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※東日本大震災被災者へのお見舞金の
受付を引き続きＪＡ窓口で行ってお
ります︒専用振込用紙があり手数料
はかかりません︒
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防災意識高まる中

26

職員が共済の知識深める

災害発生を想定し訓練実施
日本海中部地震が発生した昭和 年
５月 日は﹁県民防災の日﹂と定めら
れ︑県内各自治体で防災訓練が行われ
ています︒ＪＡ大潟村でも︑村の防災
訓練の一端を担い︑職員が訓練に参加
しました︒
今回の訓練は︑３月 日に発生した
東日本大震災が甚大な被害をもたらし
たことから︑防災への関心が特に高ま
る中での実施︒大規模な地震の発生を
想 定 し た 訓 練 で は︑ お 客 様 の 誘 導 や︑
消防署職員の指導の下でのケガ人の救
急搬送︑消火器・ＡＥＤ︵自動体外式
除細動器︶の使い方などの実技が行わ
れ︑参加した職員らは災害時の対応を
あらためて確認するとともに︑いつ起
こるかわからない災害に備えることの
大切さを感じていました︒

あぐりプラザのケガ人を手早く救急車へ収容完了。１分
もかかりませんでした

消防署職員に習いながらの消火訓練。勢いよく噴き出す
消火剤に目が開けられません

58

ＡＥＤを使った救命訓練。案内に従って人工呼吸や
心臓マッサージも実施
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農家女性とともに 年

27

一斉訪問準備研修会

東日本大震災での共済金の支払状況なども確認

36

「きんぴらごぼう」を袋詰めする調理担当者

共済課では５月 ・ 日︑６月の
一斉訪問を前に共済についての正し
い知識を深めてもらうため︑職員を
対象に研修会を行いました︒
研修会では︑ＪＡ共済連秋田の職
員を講師に︑守るべき法令や今年度
の仕組改訂などについて学んだほ
か︑モデル例をもとに実際に掛け金
の算出を行うなど︑実技の強化も図
り ま し た︒ ベ テ ラ ン も 新 人 も︑﹁ 利
用者とのつながり強化と生活全般の
総合保障の確立﹂という目的のもと︑
正しい情報を伝えようと熱心に学ん
でいました︒
一斉訪問は︑６月６〜 日の５日
間実施︒組合員の皆さまにおかれま
しては︑お忙しい中訪問させていた
だき︑ありがとうございました︒
19

36

女性部などで組織する共同炊事推
進委員会は︑田植えの本格化する５
月 〜 日の期間に共同炊事を行
い︑
ＪＡの農産物加工センターでは︑
委託を受けた担当者らが１日１５２
軒分︵５５１食︶の調理・配送にあ
たりました︒
共同炊事は︑田植え時の家事負担
軽 減 を 目 的 に︑ 農 家 の 主 婦 の 要 望
を 受 け て 昭 和 年 に 始 ま っ た も の︒
ピーク時に比べて減ったものの︑
年が経った現在も多くの方のご利用
をいただいています︒下ごしらえま
でを済ませた半調理食材とお惣菜
が︑栄養バランスを考えて組み合わ
せてあります︒今年は東日本大震災
の影響で食材の調達困難が予想され
ましたが︑大きな混乱もなく無事に
終了することができました︒
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家事負担軽減の共同炊事

フ
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ＪＡを、
もっと便利・おトクに使おう！

お得情報その①「ＪＡカード」
ＪＡカードは多彩なサービス満載であらゆるシーンでお
役に立ちます。提携施設での割引サービスなど、ＪＡカー
ドならではのオリジナル特典もあり。＜便利＞＜安心＞
＜おトク＞が、この１枚にたくさん詰まっています。

お得情報その②「ＪＡネットバンク」
ＪＡネットバンクは窓口やＡＴＭにいかなくても、お手持ちのパソコ
ン・携帯電話からインターネットを通じてアクセスするだけで、残高
照会や振込・振替などの各種サービスがご利用いただけ、振込手数料
も窓口扱いより割安です。

お得情報その③「あぐりプラザポイント」
あぐりプラザおおがたのポイントカードをお持ちの方に、お買い上げ金
額に応じて差し上げているポイント。集めたポイントは素敵な商品と交
換またはお買い物券としてご利用いただけます。サービスデーやクーポ
ンのご利用でさらに効率的にポイントを集めていただけます。

