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表紙のご紹介

「青年部育苗ハウス巡回」

ＪＡ青年部では毎年５月、農業基礎技術の学習会
の一環として育苗ハウス巡回を行っています。今年
は部員13名が参加し、ＪＡの営農指導担当職員２名
と共に参加者全員のハウスを回りました。

６月19日㈭・20日㈮

今月の特売日

６月10・20・30日

０（ゼロ）のつく日は

６月13日㈮

ポイント２倍デー！

ポイント3倍優待券の有効日

６月21日㈯ 〜７月２日㈬

ポイントどっさりボーナス
シールを配布いたします！

お知らせ
★ただいま、三種町釜谷浜直送の活魚入荷中‼（海の
シケ等により不定期です）
★ガーデニングハット入荷しました！
皆様からの要望が多かった虫よけ
ネット付き「ガーデニングハット」を
入荷しました。1,380円（税込）です。
ぜひご利用ください！

お互いの栽培方法など、情報交換も盛んに行いました

情報
今月のいちおし

※グリーンスタンプ商品
交換会も同時開催！

お問い合わせは生活課（45−2214）まで。

農業用使用済プラスチック収集についてのご案内

資材課では、今年度１回目の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。集まったプラスチック類は、パレットなどにリサイクルされる
ほか、熱源としてのリサイクルも行われています。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くださいますようお願い申し上げます。
収集日時 平成26年６月17日（火）～ 19日（木）
午前９時～午後４時30分

収集場所 ＪＡ大潟村資材課
昨年同期の収集の様子

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。
袋の種類

袋の単価

１袋当たりの処理料

赤色大袋

86円

562円

透明大袋

86円

562円

青色小袋

54円

270円

収

集

対

象

ビニール類（ハウスビニール等）
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、プラボトル等）

※収集袋に入らないもの（多量の育苗箱や暗渠パイプ、塩ビパイプ類、ポリ桶、ポリタンクなど）については、
量に応じて実費をいただき収集いたしますので、資材課窓口にてお申し出ください。
※金具・ゴム・陶器・紙・木・電化製品などは収集できません。

農業用プラスチック以外の 〈実際にあった混入物の例〉
蛍光灯・噴霧器・一輪車のタイヤ・針金・
ものは入れないでください!!

空き缶・ペットボトル…など

お問い合わせは資材課（45−2934）まで。

J Ａだより
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農業融資のことなら、お気軽にＪＡまでご相談ください

臨時職員 の
ご紹介

これから皆様のお世話に
なります。
どうぞよろしくお願い
申し上げます。

三村

揚げたアジフライを手際よく並べていきます
調理した中華風和え物を量りながら袋詰めする担当者

13

優績ＪＡを表彰

大鍋で煮つけをかき混ぜる作業は一苦労です

５月 日、第４回ＪＡバンクあき
た推進大会が秋田市内のホテルで開
催され、ＪＡ大潟村が奨励賞（農業
融資部門）を受賞しました。
この大会は、優れた業績を挙げた
県内の「優績ＪＡ」を表彰するとと
もに、関係者一同がＪＡバンクの一
層の発展を目指し決意を新たにする
ことを目的として農林中央金庫秋田
支 店 が 毎 年 開 催 し て い る も の で す。
秋田県ＪＡバンク運営協議会の木村
一男議長より、表彰状と副賞が授与
されました。
ＪＡでは今後とも、地域の皆さま
から信頼され選ばれる金融機関を目
指し日々頑張ってまいります。

三浦めぐみ

優

給油所

生活課
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農繁期の主婦をお助け

40

50

10

第４回ＪＡバンクあきた推進大会

31

家事負担軽減の共同炊事

フ

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実施。調理
場となったＪＡの農産物加工センター
では、委託を受けた総勢 名の担当者
が１日１４５軒分（４９７食）の調理・
配送にあたりました。
共同炊事は忙しい田植え時の家事負
担を軽減するべく、昭和 年、当時の
婦人部の努力で始まったもの。幅広い
味の好みに対応できるよう下ごしらえ
までを済ませた半調理食材と、すぐに
食べられるお惣菜とを組み合わせてあ
ります。栄養バランスに配慮した親し
みやすい献立は、開始から 回目を迎
えた今でも多くの農家女性の支持を得
ています。
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第359号

より」
だ
女 性 部「活動

行事予定や各種会議の報告事項などについてお知らせします。

➡

その後市町村合併により、現在は井川町・

これからの行事予定

五城目町・八郎潟町・大潟村の４町村で活

第66回南秋田郡連合婦人会大会・消費者
問題研修会

動を続けています。

期日

７月６日

場所

井川町農村環境改善センター

午前：講演

時間

10時から２時半まで

講師 齋藤正寧町長
演題「地域における女性の活躍に
期待すること」

午後：五城目警察署 「特殊詐欺対策について」
参加を希望される方は班長さんへ６月16日ま
で、班長さん・個人会員・エルダーの会会員は
公民館小貫智美さん（TEL45−2611）へ６月20
日までにお申し込みください。

