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ＪＡからのお知らせ

齋藤

こういち

功一さん

（38才）

寛子さん

（30才）

ひろ こ
さ

ら

紗來ちゃん（２才）
蓮ちゃん

（１才）

昨年から夫の農業を手伝い始め、もうすぐ一年に
なります。ねぎを中心に栽培し、私自身は、トマト
の管理、収穫に悪戦苦闘の日々を送っています。
休日は、今年で３才と１才の娘たちと一緒に産直
に配達に行きます。お姉ちゃんは「お仕事する！」
と言って値札のシールをペタペタと貼ってくれます。
いずれは後継者になるのかなぁとその様子をほほ
えましく見ています。次世代の子どもたちが楽しい、
やりがいがあると思ってもらえるような農業を目指
したいです。（文：寛子さん）

用語でゴルフの初心者が︑ク

﹁手の５番﹂とは︑ゴルフ

用であるが︑今後の導入は悩

ＪＡは購入ではなく試験的使

らないではないか︒幸い︑当

凛として
文明の利器プラス手の５番

ラブで打つには難しすぎる時︑

今年もようやく﹁だだちゃ

む所である︒

事である︒何故５番なのか？

豆﹂の出荷の時期がやって来

・・・

おそらく指が５本あるからだ

た︒遅れはしたが︑収量︑品

組合長コラム

おまけで手でボールを投げる

と思うが？

質については例年通りに出来

力を入れていく計画である︒

先日︑秋田県内のＪＡに色

我がＪＡ鶴岡でも試験的に︑

全国に冠たる﹁だだちゃ豆﹂に

たようだ︒

共同選別を開始するための事

なるためにはもっともっと生

彩選別機を使った共同選別場

前調査である︒結論から言お

産量を増やしていかねばなら

今年は関西方面の出荷にも

う︒﹁がっかりした﹂１５０

ない︒そのためには︑﹁手の５

を視察に行った︒今年度より︑

０万もする︑文明の利器がこ

番﹂を必要としない文明の利

﹁メーカー﹂さん︒

茂一

んなレベルとは︒機械が選別

頼むぜ

佐藤

器の完成が不可欠なのである︒

人の﹁手の５番﹂を使っ

代表理事組合長

‼

美原町

れん

編集後記「灯台」

した後にもかかわらず８人か

ら

ていた︒これでは何のために

１５００万も投資したかわか
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今月の
モデル

2

第３回 全国メロンサミット in 鶴岡開催

メロンやアイスなどの販売ブースは大盛況
（イベントサミット）

月８日︑９日の２日
間︑全国 のメロン産
地が集結した﹁第３回全国メ
ロンサミットｉｎ鶴岡﹂が東
北で初めて鶴岡市を会場に開
かれた︒
８日の︑全国のメロン産地
の関係者が一堂に会したビジ
ネスサミットでは︑産地首脳
会談とシンポジウムが行われ
た︒首脳会談では︑共通ロゴ
マーク︑サミットの継続を盛
り込んだ産地共同宣言を採
択︑シンポジウムでは︑多収
穫水耕栽培の技術開発︑地理
的表示︵ＧＩ︶︑マーケット
におけるメロンジュースの可
能性などが報告された︒
９日は︑一般市民に向けた
イベントサミットが行われ︑
各産地のメロンの販売︑試
食︑メロン食べ比べやメロン
スイーツの振る舞い︑ステー
ジイベントなどが行われたほ
か︑屋外には飲食ブースも設
けられ︑市内外から約２万人
が訪れた︒
屋内エリアでは︑各産地が

自慢のメロンを販売︒ＪＡ鶴
岡も出店しメロン３品種のほ
か︑アイスクリーム︑メロン
ゼリーなど加工品が販売され
た︒西郷砂丘畑振興会役員も
販売を手伝い︑予想を上回る
売れ行きとなった︒
各産地のメロンの食べ比べ
や市内菓子店のメロンスイー
ツの振る舞いは長蛇の列が出
来るほどの人気で︑食べ比べ
をした女の子は﹁いろんなメ
ロンが食べられておいしかっ
た ︒﹁ 鶴 姫 ﹂ が 一 番 お い し か
ったよ﹂とうれしそうに話し
てくれた︒
市民有志が作詞作曲したメ
ロンの歌﹁まめみむめろん﹂
が発表されたほか︑﹁テツ
andトモ﹂のスペシャルス
テージでは子ども達もステー
ジに立ち盛り上げ︑観客は爆
笑に包まれていた︒
メロンサミットは︑全国の
メロン関係者が一堂に会し︑
情報交換︑連携し今後の生
産︑流通に生かす事を目的に
行われている︒