お得情報その④「あぐりのサービス」
お気軽にご利用いただきたいサービスがたくさんあります。「釣っ
た魚をおろしてほしい」
「重い物を買ったので配達してほしい」
「商
品を電話で注文したい」
「お弁当を金額に応じて作ってほしい」･･･
などなど、さまざまなご要望にお応えいたします。

さっそく
詳細へ！
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営農支援・生活関連・購買関連・信用・共済･･･ＪＡにはさまざまな部門があります。
どれも地域住民の皆さまのご利用で成り立っているものばかりですが、皆さんにとって特
に身近な「あぐりプラザ」
「ＪＡバンク」について、より便利に、よりおトクにご利用い
ただくためのお知らせがあります。
「知らなかった」
、「知っていたけれど利用したことが
なかった」という方は、ぜひこの「おトク情報」をご覧いただき、ご利用くださいますよ
うおすすめいたします！

特集

ＪＡを、
もっと便利・おトクに使おう！

お得情報その①「ＪＡカード」
ＪＡカードは多彩なサービス満載であらゆるシーンでお役に立ちます。ガ
ソリン割引などＪＡならではのオリジナル特典のほか、現在キャンペーン中
につき、新規でご加入いただくと、ポイントプレゼントなどさらにおトクです。
▲おすすめの〈一体型〉JAカード！

便

利

現金を持ち歩かなくてもお買い物やお支払いができる
のがクレジットカードの便利な点ですが、ＪＡカードと
当ＪＡのキャッシュカードの両方をお持ちの方は、「一
体型」に切り替えていただくとさらに便利です。クレジッ
トカード機能とキャッシュカード機能が一枚になってい
るので、何枚もカードを持ち歩く必要がありません（今
なら限定のサザエさん柄も選べます）。

安

心

●カード紛失・盗難時の補償
お届けいただいた日の60日前より、それ以降に他人
に不正使用された損害金を負担いたします。
●海外旅行傷害保険サービス
海外旅行中のケガや病気の治療から、カメラなどの携
行品の破損・盗難、ホテルの設備を壊してしまったとき
などの損害賠償まで幅広く補償いたします。

★ＪＡネットバンク振込手数料一覧
振込手数料
当ＪＡ店内宛
県内他ＪＡ宛
県 外ＪＡ 宛
他 行 宛

３万円未満 ３万円以上

無料
無料
105円（210円） 315円（420円）
105円（210円） 315円（420円）
210円（525円） 420円（735円）

（ ）内は窓口から振込した場合の手数料です。

★ＪＡネットバンクご利用開始まで
店頭などにご用意しております「ＪＡネット
バンク利用申込書」をご入手ください。
「ご利用にあたって」
「利用規定」をご確認い
ただき、内容を了承されたうえで利用申込
書に必要事項をご記入・ご捺印いただき、お
申し込みください。
※ご捺印はお取引口座のお届け印となります。
※お申し込みの際に「操作手引き」
をお渡しいたします。

一度のお申し込みで、パソコンと携帯電話
両方のサービスがご利用いただけます。
お申し込み手続き完了後、２週間程度で
「サービスご利用開始のお知らせ」をお届
けいたします。
「申込書控」
「ご利用開始のお知らせ」
「操作
手引き」をご覧になりながら、パソコンま
たは携帯電話から
「サービス開始登録」を
行ってください。
※登録内容の詳細については操作手引き等をご覧ください。

ご利用開始!!

●ロードアシスタンスサービス
思いがけない車やバイクのトラブルに24時間、365
日で対応する安心サポート。ご家族所有車や知人から借
りた車でも、カード会員ご本人が運転中の車であれば
サービスの対象となります。
※ロードアシスタンスサービスは入会申込書で加入をご選択い
ただけます。このサービスは年会費が472円かかります。

おトク
●ＪＡカードならではの特典
ＪＡ-ＳＳ・ホクレンＳＳでＪＡカードをご利用いた
だくとガソリン等が１㍑につき２円引きに！（平成24
年３月31日まで）提携施設での割引サービスも。
●商品と交換、ポイントサービス
お買い物や各種お支払いにご利用いただくと、1,000
円ごとに１ポイントがたまります。たまったポイントに
応じて、所定の商品と交換いただけます（ポイント有効
期限は獲得年度を含めた２年度です）。

