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ＪＡ共済・保障のご確認を！
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今月号の主な内容
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表紙紹介・あぐりプラザ情報・フォトニュース
営農だより
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
フォトリポート

JA 大潟村
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JAだよりおおがた

お問い合わせは生活課（45−2214）まで。
大潟村、そして日本の農業の未来を担うみなさんです

ポイント3倍優待券の有効日

５月16日㈮
お知らせ

★今年も注文承ります！田植え期間中のおかずセット及びお弁当
５月17日（土）～ 26日（月）の10日間、田植え期間中
のおかずセットとお弁当の注文を承っております。ぜ
ひご利用ください！（今年のおかずセットはあぐりプ
ラザの手づくりですよ！また今年の引き渡しはあぐり
プラザ店舗で行いますのでご注意下さい。）
★毎週月曜日と金曜日は
八森産の鮮魚を入荷し
ております！

ＪＡバンクの「食農教育応援事業」では、次代を
担う子どもたちに食と環境・農業についての理解を
広げてもらう活動を展開しており、その具体的な取
り組みの一つとして、全国の小学校へ補助教材を配
布しています。４月10日、大潟小学校５年生に教材
「農業とわたしたちのくらし」を贈りました。

ポイント２倍デー！

５月10・20・30日

０（ゼロ）のつく日は

「ＪＡバンク教材贈呈事業」

今月の特売日
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５月22日㈭・23日㈮
表紙のご紹介

あぐりプラザ
トクトク情報

ォトニュース

生育ほぼ順調
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食と農業の大切さを学んで
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麦現地講習会

参加者全員の圃場で生育調査を行いました

麦類生産班と麦類種子生産組合
は ４ 月 日、 現 地 講 習 会 を 行 い、
小麦の生育状況を確認しました。
ＪＡの営農指導担当職員や秋田
地域振興局普及指導課職員ととも
に、参加者全員の栽培圃場計 箇
所 を 巡 回 し、 小 麦「 ネ バ リ ゴ シ 」
の草丈や葉緑素計値、茎数などを
測定。今年は春先の天候に恵まれ
たため、生育はおおむね順調との
ことです。
またこの日は、麦類種子生産組
合が昨年度から試験栽培している
新品種「銀河のちから」の圃場巡
回もしました。超強力小麦で、県
内の製麺業者からの需要も見込ま
れているとのことです。現地講習
会終了後はＪＡ会館でまとめを行
い、今後の管理などについて確認
しました。
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ＪＡバンク教材贈呈事業
ＪＡバンクでは４月 日、大潟
小学校の５年生に食農教育に関す
る教材を贈りました。
これは、ＪＡバンクが取り組む
「食農教育応援事業」の一環とし
て平成 年度から実施しているも
ので、子どもたちに食・環境と農
業への理解を深めてもらうことを
目的としています。教材は冊子形
式で、食と農業の関わりなどを総
合的に学び、農業に対する理解を
多面的に広げられるようになって
います。教材を手にした代表児童
２名は「これからも農業について
い っ ぱ い 勉 強 し た い 」「 農 業 の こ
とを大切にしたい」と述べました。
ま た こ の 日 は 新 一 年 生 に 向 け、
生活課より雑誌「ちゃぐりん」が
併せて贈られました。
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教材を受け取った児童代表と高橋常務

フ
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※このコーナーは 隔月で掲載致します。

営農
だより
の管理や収穫について一部ご紹介いたします。

春になり、水稲の育苗が終わるとハウスや露地では野菜の栽培が始まります。今回は、一般的な野菜

野菜作りは土作りから
①完熟堆肥や土壌改良資材を活用し有用微生物の多い畑にしましょう。
②野菜の生育にはチッ素・リン酸・カリの他にカルシウムやマグネシウムなどの微量要素が必要です。
③大潟村のようにＰＨの高い土壌ではリン酸は石灰と結合すると作物に吸収されにくくなり、鉄やマンガン・ホウ
素等の微量要素も効きにくくなり各種の欠乏症が発生しやすくなります。そのような土壌の場合は酸性の資材
（例：酸性の堆肥や酸性の土壌、ピートモス、畑のカルシウム、レオグリーン特号）を投入して土壌を改善します。
④野菜の残渣は畑にすき込まずに畑の外に持ち出します。
⑤野菜の土壌病害を防ぐためには、同じ科の野菜を連続して作付けしないことが大切です。