3

（菓子工房けさらん）
かき氷には行列が絶えなかった

大人気のメロンの食べ比べ「鶴姫」が一番おいしかったよ
野菜のつめ放題は大人気
（産直館）

「テツandトモ」のスペシャルステージは、笑いの渦に包まれた
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メロン産地が鶴岡に集結

各産地の首脳が結集したビジネスサミット

７

14

＆

！多くの方にメロンをＰＲ
イベントサミットは、約２万人が来訪！

＆

７月上旬から分施巡回を実施した︒管内各
地区の水稲﹁ひとめぼれ﹂﹁はえぬき﹂﹁つや
姫﹂を中心に︑稲の収量確保と品質向上を目
指し︑出穂前に肥料を与える時期や施用量に
ついて指導した︒生育調査結果や︑今年の気
象情報を基に今後の栽培管理についても説明
した︒
米穀畜産課の指導員は﹁今年の生育状況は︑
６月上旬の天候不順︑低温により生育の遅れ
が見られたものの︑６月下旬の好天で︑例年
より３〜４日遅れまで持ち直した︒ただ葉色
が濃い傾向なので︑生育状況を確認して今後
対応してほしい︒病害虫対策や草刈り対応も
しっかりお願いしたい﹂と話した︒

分施巡回を実施

収量確保と品質向上を目指して
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﹁アク・サン大山﹂業務提携記念

だだちゃ豆生産者大会

販売高８億円を目指す

だだちゃ豆専門部は７月 日︑北部集出荷
施設でだだちゃ豆生産者大会を開いた︒２０
１７年度は出荷量８８０㌧︑販売高８億円を
目指す︒約１５０人が出席した︒
加賀山雄専門部長は﹁大会でだだちゃ豆が
日本一になる思いを強くし︑一丸となって頑
張ろう﹂と呼び掛けた︒
ＪＡの担当者は出荷要領や販売対策︑品質
と食味の高位安定を目的に今年度からだだち
ゃ豆の食味分析を実施することなどを説明し
た︒東京青果野菜第５事業部の佐々木健一郎
副部長は﹁有利販売につなげるため︑生産地
の情報を市場に伝えてほしい﹂と述べた︒

18

にぎわった３周年感謝祭
生活課は︑７月１日に葬祭会館﹁アク・サ
ン大山﹂との業務提携３周年を記念し感謝祭
を開き２４０人が来場した︒
開始と同時に多くの方々が来場し会場は︑
にぎわいを見せた︒子ども連れも多く︑お楽
しみ抽選会︑１コインでの野菜詰め放題︑お
菓子のつかみ取り︑飲食コーナー︑マジック
ショーを楽しんでいた︒
同課の佐藤和宏課長は﹁多くの方に来てい
ただき大変ありがたい︒ホール葬への関心の
高さが感じられた︒ご利用者の満足度を高め
るために︑今後も開催したいし︑セレモニー
スタッフの育成にも力を注ぎたい﹂と話す︒

JA指導員㊨と稲の生育状況を確認する農家。

抽選会を楽しむ来場者。

あいさつする加賀山専門部長。

4

あぐりスクール

56

＆

たくさんの農産物が集まりました。
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親子でメロンの収穫体験

今年度１回目となるＪＡ鶴岡あぐりスクー
ル﹁庄内砂丘メロン収穫体験＆メロン選果場
見学﹂を７月 日︑西郷選果場などで開き市
内外から親子 組 人が参加した︒
鶴岡市下川にある佐藤秀一さんの圃場でメ
ロンの収穫体験が行われ︑参加者はＪＡ職員
から収穫のポイントやおいしいメロンの見分
け方を聞いた後︑大きなメロンを探し出して
収穫︒
西郷選果場では︑箱詰めされたメロンがロ
ーラーコンベヤーで運ばれるところを間近で
見学︒連日 ㌧トラックいっぱいにメロンの
箱が積み込まれ︑出荷されていることを聞い
た参加者からは驚きの声があがった︒

22 22
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大泉枝豆直売グループ

だだちゃ豆の直売所がオープンし多くのファンが訪れた。

26

﹁だだちゃ豆﹂直売所オープン

女性部西郷支部

大きなメロンを収穫できました。

旬の農産物をお届け！

5

19

女性部西郷支部と西郷婦人会は７月 日︑
市内の湯野浜思恩園︑七窪思恩園︑しおん荘︑
慈丘園など福祉施設４カ所に採れたてのメロ
ンや夏野菜を寄贈した︒
社会福祉への貢献を目的として行っている
﹁メロン一粒運動﹂は︑同支部と同婦人会の
会員の家庭で収穫された農産物を届けており︑
人が参加︒
女性部員から野菜を受け取った湯野浜思恩
園の利用者からは﹁おいしそうな野菜をたく
さんありがとう﹂などの感謝の言葉が贈られ
た︒
13

