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学び、伝える手作りの味

若妻部豆腐づくり講習会

すった大豆を煮る作業。焦げないように注意

ここが肝心にがり打ち

にがり打ち後の「寄せ豆腐」。余分な水を捨て、型へ

～囲碁大会結果～
☆優勝
☆２位
☆３位

若妻部は１月 日、農産物加工セ
ンターを会場に豆腐づくり講習会を
行いました。
講師を務めたのは、長年豆腐づく
りに携わってきた二人の女性部加工
部員。作業を始める前に「まずはやっ
てみることが大事。そうすれば自然
にコツがわかる」と作業への積極的
な 参 加 を 促 す と、 参 加 し た 若 妻 は、
疑問に感じたことを都度質問しては
メモをとり、全員が交代で作業に関
わるなど、熱心に学んでいました。
大豆が豆腐に変わるまでの工程を
楽しめるのも手作りならでは。すり
潰 し て 煮 た 大 豆 を し ぼ っ た「 豆 乳 」
に「にがり」を入れ、ふんわりとし
た「寄せ豆腐」に変化する様子には、
参加者から感嘆の声が上がっていま
した。

豆すり機。ここで大豆がクリーム状に

みんなが見守る中で最初の対戦
表彰式でカップを手渡される小南さん

趣味を通じ交流深める
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ＪＡ大潟村は１月 日、大潟村囲
碁同好会（小山敏朗会長）との共催
で「新春囲碁大会」を開催。会場と
なったＪＡ会館和室には囲碁を趣味
とする仲間同士が集合し、交流を深
めました。
この大会は、ＪＡのふれあい活動
の一環として毎年行っているもの
で、今年で 回目となります。日頃
から囲碁や将棋を趣味としている参
加者は、一日中じっくりと対局を楽
しみつつ、日頃の練習の成果を確か
めていました。
また、毎年同時開催していた「小
学生囲碁将棋体験教室」については、
残念ながら今回は参加希望者が少な
く、開催することができませんでし
た。来年はぜひ、たくさんの参加を
お待ちしております。
開会前の主催者あいさつに聞き入る参加者
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第 回新春囲碁大会

ォトニュース

ＪＡと若妻部は１月 日、ＪＡ会
館和室を会場に座談会を開き、生活
課職員同席のもとＪＡ事業について
の意見交換を行いました。
この座談会は、ＪＡ事業について
理解を深め、若妻の視点で意見や要
望を述べてもらうため毎年行ってい
るものです。開会にあたり小林肇組
合 長 が Ｊ Ａ を 取 り 巻 く 現 状 を 説 明。
ＪＡの役割として情報の収集と提供
に努めたいと述べ、一層の理解と協
力を求めました。また、意見交換で
は、若妻が普段利用する機会の多い
「あぐりプラザ」に関する話題を中
心に、ＪＡ事業に対し多くの意見や
要望が寄せられ、お互いの「声」を
直接聞く良い機会となりました。
23

直接の意見交換は、双方にとって貴重な機会です

信
JA通

膝を突き合わせ意見交換

多くの参加者。たくさんの意見を聞いて判断の参考に

ＴＰＰの是非を考える
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ＪＡと若妻部との座談会

ＪＡ大潟村は１月 日、ＪＡ会館
大会議室を会場に組合員研修会を開
催。村内農家などが講演会や質疑を
通しＴＰＰの是非について考え、農
業再生について学びました。
この研修会は、情報の錯綜する中
でＴＰＰへの理解を深めてもらおう
と行ったもので、講演会では、キャ
ノングローバル戦略研究所研究主
幹・山下一仁氏が「ＴＰＰと農業再
生」と題し、ＴＰＰ賛成とする持論
を展開。ＴＰＰに参加した場合に農
業や日本経済に与える効果を具体的
に示し説明しました。また、講演後
に行った質疑では参加者も持論を戦
わせるなど、高い関心と深い理解が
伺えるものとなりました。

