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表紙のご紹介「ポルダーリップ」
表紙のご紹

̶ 2月の特売
2 月の特売 ̶

干拓地（ポルダー）で栽培していることから「ポルダーリップ」の名称
で出荷され親しまれている大潟村産チューリップ。平成４年のオランダ・
ドロンテン市との友好都市宣言をきっかけに栽培が始まりました。現在、
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）では、
毎年12 〜３月にかけて約70種20万本を出荷。東北一の規模となっていま
す。また、Ｏ.Ｆ.Ｓでは毎年２月、チューリップ作品展「ポルダーリップ
ウェーブ」を開催し、大潟村産チューリップの認知度向上と地域活性化を
図っており、会場となる干拓博物館には一足早い春を求めて多くの人が訪
れます。
今年のチューリップ作
品展は、２月15日〜 17
日に開催されます。花屋
さんでは見かけない珍し
い品種がズラリ！同時開
催の産直まつり会場では
それらをお値打ち価格で
お買い求めいただくこと
もできます（詳しくは最
終面をご覧ください）。

情報
今月のいちおし

２月21日㈭・22日㈮
目玉商品を多数ご用意してお待ち
しております！
グリーンスタンプ商品交換会も同
時開催いたします。
お知らせ
★２月13日㈬〜18日㈪にご来店
された方に抽選で、最大250ポ
イントが当たるスクラッチくじ
をプレゼント！
お問い合わせは生活課
（45-2214）まで。

あぐりプラザおおがたテナントスペースに学習塾がオープンします！

今年度計画していた店舗空きスペースへの学習塾誘致が決まりました。３月４日開校しますのでお知らせします。

大潟教室

・中２
校 中３
３月４日開校
れ

授業のなが

今日のポイント
完全理解！
確認テストで
弱点発見！
！

ちょっと休憩
個別演習
実力アップ！
！
！

各クラス15名限定

一斉指導と個別指導を取り入れた「わかる授業」
くわしくは
質問大歓迎の学習環境・部活を考慮した学習時間
２月 23 日（土）の
「授業終了５分前」や「居残り通知」の安心メール
新聞チラシで
進路相談・学習相談の随時受付
※教材費・冷暖房費・管理費

２時間×週２回

受験五教科

※諸経費無料

◆入塾説明会・入塾受付◆
【日時】３月２日（土）午後 7：00 〜 8：00
【会場】学進舎大潟教室（あぐりプラザおおがた）
【申込】件名「説明会参加希望」、本文「学年・お名前」を下記アドレス
に携帯メールでお知らせ下さい。
または、下記へ直接お電話お願いします。

大潟教室開校
キャンペーン

３月２日までに
受講申込の方は

入塾金無料

わからないまま帰しません。勉強の取り組みが早いほど、
成績の伸びが大きくて楽しいです。家庭学習も忘れずに。

学進舎

いつでもお気軽にお問い合わせ下さい。

潟上教室：潟上市昭和大久保字町後 173−47（レイクプラザ昭和向い）
大潟教室：大潟村字中央 1−5（あぐりプラザおおがた内）
☎ 018-855-5050（午後７時〜９時） tez@mopera.net
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＊特集＊
農業者の皆さん、
農業者年金で
老後の安心を！！

くなる
き
大
安心が

える

国が支

担い

手積立 年

金
［愛称］

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）」
についてご紹介します。

保険料の負担が大きいという方は、政策支援加入で、保険料の国庫補助が受けられます。
☆政策支援を受けるためには、農業者年金への加
入要件に加え、

①60歳までに保険料納付期間が20年以
上見込まれること
②農業所得が900万円以下

◆保険料の国庫補助対象者と補助額
国 庫 補助額

区
分

必

要

な

要

件
35歳未満 35歳以上

１ 認定農業者で青色申告者

10,000円 6,000円
（５割） （３割）

２ 認定就農者で青色申告者

10,000円 6,000円
（５割） （３割）

③認定農業者で青色申告者等
（右の表の必要な要件）
を満たすことが必要です。
※１

※２
※３

農業者年金への加入要件は①国民年金第１号被保険
者（国民年金保険料納付免除者を除く。）、②年間60
日以上農業に従事、③60歳未満、となっています。
国庫補助額の割合は２万円に対する割合です。
区分３及び区分５の「後継者」は経営主の直系卑
属である必要があります。