大泉枝豆直売グループは︑７月 日に夏の
特産品﹁だだちゃ豆﹂の直売所を大泉支所駐
車場内にオープンした︒
６月までの低温の影響により生育が遅れ例
年より一週間遅いオープンとなったが︑開店
前には待ちわびたお客様で列ができ︑朝採り
の新鮮な﹁だだちゃ豆﹂を買い求めていた︒
同グループの佐藤トシ会長は﹁天候により遅
れたが︑例年と変わらずおいしくできている﹂
と話す︒
同直売所は︑今年で 年になり︑８月末頃
まで毎日朝８時半から営業し︑ 時以降は売
り切れ次第終了となる︒
38

白山店へ行こう !

産直館白山店の白山茶寮では、地元
農産物をはじめ、こだわりの素材を
使用したジェラートをいつでも楽し
むことができます。素材の良さを生
かした甘さスッキリ、風味豊かなジェ
ラートです。
今号では夏に食べたいおすすめジェ
ラートをご紹介！
挽きたてアイスコーヒーと一緒にど
うぞ♪

上段 : 抹茶、
プレミアムバニラ、
チョコレート、黒ゴマ、塩ミルク
下段 : アールグレイ
（紅茶）、山ぶどう、つや姫、だだちゃ豆、Cafeリッ
チのジェラートを味わえます。
※種類は季節により変わる場合がございます。

白山店
おすすめ!

シングル 250 円／ダブル 300 円／カップかコーンをお選びいただけます
＊白山茶寮は14時〜15時まではお休みです。価格は税込みです。

3位

2位

山ぶどうシャーベット

つや姫

朝日地区の山ぶどうを使った
スッキリとした味わいが、暑い
日に涼感を誘います。

つや姫のツブツブがくせになる。
どこか懐かしさも感じられる優し
い味です。

1位
だだちゃ豆（不動の人気 No.1）

白山と言えばやっぱり
「だだちゃ豆」
。
香り・甘味・風味が最高です。
6

番外編

写真はかき揚げそば

585円（税込）

田川手打ちそば

だだちゃ豆ソフト ２５０円（税込）

５００円（税込）〜

田川のそばグループが毎朝打つ、打ち立ての「手打ちそ
ば」を数量限定でお召し上がりいただけます。田川で生
産された『でわかおり』を使用しています。
お食事メニューの提供は11時から14時まで。
（数量限定）

だだちゃ豆の本格シーズンに合わせ、
シェイクもソフトもだだちゃ豆味です。
6月までは期間限定で鶴姫メロンソフ
トを販売して
いました。

3 店舗のココがおすすめ!
だだちゃ豆の試食
８月のお盆の頃には「だだちゃ豆」が最盛期。
それぞれの品種ごとに風味
が異なり、生産者ごとにも味が異なります。各店舗で用意している「だだ
ちゃ豆」
の試食をお試しください。

産地間提携
全国の提携産直の産地間提携品を販売
しています。沖縄県や和歌山県など、珍
しいものも並んでいますので、ぜひチェ
ックしてみてください。

ＰＯＰ＆レシピ
産直館には野菜の特徴を紹介したＰＯＰを掲示しています。
料理のレシピも置いていますので、
ぜひご覧ください。

産直館白山店
営業時間／ 9：00 〜 18：00
産直館駅前店
営業時間／ 9：30 〜 18：00
産直館のぞみ店 営業時間／ 9：30 〜 18：00
Facebook もやってます！
https://www.facebook.com/sanchokukan/
7

ヤギのいる暮らし

佐久間拓也
麻都香
寿

里奈

さん
さん

さん

私たちは２０１５年の８月に黄金
地域の寿に引っ越してきました︒ヤ
ギと一緒に暮らしたかったのでヤギ
を飼っても差し支えないくらい広い
この地域が気に入っています︒ヤギ
はとても穏やかな動物で︑人間にも
なつきます︒今我が家のヤギたち