お得情報その②「ＪＡネットバンク」
ＪＡネットバンクは窓口やＡＴＭにいかなくても、パソコン・携帯
電話からインターネットを通じてお取り引きができます。
※ご利用いただけるお取引＝「残高照会」「入出金明細照会」「全国の金融機関へ
の振込・振替」
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利

簡単な操作で、自宅や外出先でも時間を気にせず残高・入出金明細の
照会、全国の金融機関への振込・振替ができます。
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お取り引き情報は、高度な暗号化技術とインターネットバンキング
ロックで厳重に保護いたします。

おトク
振込（送金）手数料が窓口扱いに比べて割安（左図参照）です。
※ネットバンクのご利用には手数料はかかりませんが、インターネット接続やパ
ケット料金等はご利用される方のご負担となります。

★まずはＪＡネットバンクをご利用いただくための確認をしてみましょう！

ＪＡ大潟村にご はい
本人名義のオン
ライン貯金口座
を持っている
いいえ

インターネットに接続で
きるパソコンまたはⅰモ
ード、ＥＺｗｅｂ、
Ｙａｈｏｏ
ケータイ対応のいずれか
の携帯電話を持っている

電子メールのアドレス
を持っている

ご利用いただけません。
ぜひ、条件を満たして
からご利用ください

ご利用のための環境が
整っています。ぜひ窓口
にてご利用申込書をご
入手ください！
※申込書入手からご利用
開始までの流れは左図
をご覧ください

このページについてのお問い合わせは･･･金融課（TEL 45−3018または2211）へ！
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ＪＡを、
もっと便利・おトクに使おう！

お得情報その③「あぐりプラザポイント」
あぐりプラザおおがたでのお買い上げ金額に応じて差し上げているポイ
ントは、素敵な商品と交換またはお買い物券としてご利用いただけます。

おトク
105円のお買い上げごとに１ポイントが付く、あ
ぐりプラザのポイントカード。400ポイントたまる
とポイント券１枚と交換いたします。このポイント
券の枚数に応じ素敵な商品と交換いただけます。ま
た、ポイント券は３枚で1,000円分のお買い物券と
してもご利用いただけます。

さらにおトク
ＪＡ大潟村のホームページをご覧の皆さまに向
け、携帯電話で取得するタイプのクーポンを発行し
ています。このクーポンは、「あぐりプラザポイン
トカード」のポイントが通常より２〜３倍加算され
るもので、毎月１〜３回発行する予定です。発行日
は不定期ですので随時ホームページのチェックをお
願いします。ご利用の手順は右図のとおりです。
この「ポイントクーポン」や、随時行っている「ポ
イントサービスデー（チラシ等でご確認ください）」
などをご利用いただくことでさらに効率的にポイン
トを集めていただけます。

携帯クーポン利用手順例

バーコード見本

※インターネット可能なパソコンとⅰモード等
の通信可能な携帯電話をご用意ください。
パソコンでＪＡ大潟村のホームページを
開き、「お知らせ」の該当情報を開く
ページ内に掲載されているバーコード
（右の見本をご参照ください）を、携帯
電話のバーコードリーダー機能「コード
読み取り」で撮影し、リンク先が表示さ
れたらアクセスする

みほん

クーポン画像見本
この状態でレジへ！

クーポン画像（右の見本をご参照ください）
が表示されるので「画面メモ」として保
存する
その画像を会計の際にレジ係に提示する
※コード右下に示された期日にのみご利用
いただけます。

ポイント獲得

お得情報その④「あぐりのサービス」
毎日ご利用いただく店舗だからこそ、お客様のニーズにできる限
りお応えするため、さまざまなサービスを行っております。ここに
その一部をご紹介いたしますので、まずはご相談ください。
純

置

「
水

」

設
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◀「純水」専用ボトルはレジにて
お申し付けください

利

①お魚をおろします！
鮮魚コーナーで販売中の魚はもちろん、お客様がお持
ち込みされた魚もおろします。２枚、３枚、刺身、サク
･･･など、ニーズに合わせてお造りいたします。
※持ち込みの場合は手数料がかかりますが、大きさや方法など
によって金額が変わりますので、まずはご相談ください。