３

区分１又は２の者と家族経営協定を締結し経営に参 10,000円 6,000円
画している配偶者または後継者（左※３）
（５割） （３割）

４

認定農業者または青色申告者のいずれか一方を満た
す者で、３年以内に両方を満たすことを約束した者

6,000円 4,000円
（３割） （２割）

５

35歳まで
（25歳未満の場合は10年以内）に区分１の
者となることを約束した後継者（左※３）

6,000円
（３割）

ー

政策支援は受けられる補助の割合と期間に、年齢による差があります。早い加入が有利です！
☆政策支援を受けられる期間は

◆農業者年金に加入すれば 〜農業者年金の支給額（年額）の試算
保険料月額２万円の試算

①35歳未満であれば要件を満たしてい
るすべての期間
②35歳以上であれば10年以内
③①と②の期間を合わせて20年以内
となっています。国庫補助を受けられる期間を過
ぎた場合は通常の保険料（２万円〜６万７千円の
間で千円単位で加入者が自由に選べ、変更も自由
です。）を納めることになります。
※政策支援を受けている間の保険料は月額２万円に固定
され、加入者が負担する保険料は２万円から国庫補助
額を差し引いた額になります。
※国庫補助分の年金（特例付加年金）を受け取るために
は、経営継承が必要です。

通常加入の場合

加入 納付
性別 保険料本人 農業者老齢 保険料本人
年齢 期間
支給額計 農業者老齢 特 例 付 加
負担分総額 年金支給額 負担分総額
年金支給額 年金支給額
20歳 40年

30歳 30年

35歳 25年

男性
女性
男性
女性
男性
女性
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960万円

720万円

600万円

66万円
57万円
46万円
40万円
38万円
32万円

744万円

588万円

528万円

67万円

49万円

18万円

57万円

43万円

15万円

47万円

37万円

10万円

40万円

32万円

8万円

38万円

33万円

5万円

33万円

28万円

4万円

（注）この試算は、65歳までの運用利回りが1.35％、65歳以降の予定利率が1.35％となった場合の試算です。

さらに詳細な内容やご相談については、
ＪＡ大潟村（金融課）Tel：45−2211 にお問い合わせ下さい。
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政策支援を受けて加入の場合

第343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。

➡

★これからの行事予定
●３月６日 婦人会・女性部総会
★各委員会からの報告
●エルダーの会（12月６日）
第３回エルダーの会をＪＡ会館ホールで行いまし
た。雪椿会の方たちの協力のもと、深井昌子さんから
「しあわせ音頭」を教えてもらい輪になって踊りまし
た。その後、田代公子さんの指導で「みかんの花咲く
丘」「かあさんの歌」などなつかしい曲を歌って楽し
みました。体を動かして声を出したあとはお茶の時間
です。三村敏子部長から現在の婦人部活動の様子や課
題点などを提起してもらい、それについて話し合いま
した。自分たちの生活と結びついた葬祭はいろんな考
え方があり、熱心に討議されました。次回も楽しめる
内容を企画し、集いたいと思います。 （石原敏子記）

●村内における葬祭環境整備検討委員会部会
（12月25日・１月８日・17日）
部会メンバーは村長・組合長・ルーラル会長・社福
会長・生活学校委員長・新生活協議会・婦人会会長・
役場・農協職員です。
（12月25日）葬儀における施設ごとの比較表が配られ
ました。下記抜粋です。
「レゼール男鹿」（メリット）○葬儀専門業者に全て手
伝ってもらうため、隣近所へ負担をかけずに済む。○
宿泊施設が有り、親族が自宅に戻らなくてよい。セッ
ト料金が設定されており、家族の費用面での負担が減
る。（デメリット）○会場が遠いため移動が大変。○
葬儀のために、会葬者に遠くまで来てもらうことが申
し訳ない。
「村民センター」（メリット）○徒歩で出席可能。○村
内の葬儀のほとんどを実施してきた施設であるため、 ➡