各野菜の栽培方法
ニンジン
●栽培のポイント
使用する目的（加工・スティック・ジュース・煮物・生食）
に応じて作付けします。
早生品種は播種後70 ～ 90日で収穫でき、晩生品種は

トウモロコシ
●収

穫

トウモロコシは雄穂が先に咲き、徐々に絹糸（毛）が
出てきます。絹糸が出てから20 ～ 25日で試しむきし、
先端の粒がふくらんで、黄色く色づいていれば収穫適期

播種後110日程度で収穫できます。

です。

●播

●害虫予防

種

ハウス栽培では４月上旬から播けますが、露地の場合

アブラムシやアワノメイガは雄穂のにおいに誘われて

は地温が上がってから播きます（５月下旬から６月上旬

やってきます。絹糸が出てから10日くらいで雄穂を除去

頃が適期）。

しましょう。

うね幅80 ～ 90㎝、条間20㎝、株間８～ 10㎝の２条
播きが一般的です。
●収

穫

●長期保存方法
トウモロコシは、収穫してから５～６時間で糖分が減
少し始め24時間では半減してしまいます。収穫後は早め

立っていた葉が半数以上開き、下葉が地面を這うよう

にゆでて冷凍保存することが理想ですが、出来ない場合

になったら、肥大の進んだものから収穫します。収穫が

は穂先を上にして垂直に立てることで糖分は減少しにく

遅れると裂根します。

くなります。

ジャガイモ
●芽欠き
芽が５～７㎝くらい伸びたら、勢いの良いものを２～

オクラ
●摘

葉

正常に生育している場合、収穫サヤの下１～２枚を残

３本残し他は取り除きます。

し、それから下は取り除きます。摘葉することで通気性

●追肥と土寄せ

が良くなり、病気の発生予防や収穫時の作業性向上の他、

１回目：草丈が15㎝の時に行います。２回目：着蕾直
後に行います。
●収

穫

茎葉がしっかり枯れてから約２週間後に、晴れた日を

サヤが濃緑になり品質が向上する効果があります。
●葉や茎についている水滴は？
オクラから分泌される水溶性の食物繊維で、タンパク
質を分解する酵素を多く含んだ「ルチン」という成分で

選んで行います。掘り取り後のイモは、直射日光が当た

す。オクラの自然生理現象ですので心配はないのですが、

らず、風通しが良い場所で10日程度風乾します。

これに触るとかゆみが出たりしますので素手では触らな
いようにした方が良いでしょう。
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「ひと」「いえ」「くるま」の

こんにちは！
ＪＡ共済です！！

ＪＡ共済・保障のご確認を！
今年も「共済の一斉訪問」をさせていただきます。

今年も下記の日程で住区担当職員が訪問させていただきます。「ひと」「いえ」「くるま」
それぞれが充実した保障内容となっております。ぜひこの機会に保障の見直しや契約内容
についてご検討いただき、ご相談下さいますようお願い申し上げます。

共済一斉訪問期間

６月２日（月）～６月６日（金）の５日間

お問い合わせは共済課（45ー3017）まで

自動車共済「クルマスター」
［自動車の保障］について
自動車の保障はここ数年間で大きく様変わりしてきていま
す。
多くの方が更新のタイミングで保障の見直しをされます。
ＪＡにも「納得の掛金」と「安心」で人気の『自動車共済』
があります。
ぜひ、お見積りをさせてください。
未加入または他社へご加入の場合、ＪＡにて無料で自
動車共済のお見積りキャンペーンを展開しておりますの
で、ぜひお問い合わせください。

建物更生共済「むてき」
火災はもちろん、地震や台風などの自然災害
も保障いたします（地震の場合は、損害額の
50％が限度）。建物価額に対して加入額が少な
い場合、共済金の支払額が低くなることがありますので、今
一度保障の確認をお願いいたします。

～建物更生共済「むてき」のメリット～

頼れるサービ ス
事故やトラブル時、親身にわかりやすく対応！

フリーダイヤル安心サービス
（24時間365日対応）

事故の時には
Ⓡ

ジ コ

は

ク ミ アイ

0120 - 258 - 931

レッカー移動や故障時の応急対応が必要な時には
レッカーロードサービス は

Ⓡ

ク

ミ アイ

0120 - 063 - 931
抽選で50,000名様に

すてきな賞品をプレゼント
サービス
頼れる

① 火災・自然災害・地震を幅広く保障
② 掛け捨てではなく満期がある
③ 地震保険料控除の対象になる
④ 火災や自然災害におけるケガの保障もついている
⑤ 失火見舞金もついている

