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表紙紹介・あぐりプラザ情報・健康百科
女性部活動だより
営農だより
インフォメーション・理事会報告・青年部活動報告と予定・職員人事
フォトニュース

JA 大潟村

JAだよりおおがた

5

MAY
2016 No.514

あぐりプラザ
トクトク情報
★田植え期間中の営業時間延長について

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14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。（関連記事は８ページに掲載）

５月14日㈯〜27日㈮
５月14日㈯〜23日㈪

午前８:30 ～ 午後８:00 まで
の10日間

今年も田植え期間中のおかずセット
及びお弁当の注文を承っております。
まだ注文が間に合いますのでぜひご利
用下さい！
なお５月24日（火）以降は、お弁当は当店の「幕の内弁当」
になりますが、おかずセットは500円、1000円等ご要望により
お作りいたしますので惣菜担当までお気軽にご相談下さい。

５月26日㈭・27日㈮

今月の特売日
「春の農作業応援セール第二弾!!」

お知らせ
★鮮魚コーナーから
毎週火曜日と金曜日は八森産等、近海の鮮魚を中心に仕
入れておりますのでぜひ利用下さい！
※海の時化等により入荷が無い場合はご了承願います。
大潟村、そして日本の農業の未来を担うみなさんです。

お問い合わせは生活課（45−2214）まで。

スポーツと膝の痛み
膝は体重を支える重要な関節であり、立ってい
るとき、歩くときに常に大きな負荷や衝撃が加わ
る関節です。そのため、膝関節の半月板が傷み、
関節軟骨がすり減ることにより生じる変形性関節
症という病気が増えています。その大きな原因は
加齢と肥満ですが、当然膝が痛みます。
スポーツをやっているときは、急激に強い力が
膝に加わることで、痛みも強く、場合によっては
けがを起こします。これをスポーツ外傷といいま
す。
膝でよく起こるのは「ジャンプ」
「着地」
「急な
方向変換」
「タックルやブロックなどでの他の選手
との衝突」
などを原因とするものです。種目別では、
「サッカー」
「バレーボール」
「ラグビー」
「バスケッ
トボール」
「スキー」
「野球」などでよく起きます。
若い世代は、激しくプレーするので、けがが多
いのですが、最近では、サッカーやバレーボール
を楽しむ中高年にも増えています。膝の外傷には、
代表的なものに「半月板損傷」と「靱帯（じんたい）

健康百科

佐久総合病院名誉院長

松

島

松

翠

損傷」があります。
半月板は大腿骨（だいたいこつ）と脛骨（けい
こつ）の間にある軟骨の一種で、膝への衝撃を和
らげる役目があります。半月の形をしていて、左
右二つあります。膝に強い力がかかると、これが
裂けることがあるので、強い痛みが生じます。
靱帯は骨と骨をつないでいる強い組織です。ス
ポーツをやるときに、これが傷ついたり断裂する
と、激しい痛みが現れます。
スポーツ時に膝を損傷して、痛みがひどい場合
には、すぐ整形外科を受診してください。重度の
場合は、手術が必要になります。
スポーツ外傷を予防
するには、練習にしても、
試合にしても、いきなり
試合に出たりせず、基礎
練習や準備運動を毎回
入念に行いましょう。
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第382号

より」
女 性 部「活動だ
☆これからの行事予定（すでに開催日が決まっている行事）
７月14日
７月22日

ＪＡ秋田女性協・家の光大会
２ポイント

ＪＡ秋田みなみとの交流会

７月24日 南秋田郡連合婦人会大会
８月26日 秋田県地域婦人会大会
９月4・5日 移動研修

２ポイント

➡

計り良い土をつくることで、おいしい野菜をたくさ
ん収穫したいものです。ハウスの前後中央の３か所
で深さ10㎝の土を取り、まぜて乾いた状態で持って
いくと計ってくれるそうです。
【栽培場所について】
基本的にはハウスで栽培する。
【土壌改良剤について】
１か月前に全面散布し耕起しておく。
【基肥について】
定植２～３週間前まで、定植する畝に散布し耕起
する。
（古谷せつ記）

