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目安箱
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組合長コラム

凛として

﹁目安箱﹂この言葉を聞い
た事があり︑そしてどんな意
味か知っているのは何才位ま
でなのだろうかと思い︑ 才
になる娘に聞いて見たところ
﹁わがるよ﹂さらに 代の職
員にも聞いたところ﹁学校の
授業で習ったから知っていま
す﹂という答えであった︒
突然何故﹁目安箱﹂などと
言う江戸時代の言葉を出して
来たのか︒それは︑この度Ｊ
Ａ鶴岡の各部署に目安箱を設
ける事にしたからである︒目
安とは訴状の事だそうであり
１７２１年︵享保６年︶に徳
川吉宗が設置したものを指す
そうである︒目安箱に入って
いた町民の訴えを聞き入れ︑
出来たのが﹁小石川養生所﹂
まちひけし ﹂）など
﹁町火消 （
だそうでまさに我々が若かり
し頃テレビ時代劇で見聞きし
た情景である︒

20

恒幸さん（34才）
8

今後は在来野菜の伝統農法をしっかりと継承し、
新たな作物にも挑戦したいと考えています。
編集後記「灯台」

つねゆき

伊藤
藤沢

今月の
モデル

ＪＡ鶴岡の「自己改革」の取り組み
3

で促成栽培した「青こごめ」を収穫、出荷していま
す。

就農して５年が経ちましたが、まだまだ分からな

佐藤

茂一

何の為の﹁目安箱﹂の設置
なのか？それは言うまでもな
くより多くの職員の皆さんの
声を直接聞きたいからである︒
私は一昨年の６月に組合長に
就任した時に今後私は耳をダ
ンボのように大きくして職員
の皆さんの声を聞いてまいり
ます︒と話したのだが職員の
声はまったく聞こえて来ない︒
はて？どうしたものかと考え
ていた折にある職員の﹁今後
のＪＡ鶴岡はどうあるべきか
職員全員の意見を募るべきだ﹂
という声に︑はたと思い立っ
た所である︒
ＪＡ鶴岡にとって﹁小石川
養生所﹂﹁町火消﹂などの様
に︑真に組合員の皆様の為に
なる事業につながる様な訴え
を期待するものである︒

代表理事組合長

2
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総代研修会

新春稲作研修会

3

最新技術と販売情勢を学ぶ

大泉支所は１月 日︑新春稲作
研修会を開き︑農業者 人が出席
した︒
﹁現在の米情勢と今後の見通
し﹂と題して講演した営農部の池
田順一部長は﹁つくばＳＤ１号﹂
について︑﹁調査によると︑大手
コンビニのおにぎりは年間で国民
一人当たり 個消費されている︒

最新技術と販売情勢を学ぶ参加者。

組合員主体のＪＡ改革とは何かを学ぶ
立大学環境科学部教授の増田佳昭
氏は︑政府が進める農協改革の本
当の狙いや︑政府の農協への見方
で何が問題なのかを説明し︑ピン
チをチャンスに変え組合員ととも
にＪＡ自らが自己改革に取り組む
ことの重要性を伝えた︒
増田氏は﹁自己改革は組合員と
理解しあい力を合わせて取り組ま
なければならない︒組合員の皆さ
んもＪＡが自己改革でよくなるた
めにも利用し︑声をかけ︑意見を
言い︑役に立つＪＡを創るよう取
り組んでほしい﹂と呼び掛けた︒

それほど外食・中食に向けられる
米は国内で需要がある﹂と指摘︒
その上で﹁﹃つくばＳＤ１号﹄
の取引先からも現在の２倍あって
も確実に売れると言われている︒
量は交渉の力になる︒ぜひ取り組
んでほしい﹂と増産を促した︒
池田部長は﹁鶴岡産米は売り先
が確定している割合が全体の ％
ほどあり︑既に２０１８年産の商
談が始まっている︒米価は当面大
きく下がることなく安定するとみ
ているが︑引き続き︑作った人の
努力が報われる米価となるよう交
渉に当たりたい﹂と説明した︒
これに先立ち︑営農部米穀畜産
課の菅原隼希指導員が︑春作業の
低コスト新技術として注目を集め
る密苗︑密播︵みつぱ︶の試験結
果や特徴について解説した︒
特に密播技術は︑管内で普及し
ているクボタ製の既存田植え機と
播種機が利用できるため初期投資
がほとんど掛からず︑苗箱枚数や
労力も半減近くにまで抑えられる
効果が期待できるとあって注目を
集めた︒