応募期間
平成26年４月１日～平成27年３月31日
るサービ

頼れ

ス

詳しくはＪＡにお問い合わせください。

ご契約の際には「重要事項説明書（契約概要と注意喚起情報）」および「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。

No.14053530032
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ＪＡ共済では「がん共済」をご用意しております！
がん共済【がん入院共済金日額5,000円プラン】の場合
がんで入院
されたとき
※1

充実型
１日につき
基本型

5,000円

がんで先進医療
を受けたとき
※2

先進医療の
技術料相当額
通算限度

1,000万円

がんと診断
されたとき

がんの再発や
長期治療のとき

共済金額×200倍

共済金額×100倍

入院中手術
共済金額×40倍

共済金額×100倍

共済金額×50倍

入院中手術
共済金額×20倍

※3

100万円
50万円

がんで手術
されたとき

※4

50万円
25万円

※5

がん放射線治療
を受けたとき

※5

20万円 共済金額×20倍
10万円
外来手術
共済金額×10倍 ５万円 ※60日に１回を限度とします
10万円 共済金額×10倍
５万円
外来手術
共済金額×5倍 2.5万円 ※60日に１回を限度とします

※１

がんで入院された場合に、がん入院共済金を１日目からお受取りになれます。また、１回の入院にかかる支払限度日数および入院日
数の支払通算限度はありません。
※２ がん先進医療の保障を付加した場合に限ります。先進医療とは、療養を受けられた時点において厚生労働大臣が定める先進医療をい
います。（一定の施設基準があります）共済金の額は、先進医療の技術料が１万円以上の場合は技術料の額と同額、１万円未満の場合
は一律１万円となります。
※３ がんと診断確定された場合に、がん診断共済金をお受取りになれます。（共済期間を通じて１回のみ）
※４ がん治療共済金をお受取りになれます。がん診断共済金または直近のがん治療共済金の支払後１年経過後に共済金が支払われる入
院・手術・放射線治療のいずれかを受けた場合にお受取りになれます。（１年に１回まで）
※５ がんの治療を目的とし、医科診療報酬点数表により、手術料・放射線治療料が算定されるものを対象とします（一部の手術を除きます）
《がん共済についてご留意いただきたい事項》がん共済は、ご契約日から90日間の不担保期間があります。不担保期間中に被共済者が悪性
新生物または脳腫瘍と判断確定された場合には、ご契約は無効とし、共済金はお支払いいたしません。

☞ポイント❶ あらゆるがんを一生涯保障

がんの初期にみられる上皮内がんを含むあらゆるがんが対象です。また、脳腫瘍も対象としています。

☞ポイント❷ 転移・再発や長期治療のときでも安心して治療できる「がん治療共済金」
「がん診断共済金」
「がん治療共済金」支払後１年経過後なら、1年に１回まで何回でも「がん治療共済金」を受取れます。

☞ポイント❸ がんによる先進医療も安心「がん先進医療共済金」
がん治療のための先進医療保障です。通算1,000万円まで受取れます。

☞ポイント❹ 一生涯続く安心。払込期間も60歳・65歳・80歳払込終了・終身払から選べます
がんに対する充実した保障を一生涯にわたって提供いたします。

☞ポイント❺ ご加入は告知のみ。手続きが簡単
医師の診査は不要で、簡単な手続きでお申込みいただけます。

☞ポイント❻ 平成24年１月１日より新設された「介護医療保険料控除」の対象になります

平成24年４月１日以降に締結されたご契約より、所得税について最大４万円まで所得控除の適用が可能となります。

☞ポイント❼ 小児がんに備えてO歳から加入できます
加入年齢は０歳から75歳。

☞ポイント❽ 共済掛金払込免除制度で安心

災害・所定の感染症により所定の状態になられたとき、以後の共済掛金はいただきません。

ご契約の際には「重要事項説明書（契約概要と注意喚起情報）」および「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。
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第358号