持論を展開する山下氏→

組合員研修会

フ
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「ＪＡグループが取り組む
社会貢献活動」
今や、多くの組織が環境や健康の向上などを目的としたＣＳＲ※（社
会的責任）活動を行なっています。ＪＡグループもまた、さまざまな活
動を通じて、組合員や地域の人々にとって、住みよい社会作りに貢献を
しています。

①田んぼの生きもの調査
子どもたちなどが田んぼに入り、どんな生きものがいる
かを調査します。豊かな田んぼに触れることで、環境を守
ることの大切さを感じ、地球にも優しい農業を考えるきっ
かけを作ります。
②花いっぱい運動
球根や種、花を組合員や地域の人々が植えて、美しい景
観を守る運動。公園へ花壇を贈ったり、全国で開催されて
いる緑地推進活動への協賛を通じて、「花いっぱい」を広げ
ています。
③交通安全教室
地域や警察と連携して、
「事故を防ぐ」活動を展開。ミュー
ジカルや落語などで楽しく交通安全を学んだり、中高生向
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けの自転車事故防止対策教室、横断旗の配布などを行なっ
ています。
★ 今回の気になるキーワード

【ＣＳＲ】
「企業の社会的責任」と訳され、「corporate social
responsibility」の略。組織の活動において、社会的公
正や環境などへの配慮を組み込み、構成員、投資家、
地域社会などに対して責任ある行動をとるとともに、
説明責任を果たしていくことを求める考え方です。環
境によい製品を作ることなどが挙げられます。

特集 ❶

安心を発信！

放射性物質分析検査を開始

営農支援課ではこのたび、多くのご要望をいただいていた「放射性物質測定装置」を導入いたしました。ガンマ線
スペクトルデータを表示し、放射性物質のベクレル値を自動計算するもので、飲料水、牛乳、野菜、肉類、穀類、又
は土壌など、幅広く放射性物質の検査を行うことができます。村とＪＡが連携し、昨年７月～10月にかけて各圃場
地区等を対象に行った調査では、農産物・土壌・灌漑用水のいずれの検体からも放射性物質は検出されませんでした
が（詳しい検査結果についてはＪＡ大潟村ホームページをご覧ください）、大潟村産農産物の安全性をさらにアピー
ルするためにも多くの組合員の皆様にご利用いただけますよう、この新たな装置についてご紹介いたします。

◦装置の概要と検査の流れ
装置の概要
①計り。測定単位をBq/㎏に設定するとき、検体の重量
を計ります。
②ビーカー。直接検体を入れる部分です。同じ種類の検
体ごとに使い分けています。
③表示端末。途中経過や結果をモニターします。
④遮へい体。外部の影響を受けないよう、測定時にはビー
カーをこの遮へい体に入れます。鉛製で大変重いです。
⑤ラベルプリンタ。ここから出力される結果を読み取り、
検査報告書を作成します。

検査の流れ
①検体の準備
穀類や水などそのまま測定できるものと、野菜や肉な
ど破砕が必要なものがあります。これは、測定容器内
に空気が入らないようにするためで、かなり密に詰め
込む必要があります。
②バックグラウンド値の測定
まずはその日のバックグラウンド値（今現在の放射線
量）を測定します。この値を差し引いたものが検体の
放射性物質量です。
③設
定
検体の重量や表示単位、調べる核種（原子核の種類。
この装置ではセシウム）などを設定します。表示単位
はBq/㎏、Bq/l、Bq、cps（カウント毎秒）から選択で
きます。
④検査開始
１点につき30分ほどの時間がかかります。かかる時
間は検体により差があり、もっと短い場合も大幅に長
くなる場合もあります。
⑤結果の読み取りと結果報告書の作成
測定が終了したら、担当者が結果に基づき「結果報告
書」を作成します。
※検査にあたっては営農支援課で申込書をご記入いただ
く必要があります。

４

２

５
３

１
※NaI（T1）シンチレーションスペクトロメータ検出器（ドイツSEA社製）

検体を準備します。
穀 類・ 水 は そ の ま
ま、野菜や肉などは
細かく破砕する必要
があります（破砕は
こちらで行いますの
で、そのまま持ち込
んでください）