70

＆

増田氏は、皆さんの声がＪＡをより良くすると伝えた。

１月 日︑東京第一ホテル鶴岡
で総代研修会を開いた︒関係者約
３４０人が出席した︒
佐藤茂一組合長はあいさつで︑
組合員の皆さまにコメの値上がり
を実感してもらうために︑例年８
月に支払っている米の追加精算を
した事や今後は卸・市場より生産
拡大を依頼されている園芸に力を
入れて︑米と園芸双方に軸足を置
く二本足打法の農業に取り組むこ
とを伝えた︒
﹁ピンチをチャンスに政府主導
の農協改革から組合員主体のＪＡ
改革へ﹂と題して講演した滋賀県
26

これからの取り組みなどを伝えた佐藤組合長。

18

18

50

＆

１月 日︑大山倉庫で蔵開きを執り行った︒
役職員︑関係者 人が参列した︒
倉庫内に神棚が設けられ︑佐藤茂一組合長
らが玉串をささげ農産物の豊作と農作業の安
全を祈願した︒
佐藤組合長は﹁昨年は天候に恵まれなかっ
たが︑今年は豊作を期待したい︒五穀豊穣︑
農作業の安全と組合員︑皆さまにとって良き
年になることを願う﹂と述べた︒
蔵開きは︑毎年１月に管内にある４つの倉
庫を持ち回りで行っている︒
11

25

豊作と農作業の安全を祈願

蔵開き
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年度稲作総合成績検討会

平成

年産﹁雪若丸﹂生産者研修会

13

平成

﹁雪若丸﹂の栽培を学ぶ

12

作柄概況や管内展示圃結果を総括

29

指導員が説明し、「雪若丸」について学ぶ生産者。

米穀畜産課は 月 日︑農業振興センター
で平成 年に本格デビューとなる
﹁雪若丸﹂の
生産者研修会を開いた︒生産者約 人が参加
した︒
研修会では︑庄内総合支庁農業技術普及課
が県の栽培マニュアルより︑品種特性や品質
・収量︑生産技術のほか︑管内での試験栽培
結果を伝え︑農業生産工程管理︵ＧＡＰ︶に
ついて説明した︒
その後︑指導員よりＪＡでの取り組みや耕
種基準を説明︒山形県版ＧＡＰへの取り組み
が必要なことや防除・施肥基準︑遵守事項に
ついて他品種と比較しながら注意点を伝えた︒
また︑各種書類を忘れずに提出するよう呼び
掛けた︒

90
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49

30

30

管内展示圃結果などを総括した。

１月 日︑平成 年度稲作総合成績検討会
を農業振興センターで開いた︒
生産者や関係職員 人が出席し︑平成 年
産米の作柄概況︑管内各地区に設置された展
示圃の総括︑地域別食味分析結果︑ばか苗病
の発生状況と対策︑コンポスト展示圃の結果
を協議した︒
平成 年産米は︑庄内の作況指数が１００
となり︑食味の指標となるタンパク含有率は
平年より低く良好な結果だった︒次年度の米
作りに向けて︑適正生育確保や︑総合的な土
づくりの継続が重要であることが説明された︒
密苗試験結果報告では︑次年度は課題解決
に向けた密苗試験の継続と合わせて既存機械
を使った密苗試験を新たに実施していくこと
が報告された︒

関係者が参列し豊作と農作業の安全を祈願した。

29
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4

女性正組合員研修会

第４回ＪＡあぐりセミナー

＆
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24
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28

月 日︑鶴岡市農村センターで第４回Ｊ
Ａあぐりセミナーを開いた︒市民 人が参加︒
東根市の江場歯科医院の星川知佳子院長が
﹁歯と口腔の健康づくり 口から始まる健康
やまがた﹂と題して講演した︒しっかりかん
で食べることで肥満になりにくいことや︑認
知症との関わり︑セルフケアの重要性につい
て話した︒体操や︑顎関節症や肩こり予防に
効くさとう式リンパケアも実践した︒
星川院長は﹁お口の中の変化は全身状態の
バロメーター︒歯科医院は︑治療のために行
くだけでなく︑健康づくりのためにいくとこ
ろ︒生涯に亘って歯と口の健康を保っていく
ために︑かかりつけの歯科医を持とう﹂と話
した︒

