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資材課よりお知らせ
フォトニュース（年金受給者の方との懇談会ほか）
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女性部活動だより
インフォメーション・理事会報告・青年部活動報告と予定
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表紙のご紹介「村PRに向かう中学生へ

12月28日㈯・29日㈰・30日㈪

（抽選付き年末セール）

パンプキンパイを提供」

11月26日から３泊４日の日程で、東京方面へ修学旅
行に向かった大潟中学校の２年生37人。28日は、品川
にある県アンテナショップ「あきた美彩館」で農作業の
様子を表現した「百姓踊り」を披露し、「大潟村創立50
周年」をＰＲしました。
その際に村特産あきたこまちや、ＪＡが提供したパン
プキンパイを訪れた人たちにプレゼントし、大変喜ばれ
ていました。

美彩館でパイなどを配り、村をＰＲする生徒たち

※こちらの写真は中学校の関先生よりご提供いただきました

情報
今月のいちおし

お楽しみ抽選会も同時開催いたします！
お知らせ

★ただいまクリスマスケーキ・おせち料理の予約を
受け付け中です！ぜひご利用ください。
★今年もポイントカード会員様には、お得な割引チ
ケット付きカレンダーが抽選で当たります。お楽
しみに！
★大好評につき！ 12月も「シールを集めて、ポイ
ントどっさりプレゼント！」を実施いたしており
ます。お買い上げ1000円毎にシールを一枚進呈
しますので、たくさん集めてどっさりポイントと
交換してください！
★催事
◦12月16日
（月）・17日（火） セモア（あぐりプラザ内）
◦同日 フジ医療器 マッサージチェアほか
展示会（ＪＡ会館１Ｆ談話室）
お問い合わせは生活課（45−2214）まで。

ＪＡバンクあきた
ウインターキャンペーンのお知らせ

ＪＡバンクあきたではただいま「ウインターキャンペーン2013」を実施中です。期間中、新規で10万円以上
の定期貯金をお預け入れいただいた個人のお客様には金利年0.3％（税引後0.239％）を設定させていただくほか、
数量限定で「ちょきんぎょグッズ」をプレゼント！ぜひこの機会にご利用下さい！！

◎期

間：平成25年12月２日（月）から１月31日（金）まで

◎対

象：個人の方

◎対象商品：期間中に新規でお預けいただいた１年もの
「スーパー定期」及び「大口定期」

※0.3％の金利は初回満期日まで適用されます。なお、税引後金利は、
20.315％（復興特別所得税0.315％を含む）分離課税後の金利を表
示しています。
※ご継続の際はその時点での店頭金利が適用されます。

▲今年のちょきんぎょグッズはコロンとかわいい
「ちょきんぎょシリコンがまぐち財布」。数に限り
がございますのでお早めにご来店ください。

※やむをえず中途解約される場合は、ＪＡ所定の中途解約利率が適用
されます。

お待ちしてます
お申し込み・お問い合わせは
金融課（45-3018・2211）まで。

▶ご来店いただいた方に先着順で
「午の貯金箱」プレゼント！
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資材課よりお知らせ

○毒物及び劇物（農業用）購入時の手続きについて

日頃より、当ＪＡ購買事業につきましては特段のご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、表題の件につきまして、毒物及び劇物取締法においては、毒物劇物営業者（ＪＡ）は、毒物劇物を使用
者（農家様等）に販売・授与する場合は、譲受人の氏名・職業・住所を記載し押印された書面（譲受書）の提出
を受け５年間保存しなければならない、とされております。
毒物及び劇物の取締りは年々厳しくなっており、これに違反した場合は毒物劇物の取扱いが出来なくなります。
使用者の皆様におかれましては、上記事項を再度確認していただき、毒物劇物をご購入の際には必ず印鑑をご持
参下さいますようお願い申し上げます。
なお、当ＪＡにおいて取扱いのある主な品目は次のとおりとなっておりますので、ご参照下さいますようお願
い申し上げます。
コード