★各委員会からの報告

＊参加される方は９時に農協駐車場にお集まり

◎26年度第１回健康推進委員会会議（４月26日）

ください。乗り合わせて行きます。

保健センターで行われました。２年間の委嘱

＊お昼ご飯は会でお弁当を準備致します。

状の交付、役員の選出が行われ会長に栢森慶子
がなりました。年間の活動計画、保健センター

南秋田郡連合婦人会の歴史

の事業概要、研修について話し合われました。

３月に行われた連合婦人会の委員総会に

研修については７月にマクロビオッテクの料理

おいて、連合婦人会の歴史を紹介した「歩」

講習、冬に受動喫煙防止について学習をする予

を頂きました。この冊子は25年度まで南秋

定となりました。また２月はわらび座による

田郡連合婦人会会長を務めた村井イチ氏が

ミュージカル「笑顔予報は晴れのち晴れ」を観

作成してくださったものです。内容を少し

劇する予定です。

紹介します。

（栢森慶子記）

◎防災訓練打ち合わせ会議（５月16日）

南秋田郡連合婦人会は昭和23年に結成さ
れました。結成当初は現秋田市北部の外旭

１年で一番忙しい時期の会議なので、夕方６

川・太平・金足・飯島や現男鹿市の船川な

時から始まりましたが、出席者が大変少ない会

ども加えた31単位会から成り、会員数は

議になりました。訓練は６月５日と田植が大体

14,000余名でした。昭和44年に大潟村婦

終わった時期になりました。例年通り、地震発

人会も加入しました。戦後の物資不足や食

生の想定で行いますが、火災・津波も想定に入っ

糧難を乗り越えて、復興に果たした役割は

ています。避難場所が各村民センター分館（児

大変大きかったのです。活動は○母親学級

童館）になっています。避難場所としては学校

の開設○子供クラブの設置○引揚者、遺族、

のほうが、いいのではないかと意見が出ました。

罹災者、戦争未亡人等への援助活動○小中

今年度防災計画の見直しの年にあたるそうです。

学校への雑巾奉仕などがありました。

最近の災害は集中豪雨であったり、竜巻であっ

平成10年の第50回南秋田郡連合婦人会大

たり、大きな台風であったり、甚大な被害を想

会は飯田川町で開催され、秋田県副知事板
東久美子氏からご講演頂きました。

定しなければいけないのではないかと思います。
➡

（三村敏子記）
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理事会報告
５月30日開催
報告事項

【応募資格】
⑴ 満18歳以上の未婚の女性（高校生を除く）
⑵ 秋田県出身者で、県内在住者または東京近郊在住者
⑶ １年間県内外でのキャンペーン、イベントに従事できる方
⑷ 芸能事務所等への所属、またはミス○○、キャンペー
ンガール、イベントコンパニオン等の任期が重複する方
の応募は不可（任期：平成26年９月１日～１年間）
⑸ 二次審査へ出席可能な方
【応募方法】
専用の応募用紙または市販の履歴書用紙へ「履歴書用写
真」を貼り、 必要事項と「出身地（市町村名まで）」「職業」
「身長」
「ご本人の連絡先（携帯電話番号等）」を記入の上、３ヵ
月以内に撮影した鮮明なカラー写真２枚（全身ならびに上
半身各１枚、12.5cm×９cm程度のもの）を添付し、郵送
または持参してください。
【応募期間】 平成26年６月１日（日）～６月30日（月）
    ※当日消印有効
【応 募 先】 〒011−0901
秋田県秋田市寺内字神屋敷295−53
ＪＡ全農あきた米穀販売課
   「ミスあきたこまち募集係」

・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
・平成25年度内部監査実施報告書について
・平成25年度内部監査の品質に関する内部評価報告書
について
・全国監査機構財務諸表等監査（期末）報告並びに独
立監査人の監査報告書について
・平成25年度期末監事監査意見書について
・平成25年度監事監査報告書について
・平成26年度監事監査計画について
・平成25年度労働保険事務組合業務報告について
・大口信用供与先の経営状況等について
議 案
第17号 第45回決算関係書類の承認について
第18号 定款の一部変更の件について
第19号 農地利用集積円滑化事業規程の一部変更の
件について
第20号 第45回通常総会の開催について
第21号 第45回通常総会提出議案について
第22号 書面議決権の行使に関する取扱いについて
第23号 不良債権の処理方針について
第24号 理事と組合との契約について
その他
・組合員研修について
・南米日系農協中堅実務者研修について