より」
だ
女 性 部「活動

行事予定や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。

➡

★大潟村婦人会・ＪＡ大潟村女性部 春の会員・部員大募集！！！

婦人会・ＪＡ女性部組織は社会との接点です。

◎ＪＡ生活モニター会議（３月19日）
委員長小澤さんから、「昨年のモニター会議で

村、ＪＡの話を直に聞くことが出来ます。それは

出されていた要望のほとんどが対応されていま

個人の経営にも大きな情報源となります。環境

した。」とのうれしい報告がありました。今回は、

問題、水資源、ごみ、保育、あぐり…様々な問

「こんにゃく・ヨーグルトなどの値段が、他の店

題も婦人会・女性部は取り組んできました。個

に比べて高い」との意見がありました。価格調

人では届かない声も会を通して発していきます。

査を最近していなかったので、気がついていな

26年度は、料理講習会を２回、児玉美幸先生

かったそうです。「気がついたことがありました

のすこやか講座を３回、移動研修、女性部研修

ら、いつでもお知らせください。」と生活課課長

等々、予定しています。その他、とうふ作り講習

からお話がありました。その他、「スプレンダー

会、ＪＡ役職員との懇談会、議会の傍聴、ＪＡ

のロールケーキを店舗で販売していただきたい」

県女性組織協議会の研修、南秋婦人会の大会な

との要望がありました。※現在販売中です。

どにも参加でき、視野、見聞が広まります。

（三村敏子記）

婦人会・ＪＡ女性部は絶対必要な組織です。
一人ひとりが集まれば、大きな力となります。

◎大潟村食農推進会議（３月26日）

良い社会を創っていく力にもなります。個人会

役場会議室で行われました。H25年度食農関

員も大歓迎です。『一人はみんなのために、みん

連施策の実施状況とH26年度食農関連施策実施

なは一人のために』

予定について話し合いました。農業分野では食
農レシピ集の発行、産直まつり、新米まつり米
粉の郷づくり、グリーンツーリズムの推進、など。

★野菜（オクラ・ナスなど）栽培講習会のお知らせ

講師は営農支援課

三浦濃さんです。

保健福祉分野では乳幼児健診、潟っこ広場、健

期日

６月20日

康教室、特定保健指導、健康推進員会研修、栄

時間

午前９時30分～ 11時30分

養改善教室、口腔機能向上教室、地域の高齢者

集合場所・時間
講習会場所

ＪＡ会館駐車場・９時30分

との交流会など。教育分野では学校給食地産地

園芸団地（予定）

消推進、インターネット学校菜園、保育園幼稚

部員は無料。部員以外の方はお茶代として

園事業、稲作学習会、放課後子ども教室、家庭

200円いただきます。

教育学級、公民館事業などについて時間が足り

どうぞ、みなさんご参加ください。

ないくらい活発に話し合われました。
（栢森慶子記）

★各委員会からの報告

◎加工センター運営委員会（３月19日）

◎社会福祉協議会理事会（３月26日）

主にとうふ・味噌の加工料金について話し合

26年度収支予算案と事業計画案が審議され、

いました。消費税が５％から８％に上がること

承認されました。その後、「介護老人福祉施設の

にともない、加工料金も上げることになりまし

指定管理に向けて」という文書が配られました。

た。その他、夏場の加工センターの利用を促進

社協として、２年後のひだまり苑の指定管理者

できないか、などの質問もありました。

になる為の経緯と理由が書かれていました。時

（三村敏子記）
➡

間が足りなかったため、意見交換せずに理事会
は終了しました。

（千葉恵美子記）

J Ａだより
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駐車場内等での車両事故に
ご注意ください
いつもＪＡをご利用いただき、誠にありがとうございます。
農繁期であるこの時期は資材課やあぐりプラザなど、各
ＪＡ施設周辺は大変混雑いたします。
村内の皆様におかれましては、施設
に立ち寄られた際は周囲をよく確認し
ながら駐車していただくなど、事故の
ないようお気をつけ下さい。

理事会報告
４月18日開催
報告事項
・平成25年度資産自己査定の結果報告
議 案
第１号

平成25年度事業における税効果会計の実施に伴
う繰延税金資産の回収可能性の判断について
第 ２ 号 平成25年度固定資産減損会計における減損損
失の要否等について
第 ３ 号 平成25年度棚卸差損・差益及び棚卸評価損の処理について
第 ４ 号 目的積立金の取崩しについて
第 ５ 号 平成25年度決算書類の承認について
協議事項
・介護福祉事業について
・葬祭事業について