品

120082

Ｚ・Ｐ

120694

名

規

格

区分

コード

品

名

規

格

区分

1㎏ 劇物

120686

側条パダンオリゼメート顆粒水和剤

500ｇ 劇物

アグロスリン乳剤

100㎖ 劇物

120049

ダイアジノン乳剤40

500㎖ 劇物

120334

アグロスリン乳剤

500㎖ 劇物

120378

ネマモール粒剤30

120335

アグロスリン水和剤

100ｇ 劇物

120380

パーマチオン水和剤

120333

アドマイヤーフロアブル

100㎖ 劇物

120345

バイデードＬ粒剤

3㎏ 劇物

120138

アドマイヤー水和剤

100ｇ 劇物

120379

バスアミド微粒剤

5㎏ 劇物

120367

アドマイヤー顆粒水和剤

100ｇ 劇物

120255

パダンＳＧ水溶剤

500ｇ 劇物

120111

エルサン乳剤

500㎖ 劇物

120056

パダン粒剤４

3㎏ 劇物

120778

ガードホープ液剤

250㎖ 劇物

120045

ピラニカＥＷ

500㎖ 劇物

120095

カルホス乳剤

500㎖ 劇物

120346

フォース粒剤

3㎏ 劇物

120163

カルホス微粒剤Ｆ

3㎏ 劇物

130095

プリグロックスＬ(マイゼット)

1ℓ 毒物

120337

クロールピクリン

16.5㎏ 劇物

120296

マブリックジェット

250ｇ 劇物

120336

クロールピクリン

1㎏ 劇物

120703

マブリック水和剤

250ｇ 劇物

120371

クロールピクリン錠剤

100錠 劇物

120350

モスピランジェット

250ｇ 劇物

120372

クロールピクリン錠剤

400錠 劇物

120619

モスピラン水溶剤

100ｇ 劇物

120338

コテツフロアブル

250㎖ 劇物

120351

モスピラン水溶剤

250ｇ 劇物

120339

サンマイトフロアブル

100㎖ 劇物

120191

ヤソヂオン

500ｇ 劇物

120373

シーマージェット

75g×5 劇物

120381

ランネート45ＤＦ

500ｇ 劇物

120048

ジメトエート乳剤

500㎖ 劇物

120792

リーフガード顆粒水和剤

500ｇ 劇物

120047

ジメトエート粒剤

3㎏ 劇物

120117

ロブラールくん煙剤

500ｇ 劇物

資材の予約注文を受け付け中です
「平成26年用

肥料・農薬・生産資材注文書」が組合員

の皆様のお手元に届いていることと存じます。依然として、
農業を取り巻く情勢が厳しい中、少しでも安く肥料等を
お買い求めいただくために、来年の栽培計画をご検討の
うえ、受付期間内（右記）のご提出をお願いいたします。

J Ａだより

500ｇ 劇物

◎予約注文受付期間

平成25年12 月27日（金）まで

◎肥料の早期引取りについて
１月末日まで引き取っていただいた対象肥料につき
ましては奨励金をお支払いいたしますので、早期引取
りにご協力くださいますようお願いいたします。詳し
くは「注文書」をご覧ください。

お問い合わせは資材課（45−2934）まで。
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5㎏ 劇物

乾杯の挨拶は耕心会会長
小玉喜美雄さん
▲

年金受給者の方との
懇談会を開催しました

皆様にお楽しみいただけたようです

金融課は 月７日、ホテルサンルーラル大潟を会場に「年
金受給者の方との懇談会」を行い、役職員を含む２７０人が
参加しました。この懇談会は、年金の受け取りにＪＡ大潟村
の貯金口座をご指定いただいている方への感謝をこめて毎年
行っているもので、農協の業務について知っていただく機会
にもなっています。
㈱十文字リーディングカンパニー小川健吉社長による講演
の 後、 ミ ス タ ー 北 さ ん に よ る「 だ ま が し マ ジ ッ ク シ ョ ー」、
八郎潟町出身の歌
手・順弘子さんに
よる「ふるさとミ
ニコンサート」を
会食しながら観覧
し、最後はカラオ
ケ大会で幕を閉じ
ました。
来年も皆様のご
参加をお待ちして
おります！
▲

▲

順さんの新曲「クニマスロマン～夢の橋」では、ＪＡ役職員をはじめ
お客様もステージ上に飛び入りで参加

来年もぜひお越しください！

順弘子さんによるショー

順さんとのデュエット
コーナーもありました

老人クラブ会長菅原
繁さんの音頭による
万歳三唱で締めくく
りました

「だまがしマジック」
ミスター北さん

道の駅十文字の小川社
長による、歌あり笑い
ありの講演「モットー
は現場主義」
自慢の歌声を披露していただきました

PhotoNews
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～ 11月号に掲載「みゆき橋」の正体～

「みゆき」という名称は、「御幸」（天皇陛下の外出のこと）が語源です。昭和
43年５月に田沢湖で開催の全国植樹祭に臨席される陛下が、合わせて大潟村を視
察する際にこの橋を通る予定だったことから名づけられました。直前に十勝沖地
震が起きたためこの時のご来県は中止になりましたが、翌44年に秋田農業大博覧
会のために天皇・皇后両陛下が来県され、この橋を渡られることとなりました。