施設内での運営に慣れている。○故人を偲び、祭壇前
で語り合いながら参列者みんなで見送れる。
（デメリッ
ト）○会場準備等を住区役員等に頼むのが負担と感じ
る。○通夜ぶるまいの時間に制限がない。○参列者数
によっては、葬儀を行うホールが広く感じる。
「ふれあい健康館」（メリット）○なおらい会場が近い
ため、徒歩で移動可能。○葬儀を行うスペースや家族
が宿泊できる部屋などあるため、改修しなくてよい。
（デメリット）○健康館を利用している高齢者の方々
を、葬儀実施期間中どうする。○健康館の軽スポーツ
室の天井が一部天窓であり、照明の明るさを調整出来
ないので改修が必要。
（１月８日）レゼール仁井田とへいあん秋田を視察し
ました。以下が私（三村）の感じたことです。
レゼール仁井田はスーパーいとくをリフォームした
葬儀場で、広くてきれいでした。働いている職員が大
変少なく、人件費をかけていないことがよくわかりま
した。ＪＡ秋田葬祭センターの役員の方々から、時代の
変化によって葬儀も大きく変わってきていることを知
らされました。以前は長男が喪主となることが多かっ
たが、今はそうでないとか、葬儀の回数は増えている
が参列者が少ない小規模な葬儀が増えているとか、葬
儀に関してのセミナーに人気があることなどです。危
機感をもって経営にあたっているとのことでした。
（１月17日）各委員から様々な意見や視察の感想が出
されました。私からは８日午前に行った婦人会役員会
でのみなさんからの意見をお話ししました。比較表に
健康館が入っていましたので、それに関しての意見と
して、お線香のにおいが温泉施設の方に流れるのでは
ないか。観光施設が並んでいる場所の隣でお葬式が行
われた時、観光客がどう思うか？健康館を利用してい
るお年寄りがどのように感じるか心配。健康館で行う
のは問題が多すぎる。ほかの委員からは、耕心会・老
人クラブで来年度葬儀に関してアンケートをとる話し
がある。また別の方からは遺体安置のための部屋など
中途半端ではない改装をした方が良い。などのお話が
ありました。
（三村敏子記）
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究極の地産地消

みそ・豆腐の自家加工

ＪＡの農産物加工センターでは今

シーズンも︑自家消費用のみそ・豆

腐加工が行われ︑作業をする農家の

人たちで連日にぎわっています︒

この自家加工は︑自家製農産物を

年代より当時の婦人部が研究

活 用 し て 無 添 加 の 食 品 を 作 ろ う と︑

昭和

を重ねて創り上げてきたもの︒ここ

で作られるみそと豆腐は︑原料づく

りから食卓にのぼるまでを全て自前

で行うことができる﹁究極の地産地

消﹂です︒利用者はベテランから若

者まで年代が幅広く︑技術を伝えあ

いながらの作業は農作業が本格化す

る３月上旬まで続けられます︒
みその材料をかくはん機に投入し、しぼり出した
ものをたるの中へ入れる

50
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一弘さん

みました︒

味違う手づくりならではの味を家族と楽し

一緒に各家庭に持ち帰り︑市販品とはひと

製造過程でできた﹁豆乳﹂や﹁おから﹂と

く︑ 参 加 者 は 持 参 し た タ ッ パ ー に 入 れ て︑

出来上がった豆腐の仕上がりはとても良

の全過程を体験し︑熱心に学んでいました︒

モをとり︑全員が交代しながら豆腐づくり

は︑疑問に感じたことを都度質問してはメ

わってきた二人の加工部員︒参加した若妻

講師を務めたのは︑長年豆腐づくりに携

を会場に豆腐づくり講習会を行いました︒

日︑農産物加工センター

手づくりの味を家庭に

大内

八郎さん

若妻部は１月

趣味を通じ交流深める

日︑大潟村囲

若妻部豆腐づくり講習会

ＪＡ大潟村は１月
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︑熱戦が繰
り広げられました︒
この大会は︑ＪＡのふれあい活動
回目となります︒日頃

の一環として毎年行っているもの
で︑今年で
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︑お友達・ご家族を
お誘い合せのうえ︑奮ってご参加く
ださい︒

