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ＪＡ共済・保障のご確認を！
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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
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インフォメーション・理事会報告・青年部活動報告と予定・職員人事
初めてのお誕生日・食のはなし（サヤエンドウ）
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表紙のご紹介

「ＪＡバンク教材贈呈事業」

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・環境と農業につ
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。

大潟村、そして日本の農業の未来を担うみな
さんです。

あぐりプラザ
トクトク情報

５月21日㈭・22日㈮

今月の特売日
「春の農作業応援セール第２弾!!」

５月15日㈮

ポイント3倍優待券の有効日

お知らせ
★惣菜コーナーから
田植え用おかずセットとお
弁当の注文を、5月16日（土）～
25日（月）の10日間承ります！
引き渡しは昨年同様あぐりプラザ店舗で行います。
※なお、田植え期間が例年より早まる場合は、上記の期
間前の注文も承ります。
※おかずセット（夕食用限定）の注文も承ります！
★鮮魚コーナーから
三種町釜谷浜直送の活魚（ワタリガニ・カレイ等）入荷
中です！（天候不順等により、入荷しない日もありますの
でご了承ください）
お問い合わせは生活課（45−2214）まで。

フ

PhotoNews
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高橋常務から教材を受け取る児童代表

食と農業の大切さを学んで

20

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。教材を手にした児童は「農
家を継ぐかはまだ決めていない
が、将来のためにこの教材を使っ
て勉強したい」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。

ォトニュース

J A－SS「GoGo!キャンペーン」のご案内
給油所ではただ今「GoGo!キャンペーン」を下記のとおり実施中です！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27年５月１日（金）～７月３１日（金）（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。
J Ａだより
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※このコーナーは 隔月で掲載致します。

営農
みませんか！ だより

自分で作った野菜ほど格別な美味しさを感じるものはありません。初めての方も野菜作りに挑戦して

野菜作りの基本は土作りから
今まで野菜を作付けした事のない場所では病気や害虫の発生は少ないですが、毎年同じ場所に野菜を作付けし
たり同じ科の野菜を作ったりしていると連作障害が発生しやすくなります。これを回避するには、完熟堆肥や土
壌改良資材を活用しながら、有用微生物の多い畑にすることが大切です。
また、堆積した貝殻が長い間かけて風化した大潟村の土壌は、アルカリ性の場所が多く肥料が効きにくいと言
われています。そのような土壌には酸性の資材（ピートモス・畑のカルシウム等）を投入して改善しましょう。

今年はこれらの野菜を作ってみませんか！
甘くてサヤごと食べられる！

エンドウ

露地でも栽培できますが、ハウス栽培に向いています

●播種時期：５月上旬～下旬（直播き） ●収穫時期：６月中旬～８月上旬
●施肥設計の基本（３０坪当たり）
土壌改良剤（完熟堆肥２００～３００kg 苦土石灰１５kgヨウリン４kg）
基肥（アグリフラッシュ８～１０kg FTE ４００～６００g）
●栽培のポイント
１．グリーンか黒のマルチを使用し、ベッド幅８０cm、株間１０cmの２粒直播きします。播種時または播種直後に
支柱を立て、きゅうりネットを張り誘引します。
２．草丈が伸びてきたら倒伏や折れ防止のため、テープでネットを囲うように誘引します。
３．生育適温は１５～２０℃（高温になると徒長しやすく、サヤ着が悪くなるので換気をします）。
４．サヤのふくらみが７分目で、サヤの長さが約７cm（品種にもよります）になったら収穫します。

栽培が簡単で作りやすい！

つるなしインゲン

長期間収穫できます！

連結トレーで苗作り

●播種時期
播種後52日で収穫できます。

「ハウス直播き」は８月中旬～下
旬

ハウス栽培がおすすめ。露地栽培では
ウイルスが発生しやすくなります。

●ビタミンＣを多く含んでい

「露地直播き」は５月中旬～６月
下旬

パプリカ

秋にも収穫できます。

●栽植密度

ます。
●色は赤色・黄色・オレンジ
色がありカラフルです。
●秋になり気温が低下してく
ると色が着きづらくなりますが、緑色の状態でも光沢

ベッド幅70 ～ 80cm、株間30 ～ 35cmの２条播き
●栽培のポイント

が良く肉厚で、食べるとピーマン臭さが無く大変おい
しいです。

１．収穫期間は約２週間と短いので、10 ～ 14日播種
期をずらします。
２．施肥設計の基本は「エンドウ」を参考にして下さい。

●開花から収穫まで約５０～６０日必要です。
●長期間収穫しますので、緩効性肥料を使い肥料効果を
安定させます。

３．草丈が約50cm、サヤの長さが約14cmになったら、
サヤが硬くなる前に収穫します。

栽培してみたい方は営農支援課（45-3033）までお問い合わせください。
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◦特 集◦
こんにちは！
ＪＡ共済です！！