貯金係として

佐藤
貯金係

︵５頭︶は自宅の庭の﹁草刈り隊﹂
として働いています︒むしゃむしゃ
と草を食べる姿は︑見ていてとても
気持ちが良く︑いつまでも眺めてし
まいます︒そして︑ヤギの糞を集め
て堆肥にして畑に還元する︑小さな
循環ができたら幸せだなと︑今は堆
肥舎作りをしています︒
そんな自宅の庭では︑私たちの好
きな野菜を育てています︒最近はパ
クチー︑ダイコン︑花オクラなどで
す︒たくさん育ったときは産直でも
販売させて頂いています︒これから
もヤギと共に暮らしを作っていけた
ら幸せです︒

フードより魚が大好きです。今宵は主の晩酌に付き合っ

てどんなサービスをするかを支所ご
とに発表し合う︑テラーコンクール
に参加しました︒どんな商品をどう
紹介したら興味を持ってもらえるか︑
JAを利用したいと思ってもらえる
か考えたことで︑皆様に喜んでもら
えるようなサービスを提供したいと
改めて思いました︒これからも上郷
の貯金窓口をよろしくお願いします︒
私生活では︑最近ソフトボールの
チームに入り︑久しぶりに球場に通
っています︒ここ数年の運動不足を
解消したいです︒
適度な運動や食事など︑健康に気
を付けてこれからも頑張ります︒

名前は俳優のブラットピットよりもらいました。ドック

上郷支所

JA鶴岡に入組し３年目になりま
した︒
初めて配属された上郷支所で︑組
合員の皆様や周りの方々に助けられ
励まされながら︑何とか貯金係とし
て頑張っています︒
先日は︑窓口の利用者の方に対し

ちゃん

ちゃん

み

私は老犬の 11 歳です。生まれた時から毛の色がブラック、

だだちゃ豆専門部

専門部
紹介

寒がりでネコみたいなピット君

大塚町

な

誠さん（地区 石山）
はせがわ

水野ひかり

播磨
な

山中菜那未

ています。

あかちゃんの写真を広報に掲載しませんか？

くん

ゆず き

柚輝

種 ミニチュアダックスフンド
品

お孫さん・お子さん︑自薦他薦は問いません︒

城南町

上林

父：俊行さん 母：寿恵さん
（俊光さん、美枝子さんのお孫さん）

まこと

主 長谷川
い

ピット
おなまえ

母：恵さん
父：弘昌さん 母：亜紀さん
（眞一さん、静さんのお孫さん）

ＪＡ鶴岡だだちゃ豆専門部は生産者229名で構成され
る部会です。今年度は、栽培面積267㌶で出荷量880㌧、販
売高８億円を目標にしています。
専門部の新たな取り組みとして枝豆共選事業の試験稼
働、全生産者を対象にした食味分析を行っています。共選
事業では、選別・袋詰めの工程をＪＡ鶴岡で行うことで高
齢化や人手不足等で作業が困難になっている生産者の手
助けになればと考えています。また、食味分析では品質と
食味の高位安定化を目的に、いつ、誰のものを食べてもお
いしいと感じていただけるだだちゃ豆を目指していま
す。その他にも、排水対策の徹底、土壌分析の実施による
安定生産体制を構築しています。
今後は、さらに栽培面積を増やし多くの方に愛される
だだちゃ豆を目指していきます。

飼

ご希望の方は︑お気軽に総合企画課までご連絡下さい︒

ちゃん

きっと︑良い記念になりますよ！

こ

父：裕人さん 母：瞳さん
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ヤギのいる暮らし

佐久間拓也
麻都香
寿

里奈

さん
さん

さん

私たちは２０１５年の８月に黄金
地域の寿に引っ越してきました︒ヤ
ギと一緒に暮らしたかったのでヤギ
を飼っても差し支えないくらい広い
この地域が気に入っています︒ヤギ
はとても穏やかな動物で︑人間にも
なつきます︒今我が家のヤギたち

貯金係として

佐藤
貯金係

︵５頭︶は自宅の庭の﹁草刈り隊﹂
として働いています︒むしゃむしゃ
と草を食べる姿は︑見ていてとても
気持ちが良く︑いつまでも眺めてし
まいます︒そして︑ヤギの糞を集め
て堆肥にして畑に還元する︑小さな
循環ができたら幸せだなと︑今は堆
肥舎作りをしています︒
そんな自宅の庭では︑私たちの好
きな野菜を育てています︒最近はパ
クチー︑ダイコン︑花オクラなどで
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ら幸せです︒