★活動報告と各種会議報告

◎野菜栽培活動グループフレッシュ
（３月29日・４月２日）
３月29日に活動を開始しまし
た。この日は朝から支援課の三浦
さんにジャガイモについての講義
とネギの種まきの仕方を習い実習
しました。その後、畑でジャガイ
モの土作りをしました。
４月２日は、29日に 各自持 ち
帰って処理した種イモを植えまし
た。ついでにスイカの土づくりもしました。堆肥ま
きの時に土の中から、大きなカブトムシの幼虫が出
てきてみんな大喜び。近所の子供や孫にと持ち帰り
ました。残りは博物館にあります。この日、いつも
私たちを見ていた方が、楽しそうだねと仲間に入り
ました。これでグループ員は15人となりました。一
緒に勉強してみたい方歓迎します。条件は家の仕事
が一番で、
無理をしないこと。作業に出られなくても、
お互い様で責めないことです。
（栢森慶子記）

◎生活モニター会議（３月８日）
残念ながらあぐりプラザは２年連続で赤字が予想
され、その理由として、施設納品などの大口供給が
減少したことと、近隣に新しくできた店の影響で村
外利用者が減少したことが挙げられます。それでも、
村内利用者はやや増加傾向にあるとのことでした。
欠品の補充や鮮度の確認、ポイントや売り出しな
どの要望を取り入れ、店としての頑張りは感じられ
ますが、若い人の更なる利用促進、農繁期の弁当や
営業時間、配達の充実など、たくさんの意見が出さ
れました。
４月から新役員になり、７月に会合の予定ですの
で、気づいた点を生活モニターまでお願いします。
また、店舗入り口の意見箱もご利用ください。たく
さんの方の声であぐりプラザをもっともっと良くし
て、利用しやすい店舗にしたいものです。
（山本嘉子記）
◎南秋田郡連合婦人会委員総会（３月19日）
例年通り八郎潟町ロマンの里で行われました。委
員総会は井川町・五城目町・八郎潟町・大潟村の婦
人会正副会長が出席します。28年度行事計画につい
て、毎年７月の第一日曜日に行っていた連合婦人会
大会を、予定されている参議院議員の選挙会場の関
係で第四日曜日の７月24日に変更しました。９月に
は正副会長研修を八郎潟町の浦城跡・田んぼアート
で、12月には大潟村議会の傍聴を行うことになりま
した。
（三村敏子記）
◎女性部水稲育苗・野菜栽培講習会（３月23日）
営農支援課の斉藤さんより、肥料や苗について説
明がありました。
【育苗管理について】
第２葉が広いか長いかが苗の出来に関係する。第
２葉が長いと第３葉も長くなる。第２葉が長くなる
と丈が伸びすぎるので、水と温度の管理、ハウスの
開け閉めをしっかりやること。
営農支援課の三浦さんからはキュウリ、スイカ栽
培について説明がありました。土のＰＨ・ＥＣ値を
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◎ＪＡあきた女性協総会
（４月13日）
秋田市のＪＡビルで行
われました。
今年度の事業計画は
１）仲間づくりの促進
２）
「食と農」
・「くらし」に根ざした活動の実践
３）ＪＡ組織への積極的な参加
４）学習活動の実践
５）農政課題や運動への対応
６）県女性協の開催
です。
午後からは各ＪＡからの５分間活動発表があり、
大潟村からは副会長の栢森さんが「野菜栽培活動グ
ループを発足してみたら…」と題してパワーポイン
トを使って発表しました。楽しく活動している様子
や、今年度は仲間が増え、新しい作物にも挑戦する
という意欲に、たくさんのエールをいただきました。
（山本嘉子記）

特 集

ＪＡ共済・保障のご確認を！

ちは！
こんに です！！
済
ＪＡ共

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６日（月）～６月10日（金）の５日間

お問い合わせは共済課（45ー3017）まで

医療共済の保障内容がさらに充実しました。

❶ 入院日数〈60日型〉を
選べるようになりました！
近年短期化する入院に対応するため、入院日数
〈60日型〉を新設！よりお得な共済掛金で、短期入
院に備えられる保障が選べるようになりました。