☆優勝
小南

〜囲碁大会結果〜
☆二位

利夫さん

熟練の技を学ぶ

とてもおいしそうです！

できたての豆乳をいただく

21
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２１

藤平

豆腐づくりのコツは聞き逃しません

参加されたみなさん
他の人たちの対戦をじっくり研究

11

第 回新春囲碁大会

フ

☆三位

J Ａだより
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参加者に説明する藤准教授

種子圃場をみんなで守ろう！

営農支援課は 月 日︑ばか苗病
についての対策講習会を実施︒多く
の農家が参加し︑対策などを学びま
した︒
この講習会は 年・ 年と２年連
続で水稲ばか苗病が多発したため
行ったもので︑講師に秋田県立大学
の藤晋一准教授を招きました︒営農
支援課では講習会に先立ち発生状況
などを︑独自の発症試験と︑組合員
へのアンケートにより調査してお
り︑講習はその結果を踏まえての内
容となりました︒この問題に対する
組合員の関心は非常に高く︑およそ
１３０名の参加者は熱心に聞き入っ
ていました︒
1

23

ばか苗病対策講習会

ォトニュース

農薬及び使用済み容器の処分の徹底についてのお願い
このたび、農薬の使用済み容器の不適切な処分が発生いたしました。
つきましては、次の事項に留意のうえ、適正な農薬の使用・使用済み容器の処分をお願いいたします。

残った農薬の処分について
①農薬は余らないように調製・散布する
②余った農薬は産業廃棄物として処理業者に委託して処分する（当ＪＡでは、２年に１度回収）

使用済み容器の処分について
①容器内に農薬が残らないように「表１ 容器内に残った農薬の除去方法」に示した方法で容器内から農薬を除
去する
②農薬の容器の処分にあたっては、産業廃棄物処理業者に委託するなど、適正に処理する
表１

容器内に残った農薬の除去方法
容器の種類

缶・ビン
（水洗いできる容器）

紙

袋

（水洗いできない容器）

金

属

缶

（揮発性農薬の入ったもの）

エアゾール缶

残

っ

た

農

薬

の

除

去

方

法

散布機や希釈用容器に、中身の農薬をボタ落ちがなくなるまで逆さにして移し終えた後、
容器に４分の１の水を加えて密栓し、よく振とうして元の散布液調製時に希釈液として
使用する。この操作を３回繰り返した後、目に見えるような残分がないことを確認する。
容器内の水をよく切って、まとめて保管する。
散布機や希釈用容器に、中身の農薬を移し終えた後、袋を軽くたたいて、内面への付着
分を散布機や希釈用容器に落とす。目に見えるような残分がないことを確認した後、た
たんで保管する。
入っている農薬を全て使い終わった缶は、周囲に影響のないほ場に臭いが抜けるまで１
〜２日間さかさまに立てて残液を土壌に浸み込ませ、容器を空にする。その後、１か月
ほど缶を倒立し臭気が抜けたらほ場から回収する。なお、３日くらいで臭気を抜くには、
残液を前述の方法で処理して容器を空にした後、缶の底面に３〜４カ所穴を開け、口栓
を開けて、周囲に影響のない場所に缶を横倒しにし、風通しがよくなるようにする。こ
の際、２〜３缶をロープ等で束ねて、缶が風で転がらないようにする。
ガスが抜けるまで使い切った後、火気のない戸外で噴射音が消えるまでガスを抜く。
（一般社団法人日本植物防疫協会発行「農薬概況2012」より引用、一部改変）
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※許可なく立ち入りできない場所も
ありますのでご注意ください。
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毎日目にする風景。実はその中に、重要な役割を担っているもの
毎日目
毎
日目にす
日目
にする
にす
る
や、意外に知られていない実態を持つものがたくさん隠れています。
このコーナーでは、大潟村のそんな「気になる風景」をクイズ風に
ご紹介。さあ、ふらりと散歩に出かけてみましょう！