「ひと」「いえ」「くるま」の

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。ぜひこの機会に「ひと」
「いえ」「くるま」についての契約内容や保障の見直しなど、ご検討くださいますようお願
い申し上げます。

共済一斉訪問期間

６月８日（月）～６月12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

頼れるサービス

わたしたちの暮らしのなかで車は欠かせないものと
なっている一方で、交通事故の発生も心配されます。不
慮の交通事故に備えて、ＪＡの自動車共済・自賠責共済
へのご加入をおすすめします。
※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。
（抽選で素敵な賞品をプレゼント！）

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

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。

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

すてきな商品をプレゼント

～建物更生共済「むてき」のメリット～
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27年４月１日～平成28年３月31日
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.14051050029
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予定利率変動型年金共済「ライフロード」
［ＪＡの個人年金］月々 3,000円から将来の準備が始められます！
ご存じですか？年金の空白期間
生年月日や性別によって、年金（老齢厚生年金等）の支給開始年齢が違ってきます。男性は昭和36年４月２
日以降、女性は昭和41年４月２日以降に生まれた方の支給開始年齢は65歳からとなります。
もし、定年が60歳でその後収入が無ければ、「空白期間」が生じてしまいます。
☆月々 3,000円

60歳払込終了・年金開始

10年定期年金

女性

払 込 総 額

25歳

126万円

1,368,740円

約164万円

30歳

108万円

1,150,980円

約135万円

35歳

90万円

943,000円

約108万円

40歳

72万円

741,680円

約

ご契約イメージ
当初５年間は
予定利率固定

【例】女性

25歳

６年目以降の予定利率は
毎年見直します

最低保証年金受取総額

６年目以降予定利率1.66％の
場合の年金受取総額試算

加 入 年 齢

月々 3,000円コース

10年定期年金

60歳払込終了

払込期間の見直し
による増加部分

最低保証予定
利率での推移

83万円
60歳年金開始

受取開始後の見直し
による増加部分

上乗せ
原 資

126万円
25歳 ご加入

ご契約当初の
最低保証年金原資

払込総額

最低保証年金額

136,874円×10年

払込終了 60歳

60歳 年金受取開始

69歳

（注）この共済は、６年目以降、毎年予定利率を見直す予定利率変動型の年金共済です。
予定利率とは、共済掛金積立金を積み立てる際に適用されるあらかじめ定められた利率のことであり、お払込みいただいた共済掛金の
全体に対するものではありません。したがって、共済掛金全体に対する利回りは予定利率より低くなります。
（注）最低保証年金額は、ご契約６年目以降の最低保証予定利率0.75％で推移した場合の年金額です。
（注）年金受取開始日は年金受取開始年齢の誕生日以後の最初の契約応当日になります。
（注）６年目以降予定利率1.66％の場合はあくまで試算値であり、将来の年金額を保障するものではありません。また、万円未満は切り捨
てて表示しています。
（注）この資料は概要を説明したものです。ご検討にあたっては、「重要事項説明書（契約概要）」を必ずご覧ください。また、ご契約の際に
は、「重要事項説明書（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。
（注）上記の最低保証年金額は平成28年３月31日ご契約分まで有効です。

25歳 ご加入

60歳 払込終了

60歳 年金受取開始

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。

5

J Ａだより

69歳
No.15053530050

第370号

より」
だ
女 性 部「活動
☆これからの行事予定
６月26日

ＪＡ大潟村総会
（組合員である女性部員） ４ポイント

★フリーマーケット活動グループのメンバー募集！

ルーラル裏側駐車場で行われている「潟の市・
フリーマーケット」で、野菜や手芸品や不要品な
ど、なんでも販売してみましょう！
忙しい時期を除いて、６月28日・７月19日・
10月18日に販売を予定しています。テントでの
出展は一区画200円だそうですが、予算3000円
の中から支払います。
問い合わせ・申し込み先
三村敏子 携帯090・7075・2108
携帯メールbinko162@docomo.ne.jp
★活動報告と各種会議報告