選べる
入院日数

60 日型

120日型
200日型

自分に必要な保障を
より選びやすく
なったね。

❷ 「入院見舞金」がさらに
充実しました！
「入院見舞金」が倍増しました！短期入院や通院
などの諸費用に役立てられます。

倍増！
入院日額の

５倍

急な入院の
諸費用にも
あてられるね。

入院日額の

10 倍

❸ 三大疾病に手厚い保障を
選べるようになりました！

先進医療保障に
❹ 「一時金」が加わりました！

入院が長期化するケースの多いがん・急性心筋梗
塞・脳卒中の三大疾病を重点的に保障する「三大疾
病重点保障特則」を新設しました！

先進医療を受けるための諸費用にあてられる「先
進医療一時金」を新設！遠方への交通費や宿泊費な
どの心配をせず、治療に専念できます。

三大疾病のとき
共済金額

２倍

三大疾病の
長期入院に
備えられるね。

入院日数

無制限

※所定のがん、急性心筋梗塞、脳卒中および脳腫瘍を対象とします。
※入院見舞金、先進医療共済金、先進医療一時金は除きます。

ＪＡ共済の先進医療保障は

先進医療共済金

（技術料を保障）

先進医療一時金
✚ （諸費用を保障）

より安心して
先進医療が
受けられるように
なったね。

※先進医療保障ありを選択した場合。
※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）。
※先進医療一時金は、先進医療共済金が支払われる場合にお支払いします。
※先進医療一時金の額は、先進医療共済金の額×10％（上限30万円）となります。

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.16053530047
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建物の保障は万全ですか？今一度お確かめください。
台風、地震、火災などによる
建物の損害への保障
◆建物の保障内容（全損時の保障額）※１（1,000万円加入の場合）

台風 などのとき
◦台

◦洪

風

水

◦暴風雨

【お支払いする共済金】

自然災害共済金

（ 限度額 損害の額）
◦ひょう

◦大

1,000万円

雪

＋据置割りもどし金

＋

各種共済金

地震 などのとき
◦地

震

◦地震による津波

◦火山の噴火
または爆発

◦地震の際に
発生した火災

【お支払いする共済金】

自然災害共済金

（ 限度額 損害の額×50％）

500万円

＋据置割りもどし金

火災 などのとき
◦火

災※２

◦落

雷

◦破裂または爆発※２ ◦建物外部からの
物体の衝突※３

【お支払いする共済金】

火災共済金

（ 限度額 損害の額）
◦給排水設備に生じた
事故による水ぬれ※３

◦盗難による盗取・
損傷または汚損

◦騒じょうなどに伴う
暴力行為または破壊行為

1,000万円
＋据置割りもどし金

＋

各種共済金
●「火災共済金額」は、建物や家財を改めて購入するために必要な額までのご加入をおすすめします。

建物更生共済は建物・家財を「時価額」ではなく、
「再取得価額」で評価し保障します。全損時も、分損時も、改めて購入・修理できる資
金を用意するために、再取得価額までのご加入をおすすめします。なお、時価額が再取得価額の50％未満の場合、時価額で評価し保障します。
※１全損以外の損害（分損）の場合は、損害の割合に応じてお受取りいただけます。
※２地震などにより生じた火災、破裂または爆発を除きます。
※３自然災害によるものを除きます。
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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※このコーナーは 隔月で掲載致します。

水稲育苗後のハウスを利用して、
空いた時間で野菜作りに挑戦してみませんか？
営農 だより
～野菜を作付けする前には、土壌の「ＰＨ」（酸性かアルカリ性か）と
「ＥＣ」
（窒素濃度がどれくらいか）を測定しましょう！～
野菜の作付けに適した、理想の土壌は PHが6.0 ～ 6.5 ECが0.5 ～ 0.7 です。

※堆肥や肥料を散布する前に、土壌のPH・ECの値がどのようになっているか、営農支援課で測定することができます。

注意①
注意②

 ウスビニールを掛けっぱなしにして何年も野菜等を作付けしていると、ECの濃度が高くなり濃度障
ハ
害による発芽障害や根腐れが起きやすくなります。
ハウス内の土が乾燥した状態では、播種や定植しても作物は育ちません。耕起と潅水を数回繰り返し
土壌が完全に湿った状態になった事を確認してから畦を作り播種や定植作業を行います。