②商品を村内ご自宅まで配達いたします！
「ケースで買った飲料や調味料などは重くて持って帰
るのが大変」「出かけられないので、商品を電話やＦＡ
Ｘで注文できたら」･･･そんなお客様の声にお応えする
「あぐり宅配サービス」。午前中にお買い上げまたはご注
文いただいた商品は、夕方までにお届けいたします。お
買い上げ金額3,000円以上で配達料無料！（3,000円以
下の場合300円をいただきます）。
※日曜祭日は宅配をお休みさせていただきます。
※電話・ＦＡＸ注文でのお支払いは現金のみとさせていただき
ます。

③お弁当を１個からご用意いたします！
あぐりのお弁当は、金額、数などお客様のご都合に合
わせて１個からご注文いただけます。事前に「○円のお
弁当を□時に△個」とお電話いただければ、ご来店時に
お待ちいただくことなくご購入いただけますので、ぜひ
ご利用ください。
※５月（田植え時期）はお弁当のご相談をお休みさせていただ
き、１種類のみの販売とさせていただきます。
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ＥＣＯＡ「純水」の放射性物質への効果
ＪＡ大潟村Ａコープ内に設置しております「ＥＣＯＡ
（逆浸透膜ろ過を用いた純水造水装置）」の放射性物質除
去能力について、製造メーカーによる調査の結果、放射
性ヨウ素と放射性セシウムの除去に著しい効果があると
の報告を受けました。ＥＣＯＡは、専用ボトル（税込
1,155円）をご購入いただければ、１回（４㍑）50円で
ご利用いただけます。

このページについてのお問い合わせは･･･生活課（TEL 45−2214・FAX 45−2514）へ！
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仙台空港付近。奥に見えるのが空港の建物

報告

東日本大震災被災地支援

ＪＡ大潟村では被災地の子どもたちに向けた支援を計画し、支援の呼びかけに応答いただいた岩手県内・
ＪＡ
大潟村では被災地の子どもたちに向けた支援を計画し、支援の呼びかけに応答いただいた岩手県内・
宮城県内の学校や教育委員会へ運動用具・学習用具などを贈ることを決定。このたび小林肇組合長と職員が
現地を訪れ、子どもたちへの思いとともに品物を手渡しました。その模様をご報告いたします。

◆宮城県岩沼市・岩沼市立玉浦中学校（５月23日）
贈ったもの：軟式野球ボール10ダース・バスケットボール５球・バレーボール20球・バレーボールケース
２個・軟式テニスボール10ダース
仙台空港近郊の岩沼市立玉浦中学校（生徒数148名）は、
文部科学省の「子どもの学び支援ポータルサイト」上で支援
を要望していた中学校です。部活動で使用する運動用具を要
望した理由を、横橋健校長はこう語ります。「震災の恐怖に
度重なる余震が追い討ちをかけ、生徒たちはつねに神経を張
りつめている。せめて学校にいる間は伸び伸びと過ごしてほ
しい。部活動ができることが生徒の心のケアにつながり、用
具をいただくことで保護者の負担も減る」。
横橋校長はさらに、津波の恐怖を浸水時の航空写真パネル
を示しながら説明。「校舎３階から黒い津波が見えた。あの
日は卒業式で、３年生が１階のランチルームでお祝いの会を
していたところへ地震が起きた。津波に備え、校舎３階（最
上階）へ避難したため、校舎にいた人は助かったが、すでに
帰宅していた１･ ２年生２人が犠牲になってしまった。岩沼
市は海岸から４〜５㎞の範囲が浸水したが、玉浦中学校の校
区でも、生徒148人のうち110人の家が床上浸水した。現在
は仮設住宅が建ち始め、避難所生活は徐々に解消しているも
のの、３〜４世代が一緒に住める広さはなく、家族がばらば
らに暮らすことになり10人以上が転校していった」
。無念さ
がにじむ口調で語る校長。生徒たちに普通の学校生活を送っ
てほしい、との思いから、震災を思い出させる話題を避けて
いるといいます。今後は全国から派遣されているカウンセ
ラーと連携し、生徒たちの心のケアにも力を入れていくとの
ことで、今回贈った運動用具がその一端を担うことになりそ
うです。
用具の贈呈は、全校生徒が集まる給食時のランチルームで
行われました。小林肇組合長は全校生徒を前に「明るく部活
動を頑張る姿はきっと地域住民にも元気を与えます。どうか
元気に部活動に励んでください。」と激励。生徒代表に目録
を手渡しました。用具はその後部活動ごとに引き渡されまし
たが、真新しいボールを手にした生徒は、顔を輝かせながら
大切に使うことを約束してくれました。
〜後日届いた先生からのお礼のメールより〜
子どもたちは新品の用具に囲まれ大喜びでした。子ど
もたちのはしゃぐ姿を久しぶりに見たような気がしま
す。生徒に夢と希望を与えてくださり、本当にありがと
うございました。