◎水稲育苗・野菜栽培講習会（３月20日）
ＪＡ会館大会議室で行われ、39名が参加しま
した。
◦水稲育苗の手順と管理については、播種前の準
備から始まり、田植え前の管理まで細かく説明し
ていただきました。細かく観察することで丈夫な
苗を作ることができると思いました。
◦野菜栽培講習会については、莢ごと食べる甘い
エンドウ・ニムラサラダスナップや、つるなしイ
ンゲン・ビックリジャンボなどについて説明して
いただきました。インゲンは春期と秋期の播種時
期があるので、どちらかを栽培してみたいもので
す。
（古谷せつ記）

➡

◦診療所の
先 生 が26
年度で定年
と な る が、
もう一年延
長し、その
間に医療関
係の機関紙
やインター
ネットにお医者さん募集を掲載する、とのお話が
ありました。
ＪＡからは、◦中央会健康寿命100歳プロジェ
クトの推進◦ゆずり葉による地域の茶の間◦健康
料理教室◦年金受給者グラウンドゴルフ大会、な
どを行っているとのお話がありました。
社会福祉協議会からは、現状として、◦高齢化
にともない、自力で村外に通院できない方が出て
きた◦栄養のバランスがとれた食事をとっていな
い高齢者がいる◦認知症の疑いのある方が増えて
いる、とのお話がありました。そして、対策と課
題を提起いただきました。
女性部からは、不安に思っていることとして、
◦土日お医者さんがいないこと◦高齢化と核家
族化のこと◦車の運転ができなくなった時のこ
と◦認知症になった時のこと、をお伝えしました。
話し合いでは、◦地域での最期の看取りを、診
療所のお医者さんと看護師さんとの連携で行った
ことがある（本人の明確な意志があり、入院先か
ら診療所に紹介状を書いてもらって連絡をとり
あった）◦後見人についての検討はどうすべきか
◦厚生連病院や周辺病院との連携はとれるか◦乗
り降りしやすいバスの導入が必要では◦ＪＡの店
舗で、買い物の配達を検討してほしい、などの意
見や疑問が出ました。次回は８月を予定していま
す。
（三村敏子記）

◎野菜栽培活動グループ・ジャガイモの植え付け
（３月29日）
食農推進会議の中で、◦野菜栽培をしている方
が高齢になり、作り手が少なくなっている◦学校
給食など自給率を高めたい、という話が出て作り
手が増えればと思い、活動グループを立ち上げま
した。メンバーは11人、グループ名は『フレッ
シュ』です。営農支援課に指導してもらい、一か
ら勉強と実習をしています。まずは手始めに、肥
料設計と種イモの切り方の講習を受けてジャガイ
モの植え付け
を し ま し た。
４月２日には
ネギの種まき
◎地域医療・看護・介護等考える会（３月24日）
をし、各自苗
「目指すところ・・・最期まで安心して、地域
を 育 て ま す。
で暮らせる環境作り」として19名（部員14名）
みなさん熱心
で話し合いました。
に実習してい
役場住民生活課からは、◦75歳以上の高齢化
ますよ。
が進んでいる◦介護予防・検診に力を入れている ➡ （栢森慶子記）
◎男鹿ワカメ購入活動グループ（３月20日）
放射性物質の心配がないと思われる安全なわか
めを家族に食べさせたいと、今年は多くの注文が
あり、男鹿市北浦のわかめを引き取りに行きまし
た。村民センターの調理室では、各自のわかめを
捌きながら、わかめ料理の話に花が咲いていまし
た。今年は19組、190㎏と荒塩100㎏の注文があ
りました。天候に左右されるので、引き取り日も
数日前に決まります。今年は、わかめの成長が良
くないので茎わかめがありませんでした。茎わか
めを楽しみにしていた方はご了承ください。
（栢森慶子記）
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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。

ＧＰＳ搭載田植機の実演会について
ＧＰＳを搭載した田植機による田植えの実演会を、中央
農研センターの協力により開催いたします。興味のある方
はぜひご参加ください。
開催日時

５月22日（金）午後１時30分～

実演場所

Ｇ11圃場（正面堤防のすぐ下）

理事会報告
４月24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
・安全・安心な農産物づくり推進協議会設置要領の一
部改正について
・内部検査委員会設置要領の一部改正について
・県常例検査の検査結果について
・平成26年度資産自己査定の結果報告
・平成27年度の役員報酬額についての答申書
議