歯と口腔の健康づくりを学ぶ

17

18

13

女性正組合員が運営参画を学ぶ

園芸品目研修会

推奨品目の栽培ポイントを学ぶ

生産者の取り組み事例を学ぶ参加者。

１月 日と 日︑園芸品目の生産拡大を目
的とした園芸品目研修会を大泉支所と農業振
興センターで開き︑農家 人が出席した︒
推奨品目のミニトマト︑サヤインゲン︑加
工用キャベツ︑産直館での出荷について︑既
存のハウスを活用すれば設備投資が少ないな
どの利点や︑粗収入見込み額などを紹介︒指
導員が栽培マニュアルを使って︑品種の特徴
や栽培方法︑出荷の流れなどを説明した︒
各品目の生産者が取り組み事例を発表︒産
直館に出荷している生産者は﹁お客様の立場
で欲しいものを考えながら︑少量多品目で生
産している︒店舗によって客層が違うため︑
出荷する野菜を変えている︒生産者同士で情
報交換や交流ができるのが励み︒一緒に頑張
る人が増えたらうれしい﹂と話した︒

5

歯と口腔のセルフケアの重要性について学ぶ参加者。

月 日︑東京第一ホテル鶴岡で︑女性正
組合員研修会を開いた︒女性正組合員・役職
員約 人が参加した︒
この研修会は︑女性のＪＡ運営参画をめざ
し︑女性正組合員を対象に初めて行われた︒
研 修 は︑ＪＡい わ て 花 巻 理 事 の 髙 橋 テ ツ 氏
を 講 師 に 迎 え︑﹁女 性 の 力 をＪＡの 運 営 に 生
かす 今︑できることは？﹂と題し︑女性部
と協力し産直事業を設立したことや食品加工
での取り組みなどを紹介した︒これまでの経
験から感じた組織活動のすばらしさや︑次世
代につなげていく役割があること︑農業を楽
しんでもらいたいことが伝えられた︒

髙橋氏の取り組みから女性参画について学ぶ参加者。
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組合員に必要とされる JA になるために
生 活文化・食育活動 ・ 社会貢 献 活動

JA鶴岡の
｢自己改革｣の
取り組み

ＪＡ鶴岡 青年部・女性部の
食育活動・社会 貢献 活動
●青年部

鶴岡市内
の保育園・小
学校を訪問し
て、年間を通
してさまざまな地産地消や食育活動に取り組んで
います。また、各施設、団体へ自らが育てた農産物
を贈呈したり、各種イベントに参加して社会貢献活
動に取り組んでいます。なお、鶴岡市の友好都市で
ある東京都江戸川区の小学校を毎年訪問して、稲
作特別授業も開催しています。

●女性部

生活文化活動
市民や児童対象の農作物の収穫体験、料理講習会など、年間をとおしてさまざまなイベント
を実施しています。

きらめき
カレッジ

あぐり
スクール

地域に根ざした組織として、平成29年度は高校
生を対象とした伝統料理講習会を初めて開催しま
した。女性フェスティバルでは女性部員手作りの「美
味しいつるおか100歳弁当」の振る舞いを行いまし
た。また、あぐりスクール、あぐりセミナーなどの料
理講習会での講師を務めるなど地産地消運動や食
農教育を実践しています。

●ボランティア活動等

職員によるカーブミラー掃除や、助け合い組織である「けさら
ん愛、愛サービス」による高齢者世帯への手作り弁当の配食サー
ビスやミニデイサービス、ゴミ拾いに取り組んでいます。また、野
球・サッカー大会を主催し、スポーツを通じた青少年の育成に取
り組んでいます。

あぐり
セミナー

鶴岡市内在住の20〜40代
の女性を対象に、さまざまな分
野の講座をとおして仲間作りと
自分磨きの場として開催してい
ます。
鶴岡市内の小学生を対象に
親子で食と農への理解を深め
るスクールです。
平成29年度は3回開催し、
延べ140名の親子が参加して
鶴岡の特産物の砂丘メロンと
だだちゃ豆の収穫体験や料理
講習をとおして食と農について
学習しました。
食と農への理解を深め健康
で豊かな生活を送る目的で開
催しています。今年度は「食」を
メインテーマにして料理実習形
式で行っています。

●広 報 活 動

広報・ＨＰ等により地域全体の食と農の情報を発信していま
す。
また、
市民向け広報誌
「ぱさらん」
を年２回発行し、
管内の農産
物、
生産者やＪＡの取り組み等を地域の皆さまに紹介しています。

7

参加いただきました皆様、ありがとうございました。来年度も農業や食に興味をもっていただけるような楽し
い企画を計画しておりますので、是非ご参加ください。
6
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い企画を計画しておりますので、是非ご参加ください。
6