お問い合わせは ＪＡ全農あきた米穀販売課
TEL 018−845−8040・8043

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
５月７日（水） ハウス巡回
●活動予定
６月

さなぶり・ポリシーブック作成・生育調査
（日時未定）

ＪＡ大潟村の概況 26年５月末現在
貯 金 … 245億4,302万円 正組合員数 …… 1,139名
貸出金 … 096億5,128万円 准組合員数 …… 0,036名
出資金 … 008億9,140万円
7
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−五城目警察署からのおしらせ−

子どもと高齢者 に対する
交通安全教育の推進
◎手で合図し合う運動実施中
横断歩道は歩行者優先であることを徹底するととも
に、道路を横断するときは安全をしっかり確認してか
ら渡りましょう。
◎子どもに対する交通安全教育
保護者が実践して手本となり、必要な技術や知識を
子どもに教えましょう。
◎高齢者に対する交通安全教育
加齢に伴う身体機能の低下を自覚し、道路及び交通
の状況に応じて安全に通行しましょう。
五城目警察署

TEL 018－852－4100

No.194

初めての お誕生日おめでとう !!

佐藤めばえちゃん
さ わやかな５月生まれの
○
と っても
○
う たに合わせてダンスが上手な
○
め んこちゃん！
○
ば ぁーっと
○
え がおを家族みんなにくれて
○

渡部

に

こ

虹心ちゃん

歩くの上手になったね
お兄ちゃんとたくさんお散歩し
ようね

ありがとう。
めばえ １歳お誕生日おめでとう！

村上

ここ ね

心寧ちゃん

わが家のアイドル“ここちゃ
ん”は音楽に合わせてノリノリ
ダンシング‼なぜかビートたけ
しのものまね!?でみんなを笑
わせてくれます。ご飯も大好き。
モリモリ食べて大きくなろうね。

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

も や し

●みずみずしさとしゃきっとした食感が特徴

食
食の
の

は
し
はな し

Recipe マーボーもやし
もやしは穀物や豆を発芽させ、軸が少し伸び
たもの。若い芽がぐんぐん伸びる、
芽が「萌（も）
え出る」という意味から「もやし」の名が付い
■材料（２人分）
たといわれています。
もやし１袋（250g）・Ａ（塩小さじ1/6・サラダ油大さじ1/2）・Ｂ（長ネ
見た目は白くて細く、弱々しいイメージです
ギ10㎝・ニンニク小１片（５g）・ショウガ小１片（５g））・ニラ1/2束
が、実は、美肌に効果のあるビタミンＣや代謝 （50g）
・豚ひき肉100g・サラダ油大さじ1/2・豆板じゃん小さじ1/2・
に関わるビタミンＢ群、その他、カリウムや食
Ｃ（てん麺じゃん大さじ１・酒大さじ２・しょうゆ大さじ1/2・砂糖小
物繊維が含まれています。ビタミンＣは熱に弱
さじ1/2・中華スープのもと小さじ1/2・かたくり粉大さじ1/2）
いので、加熱するときは手早くするのがポイン
■作り方（１人分240kcal）
トです。
⑴ Ｂの野菜はみじん切りにします。ニラは
もやしは癖がないので、いろいろな食材との
３～４㎝の長さに切ります。Ｃは合わせます。
相性が良く、炒め物やあえ物、サラダに向きま
⑵ フライパンにもやしとＡを入れて混ぜま
す。料理するときは、多少手間はかかりますが、
す。ふたをして、中火で約２分蒸し煮にし
ひげ根の部分を取ると、料理の仕上がりがきれ
ます。ふたを取って約２分炒め、水分をよ
いなだけではなく、食べたときの口当たりも良
く飛ばし、一度取り出します。
くなります。最近では、ひげ根を取った「根切
⑶ フライパンに油を温め、Ｂの野菜を弱火
りもやし」も売られています。
で炒めます。香りが出てきたら、豆板じゃ
炒め物の場合は、しゃきっとした食感に仕上
んを加えてなじませます。
げるために、しっかり水を切ることも大切です。 ⑷ ⑶にひき肉を加えてほぐしながら、ぱら
水気が残っていると、加熱中に水が出てしまい、
ぱらになるまで中火で炒めます。
水っぽくなります。大きめのフライパンを使う
⑸ Ｃをもう一度よく混ぜて加え、混ぜます。
煮立ったら、もやし、ニラの順に加えて、
など、一気に熱が通るようにするとよいでしょう。
撮影：大井一範
さっと炒め合わせ、火を止めます。
余熱で軟らかくなるので、加熱は短めにします。
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〒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/ 組合長ブログ http://blog.ja-ogata.or.jp/
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