バックグラウンド
値を測定し、核種
などを設定します

測定画面。この装置
でのセシウムの検出
限界値は16Bq/㎏で
す。
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◦検査に関する疑問にお答えします
❶検査対象となる放射性物質は？

放射性物質といってもさまざまな種類があります
が、この装置では、福島の原発事故に由来すると
されるセシウムについて測定を行います。

❷検出限界値とは何ですか？

わかりやすく言うと、測定において検出できる最
小値のことをいいます。放射性物質の特性とし
て、同じ機器で測定しても、検体ごとに検出限界
値は変動します。たとえば、「不検出（検出限界
値16）」とあるのは、検出できる最小値が16Bq/㎏
であり、この検体の放射性物質濃度は「16Bq/kg
未満である」ことを意味します。この際、表記上
では「不検出」となります。

❸何を持って行っても測定してもらえるのですか？

原則として農畜産物、土、水とさせていただきます。

❼料金はかかりますか？

１点につき1,000円をご負担いただきます。原則、
ＪＡ大潟村の貯金口座からの引き落としとさせて
いただきますので、お手数ですが受付時に口座に
ご使用の印鑑をご持参ください。

❽検査するのに何か手続きが必要ですか？

営農支援課事務所で検査申込書をご記入いただき
ます。その際、料金の決済に必要ですので、口座
の印鑑もご持参ください。

❾結果に基づく証明書は発行してもらえるのですか？

検査機関ではありませんので証明書の発行はでき
ませんが、ＪＡ大潟村名で検査報告書を発行いた
します。

検査報告書様式

❹検体はどのくらいの量が必要ですか？

１kg（水の場合は600㏄）程度必要です。

❺品目ごとの具体的な必要数量は？

今まで行った検査でわかったおよその必要数量は
次の表のとおりです。あくまで目安としてお考え
下さい。
品

目

名

数

玄
米
キ ャ ベ ツ
ハ ク サ イ
鶏卵（Ｌサイズ）
タ マ ネ ギ

量（目安）
６合
1/2個
1/2個
12個
４個

※サイズによって若干の差はあります

❻予約は必要ですか？

予約は必要ありませんが、検体の破砕やバックグ
ラウンド値の測定など、準備に時間を要すること
から、事前のご連絡をおすすめいたします。また、
ご連絡いただいていた場合でも、状況によっては
お預かりさせていただく場合があります。

お 願 い
※品目によっては破砕が必要となるため、検体の返却を希望されましてもお受けできない場合がありますのでご了承ください。
※ＪＡ大潟村に貯金口座をお持ちでない方で検査をご希望される場合は営農支援課にご相談ください。

詳しくは、営農支援課（TEL 45−3033）までお気軽にお問い合わせください。
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積立年金

［愛称］

～ しっかり積み立て、がっちりサポート

安心で豊かな老後を ～

農業者の皆様の老後を支える政策年金「農業者年金」。生活の安定だけでなく、担い手の育成・確保を進める
視点からも、充実した魅力ある制度となっています。今回はこの「農業者年金（愛称・担い手積立年金）」につ
いてご紹介いたします。

１ 老後の生活と年金事情
あなたの老後生活への備えは十分ですか？年金は家族一人ひとりについて準備することが大切です！老後の備
えは国民年金プラス農業者年金が基本です！

① 65歳の農業者の方の平均余命は
男性22年（87歳）、女性27年（92歳）

② こんなにかかる老後生活
（現金支出で年額約280万円）

老後はお金の心配をせずに暮らしたいものです。
その間、予測不可能な経済変動があり、思わぬケ
ガや病気もあります。

高齢農家世帯（世帯主が65歳以上の夫婦２人）
の家計費は、現金支出で月額約23万円が必要と
なります。

③ 国民年金の支給額（年額158万円）
農業者の皆さんが加入している国民年金の支給
額は、40年加入で 月額約６万５千７百円、 夫
婦あわせて月額約13万１千４百円です。
このように国民年金だけでは十分とはいえず、老後の生活費は自分で準備する必要があります。サラリーマン
は国民年金（基礎年金）の上乗せ年金として厚生年金や共済年金（厚生年金のモデルケースでは夫婦２人で年額
約280万円、月額約23万円）を受け取っています。
農業者の皆様も、メリットがたくさんある農業者年金に加入して安心で豊かな老後を迎えましょう。