お力添えに感謝

さん

ませんか？
専門部３役が販促中の関東地区のスーパーを視察

から助けてもらいながら頑張ってお
ります︒
また︑就農当初から青年部に参加
しており︑盟友の方々からも意見交
換を通して色々と学ばせてもらいま
した︒現在は︑支部長をやらせてい
ただいております︒青年部活動では︑
地域の子供たちとの食育に力を入れ
ていて︑さつまいもの栽培や学校田
の手伝い等をしています︒子供たち
の反応はいつも新鮮で︑とてもいい
刺激になっています︒
様々な人からの助けがあっての自
分という事を忘れずに農業をしてい
きたいです︒

長ねぎ専門部

五十嵐悠亮

さん

ります。情報交換の場として栽培講習会も都度開催して
いますので、秋冬品目をお探しの方は是非一緒につくり

ちゃって、近所の方と一緒に帰ってくることも…。

平田

祥子

南支所に来たはじめの年から青年
部主催のビアガーデンに連れてきて
いた娘は︑小学６年生になり︑ハイ
ハイして皆様から可愛がって頂いた
息子も小学２年生になり︑私も毎日︑
宿題の丸付けに追われております︒
先日の最強寒波で我が家の水道が
凍りました︒子供達と一緒に雪を溶
かしてトイレの水として使ったり︑
普 段 お き ている当たり前の事に感謝す
る事ができました︒
全ての事に感謝し︑これからも皆
様の為にお役立ちできるよう走り抜
いて参ります︒今後とも宜しくお願
い致します︒

当専門部には初心者からベテランまで年代も幅広くお
てもなかよし。でも、ひとりで玄関を開けて散歩に行っ

就農してから８年が経とうとして
います︒
我が家では︑稲作︑枝豆︑花き等
の栽培をしており︑私は主に花き部
門を任されております︒まだまだ未
熟なので︑家族やアルストロメリア
の専門部の方々︑同年代の農家友達

日々感謝

今野
南支所
金融渉外主任

南支所でライフマネーアドバイザ
ーをさせて頂いております︒
日々︑組合員の皆様方︑お客様に
は大変お世話になっております︒
﹃共済に加入して本当に良かっ
た﹄と言って頂ける事︒ＪＡを御利
用頂いている事に日々感謝です︒

の宣伝活動も皆で取り組んでいます。
人見知りなピノ君ですが、結月ちゃん (２歳 ) とはとっ

専門部
紹介

人見知りでやんちゃなピノ君

播磨
くん

あきみち

義進

くん

父：陽介さん 母：裕子さん
（誠一さんのお孫さん、喜三郎さん、文さんのお曾孫さん）

ジナルのレシピ集やＰＲ資材も作成し、取材・イベントで

種 トイプードル
品

今野

ふうま

五十嵐楓真

山口

父：良さん 母：亜衣さん
（勲さんのお孫さん）

し、冬野菜の定番として消費者から認知されています。

また、近年は赤ねぎにもチャレンジしております。オリ

栃屋 )
( 地区
慎治さん
主 木村

います。なかでも雪中軟白ねぎは空きハウスを有効活用

ピノ君
おなまえ

あかちゃんの写真を広報に掲載しませんか？

父：啓介さん 母：真理子さん
（正巳さん、明子さんのお孫さん
節さんのお曾孫さん）

い
飼

お孫さん・お子さん︑自薦他薦は問いません︒

平成29年1月生まれ

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！

しほこ

佐藤詩歩子

西茨

平成28年10月生まれ

私の思い・みなさんに伝えた

8
9

平成28年11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。

ＪＡ鶴岡長ねぎ専門部は生産者119名が所属し、特色あ

るねぎづくりをモットーに、関東市場を中心に出荷して
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ホウレンソウ

〜栄養満点 / 冬野菜の王様〜
葉先まで張りがあり、厚みが
あって鮮やかで美しい緑色

葉色が濃いほどカロテン
などの栄養価は高いと
いわれている
新聞紙は
軽く湿らせ
ておく

乾燥を防ぐため
新聞紙などで包
み、ポリ袋に入れて
冷蔵庫の野菜室
へ。2〜3日を目安
に使い切る

しおれているものは鮮
度や保存状態が良く
ないので避ける

根を下にして
立てておく方が
日持ちする

ホウレンソウ100ｇで
β-カロテンの１日必要
量、鉄分の１日必要量の
３分の１が取れる
葉酸

根本が赤くふっくらとしていて、
茎（葉柄）が太い方が甘味が
強い傾向が

食べ切れない
ときは、軽くゆでてから
冷凍保存♪

豊富に含まれるカロテンは脂溶
性なので、
ゴマやバターなどと
組み合わせると吸収しやすくな
る。定番のゴマあえやバター炒
めは理にかなった料理だよ

ビタミンK

交配種

東洋種と西洋種を掛け
合わせた「一代種」で、
栽培しやすく、
えぐみも少な
くて食べやすいのが特徴。
おひたしや炒め物、
シチュー
やグラタンなどさまざまな料理に幅広く
使える。品種によって葉の丸み具合や切
れ込みの度合いは異なる