横橋校長より被災状況の説明を受ける。校庭も一時仮設住宅用地候
補とされ泥が急ピッチで除去されたが、その後学校に返還された

←笑顔で給食をよそる
生徒たちだが、家が
流され制服も整わな
い子も少なくない

生徒代表に目録を手渡し激励→

「わあ〜、○○（メーカー
名 ）の ボ ー ル だ あ 〜！」。
真新しい用具を大切そうに
抱える生徒たち。試合のた
めに自宅に持ち帰っていた
ボールが津波に流されてし
まい、気にしていた子が多
かったという

J Ａだより
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◆岩手県山田町教育委員会（５月27日）
贈ったもの：リコーダー70本・ピアニカ80台
下閉伊郡山田町は、岩手県の沿岸中部にある町で、教育委
員会ではＪＡ大潟村の支援呼びかけに対し、学童の音楽学習
用楽器を要望していました。町内には小学校が９校、中学校
が２校ありますが、震災当日は、地震の直後は避難していた
ものの、その後保護者が迎えに来て帰宅した児童数名が犠牲
になったといいます。現在、学校自体が被災したため仮校舎
で授業を再開したところや、避難所や仮設住宅建設用地と
なったために校庭や体育館が使えないところが多数あるそう
です。
今回訪れた教育委員会のある山田町役場は、少し高台に
あったため流されずに残りましたが、目の前の住宅地・商業
地はほぼ跡形もない状態で、町ごと流されてしまったかのよ
うでした。電気や水などのライフラインについても、あまり
の被害の大きさから、いまだ懸命な復旧工事がなされている
最中です。役場には各種証明書などを求める多くの住民が訪
れ、職員らが対応に追われていました。
新入学児童向けに用意していたものが津波で流されてし
まったことから、今回贈った楽器は、教育委員会からあらた
めて児童に提供されることになっています。

◆岩手県宮古市教育委員会（５月27日）

↑町職員へ引き渡された楽器
←甲斐谷義昭教育次長と

山田町役場庁舎。流失を免れ懸命に機能を果たしている

贈ったもの：習字セット50組・絵の具セット50組・絵画
セット30組・柔道着29着
岩手県三陸海岸沿いに位置する宮古市は、岩手県でも最大
の面積を持つ自治体で、特に沿岸部は壊滅的な被害を受けま
した。教育委員会はＪＡ大潟村の支援呼びかけに対し、習字
や絵画などのセットを要望。市内には小学校27校、中学校
11校がありますが、そのうち13校が大きく被害を受けたと
いうことです。学校生活に必要なものは徐々に整いつつある
ものの、まだまだ各学校からの物資の要請があり、特に隣接
する山田町や大槌町から転入してきた生徒向けの教材が不足
していることから、今回贈った教材は主にそういう生徒のた
めに使われるということでした。

↑宮古市教育委員会でも、新品の
教材はとても喜ばれた
←大潟村を訪れたことがあるという
佐々木敏夫教育長と

◇被災地の姿
高速道路や新幹線は復旧したものの、被災地には未だライフラインが止まったまま信号
も使えない場所が多数。がれきの山にたたずむ骨組だけの家、船が突き刺さる田んぼ、め
ちゃくちゃに曲がったハウスなどが、地震と津波のすさまじさを物語っていました。

基礎部分しか残っていない住宅（山田町）

気の遠くなるようながれきの山（山田町）

船の残骸

ぐにゃぐにゃと曲がったビニールハウス（岩沼市）

※この他、５月24日には気仙沼市教育委員会にもノート200冊・ボールペン200本・連絡袋200個を郵送にて贈っております。支援
は今後も続ける予定で、その都度広報やホームページでご報告いたします。
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第323号