みゆき

J Ａだより
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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。

20
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気

になる風景
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大潟
！

？

女性部と若妻部では 月 日、村
民 体 育 館 を 会 場 に「 第 回 婦 人 バ
レーボール大会」を行い、各住区の
代表が熱戦を展開しました。
この大会は、健康づくりと親睦交
流を深めることを目的に婦人会・Ｊ
Ａ女性部・若妻会・ＪＡ若妻部が共
催し毎年行っているものです。種目
にはソフトバレーボールの部とビー
チバレーボールの部があり、幅広い
年代が一緒に楽しむことができるの
が特長です。寒さが厳しくなり体を
動 か す 機 会 が 少 な く な る こ の 時 期、
参加者はケガのないようしっかりと
準備体操を行ったあと、思い思いに
競技を楽しんでいました。
なお、今回の優勝チームは、強豪・
東３―１（ソフトバレーの部）と西
１丁目（ビーチバレーの部）です。

白熱の試合展開となりました

27

40
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「イチョウ並木の謎」

ＪＡ給油所から役場方向へ続くイチョウ並木。道路
を挟んで西１丁目側と２丁目側では、生育に大きな差
があるのをご存じですか。写真では少し分かりづらい
ですが、西１側（写真右）のイチョウは背が高く幹が
太いのに対し、西２側（同左）は背が低く幹が細いです。
同時期に植えられたのになぜでしょう？

＜答えは２月号に掲載いたします＞

白熱しました！

10

先人に学び農業の 未 来 を ひ ら く

86

婦人バレーボール大会

３年連続一等賞、
おめでとうございます！

秋田県種苗交換会が 月 日から
月６日までの日程で行われまし
た。
今 回 の 交 換 会 は、「 お ば こ と 願 う
輝く大地 深まる絆」をキャッチフ
レーズに、仙北市で開催。農家が丹
精して育てた農産物の展示などが行
われた主会場・生保内中学校体育館
をはじめ、農業機械化ショー会場の
秋田県田沢湖スポーツセンター陸上
競 技 場 な ど 各 種 協 賛 行 事 会 場 に は、
年 に 一 度 の 農 の 祭 典 を 楽 し も う と、
県内外から 万２千人（主催者発表）
が訪れました。
最終日に行われた褒賞授与式では
藤盛巌さん（東３の２）の水稲（あ
きたこまち）が一等賞及び家の光協
会会長賞を受賞したとして、表彰さ
れました。藤盛さんは水稲で、三年
連続の受賞となります。鎌田信子さ
ん（東２の５）はショウガで二等賞
を受賞しました。
なお、来年の開催地はお隣「男鹿
市」です。今年行かれなかった方も、
次回は会場
に足を運ん
でみてはい
かがでしょ
うか？
11

第１３６回秋田県種苗交換会

フ

PhotoNews

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！

特集
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第353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。

●役員会報告（10月23日）
今回の会議は、バレーボール大会の関係で若妻の
方々も出席し「ひだまり苑」で行われた。一般に開放
してから初めての利用という事で歓迎の挨拶を頂い
た。事前に頼んでおけば昼食を500円で用意してもら
えるという事でごちそうになった。デザートなどの冷
たい物は冷たく、温かい物は温かく同じトレーの上で、
それぞれ保温になっているのには驚いた。

＊婦人バレーボール大会オープン参加について 主に
大会の事について話し合った。存続についての話も出
たが、それは１月のＪＡとの懇談会の後にもう一度話
し合うことになった。
＊女性部研修 12月14日（土） 上野千鶴子さんの講
演会 演題「世直し女の出番」 サンルーラル大潟に
て13時30分～ 15時50分（会食12時～ 13時20分）
＊12月５日に行われる南秋田郡正副会長会研修は初
めての加工センターでの豆腐つくり体験になる。
昨年度検討して決まった体験料は以下。
[加工体験料]（材料費は別）
米一斗）10,500円
豆腐一升 1,500円 味噌（大豆一斗、
施設使用料210円
※組合員、又はその家族と一緒に限る
＊来年度の体レク部役員、生活環境部役員について
会員減少が続いている中、班長、体レク部、生活環境
部の役員を毎年選出するのが困難になった。そういう
状況下で、各部を続けるにはどうしたらいいか話し
合った。その結果、○班長一人が全部兼ねる。○住区
の婦人会のことだけでも忙しいのに一人で全部やるの
は無理ではないか。○まず、そのことを話し合う前に
各部の存続について話し合うべき。という指摘があっ
た。１月のＪＡとの懇談会の後話し合いを持つことに
なった。住区の婦人会でも機会があったら話し合われ
てはどうか。
＊その他 ゴミの減量化に協力するため「会員が卵の
ケースを集めて総会の時に持っていき、一枚のゴミ袋
と交換する」という提案があった。 （浅沼トク子記）
●バスのあり方検討委員会（10月24日）
これまでの検討案をまとめる段階でしたが、運輸局
への確認により、村主催の事業以外に幅広く使用する
ことは、違法な行為であることが明らかになったとい
う報告から始まりました。村民の、バス継続、幅広く
利用したい、そのためには自己負担も、との多くの意
向を考えながら、法律を守る必要もあります。村は専
用車両を持たずに、バス事業者のバスを利用した団体
に補助金交付するという案が、支持されることになり
ました。来年４月から村民の活動に利用できるよう、➡