東洋種

アジア地域に根付いた
品種で、一般的に葉の切
れ込みが深くて葉肉が薄
く、根本が赤くなるのが特
徴。日本在来種は「禹城
（うじょう・中国名：東湖）」が有名。アクが少な
く歯切れが良く、淡白な味。おひたしなど
に向く

西洋種

ビタミンC

欧米で普及し改良された
品種で、葉の切れ込みが
浅めであまりギザギザしてお
らず、丸みのある形（品種に
よってはギザギザしているものもある）。葉肉
は厚めで根本の赤色は薄めだが、アクが
強くやや土臭いという特性が。バター炒め
などソテーやオーブン料理に

カルシウム
カリウム
βカロテン

マンガン

スノポー

峰パイプ

スノポー

峰パイプ

スノポー

峰パイプ

支柱

支柱

（ø38 〜 ø48）

（ø38 〜 ø48）

ジャッキ

ジャッキ

●スノポー566円／個・直管42.7×4.0

1,786円／本・ジャッキ42／48兼用1,661円／個

ＪＡ鶴 岡 発 信

❶ハ ウ ス の 天 井
（峰 パ イ プ）に
スノポーを取付
けます。

農業・農政情報+

❷支柱にジャッキ
を噛ませ、スノ
ポーに支柱を建
てます。

簡易補強金具﹃スノポー ﹄

❸支柱を垂直に建
たせて、ジャッ
キアップをしま
す。しっかりと
固定して完成。

突然の降雪にハウスを補強します！

【取付けイメージ】

サラダホウレンソウ

生食用に改良した、サラダ
専用種。葉が柔らかくて切
れ込みがなく、甘味が強く
柔らかい食感が特徴。多く
は水耕栽培で作られていて、
茎が細く葉の色は薄め。アクが少ないので
水洗いしただけで食べられる。生だけでなく
おひたしや炒め物にしても上品な味わい

参考税込価格【4,013円／1か所】 ※2〜3間に１つが目安
取り寄せ商品の為、納品までお時間がかかる場合がございます。
【お問い合わせ先】 生産資材課

配送センター フリーダイヤル 0800-800-6006まで
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不動産センターからの
お役立ち情報！

アパート探しのポイント

進学・就職など春はお部屋探しのシーズンです。新生活の期待に胸
膨らみワクワクすると同時に知らないところでの生活に不安を感じ
ている方も多いと思います。今回は、新生活に欠かせない「お部屋
探し」のポイントをいくつか整理してみました。

１ 今は『借り手市場』
賃貸物件の建設が加速し、現在は部屋余り現象がみられます。全国的に 15 〜 20％もの空室があると言われて
います。人気物件以外は慌てず急がずしっかりいい物件を見定めてください。

２ まずは『インターネットで検索』
お部屋探しの第一歩はインターネットでの検索というくらい、今は自宅にいて情報を得られる時代です。不動
産屋に飛び込む前に、まずは住みたいエリアを絞って検索してみましょう。更新状況などネット情報が充実し
ている業者は優良な不動産屋とも言えます。

３ チェックポイント
日当たりを確認したいので、できればお天気のいいお昼前後の時間帯での内見がおすすめです。また、集合住
宅で重視したいのは騒音の問題です。音漏れが心配なら木造よりＲＣ造を選ぶのが賢明です。さらに必須アイ

テムはインターネット、今は無料で使い放題の物件も多くなってきたので、ネット環境もチェックしましょう。

４ 納得の家賃で
アパートを借りることは高い買物です。物件の価値と家賃を比較して高いと思うようだったら値下げ交渉をし
てみてもいいと思います。また、今は借り手市場のため礼金なしの物件が主流となってきています。もし礼金
があるようでしたら交渉して初期費用を安くおさえましょう。

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。
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保育園新米贈呈事業

青年部では 月 日︑盟
友達が拠出して集めた新米
を︑﹁黄金保育園﹂を訪れて
贈呈を行いました︒
当日は福原太一委員長は
じめ三役が参加︒盟友達よ
り集まった新米約 ㎏を持
って︑黄金保育園へおもむ
いて贈呈を行いました︒青
年部が新米を持ってきたと
紹介されると園児達からは
大きな歓声が︒福原委員長
は﹁今日は盟友達が丹精込
めて作ったお米を持ってき
ました︒おいしい新米をい
っぱい食べて元気に育って
ください﹂と挨拶し︑代表
の園児に贈呈しました︒
この新米贈呈事業は今年
で 回目となり︑保育園へ
の贈呈は今回が２回目で
す︒これから元気に育って
ほしい子ども達に新米を届
けられ︑三役も感無量でし
た︒今後も青年部として︑
地域貢献活動への積極的な
参加をはかっていく事を確
認しました︒