「ハワイ旅行記念」
鮮やかな南国の花に囲まれた「ハワイ旅行記念」の看板。見
るからに南国ムードあふれる写真ですが、場所は確かに大潟村
内です。ここは一体どこで、この看板の意味は…？ハワイと大
＜答えは来月号に掲載いたします＞
潟村の関係とは…？
〜 12月号掲載「草原の中の一軒家」の正体〜
大潟村は野鳥の宝庫ですが、この野鳥の観察を目的に、昭和53年国によって造られた「野鳥
観測ステーション」です。あたり一帯は鳥獣保護区になっており、広さが135ヘクタールあり
ます。このうち48ヘクタールが環境庁から特別保護区の指定を受けています。現在、管理者が
週に２〜３度巡回に訪れているとのことで、国有地のため、地名は「大潟村官有地」となって
います。

理事会報告
12月26日開催
報告事項
・業務報告（11月末事業実績等）
・コンプライアンス委員会報告
・重要用紙管理事務手続の全部改正及び重要用紙（領
収書）の取扱事務手続の廃止について
・監事監査報告
議 案
第66号
第67号
第68号
第69号
第70号
第71号

土地賃貸借契約について
建物賃貸借契約について
職員採用について
理事会及び総会議事録閲覧請求について
理事と組合との契約について
貸付金について

青申会より確定申告相談のご案内
平成24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
付済みです。変更希望等ありましたら、青色申告会（45−
3633）までご相談下さい。
◎会場：青色申告会事務所（ＪＡ会館２階）
◎期間：２月４日（月）〜３月５日（火）
◎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。
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１月30日開催
報告事項
・業務報告（12月末事業実績等）
・コンプライアンス委員会報告
・平成24年度第３四半期「連続職場離脱」に関する
定期報告
・平成24年度第３四半期「相談・苦情等対応」に関
する定期報告
・平成24年度第３四半期「自主検査報告書」に関す
る定期報告
・平成24年度第３四半期「全般統制・不祥事未然防
止行動計画」に関する定期報告
・資産自己査定（12月基準）における購買品棚卸査
定の対応基準の一部改正について
・農業あきた緊急サポート資金貸付要項の廃止について
・内部監査報告
・ＡＬＭ委員会報告
議 案
第72号
第73号
第74号
第75号

監事監査回答について
建物賃貸借契約について
組合員研修会及び座談会の開催について
貸付金について

協議事項
・コンバイン整備の不良に伴う要望書について
・出資金及び出資予約貯金に係る通帳の廃止について
・㈱池田による無人ヘリ水稲除草剤散布について

ＪＡ大潟村の概況 25年１月末現在
貯 金 … 249億9,891万円 正組合員数 …… 1,150名
貸出金 … 107億7,235万円 准組合員数 …… 0,030名
出資金 … 008億8,320万円

J A大潟村

初めてのお誕生日おめでとう

No.181

毎日
更新中
！

組合長ブログ
グ

門間
ＨＰの
ココを
クリック！

千咲ちゃん

抱っこが大好きで甘えんぼうだけど、お兄ちゃ
んと遊ぶ時は大はしゃぎの千咲。つたい歩きも上
手になり、ごはんもたくさん食べて毎日成長中。
兄妹仲良く、元気で優しい女の子になってね！

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

!!

プ作品展

大潟村チューリッ

ポルダーリップウェーブ2013

のご案内

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16・17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！

★ポルダーリップウェーブ2013
【期間】２月15日（金）
〜17日（日） 午前９時〜午後４時
【会場】大潟村干拓博物館展示室
【展示】品種切り花、生け花、押し花、記念撮影コーナー など
【体験】 生け花チャレンジ ２/16 ①10：30〜11：30 ②13：30〜14：30
２/17 10：30〜11：30
※各回先着30名（園児・小学生対象）
押し花チャレンジ（ ２/17 10：00〜） ※先着100名、どなたでも
栽培ハウス見学ツアー ２/16 ①11：00〜 ②12：45〜 ③14：00〜
２/17 ①11：00〜 ②12：45〜 ③14：00〜
※各回先着30名、所要時間１時間

（

）

（

）

★チューリップ花束プレゼント！
好きな品種アンケートに答えると、抽選で10名の方に花束をプレゼント

★産直まつり in おおがた
【期間】２月16日（土）
〜17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（45- 3033）まで

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㈹
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

FAX 0185−45−2273

J Ａだより

8