より」
だ
女 性 部「活動

※女性部（婦人会）の会報「活動だより」をＪＡだよりおおがたの
誌面上で展開していくことになりました。皆さまにはますますの
ご理解とご協力をお願い申し上げます。

今月の女性部活動だよりでは、上半期の行事予定と各委員会からの報告事項についてお知らせいたします。
★今年度上半期の行事予定
・７月３日 南秋田郡連合婦人会大会
・７月８日 秋田県ＪＡ女性大会・秋田県家の光大会
・８月25日 秋田県地域婦人会大会
・９月７日 女性部研修
★各委員会からの報告
●大潟村男女共同参画推進委員会（３月29日）
大潟村では平成23年度の取り組みとして「家庭・学
校教育・地域社会における男女共同参画意識の熟成」・
「男女共同参画に関する相談体制」雇用・子育て・職場・
介護の面で、男女の均等、職業生活との両立をめざせる
ための事業を計画・実施することとしております。
今後のチラシやお知らせをみて、是非いろいろな講座
や話し合いに参加してみませんか。
（浮田順子記）
●ＪＡ大潟村役員報酬審議委員会（４月14日）
委員は土地改良区理事長・農業委員会会長・村議会議
員・ＪＡ青年部部長・ＪＡ女性部部長の５名。毎年一回
会議があるそうです。役員報酬は審議の結果、賛成多数
で据え置きと決定しました。総会資料には役員報酬が総
額で記載されています。これは、個人情報にあたるから
だそうです。
（三村敏子記）

信

JA通

●ご当地グルメ推進協議会
「ご当地グルメ推進協議会」の委員を前会長から引き
継いで出席しました。昨年度から立ち上げられたそうで、
産直センター、ルーラル、ポルダーのシェフや支配人、
野菜販売グループの会長、婦人会長などのメンバーで協
議され、今年３月に「三彩うどん」として各店で一日限
定10食の提供でデビューしました。継続委員の皆さん
と違って、私だけが新顔なので実はまだ試食できていま
せん（何回かチャレンジしてもいつも完売だった）が、
村産の野菜をたくさん使用した彩り豊かな一品のようで
す。各店でそれぞれつけだれやサイドメニュー、サラダ
などはオリジナルな工夫をされているそうなので、皆さ
んどうぞ味わってみてください。
（菅原高嶺記）
★女性部（婦人会）個人会員募集中！
女性部（婦人会）では、個人として参加される部（会）
員を募集しています。研修やレクリェーションや学習会
などをとおし、一緒に楽しく活動していきましょう。た
くさんの皆さまの加入をお待ちしています。年会費は
800円です。随時受け付けています。
お申し込み先：
ＪＡ大潟村生活課（TEL：45−2214 ／ FAX：45−2514）

「ＪＡグループが取り組む食農教育」
食は生命の基本。だからこそ、それを生み出す農業は生命産業といえるでしょう。
食の関心は農へのいざない。食と農の教育を通じて、グルメやブームに踊らされない
健全な食を実現し、大人も子どもも健やかな心と体を育みたいものです。

食育基本法
近年、子どもたちの生活習慣病が増えています。こう
した事態を受け、2006年に食育基本法が成立。健全な
食をはぐくむために、すべての人が食の大切さを学ぶ必
要性を訴えています。
農業体験
食と農を学ぶには知識よりも実践が一番！ 様々な農
作業を体験することで、普段口にする食べ物が命に直結

していることを子どもたちは肌で感じます。農業に関心
をもつ良い機会にも。
日本型食生活
洋食中心の欧米型食生活は、生活習慣病を招きやすい
などともいわれています。ご飯を中心とした日本型食生
活で、体も心も健康に。お米の消費拡大は、農業を守る
ことにもつながります。

ＪＡ共済アンパンマン交通安全キャラバン 開催決定 !!
東日本大震災で３月開催予定分が中止となり、楽しみにしてくださっていた皆様にはご迷惑をおかけいたし
ました。ぜひこの機会にご家族皆さまで楽しく交通ルールを学んでくださいますようご案内いたします。