◆農業者年金に加入すれば～農業者年金の支給額の試算◆
加入年齢

納付期間

20歳
30歳
40歳
50歳

40年
30年
20年
10年

保険料月額２万円の場合
男

性

89万円
59万円
35万円
15万円

女

性

77万円
51万円
30万円
13万円

保険料月額３万円の場合
男

性

134万円
88万円
52万円
23万円

女

性

116万円
76万円
45万円
20万円

※この試算は、65歳までの付利利率が2.30％、65歳以降の予定利率が1.40%となった場合の試算です。
付利利率2.30%は農業者年金において期待される運用収益をもとに設定した率、予定利率1.40%は農林水産省告示（H23.4.1
施行）により定められている率です。

J Ａだより
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２ 農業者年金のメリット
生活の安定を実現するだけでなく、担い手の育成・確保を進めるためにも、充実した魅力ある制度となってい
る農業者年金。具体的には以下のようなメリットがあります。

★農業に従事されている方は誰でも加入できます
60歳未満の国民年金第１号被保険者であって年間60日以上農業に従事している方は誰でも加入できます。
配偶者や後継者など家族農業従事者の方も加入できます。ぜひ、家族一人ひとりの年金を！今、女性の新規加
入者が増えています。

★少子高齢時代に強い年金です。年金資産は安全かつ効率的に運用しています
自ら積み立てた保険料とその運用益（付利）により将来受け取る年金額が決まる「積立方式（確定拠出型）」
の年金です。自分が必要とする年金額の目標に向けて、 保険料を自由に決められ（月額２万～６万７千

円の間で千円単位）、経営の状況や老後設計に応じていつでも見直せます。
（注）：運用の結果得られる年金原資が、積み立てた保険料の総額を下回らないという保証はありませんが、安
全性を重視した運用方法や、65歳の年金裁定時に運用収入の累計額ができるだけマイナスとならないように
する準備金の仕組み等を導入しています。

★終身年金で80歳までの保証付きです
農業者老齢年金は、原則65歳から生涯受け取ることができます。
仮に80歳前に亡くなられた場合でも、80歳までに受け取れるはずであった農業者老齢年金の額の現在価値
に相当する額を、ご遺族に死亡一時金として支給します。

★税制面で大きな優遇措置があります
☆支払った保険料は、全額（１人当たり最高年額80万４千円）が社会保険料控除の対象となり、所得税・
住民税が節税になります（支払った保険料の15％～30％程度が節税）
。
☆保険料を農業者年金基金が運用して得られる収益（運用益）は非課税です。
☆将来受け取る農業者年金には 公的年金等控除が適用（65歳以上の方は公的年金等の合計額が120万円ま
では非課税）されます。つまり入口から出口まで税制上の優遇措置があります。

★認定農業者など一定の要件を満たす方には、保険料の国庫補助があります
認定農業者で青色申告をしている方やその方と家族経営協定を結んだ配偶者・後継者の方など一定の要件を
満たす方には、保険料の国庫補助（月額最高１万円、通算すると最大で216万円）があります。
この国庫補助額に見合う年金は、農地等の経営継承をすれば原則65歳から特例付加年金として受給でき
ます。農地等の経営継承の時期についての年齢制限はなく、本人の体力などに応じて受給の時期を決められま
す。農業の担い手の皆様への特別な支援です。

さらに詳細な農業者年金の内容やご相談については、
ＪＡ大潟村または農業者年金基金にお問い合わせ下さい。

◎ＪＡ大潟村（金融課） Tel：45-2211
◎独立行政法人農業者年金基金
Tel：03-3502-3942（企画調整室）
ホームページアドレス

http://www.nounen.go.jp/
（H23. 6 ）
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第331号