フードより魚が大好きです。今宵は主の晩酌に付き合っ

てどんなサービスをするかを支所ご
とに発表し合う︑テラーコンクール
に参加しました︒どんな商品をどう
紹介したら興味を持ってもらえるか︑
JAを利用したいと思ってもらえる
か考えたことで︑皆様に喜んでもら
えるようなサービスを提供したいと
改めて思いました︒これからも上郷
の貯金窓口をよろしくお願いします︒
私生活では︑最近ソフトボールの
チームに入り︑久しぶりに球場に通
っています︒ここ数年の運動不足を
解消したいです︒
適度な運動や食事など︑健康に気
を付けてこれからも頑張ります︒

名前は俳優のブラットピットよりもらいました。ドック

上郷支所

JA鶴岡に入組し３年目になりま
した︒
初めて配属された上郷支所で︑組
合員の皆様や周りの方々に助けられ
励まされながら︑何とか貯金係とし
て頑張っています︒
先日は︑窓口の利用者の方に対し

ちゃん

ちゃん

み

私は老犬の 11 歳です。生まれた時から毛の色がブラック、

だだちゃ豆専門部

専門部
紹介

寒がりでネコみたいなピット君

大塚町

な

誠さん（地区 石山）
はせがわ

水野ひかり

播磨
な

山中菜那未

ています。

あかちゃんの写真を広報に掲載しませんか？

くん

ゆず き

柚輝

種 ミニチュアダックスフンド
品

お孫さん・お子さん︑自薦他薦は問いません︒

城南町

上林

父：俊行さん 母：寿恵さん
（俊光さん、美枝子さんのお孫さん）

まこと

主 長谷川
い

ピット
おなまえ

母：恵さん
父：弘昌さん 母：亜紀さん
（眞一さん、静さんのお孫さん）

ＪＡ鶴岡だだちゃ豆専門部は生産者229名で構成され
る部会です。今年度は、栽培面積267㌶で出荷量880㌧、販
売高８億円を目標にしています。
専門部の新たな取り組みとして枝豆共選事業の試験稼
働、全生産者を対象にした食味分析を行っています。共選
事業では、選別・袋詰めの工程をＪＡ鶴岡で行うことで高
齢化や人手不足等で作業が困難になっている生産者の手
助けになればと考えています。また、食味分析では品質と
食味の高位安定化を目的に、いつ、誰のものを食べてもお
いしいと感じていただけるだだちゃ豆を目指していま
す。その他にも、排水対策の徹底、土壌分析の実施による
安定生産体制を構築しています。
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飼

ご希望の方は︑お気軽に総合企画課までご連絡下さい︒

ちゃん

きっと︑良い記念になりますよ！

こ

父：裕人さん 母：瞳さん
（衛市さん、真利子さんのお孫さん）

父：重憲さん

平成25年9月生まれ

私の思い・みなさんに伝えた

8
9

藤沢
み

難波咲心

平成28年7月生まれ

平成26年7月生まれ
平成26年12月生まれ

組合員
紹介
い !!

職員
紹介

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。

板木技術士事務所

板 木 利 隆

茎が球形に膨らみ︑
見ても楽しいコールラビ
茎の基部がカブのように球形に膨らむコールラビ︒
別名を球形カンラン︵甘藍＝キャベツ︶とも︒地中海
沿岸地方の原産︑葉はカリフラワーに似ていますが︑
キャベツの原始型ともいわれます︒
日本に渡来したのは明治初期と古いのですが︑あま
り知られていなかったのは食べ方が分からず︑和食に
合わなかったためのようです︒
味はブロッコリーの茎の部分に似て︑こくがあり︑
癖がなく︑歯応えが良く︑適度な甘味もあります︒皮
をむいて4〜5㎜の薄切りにし︑サラダやあえ物︑ク
リーム煮にしたり︑油揚げなどと合わせて煮物にした
りと︑アレンジしてみると良いでしょう︒ビタミンC
はカブの3〜4倍︑カリウムも豊富で︑高血圧を予防
し︑免疫力を高め︑美肌効果も期待できます︒生育適