J Ａだより
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農業用使用済プラスチック収集のご案内
農業用使用済プラスチックの収集を下記の日程で行いま
す。再利用可能な資源の有効活用のためにも、正しい分別
に努めて下さいますようお願い申し上げます。
日時：平成23年６月13日㈪〜16日㈭ 午前９時〜午後４時30分
場所：ＪＡ大潟村資材課
※事前に資材課より収集袋をご購入の上、下記のとおり分別ください。
袋種類

単価

収

集

対

象

赤色大袋

630 円 ビニール類（ハウスビニール等）

透明大袋

630 円 ビニール以外のプラスチック類
（肥料袋、ＰＯフィルム、ポリ、塩ビ、プラ
315 円 ボトル等）

青色小袋

※収集袋に入らないものにつきましては、量に応じた実費をいただき収集い
たします。金属・ゴム・陶器・紙・樹木・電化製品などは収集できません。

理事会報告
５月30日開催
報告事項
・業務報告（４月末事業実績等）
・コンプライアンス委員会報告
・内部監査報告
・全中監査機構監査報告並びに独立監査人の監査報告
・ＪＡ農機ハウスローン貸付要項の設定について
・平成16年台風被災農家対策資金貸付要項の廃止について
・秋田県農業災害対策資金貸付要項の廃止について
・監事監査報告
・決算書類及び全国中央会の監査報告に対する監査報告
・平成23年度監事監査計画について
・大口信用供与先の経営状況等について

お問い合わせは資材課（45−2934）まで

年金個別相談会のご案内
金融課では、年金についての無料個別相談会を下記日程で
開催いたします。当日は年金専門の社会保険労務士が年金
に関するご質問にお答え致しますので、お気軽にご来場の
上、ご相談下さいますようご案内申し上げます。なお、待
ち時間軽減のため、事前のお申し込みをお願いいたします。
日時：７月６日㈬ 午前９時〜午後３時
場所：ＪＡ会館２階小会議室
対象：年金の受け取りを目前に控えている方や現在年金
を受け取っていて、疑問をお持ちの方
持物：認印・年金手帳・基礎年金番号通知書・年金証書・年金定期便

議

案

第15号
第16号
第17号
第18号
第19号
第20号
第21号
第22号
第23号
第24号

経理規程の一部改正について
固定資産管理規程の一部改正について
職員退職給与規程の一部改正について
退職給付会計制度取扱規程の一部改正について
第42年度決算関係書類の承認の件
第42回通常総会の開催について
第42回通常総会提出議案について
書面議決権の行使に関する取扱について
不良債権の処理方針について
理事と組合との契約について

お申し込み・お問い合わせは金融課（45−3018または2211）まで

今月の表紙（写真上から）
ＪＡ−ＳＳ「元気再生プロジェクト」のご案内
給油所ではただ今「がんばろう東北！元気再生プロジェ
クト」を下記のとおり実施中！秋田県内 JA - S S でお買い上
げいただいた3,000円分のレシートで、素敵な賞品が当たり
ます。ぜひご応募ください！
実施期間：平成23年６月１日〜７月31日（応募締切）
応募方法：期間中JA-SSでご利用いただいた3,000円分の
レシートを専用応募ハガキに貼り、必要事項を
ご記入のうえ、給油所までお持ちください。
賞 品：東北の温泉利用券やグルメ、秋田県JA-SS利用券など
★前回キャンペーン「JA-SS GO!GO!キャンペーン」当選結果
大潟村の当選数は、
Ａ賞（テレビ）１本、
Ｂ賞（家電）２本、
ダブルチャ
ンス賞（JA-SSご利用券）３本という結果となりました。

お問い合わせは給油所（45−2511）まで

ＪＡ大潟村の概況 23年５月末現在
貯 金 … 223億1,271万円 正組合員数 …… 1,176名
貸出金 … 99億5,828万円 准組合員数 ……
28名
出資金 … 8億8,130万円
11
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❶被災地の中学生。試練の中でも明るい笑顔を見せてく
れました（記事８面に掲載）。
❷例年になく防災意識の高まる中で行われた防災訓練
（記事２面に掲載）。
❸今年も田植え時の農家女性をサポートした共同炊事
（記事２面に掲載）。