◆料理講習会◆

女性部だより

◆支部事業◆

北支部輝き部会

南支部健康教室

上郷支部「かがやき講座」

大泉支部輝き部会

大山支部

西郷支部フレッシュ部会

18

60

三役が新米をプレゼント

青年部だより

新米食べて元気に育って

12

16

子どもたちが新米の重さを実感

各支部の活動の様子をご紹介
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福祉

冬 の 寒 さ を吹き飛ばせ！
選択レクリエーション

個別＆全体体操

皆さん積極的に
参加されています

寒さが一層厳しくなる季節となりましたが、げんき館では体操や機能訓練を通じて活動する習慣を絶やさない
よう取り組みを行っております。独歩の方や車椅子の方、それぞれの方に適した活動を取り入れて、日常生活を
少しでも有意義に過ごすことが出来るように取り組んでいます。
また、レクリエーションもご自分がしてみたい事を選択して参加出来るよう複数の企画を用意し、ご自分の意
思で選択して楽しむことが出来るようにレクリエーション担当の職員を中心に準備を行っています。
皆さんから「もっしっけ〜」、「今日もがんばったの〜」という言葉が聞かれるように職員一同努めて参ります。

●福祉だより●
News from welfare

餅つき大会

棒体操

げんき館では、訪問や見学をいつでもお待ちしております。
お問い合わせは、げんき館デイサービスセンター ☎0235-29-7725 まで

理事会開催報告

希望する ・ 希望しない

2018.1.30 開催
第１号議案
第２号議案
第３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４号議案
第５号議案
第６号議案
第７号議案

第８号議案

平成29年度決算見込み
について
平成29年度全国監査機
構期中監査Ⅱ 期中改
善指示書について
平成29年度下期集落座
談会の開催について
平成28年産主食用米の
本精算について
ＪＡ鶴岡における平成
30年度生産調整への取
り組みについて
共済事業の共同実施に
関する契約の再締結に
ついて
農林中金によるフィン
テック企業等との連携
及び協働に係る方針の
決定について
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。

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3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
2
5
7
9
11
12
14
16
18
20
21

先月号の答え

ヨコのカギ

在校生の送辞に対する卒業生の返事
１５日間ある大相撲なら８日目
ケーキを焼く前にオーブンを──した
大学──に向けて受験勉強しています
日によって値段が変わるメニューには
こう書かれます
宇野重吉と寺尾聰、渡辺謙と杏
国民の三大──は教育・勤労・納税
です
食材をいぶして作ります
石原裕次郎のヒット曲『──よ今夜も
有難う』
豚カツの衣の一番外側
永世中立国として有名。首都はベルン

1

お内裏さま、五人ばやしといえば

2

胸びれを広げて滑空します

3

──学生、修道──

4

ラディッシュとも呼ばれます

6

水を多めに入れて炊いた米

8

ドライバーで締め付けます

10 とっくりを持ってお──した
13 円を描くときに使う文房具
15 大、小、裸から連想される穀物は
17 定規を使うときれいに引けます
19 クルミやドングリが似合う小動物

フキノトウ

70

ふ れ あい

！
！

伝言板

▼２０１８年がいよいよスタート
です︒どんな年になるんだろう？
自然災害のない年になるといいな
ー！今年も健康で良い年に！！そ
して産直出品もパワーアップしよ
う・・と 楽しんでがんばらなく
ちゃ
︵谷定／ 代女性︶
産直への出品ありがとうござい
ます︒まだまだ寒さが続きますが︑
雪の降る量もほどほどで︑災害も
なく気候も穏やかであることを願
いたいです︒いい年であるように
一緒にがんばりましょう！
▼節分︑立春と冬の晴れ間に陽ざ
しあり︑心和む時もあり︒フキノ
トウ︑啓翁桜が待ち遠しいこのご
ろです︒ ︵青龍寺／ 代女性︶
立春とは名ばかりの厳しい寒さ
が続く今日このごろ︒ＪＡ鶴岡に︑
ひと足早い春のプレゼントが届き
ました！しなやかな細い枝に薄紅
色の花を咲かせる啓翁桜に癒やさ
れています︒
！
！
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■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。