温は︑ 〜 度︑冷涼な気候を好み︑キャベツよりも
高温や低温に耐える力があるので︑栽培しやすい野菜
といえます︒
種まきの適期は6月中旬から8月初旬ぐらいまでの
夏まきと︑9月上旬から 月上旬の秋まきです︒
畑は前もって石灰と堆肥を全面にまき︑ 〜 ㎝の
深さによく耕しておき︑種まきの前に︑条間 ㎝︑く
わ幅の溝に︑元肥として油かす︑化成肥料を1平方m
当たり︑それぞれ大さじ3杯を施し︑軽く覆土して︑
種子を2〜3㎝間隔にまき付けます︒
発芽したら育つにつれて間引き︑最終株間を 〜
㎝ぐらいにします︒生育の途中2〜3回︑化成肥料を
追肥しましょう︒
3号ポリ鉢に4〜5粒まき︑育つにつれて間引き1
株を残し︑本葉4〜5枚の苗に仕上げ︑プランターに
株間 〜 ㎝植えとし︑球形に膨らむ様子を見て楽し
むのも良いでしょう︒
球が4〜5㎝に肥大した頃︑図のように球から横に
向かって伸びている葉の葉柄を2〜3㎝残して切り取
り︑球の肥大を促します︒
収穫は球径が5〜6㎝に肥大した頃から逐次行いま
す︒大きくなり過ぎると肉質が堅くなるので︑取り遅
れないようにしましょう︒
球の下部︑根元付近は堅くて食べられないので︑1
〜 ㎝は切り除いてください︒収穫物は新聞紙に包ん
で冷暗所に置けば4〜5日ぐらいは十分持ちます︒
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※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+

多収・高品質・良食味米生産には収穫までの水管理が

最重要！早期落水は厳禁！病害虫防除は徹底を！

くぼみに一部水がある程度より乾かさない

土壌水分保持のめやす

１．８月から９月登熟期間の水管理
登熟期間は水分と酸素の両方が必要に
なります︒９月以降刈取り時の圃場状態
を気にして早期落水する方がおりますが︑
早期落水は登熟期間に十分な水分が稲体
へ吸収されず玄米品質低下となる大きな
原因です︒出穂後１ヵ月経過するまでは
間断灌水を必ず継続しましょう︒

日

出穂後日数

〜

足を入れてかかとの部分に一部水がにじみ
出る程度

日

黒乾亀裂︵一部小ヒビの把入る程度︶

〜

日以降

２．台風・強風時の管理
８月から９月は高温予報であり︑高温
の風が吹き続いたり︑台風によるフェー
ン現象が発生する可能性があります︒
台風・強風の影響により数年前﹁つや
姫﹂中心に﹁褐変籾﹂症状や﹁茶米﹂の
発生が散見された事例もありますので︑
このような予想があった場合は深水湛水
により稲体を保護しましょう︒

30

20

21

31

15

15

1.5

あなたも
チャレンジ！

10

共済課からのお知らせ＜傷害共済編＞

地元食材で挑戦 !!

地産地消
クッキング

レシピ
の

ご案内

※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

28

15

青年部員㊧に教えてもらいながらエダマメのさやもぎを体験する生徒。

土壌分析を体験。

培について紹介しました︒
土壌分析やプランターに植
えたエダマメの収穫なども
体験︒大泉支部の伊藤恒幸
さんは﹁県外に進学しても
地元がどんな場所で︑どん
な作物があるか知っている
ことは大事︒農業は簡単で
はないが︑やりがいがある︒
職業の選択肢の一つとし
て 参 考 に な れ ば う れ しい﹂
とメッセージを送りました︒
吉田柊馬君︵ ︶は﹁早朝
からエダマメを収穫するの
は大変︒土壌分析をするこ
とも初めて知った﹂と話しま
した︒

11

ＪＡ鶴岡と青年部大泉支
部は７月 日︑県立鶴岡中
央高校で開かれた職業体験
イベント﹁ワクワクワーク﹂
に参加し︑ＪＡの事業や農
業の魅力を伝えました︒
体験会は︑庄内地方の若
手自営業者らでつくる一般
社団法人あきんどなまかが︑
地元企業の魅力を体感して
もらおうと開催︒飲食︑製
造︑病院など 団体が参加
し︑同校からは１年生２６
８人が参加しました︒
ＪＡブースでは米粉クレ
ープづくりを体験︒青年部
ブースでは︑エダマメの栽

女性部だより

者たちに︑五十嵐さんは
﹁がんばらない︑がんば
らない﹂と声をかけてい
ました︒
部員が減ってきている
中で部員外にも女性部の
活動を知ってもらうこと
と交流を目的に︑年間６
回実施します︒

県外の女性部員と交流

西郷支部は７月 日︑
研修旅行で西郷のメロン
選果場を訪れたＪＡにい
がた南蒲の女性部員 人
と交流しました︒

メロン栽培について紹介し、交流を深めました。

上郷支部では︑７月
日に支所管内の組合員家
庭の女性を対象とした
﹁かがやき講座﹂を開講
しました︒この日は︑体
幹トレーナーの五十嵐ま
ゆみさんを講師に﹁歪み
矯正体操﹂を行い︑ 人
︵内部員外５人︶が参加︒
普段何気なく行ってい
る立つ動作︑座る動作の
正しいやり方を実践して
みた参加者からは﹁難し
い﹂との声があがりまし
た︒知らず知らずのうち
に力が入ってしまう参加