案

第１号
第２号
第３号
第４号

お問い合わせは営農支援課（TEL 45－3033）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
４月10日 県青協総会
５月 ７日 ハウス巡回
●活動予定
６月下旬

圃場巡回・さなぶり

第５号
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

平成26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
平成26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
平成26年度棚卸差損・差益及び棚卸評価損の
処理について
資産自己査定における総合口座及び営農貸付
勘定の延滞認識の基準、手順及び債務者区分
の判定基準等について
平成26年度決算書類の承認について
役員賠償責任保険の加入について
県常例検査結果の通知事項に対する改善状況
報告について
職制規程の一部改正について
安全・安心な農産物づくり運営規程の一部改
正について
平成27年度余裕金の運用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27年度信用の供与等の最高限度の決定について
平成27年度貸付金の利率の最高限度の決定について
平成27年度借入金の最高限度の決定について
平成27年度事業計画について

協議事項
・㈱大潟共生自然エネルギーへの出資について

職
退 職

員

人

事

４月30日付

組合員の皆様、ありがとうございました。
木村 広大（営農支援課営農指導係）
お疲れ様でした。

ＪＡ大潟村の概況 27年４月末現在
貯 金…258億0,008万円
貸出金…092億2,392万円
出資金…008億9,960万円
7
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正組合員数……1,114名
准組合員数……0,037名

−五城目警察署からのおしらせ−

春の全国交通安全運動
～５月11日（月）から５月20日（水）まで～
【運動の基本】子供と高齢者の交通事故防止
【運動の重点】①自転車の安全利用の推進
②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
③飲酒運転の根絶
④横断歩行者の交通事故防止
五城目警察署

TEL 018－852－4100

お誕生

No.204

No.166

お誕生日おめでとう !!

!!

!!

お誕生日おめでとう

初めての

初めてのお誕生日おめでとう

生日おめでとう

てのお誕生日おめでとう

初めての

初めての

No.201

!!

初めての

お誕生日おめでとう !!お誕生
土井隆之介ちゃん
りゅう の すけ

No.170

食べることが大好きな隆之介。好き嫌い
なく残さずたくさん食べてくれるね！！わ
んちゃんと一緒にボール遊びもできるよう
になったね！毎日の成長が楽しみです。こ
No.170
れからもいっぱい食べて元気に遊ぼうね♡

初めての お誕生日おめでとう !!

初めての お誕生日おめで

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

No.199

初めての お誕生日お
お誕生日
食
の
食
の

サヤエンドウ
サヤエンドウとは、エンドウマメを未熟な若いう
ちに収穫し、さやごと食べるときの名称です。３月
から６月が旬の緑黄色野菜です。
サヤエンドウは水分、ビタミンＣが豊富です。カ
リウムも多く含まれます。カリウムは、摂取が少な

No.199

サヤエンドウと
Recipe
しらすの卵とじ

サヤエンドウ120g・しらす干し（釜揚げ）80g・卵２個・Ａ（だし
カップ1/2・酒大さじ1/2・みりん大さじ1/2・塩少々）
■作り方（１人分76kcal）

本人は意識して摂取したい栄養素です。さらにサヤ

⑴

め半分に切ります。卵は割りほ

分も含まれ、食物繊維も豊富なため、整腸効果、便

ぐします。

秘予防にもなります。エビやイカなどと炒めたり、 ⑵

No.170

初めて

サヤエンドウは筋を取り、斜

エンドウにはビタミンＢ１や、ベータカロテン、鉄

直径18㎝くらいの鍋かフラ

卵とじにしたり、メニューの主役としても活躍して

イパンにＡを合わせ、沸騰した

ほしい食材です。

ら、サヤエンドウを加えて広げ、
１分ほど煮ます。

ちなみにグリーンピースも同じエンドウマメの仲
⑶

しらす干しを加え、再び沸騰

ます。グリーンピースをさやごと食べられるよう品

したら、卵を入れてふたをしま

種改良した物が、サラダなどで主役にもなる、ふっ

す。２分ほど煮て火を止め、そ

くらとかわいらしいスナップエンドウです。最近スー

のまま30秒ほど蒸らします。

パーで多く出回っているトウミョウは、このエンド

は
し
はな し

■材料（４人分）

いと高血圧になりやすく、塩分を多く取りがちな日

間で、サヤエンドウと同じく完熟する前の豆を食べ

!!

初めての お誕生日おめでとう !!

No.199
撮影：大井一範

ウマメの若い茎葉を摘み取って食べる品種です。

JAだより おおがた
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