より」
だ
女 性 部「活動

各委員会からの報告事項などについてお知らせいたします。

★各委員会からの報告

➡

どくしゃのひろば

●社会福祉協議会理事会
８月一杯で村内村外への研修が終わり11月に入って
理事会が開かれました。11月に２回、12月に２回の予
定で理事会を開きたいとの会長提案があり、それに沿っ
て理事会が開かれました。
理事会は毎回賛否両論の意見がでましたが、最終日
12月26日採決を取る日の理事会は途中中断しながら今
まで意見の出なかった理事の話しが聞け有意義な理事
会でした。
採決を取る際、議長、副議長、ひだまり苑施設長が
採決に加わらない旨の説明がありました。理事は全員
で10名ですが３人が抜け７人で採決しました。結果賛
成が５名反対２名でした。社会福祉協議会の規定によ
り賛成が、10名の理事の内６名以上いなければ成立さ
れません。ひだまり苑を社会福祉協議会が運営すると
いう事案は否決されました。これを受けて村は、ひだ
まり苑の経営をどこにゆだねるのか待たれるところで
す。
（千葉恵美子記）
●大潟村環境マネジメント環境監査（１月18・19日）
職場（役場庁舎等公共施設）全体で環境保全に関わ
る計画や目標を設定したものを、どれくらい実施され

今後の予定

・２月14日

➡

ているのか15名の監査員が３チームに分かれて２日間
にわたり監査しました。
たとえば、紙の使用量を削減するために両面コピー
や封筒の再利用を行ったり、省エネでは蛍光灯の間引
きや窓際は点けていませんでした。
また、小学校では掃除のときにお湯を使わず、ペッ
トボトルに水を入れて常温にして使用していました。
各施設とも環境保全や省エネに高い意識で取り組ん
でいると思いました。
（齋藤美智子記）
●大潟村食育推進計画策定委員会
（平成23年12月20日、平成24年1月19日）
第１回と第２回の委員会が村役場で行われました。
大潟村の特色を出せるよう、食育と農業を絡めた『食農』
という言葉を使うことになりました。
また、学校給食の主要野菜15品目での地場産（秋田
産）使用率が大潟村は現在２位ですが、県内１位を目
標とすることも計画に盛り込みました。
旬の野菜は味が良いだけではなく、栄養価が高く、
値段は安い、と良いことづくしです。家庭での献立に
積極的に取り入れ、家庭から食と農業について、子供
に伝えていきたいと思いました。
（栄田雅世記）

村長との懇談会（ＪＡ会館和室・午後１時半～３時）

※女性部員・フレッシュミズ・青年部・青年会のみなさまのご参加をお待ちしています。

・３月５日 女性部（婦人会）総会（ＪＡ会館大会議室・９時半から）
・３月12日 女性部エルダーの集い（ＪＡ会館大会議室・午後１時半～３時半・お茶代300円）

※なつかしい歌をうたいましょう。昔話を聞きながらお茶を飲みましょう。どなたでもおいで下さい。

10月号のこのコーナーに＜西１丁目男性さん＞から、
「いつごろ何に使
用したものだろうか？」という疑問の声と写真が寄せられた「謎の建物」
（右の写真上）
。気になさっていた方も多いこの件について、情報をいただ
きましたのでご紹介いたします。
情報提供者は倉石健さん（東２丁目）と、阿部喜一さん（西２丁目）で、
「１、２次入植者の菜園地に送水したポンプ場で、昭和50年代の中ごろま
で使用していたもの」とのことです。
これと同じ建物が西４丁目にもあることがわかりました（写真下）
。中
をのぞくとポンプ機器に“昭和45年３月20日製造”と記されており、お
そらくこの年に事業団が造ったものと思われます。貴重な情報をありがと
うございました。

東５丁目の建物

西４丁目の建物

☆このコーナーでは、皆さんの身近な話題を募集しております。ご自慢のペットや文芸作品、珍品名品などをＪＡだより誌
上でぜひご披露ください。写真などをお持ち込みくださるか、ご一報いただければこちらからお伺いもいたします。皆さ
んからの話題をお待ちしております！（広報担当：電話45 ー 2211 ／メールアドレス minako.i@ja-ogata.jp）
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青申会より確定申告相談のご案内
平成23年分所得税と消費税の確定申告相談の受付を下記
日程で行います。事務を円滑に進めるため、今年も会員の
皆様ごとに相談日を設定させていただきますので、ご協力
をお願い申し上げます。なお、相談日については案内を送