21

36

12

12

深呼 吸を行いながら、全身をリフレッシュ！

青年部だより

地元職業体験会で農業の魅力伝える

ＪＡ鶴岡女性部上郷支部 かがやき講座を開催

12

福祉

自分の大切な人を、大切に介護してもらいたいと思うあなたへ・・・
【訪問介護事業】ご自宅で安心できる生活のお手伝いを致します。
身体にかかわる介助をします！

食事・入浴・排泄・衣類脱着の介助・通院の付き添
いなど、在宅介護で蓄積された知識や経験をもとに、
質の高い身体介護サービスを提供します。

ヘルパー３ with＇T＇
※詳細 ヘルパー３＝常勤ヘルパー３名
Ｔ＝登録ヘルパー６名

登録ヘルパーとは？

登録ヘルパー募集中！

家事・農作業との両立やＷワークをしたい方にもおすすめです！また、ご利用者のご自宅に訪
問してサービスを提供しますので、ご利用者の近くで生活を支えることのできる、とてもやりが
いの持てるお仕事です。まずはお話しだけ、という方も大歓迎です。

お問い合わせは、福祉サービス

●福祉だより●
News from welfare

身体介護

☎0235-25-4345

理事会開催報告

希望する ・ 希望しない

2017.7.26 開催
第１号議案

〈無料ファックスダイヤル〉0800-800-5090

第２号議案
※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３号議案
第４号議案
第５号議案
第６号議案
第７号議案

平成29年度第１四半期
仮決算について
平成28事業年度の信用
事業及び信用事業にか
かる財産の状況に関す
る説明書類（ディスク
ロージャー誌）の対応
について
勘定科目の設定につい
て
平成29年度上期集落座
談会の開催について
固定資産（西郷CE籾
摺調製装置更新）取得
取下げについて
固定資産（米粒食味計
３台更新）の取得につ
いて
固定資産（産直館白山
店精米機及び色彩選別
機）の取得について

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。

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9月5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 エジプトを流れる大河

1

陰暦9月の異称

3 品物をしまっておく建物

2

船が停泊するときに下ろします

3

青く晴れ渡るもの

4

7 山伏が吹き鳴らす物

口に水を含んでガラガラガラ

5

出会った瞬間に落ちることも

8 えびす様が持っている道具

7

リスが餌を詰め込むところ

9

漢字で書くと雑魚。取るに足らないも

6 ピカソ、ゴッホ、ルノワールといえば

10 手の指を握り込んで作ります

11 量より重視されることもあります

16 水を入れて植物への水やりに使います

12 角度を測るときに使います

18 面取りをして落とす物
19 首の長い動物

先月号の答え

ホウセンカ

ののこと

14 立ち上がって膝の――運動をした

20 芋がらともいう食材

13 一番近い所。――の駅まで徒歩3分だ
15 目で見える範囲のこと
16 ――外れの花が咲いた
17 ――を天に任せて勝負した

ふ れ あい

伝言板

▼だだちゃ豆の成長がめざまし
い！畑の緑が濃くなっている︒田
んぼの草取り︑消毒作業を目にす
る︒ご苦労様！おいしいお米は愛
情で育つのね︒
︵田川／ 代女性︶
農家の方が手間暇かけて栽培し
てくださるお陰でおいしい農作物
が食べられることに感謝の気持ち
を感じます︒８月号が発行される
頃はだだちゃ豆の最盛期︒今年も
楽しみです︒
▼草畑の草取りをしていたら︑子
どもたちの賑やかな声︒夏休みに
入りラジオ体操が始まったのです︒
ラジオ体操の歌を一緒になって歌
い︑畑でラジオ体操をしました︒
とても爽やかな気分・・・
︵大淀川／ 代女性︶
夏休みの風物詩とも言えるラジ
オ体操︒朝早くに集まって体を動
かしている子どもたちを見ると懐
かしく感じます︒しっかりやると︑
実はかなりの運動効果があるので
大人になっても続けたいと思うの
ですが・・・継続するって難しい
ですよね︒
70