−五城目警察署からのおしらせ−

肥料の保管管理の徹底を
農繁期に入り、「肥料」の扱いが飛躍的に増すこと
が予想されますが、「肥料」の取扱いに関して、
◦肥料を田畑に野積みして放置しないこと。
◦肥料を鍵の掛かる倉庫等に保管すること。
◦肥料が盗まれた時は、警察へ通報すること。
の３点について留意し、保管管理の徹底をお願いし
ます。

自転車の安全利用の
促進について
☆５月は自転車安全利用促進月間☆
全国的に自転車が関係する交通事故や自転車の危険

４月25日開催
報告事項
・業務報告（３月末事業実績等）
・ＡＬＭ委員会報告
・自己資本比率算出事務手続の一部改正について
・ＪＡ教育ローン貸付要項の一部改正について
・ＪＡマイカーローン貸付要項の一部改正について
・ＪＡ住宅ローン貸付要項の一部改正について
・ＪＡ住宅ローン（借換応援型）貸付要項の一部改正について
・ＪＡ住宅リフォームローン貸付要項の一部改正について
・ＪＡ住宅ローン（100％応援型）貸付要項の一部改正について
議 案
第６号
第７号
第８号
第９号
第10号
第11号
第12号
第13号
第14号
第15号
第16号

内部監査の品質評価実施要領の一部改正について
有価証券等の保有目的区分要領の一部改正について
役員賠償責任保険の加入について
平成26年度余裕金の運用の方針と運用方法について
信用評定基準の設定について
平成26年度信用の供与等の最高限度額の決定について
平成26年度貸付金の利率の最高限度の決定について
平成26年度借入金の最高限度の決定について
平成26年度事業計画について
貸付金について
自己資本比率算出要領の一部改正について

な通行実態が問題視されていることから、自転車利用
者に対する広報キャンペーン等の取組みを強化し、自
転車利用者の交通ルールの遵守、交通マナーの向上を
図ります。

☆自転車利用者の皆さんへ☆
自転車安全利用五則を厳守しましょう。
１．自転車は、車道が原則、歩道は例外
２．車道は左側を通行

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
４月の活動報告はありません

３．歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
４．安全ルールを守る
◦飲酒運転・二人乗り・並進の禁止

●活動予定
５月７日（水） ハウス巡回

◦夜間はライトを点灯
◦交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
５．子どもはヘルメットを着用
五城目警察署
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TEL 018－852－4100

ＪＡ大潟村の概況 26年４月末現在
貯 金 … 246億2,039万円 正組合員数 …… 1,147名
貸出金 … 096億7,966万円 准組合員数 …… 0,036名
出資金 … 008億9,140万円

ポート
フォトリ

サハリンに大鵬像を建てよう

木彫原型完成お披露目会

大相撲第48代横綱大鵬像の木彫原型が完成し、
４月22日に製作者である鎌田俊夫さん（東３の４）
のアトリエで報道陣に公開されました。
始めに「サハリンに大鵬の銅像を建てる会」会長
の髙橋浩人村長が「この像が銅像へと生まれ変わり、
サハリンに贈られるまで力を合わせて頑張りたい」
とあいさつしました。
鎌田さんは「この木彫は単なる大鵬のコピーでは
ない。大鵬の若い頃の肉体を借りて、そこに彼の全
人生を凝縮して表現した」と語りました。

多数の報道関係者が
訪れました

大鵬の義弟である菓子舗榮太楼の小国社長も途中から駆
けつけました（写真右）

村内の皆様におかれましては、たくさんの温かいご支援を誠にありがとうございます。
今後も必要費用800万円を目標に頑張ってまいります。

ＪＡ－ＳＳ

「GoGo！キャンペーン」
のご案内

給油所ではただ今「Ｇｏ
Ｇｏ！キャンペーン」を下
記 の と お り 実 施 中！ 秋 田
県内ＪＡ－ＳＳ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26年５月１日（木）～
７月31日（木）
（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、切手
を貼らずに給油所までお持ちください。
賞
品：旅行や家電、ＪＡ－ＳＳ利用券など
お問い合わせは給油所（45−2511）まで。

JAだより おおがた
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