➡

検討結果を急いで村に提出し、来年度の予算審議のあ
る議会へ間に合わせることになりました。バスを購入
する、業務委託する、補助金交付の３案が考えられ、
それぞれ長短があるが、早急に制度化をお願いすると
いう事で、11月18日付で検討報告書を村長宛に提出
の予定です。
（鈴木富士子記）
●創立50周年記念植樹実行委員会
植樹する場所はみゆき橋から大潟橋まで、樹種はソ
メイヨシノ（桜）がよいとの意見が多く出されました。
今植えてある山桜と八重桜は切らないで、ソメイヨシ
ノを村民が植える等。今後県との事業で、他の場所に
さらに多種多様な木を植える計画もあるそうです。私
の意見として「これ以上交通渋滞を起こさないように、
春以外の季節でも楽しめる木を植えては？殺虫剤をか
けなくても良い木を選んでほしい。生態系公園で良く
育っている木を教えてもらっては？」とお話ししまし
た。
（三村敏子記）
●国立ハンセン病療養所訪問研修（11月８日）
秋田周辺地区結核予防婦人会連合会で群馬県の草津
町にある、栗生楽泉園に訪問研修に行ってきました。
楽泉園の職員による、施設の概要と過去の悲惨な歴史
があったことの説明を受け、悪法がまかり通って入所
者を苦しめていた事実を知りました。説明を受けた後
は、秋田県出身者と昼食を共にしながら交流しまし
た。楽泉園の入所者は高齢になり80歳以上です。秋
田県出身者は現在８人で、交流に参加してくれた方は
５名でした。訪問のメンバーは秋田の踊りを披露、ま
た、入所者と話をするために、膝を交え、顔を近付け
ての会話でした。入所者の中に、角館、太田町、横手、
飯田川の方がおられ、会話は大いに盛り上がり、「豊
川油田はどうなったとか、八郎潟干拓工事を寒風山か
ら見たことがある、そこの人口は何人いるか？」とか
秋田の豪雨の災害にも関心を寄せられておりました。
楽しく交流することができ、少しは故郷の香りを届け
られたのかなと思いました。お会いした方は高齢者に
も関わらず明るく元気で、訪問したメンバーもかえっ
て元気をいただいたのではと、晴れた空と紅葉、きれ
いな山並みも手伝ってさわやかな気持ちで帰ってきま
した。貴重な体験をさせていただいたことに感謝しま
す。
（栢森慶子記）
●村内における葬祭環境整備検討委員会葬祭整備検討部会
（11月18日）
初めに村長から「各団体との意見交換を行った。抵
抗感がないのは村民センター。健康館は高齢者のため
の施設。村民センターの改修は、葬祭のためだけでな
い改修になる」とお話がありました。村民センターの
改修も、祭壇が収納できるように収納庫の扉を高くし
て、以前に示されていた可動式ウォールが必要なくな
る等の変更が示されました。これからはＪＡ大潟村が
主体的に検討していくという事でした。部会の最終案
は村民センターの改修となりました。11月27日に葬
祭環境整備検討委員会で話し合われる予定です。
（三村敏子記）

J Ａだより
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生活課よりお知らせ
◎冬期間の営業時間変更について
①期間 平成25年12月１日
（日）
～平成26年３月31日
（月）
②時間 月曜日～金曜日（平日）
午前８時30分～午後７時00分  
（変更なし）
土曜日、日曜日、祝祭日
午前８時30分～午後６時30分
お問い合わせはあぐりプラザおおがた（TEL45−2214）まで。