について

資材店舗の営業時間変更
して中身のご確認をお願い

ありますので納品後︑開封
旬に加入手続会を開催する

参加下さい︒また︑３月下

ご検討されている方は︑ご

﹁ カ タ カ ナ ﹂︑﹁ 漢 字 ﹂︑﹁ 数

いただけます︒﹁ひらがな﹂︑

お１人様何点でもご応募

所・支店又は農業支援室ま
で参加者氏名・連絡先をお
知らせください︒後日日程

合わせは可︶︒

ただし︑名前の文字数は
文字以内とします︒

館﹂と同様︑３店舗共通の

新名称は︑現在の﹁産直

配り致します︒

名称となり﹁○○○︵新名

が決まり次第案内文書をお
︻お問い合わせ先︼

称︶白山店︵店舗名︶﹂と
なります︒
■ハガキの応募先

９１ ―
２
ＪＡ鶴岡

渡会電気土木 廃プラ
事業終了について

市内に３店舗︵白山店・

募集﹂係

０８４１
〒９９７ ―
山形県鶴岡市白山字西野１

駅前店・のぞみ店︶ある産

■応募期間

す︒

年２月

日︵ 水 ︶
まで

産直館﹁新名称

ちまして終了となります︒

直施設﹁産直館﹂について

平成

日をも

渡会電気土木の後任につき

ＪＡ鶴岡の顔として市民の

当日消印有効

﹁農業労災特別加入制度﹂

氏名︑性別︑年齢︑職業︑

読み方︑命名理由︑住所︑

専用フォームより新名称︑

産直館白山店

︻お問い合わせ先︼

ージ︑裏面ＱＲコードから

シ︑または産直館ホームペ

店内の応募箱︑官製はが

配送しますので置き場所の

について︑３月中旬︵日程

電話番号をご記入のうえご

農業労災特別加入制度説

年２月

ましては﹁東北イートップ

皆様に親しまれる︑新たな

■賞・賞金

年用 園芸農薬の

０８００ ―
８００ ―
６００６

平成
配送について

準備をお願いします︒また

調整中︶に専門家による説

詳しくは店内設置のチラ

農薬はご注文の商品と異な

６６６５
―
☎０２３５

―

応募ください︒

き︑産直館ホームページの

業が平成

︻お問い合わせ先︼

株式会社﹂が引き継ぎする

名称を募集します︒

採用者︵１名︶現金５万円

午前中営業︑配送いたしま

生産資材配送センター

予定でございます︒

■応募について

産直施設﹁産直館﹂
新名称募集について

29

明会・手続会のお知らせ

28

28

明会を開催します︒加入を

園芸農薬は２月下旬より

30

30

渡会電気土木の廃プラ事

を用いても結構です︒︵組み

します︒

％ほど

参加希望の方は︑各支

字 ﹂︑﹁ローマ字﹂のいずれ

温床資材配送・

ス鋼管部材が７〜

尚︑温床資材価格はハウ

いたします︒

温床資材は２月より配送

価格情勢のご連絡

30

０４５５
の値上げとなっております︒ 農業支援室☎
―
Ｆａｘ
０４２２
―

10

10

平成 年用

予定です︒

南支所
資材店舗

生産資材配送センターに
※
ついても︑３月より土曜日

ＪＡグリーン
西郷店

る空箱に梱包される場合が

25

一月中旬︑神社・仏閣巡
礼の旅と称して十日間で︑
福井・京都・島根・広島・
三重・名古屋の名所を巡っ
てきました︒御朱印帳を小
脇に抱えて⁝
しかも︑マイカーでの移
動だったので︑只今お疲れ
モード全開です︒とは言っ
ても︑私はほぼ助手席でナ
ビやスマホを見ていただけ
でしたが！
こうして遊べるのも︑家
族の寛大な理解があってこ
そ︑本当に感謝感謝です︒
それと何より︑ドライブ好
きの夫のお陰もあっての旅
でした︒

﹁やはり旅はいいものだ﹂
楽しい沢山の思い出有難う！
仕事も遊びも一生懸命︒
一度しかない人生︑楽しく
笑って過ごしたいものです︒
﹁人は幸せだから笑うんじ
ゃない笑うから幸せなんだ﹂
広報委員 小林 ゆみ
︵西郷︶

15

29

３月１日〜９月30日
８：00〜18：30
（定休日なし）
３月１日〜10月31日
８：00〜18：30
（定休日なし）
３月１日〜10月31日
８：45〜17：00
（日曜・祭日定休日）
土曜日８：45〜12：00
ＪＡグリーン
資材館

30

JAからの お知らせ
O N
I
T
M A
O R
F
N
I

人気物件は早い者勝ち !
お早めにご確認下さい !