70

■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。

の試験研究業務を紹介し︑
１．新規園芸品目に取り組
農業への理解を深めていた
む生産者への生産支援実
自動車燃料課よりお知らせ
だくため︑左記により参観
施について
日頃より︑車検︑定期点
デーを開催いたします︒
新たな園芸品目へ取組む
検のご利用有難うございま
日時 平成 年９月２日
生産者に対し初期投資額の
す︒さて今年も整備振興会
︵土︶ 時〜 時
軽減を図り︑園芸振興を図
主催の定期点検キャンペー
会場 山形県農業総合研究
ることを目的に支援を行い
ンが開催され︑４月１日よ
センター水田農業試験場
ます︒
り６月 日まで定期点検を ︵鶴岡市藤島字山ノ前 ︶
１︶対象者 対象品目の生
受けて頂いた方にグルメ商
内容 試験田の見学︑﹁お
産に新規に取り組む産直
品が当たるイベントがあり
いしいやまがたのお米﹂試
館組織を含むＪＡ鶴岡園
ました︒当ＪＡも協賛して︑ 食︵ 時︑ 時︑ 時︑
芸生産組織会員︒所定の
中央︑西郷両センターで定
時 時各回 食分︶︑クイ
様式に記入して申請手続
期点検を実施された方を対
ズに答えて抽選で﹁つや姫
きを行う︒
象に応募ハガキを出した所︑ ・雪若丸﹂精米セットプレ
２︶支出時期 毎年３月末
多数の当選者が出ました︒
ゼント︑つや姫２合もれな
日まで
特賞︻米沢牛１万円分︼
くプレゼント等
３︶実施期間 平成 年４
下小中 Ｓ様
問合せ先 農業総合研究セ
月１日から平成 年３月
１等
ンター水田農業試験場
日まで
︻博多明太子５千円分︼
☎０２３５ ― ―
２１００
辻興屋 Ｓ様
︵担当柴田︶
２等
ＦＡＸ０２３５ ― ―
２３
︻庄内産メロン３千円分︼
８２
文 下 Ｉ様
林 崎 Ｓ様
園芸関連の支援について
大淀川 Ｔ様
おめでとうございます︒
支援を希望される方は園
商品も嬉しい所ですが酷暑
芸特産課営農指導係︵☎
で負担のかかる愛車のメン
２８２８︶または支所駐
―
テナンスに是非︑ＪＡでの
在の園芸担当営農指導係ま
定期点検はいかがですか？
でご相談・お申込み下さる
只今︑定期点検実施の方は
ようお願い致します︒また︑
オイル交換サービス実施中︒ 園芸用パイプハウス長寿命
随時受付しております︒
化支援につきましては︑別
紙の申込書をご記入頂き︑
生 産 資 材 課︵ ☎
６６２
２．園芸用パイプハウス長
水田農業試験場参観デー
―
２ ︶ へ お 申 込 み 下さるよう
寿命化対策支援の実施に
お願い申し上げます︒
ついて

園芸用パイプハウスの老
朽化に対応し︑豪雪や強風
等の被害を未然に防止し︑
営農の継続と園芸生産の振
興を図ることを目的に支援
を行います︒
１︶支援対象
①建設後︑８年以上を経
過していること
②１棟あたり 坪以上の
面積
③１棟につき５万円以上
の事業費
④ＪＡ鶴岡が指定する施
工内 容により実 施 する
こと
⑤産直館組織を含むＪＡ
鶴岡園芸生産組織会員
２︶支援内容 支援助成金
ハウス１棟につき︑部
…
材代金の ％以内︵上限
３万円︶
毎 年３
支出時期・方法 …
月 末 日 までに該 当 者へ支
払︒
３︶対象部材 パイプハウ
スの地際補修関係部材︑
ハウスサイドのビニペッ
ト︑間口および上下レー
ル︑ハウスサイドの換気
用︵くるくる用︶直管パ
イプ︑雪害・風害対策用
補強部材︵中柱パイプ︑
水平パイプ︶とし︑その
他は対象となりません︒
４︶実施期間 平成 年４
月１日から平成 年３月
日まで
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20,000
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露地キク
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20,000

不安定な天気が続く中︑

雨の合間の作業に追われる

毎日です︒

中学１年になる娘︑自由

研究に稲の穂の観察をする

ことになりました︒どうせ

日に１回目のサン

やるならと夏休み前でした

が７月

センチになり
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ょう！

吉住

興一

体に気をつけて頑張りまし

暑い夏がやってきます︒

成長しております︒
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今年は春から遅れがちだ

ております︒

私もその成長の早さに驚い

穂までもうすぐです︒娘も

茎も膨らんで︑いよいよ出

る穂︑籾の形もはっきりし︑

ました︒どんどん大きくな

察しおよそ

ンチ︒それからほぼ毎日観

プリング︒この時既に２セ
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県民の皆様に対して当場

対象品目及び支援金額
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単位面積
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※但し、単位面積金額の２倍を上限金額とする。
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暮らしに幸せ運ぶ
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