給油所よりお知らせ
◎冬期間の営業時間変更について
①期間 平成25年12月１日
（日）
～平成26年２月28日
（金）
②時間 月曜日～金曜日（平日）
午前７時30分～午後７時00分
土曜日、日曜日、祝祭日
午前７時30分～午後６時30分
◎通行止めについて
①期間 平成25年12月上旬～平成26年３月上旬
②場所 幹線道路西側（信号機側）
◎平成26年度農業用免税軽油の申請について
①平成26年１月中旬に申請受付を予定しています。受付
日の詳細が決定しだい、お知らせいたします。
お問い合わせは給油所（TEL45−2511）まで。

青年部

活動報告と予定

随時部員を募集していますので、興味のある方はぜ
ひＪＡ大潟村営農支援課（TEL：45 − 3033）までご連
絡ください！

●活動報告
11月 ５ 日 種苗交換会視察
11月18日 青年組織４団体合同勉強会
11月21日～24日 中札内村青年部交流物販研修
11月26日 秋田県青年部協議会60周年記念式典
11月27日 ＪＡ青年大会
12月 １ 日 中札内村青年部交流物販in道の駅おおがた
●活動予定
12月19日

忘年会

理事会報告
11月29日開催
報告事項
・業務報告（10月末事業実績等）
・コンプライアンス委員会報告
・平成25年度第２四半期「連続職場離脱」に関する定
期報告
・平成25年度第２四半期「相談・苦情等対応」に関す
る定期報告
・平成25年度第２四半期「自主検査報告書」に関する
定期報告
・平成25年度第２四半期「全般統制・不祥事未然防止
行動計画」に関する定期報告
・ＪＡバンク業務継続要領（秋田県版）の制定について
・テラーズマシン事務取扱手続の一部改正について
・反社会的勢力との取引排除にかかる対応要領（別冊）
の廃止について
・内部監査報告
・上半期監事監査報告
議 案
第71号 全中監査機構期中監査回答について
第72号 農協法第54条の３の規程に基づく平成25年
度上半期の業務及び財産の状況に関する報
告について
第73号 職員育児休業規程の一部改正について
第74号 ＪＡ共済苦情等対応要領の一部改正について
第75号 年末手当の支給について
第76号 理事と組合との契約について
第77号 貸付金について

−五城目警察署からのおしらせ−

年末の交通安全運動
～無事故で今年を締めくくり～

12月11日～12月20日（10日間）
これから年末にかけては、積雪や路面凍結などの道
路環境の悪化に伴う交通事故や忘年会シーズンに伴う
飲酒運転による交通事故の発生が懸念されます。
県民一人ひとりに、交通ルールの遵守と交通マナー
の実践を習慣づけ、交通事故の防止を図ることを目的
とした「年末の交通安全運動」を推進します。
運動の重点
◆飲酒運転の根絶
◆子どもと高齢者の交通事故防止
◆冬道の安全運転の励行
◆全ての座席のシートベルトと
チャイルドシートの正しい着用の徹底
◆踏切事故の防止

ＪＡ大潟村の概況 25年11月末現在
貯 金 … 246億0,551万円 正組合員数 …… 1,151名
貸出金 … 121億5,400万円 准組合員数 …… 0,034名
出資金 … 008億9,465万円
9
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一人ひとりが十分に注意し、
事故のない明るい新年を迎えましょう。
五城目警察署

TEL 018－852－4100

No.190

高橋

初めての お誕生日おめでとう !!

かの は

叶葉ちゃん

あや の

はるのぶ

佐々木彩乃ちゃん

工藤

晴信ちゃん

近頃リズムに合わせて踊るこ

音楽を聴くと体をユラユラ手

大好きなご飯をいつも完食し

とを覚えた「かのは」です。特

をパチパチ。んまを食べてはニ

てすくすく成長してきたね。こ

に「ダンシングキャット☆」が

コニコ。お兄ちゃんと遊んで

れからも癒しの笑顔を振りまい

大好き！！次に好きになるのは

キャハッハ。小さく産まれたけ

てね！

何かな？成長が楽しみです。

どもっともっと大きくなあれ！

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

フォトリポート

★

親子で遊ぼう

★

アンパンマンこどもくらぶ
アンパンマンこどもくらぶ コンサート
共済課では11月２日、ＪＡ会館大会議室で「アンパン
マンこどもくらぶコンサート」を開催しました。
このコンサートは、家族みんなで楽しいひとときを過ご
してもらうため、子育て中のご家庭を対象に展開している
「ＪＡ共済こどもくらぶ」の活動の一環として行ったもの
です。＂楽しく歌う♪ふうふ【ケチャップマヨネーズ？】＂の
二人が、手作りの歌とイラストで会場を温かく包みました。

皆さんのご来場
ありがとう
ございました!!

アンパンマンこども

今回来てくれた【ケチャップ
マヨネーズ？】の２人

JAだより おおがた
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