東日本大震災被災地への、復興支援物
資搬送に同行しました。現地の中学校で
校長先生に聞いた子どもたちの様子で、
特に心に残ったことがあります。災害発生から３ヶ月近く
が経ち、学校では明るい笑顔が見られるようになったもの
の、大好きなはずの「甘いお菓子」や「放課後の友達との
おしゃべり」といったものを「ぜいたく」と考えてしまい、
したい、食べたい、と言えないのだといいます。早く帰っ
て親の手伝いを。食べ物があるだけ幸せ――。泣けてきま
した。彼らが心に負った傷の深さに少し触れた気がしまし
た。そして支援の手を、
「緊急支援物資」から「復興支援物資」
にも広げていかなければならないと感じました。「せめて学
校にいる間はのびのびと過ごしてほしい。」先生はこういっ
て、贈ったスポーツ用品をとても喜んでくれました。（mi）

編集後記

No.163

う
未来を担 ち！
た
子ども

前川

初めての お誕生日おめでとう !!

美咲ちゃん

岩井

お姉ちゃんが大好きな美咲。
泣かされる事もあるけど、お姉
ちゃんにナデナデしてもらった
時は満面の笑顔に・・・
これからも仲良く元気に成長
してネ。

眞生ちゃん

食欲旺盛、何でも食べちゃう
眞生。食べ足りず、お姉ちゃん
お兄ちゃんの分にまで手をだす
食いしん坊。いつもにこにこ、
家族に元気を与えてくれます。
元気いっぱい大きく育ってね。

佐野

徳一ちゃん

お姉ちゃん 'S にしつこくか
わいがられながらも楽しい毎
日。でも、徳一がお姉ちゃん'S
を追いかけると逃げられる･･･
なかなかお互いの想いは伝わら
ないようです。

このコーナーに掲載希望の方はご連絡お待ちしております。TEL 45−2211 広報担当

フ

キ

●ほろ苦さと歯応えが魅力の春の彩り
フキは、平安時代には栽培されていたと
いわれる長い歴史のある山菜で、数少ない
日本原産の野菜でもあります。フキの魅力
は何といっても、その独特の香りとほろ苦
さ。煮物にすることが多いですが、シンプ
ルに酢みそであえたり、サラダや、炊き込
みご飯、すしなどにしてご飯に混ぜると、
爽やかな色としゃきっとした歯応えが楽し
めます。あくが強いので、下ゆでしてから
使います。
下ゆでの方法は①葉を落とし、鍋に入
る長さに切って、まな板の上で塩（フキ
200gに対して塩小さじ1）を振り、手で転
がします（板ずり）②鍋にたっぷりの湯を
沸かし、塩が付いたまま２〜３分ゆでます。
③水に取り、皮をむきます。皮の端を１周
むき、まとめて引くと一気にむけます。フ
キを、板ずりしてからゆでると、皮がむき
やすくなり、仕上がりの色もきれいになり
ます。

Recipe

フキの炊き込みご飯

食
食の
の

は
し
はな し

■材料（４人分）
米カップ２・だし（フキの煮汁と合わせて）360ml・フキ（下ゆでした
もの）150g・油揚げ１枚・Ａ（だし100ml・酒大さじ２・しょうゆ大さ
じ１・みりん大さじ1/2・塩小さじ1/3）
■作り方（１人分 306kcal）
⑴ 米は洗い、たっぷりの水に30分以上漬けます。
⑵ フキは１㎝長さに切ります。油揚げは熱湯を掛けて油抜きし、縦半
分に切ってから５㎜幅に切ります。
⑶ 鍋に、フキ、油揚げ、Ａを入れ
て、２〜３分煮ます。具と汁に分
け、煮汁はだしを足して360mlに
します。
⑷ 米の水気をよく切って、⑶の汁
を加え、ご飯を普通に炊きます。
⑸ 炊き上がったら、⑶の具を混ぜ
ます。
撮影：大井一範

★ＪＡ大潟村のホームページが新しくなりました→ http://www.ja-ogata.or.jp/ ご意見・ご要望をお寄せください！

JAだより おおがた

〒010−0443 秋田県南秋田郡大潟村字中央1−5 TEL 0185−45−2211㈹ FAX 0185−45−2273
インターネットアドレス http://www.ja-ogata.or.jp/ Eメールアドレス ja-ogt@ogata.or.jp
発行／大潟村農業協同組合 印刷：㈱八郎潟印刷
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