理事会報告
12月27日開催
報告事項
・業務報告（11月末事業実績等）

付済みです。変更希望等ありましたら、青色申告会（45−

・コンプライアンス委員会報告

3633）までご相談下さい。

・購買品売価変更に関する基準の一部改正について

会場：青色申告会事務所（ＪＡ会館２階）
期間：２月６日（月）～３月５日（月）
時間：午前９時～ 11時／午後１時～４時
※土・日・祝日は休業とさせていただきます。

年金個別相談会のご案内
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

議

案

第68号

土地賃貸借契約について

第69号

建物賃貸借契約について

第70号

組合員研修の開催について

第71号

貸付金について

１月30日開催
報告事項

質問にお答え致しますので、お気軽にご来場の上、ご相談

・業務報告（12月末事業実績等）

下さいますようご案内申し上げます。なお、待ち時間軽減

・内部監査報告

のため、事前のお申し込みをお願いいたします

・ＡＬＭ委員会報告

日時：２月10日（金）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

議

案

第72号

自然災害見舞金支出規程の設定について

第73号

組織規程の一部改正について

第74号

建物賃貸借契約について

第75号

固定資産の取得について

お申し込み・お問い合わせは金融課（45-3018または2211）まで。

第76号

貸付金について

ＪＡ大潟村の概況 23年11月末現在

協議事項

貯 金 … 230億9,373万円 正組合員数 …… 1,174名
貸出金 … 108億3,739万円 准組合員数 …… 0,029名
出資金 …
8億7,705万円

正組合員申込みについて

編集後記

寒い日が続くせいか香辛料の効いた
ものが食べたくなり、スパイスから作
る野菜カレーに挑戦しました。一口味
見をした感想は「？」
。全くまとまりのないその味に、思
いつきでリンゴジャムを投入。すると今度はどうしよう
もない味に。仕方なくヨーグルトを投入。するととうと
う救いようのない味になってしまいました。巷では、料
理に少量の何かを加える「ちょい足し」が流行中。ちょ
いと足せば意外な美味しさを大発見！というものですが、
何を足しても駄目なものは駄目であることを実感したの
でした。
いたずらにたくさんのスパイスを使っているようで、
実はきちんと計算されているのがカレーだと思います。
思いつきだけではなく、冷静に効果を計算する力も必要
であることを、思わぬ所で知った気がしました。 （mi）
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今月の表紙（写真上から）
❶今年最初の勝負。勝っても負けても楽しい囲碁大会で
す（記事２面に掲載）。
❷豆腐作りの講習会。先生はベテランお母さん、生徒は
若妻さんです（記事２面に掲載）。
❸今年の組合員研修のテーマは「ＴＰＰ」と農業再生。
講師は山下一仁氏（記事３面に掲載）。

ポルダーリップウェーブ2012のご案内

!!

!!

No.166

初めての

No.164

子どもたち！

No.154

初めての

お誕生日おめでとう
!!
お誕生

!!未来を担う
お誕生日おめでとう !!

村内の花き栽培部会「O.F.S（大潟村・フラワー
グローイング・セクション）」によるチューリップ
の展示会が下記の日程で行われます。たくさんの種
類・色のチューリップ切り花や、チューリップを
使った作品がご覧いただけます。２月11・12日に
は切り花販売などお楽しみいっぱいの「産直まつり
inおおがた」も行われますので、ぜひご来場下さい！

No.169

初めてのお誕生日おめでとう

生日おめでとう

誕生日おめでとう

日おめでとう

大潟村チューリップ作品展

初めての
を担う
No.166
未来
お誕生日おめでとう
!!
初めての
ち！
た
も
ど
子

初めての

初めての お誕生日おめでとう !!

No.164

初めての

お誕生日

お誕生日
お誕生日おめでとう
!!

