へ

庄内空港

1,500

＊メロンの直売・地方発送も
同会場で行っております。

TEL 0235-76-1071
国道112号線

2 10

料金

名様
まで

＊食べ放題のみの金額です

山形県鶴岡市茨新田字千馬合1-4

湯野浜温泉

食べ放題 1時間 申込人数

円/人（税込）

ＪＡ鶴岡 西郷選果場直売所内

会場

日本海沿岸に堆積した庄内砂丘は、
日本有数のメロン産地です。
水はけの良い砂地は、メロンにとって
最高の土壌。
そして清らかな水、そよぐ海風、
メロン
の生産に精を尽くす人達。恵まれた環
境から最高のメロンが生まれます。

酒田IC

庄内空港IC

＊広い駐車場と道路沿いの
三川ジャスコ様
メロンののぼりが目印です。

酒田へ

山形県鶴岡市覚岸寺字水上199

TEL 0235-29-2828
FAX 0235-29-2832
（担当 齋藤）
7/1〜はこちら
TEL 0235-76-1071

暮らしに幸せ運ぶ
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