春の小型農機展示会開催について
春季からの本格的な農作業に備えて、農業機械課では、播種機・管理
機・防除機をはじめ、枝豆、転作関連機械・密苗田植機など、JAならではの
ラインナップで小型農機の展示会を下記日程で開催いたします。
各展示会場において、来場者への粗品として卵1パック（6個入り）の
プレゼントや豚汁の振る舞いなども行う予定です。

3月・4月の入居受付中

鶴岡市内の
お部屋探しなら
物件豊富な当店に
おまかせ下さい!!

★購買会利用特典★

･展示会で購買会資金を利用し、3万円以上購入頂いた方に

潤滑スプレー（ペネトン）を1本プレゼント!!

◆西郷センター 2月20日㊋ 午前9時〜午後4時30分
◆中央センター 3月 3 日㊏ 午前9時〜午後4時30分
◆南部工場
3月 6 日㊋ 午前9時〜午後4時30分
◆北部工場
3月 8 日㊍ 午前9時〜午後4時30分

成約
記念
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農業機械課各工場｢土曜日営業｣のお知らせ

農業機械課の各センター・工場は、3月〜10月末日までの間
第1・3・5土曜日の午前中、休まず営業致しますので、どうぞ
ご利用下さい。

ホームページや
フェイスブックからも
物件情報をチェック!
JA鶴岡不動産センター

農協のつや姫プレゼント
JA鶴岡不動産センター tel.0235-23-5029

鶴岡市日吉町3-1
（JA鶴岡ビル1階）9:00〜17:30
（土日祝は17:00まで）

2月・3月休まず営業 致します!

｢産直館｣に代わる新しい

◆募集期間

店名募集 2月28日㊌
平成30年

まで

前を
こんな名 !!
す
募集しま

●産直・農業・鶴岡・庄内・山形を連想させる
●覚えやすい ●言いやすい ●親しみのある
●誰かに教えたくなる…等

詳しくは店内設 置の
チラシ 、または 特 設
サイトをご覧ください。

※あくまで選考する際の基準です。これらを全て含まなくても結構です。

採用者には賞金 5 万円（同名の応募が複数あった場合、抽選で1名を決定させていただきます）
◆問い合わせ

期日

JA鶴岡

JA鶴岡 産直館 ☎0235-25-6665

〒997-0841
山形県鶴岡市白山字西野191-2

在庫展示車購入の方限定2大プレゼント!!

3 月3 日

平成30年

土

午前
午前99：
〜午後44：
：00
00〜午後
：00
00

限定
4台

なんと展示車両60台以上!!
諸費用含めた大特価決算
乗り出しコミコミ価格!!
JA鶴岡

新車

サンバートラック

展示会特別プライス!

けさらん安心パスポート点検付き!
★グレード★
JA4WD/5MT
エアコン/パワステ

さらにこれだけ付属!!
スタッドレスタイヤ
（スチール）
トレイマット・ドアバイザー
ゲートプロテクター
荷台ゴムマット
（5mm）
通常諸費用込み価格税込
1,223,488円を
△153,488円にて コミコミ価格:

《当社指定》話題の新型ナビ!!

1 フルセグナビ

3万円引き

107

4AT車

（税込） 限定2台!!

万円 115万円（税込）

●ドライブレコーダー 23,000円
●E T C…………………15,000円
●下回り防錆処理（サビ止め塗装）…20,000円
●スタッドレス・アルミホイール軽58,000円
※車種によって異なります。

組合せ自由で合計金額から
3万円値引きいたします。

登録済未使用車

4WD

SUZUKI

4WD

SUZUKI

エブリーバン

スペーシア

PA

X

★うれしい標準装備★
エアバッグ・ABS
デフロック・寒冷地仕様
大型荷台作業灯 など

5,940円のシート間ポケット付き

3万円分プレゼント

たとえば…

※新車も値引きOK!!

お買い得!

選べるオプション

2

全方位モニター用カメラパッケージ

レーダーブレーキサポート付

平成29年式
車検 平成31年12月
走行距離5km
シルバー

平成29年式
車検 平成32年11月
走行距離5km
パールホワイト

163

コミコミ価格

万円（税込）

JA鶴岡中央センター☎3 5 - 7 0 7 7

115

コミコミ価格

万円（税込）

折込チラシにあります当車の｢全方位モニター用
カメラパッケージ｣は記載誤りです。

暮 ら し に 幸 せ 運ぶ

JA鶴岡広報誌『けさらん』№566

2018年2月発行

●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