★ポルダーリップウェーブ2012

期間◦２月10日（金）～12日（日）午前９時～午後４時
No.168
会場◦大潟村干拓博物館展示室
初めての お誕生日おめでとう
!!
かん な
展示◦品種切り花・押し花、生け花、園児作品・記念撮影
コーナー など
ちゃん
体験◦生け花チャレンジ（ 2 /11 ①11：00 ②13：30／
No.154
2 /12 11：00）※各回先着30名（園児・小学生対象）
「ウマウマ」と言って食べることが大
◦押し花チャレンジ（ 2 /12 10：00）
好き☆大好物のバナナとサツマイモを手
初めての
No.154
※先着100名、どなたでも
で押し込めて夢中で食べるよ。２・３歩、
◦栽培ハウス見学バスツアー（ 2 /11・12 ①11：
00
歩いたり、パチパチしたり、できること
初めての
②12：45 ③14：00）※各回先着30名
が増えてきたね。これからもニカ～ッと

庄司

奏那

お誕生日おめで

お誕生日おめでとう !!

した笑顔をたくさん見せてね(>_<)

★産直まつりinおおがた
期間◦２月11日（土）～12日（日）
会場◦道の駅おおがた「産直センター潟の店」

お問い合わせは営農支援課（TEL 45−3033）まで

豆

!!
お誕生日おめで

No.168
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
初めての

No.168

初めての お誕生日おめでとう !!

乳

食
食の
の

●女性にうれしい栄養豊富なヘルシー食材
ゆでた大豆をすりつぶしてしぼった
液体が豆乳、これをにがりで固めたも
のが豆腐です。大豆には良質なタンパ
ク質と脂質、カルシウムや鉄分などの
ミネラル類、ビタミンＢ１などのビタ
ミン類も豊富に含まれています。特に
大豆のタンパク質は、体内では作れな
い必須アミノ酸を含むのが特徴です。
さらに近年、イソフラボン、レシチン、
サポニンといった大豆特有の成分が脚
光を浴びています。大豆イソフラボン
は、女性ホルモンに似た働きをするポ
リフェノールの一種。更年期障害の症
状を軽くする他、骨からカルシウムが
抜け出すのを防ぐため骨粗しょう症の
予防、美肌などにも効果があるといわ
れています。他にも、脳細胞を活性化
するレシチン、がんや老化の原因とな
る活性酸素の働きを抑えるサポニンな
ど、大豆タンパクには年齢・性別問わ
ず必要な効果・効能がたくさん。毎日
の食事に積極的に取り入れましょう。

JAだより おおがた

Recipe

は
し
はな し

黒ごま豆乳パスタ

■材料（２人分）
スパゲティ160g（湯1.5ℓ・塩大さじ１
弱）
・タマネギ1/4個・シメジ1/2パッ
ク・ニンニク小１片・ベーコン50g・ホ
ウレンソウ100g・オリーブ油大さじ１
と1/2・塩小さじ1/8・こしょう少々・
Ａ（豆乳（成分無調整）250ml・すりご
ま
（黒）
大さじ２・塩小さじ1/8）
・粉チー
ズ大さじ２
■作り方（１人分632kcal）
⑴ タマネギは薄切りにし、シメジは
根元を落として小房に分け、ニンニ
クは薄切りにし、ベーコンは２cm
幅に切ります。
⑵ ホウレンソウは熱湯でかためにゆ
で、水に取って水気を搾り３～４cm
の長さに切ります。
⑶ 分量の湯を沸かし、塩を加え、ス
パゲティをゆで始めます。
⑷ フライパンにオリーブ油大さじ１

を温め、ニンニク、ベーコン、タマ
ネギ、シメジを加えて、中火で１～
２分炒めます。しんなりしてきたら、
ホウレンソウを加え、塩・こしょう
で味を調え、取り出します。
⑸ ゆで上がったスパゲティをフラ
イパンに入れ、火にかけながらオ
リーブ油大さじ1/2を加えてなじま
せ、Ａを加えて混ぜます。⑷を戻
し入れ、全体が混ざったら器に盛
り粉チーズを振ります。

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

撮影：大井一範

FAX 0185－45－2273
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