秋田の食卓に欠かせない
食材の定番といえば

２年目以降、10年以上収穫できます

ホウレンソウ

アスパラガス

◦ホウレンソウは夏の高温に不向き
なため、春播き・秋播きが主流です。 栽植密度の例（シーダー利用）
条 間
株 間
◦べと病に強い改良品種がたくさん
あります。
13㎝
８～10㎝
◦秋に播種して12月以降寒さに当て
15㎝
７～８㎝
ると、大変甘いホウレンソウに仕
19㎝
６～７㎝
上がります。

◦堆肥や土壌改良剤をたっ
ぷり施し、深く耕すこと
で数年間収穫できる野菜です。
◦ハウス栽培では露地より早い４月上
旬以降から収穫できます。
◦２年目以降、収穫終了時に茎が１㎝
以上のものを１株４～５本程度残し

料理のレシピが広がります

ます。残した株は10 ～ 11月に枯れか

ナス

かった時、株元から刈り取ります。
◦栽植密度は畦幅約１ｍ、株間30 ～ 40

◦漬物や焼きナス、煮ナス、生食用と利用範囲が広い野菜です。
◦連作障害が発生しやすい野菜なので５年は輪作が必要です。
◦栽植密度は畦幅２ｍ、株間60㎝・ベット幅100㎝を目安にし
ます。
◦
「３本仕立法」
：主枝２本と１番果の下から出た１本を残して、
それより下の枝はかきとります。枝が折れないように支柱立て
が必要です。

㎝の千鳥植えが理想です。
◦１本植えでは太いアスパラができ、
２～３本植えでは細い茎になります
が収穫量が多くなります。
◦ネズミの被害が出やすいので忌避剤
や土寄せで予防に努めてください。

果菜類の発芽の温度について
果菜類（トマト・キュウリ・ナスなど）は葉菜類と違い、苗作りから始まりますが、発芽時と生育時では
最適温度が違います。低温では発芽しませんし、高温では花芽に障害が発生し減収の要因となります。また、
過湿では生育阻害と病害虫の発生原因となるため、適度な湿度を保つことが重要です。
気温の目安

播種時

地温の目安

鉢上げ（仮植） ズラシ（順化） 定植

播種時

鉢上げ（仮植） ズラシ（順化）

昼 30℃前後で管理 25℃

25℃～ 23℃ 20℃

昼 25℃前後で管理 25℃～ 18℃

夜 25℃前後で管理 20℃

15℃

夜 25℃前後で管理 18℃～ 15℃

15℃

栽培してみたい品目がありましたら営農支援課（45-3033）までお問い合わせください。
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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。

ＪＡ－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！
◦実施期間及びレシート有効期限
平成28年５月１日（日）
～７月31日（日）
（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（TEL 45－2511）まで。

−五城目警察署からのおしらせ−

自転車の安全利用の促進
５月は自転車安全利用促進月間です‼
【自転車利用者の皆さんへ】
１．自転車は、車道が原則、歩道は例外
２．車道は左側を通行
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
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．子供はヘルメットを着用
【自転車を運転する前に…】
・ブレーキは大丈夫？ ・ライトは大丈夫？
しっかりと点検をしましょう！
五城目警察署

職
退 職
４月15日付


員

人

事

組合員の皆様、ありがとうございました。

宇佐美祐子（生活課・臨時職員）

貯 金…266億6,943万円
貸出金…087億3,315万円
出資金…009億1,930万円
J Ａだより

４月25日開催
報告事項
・平成27年度資産自己査定の結果報告
議 案
第１号
第２号
第３号
第４号

 成27年度事業における税効果会計の実施に伴
平
う繰延税金資産の回収可能性の判断について
平成27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27年度棚卸差損・差益及び棚卸評価損の処
理について
平成27年度決算書類の承認について

４月28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
・平成27年度労働保険事務組合業務報告書について
・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（100％応援型）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
・教育資金貸付要項の一部改正について
・自動車購入資金貸付要項の一部改正について
・農産物つなぎ資金貸付要項の一部改正について
・購買未収金取扱要項の一部改正について
・利息計算要項の一部改正について
・平成27年度の役員報酬額についての答申書について
・内部監査報告について
議 案
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

役員賠償責任保険の加入について
平成28年度産業医の契約について
ＪＡバンク利用者保護等管理規程の一部改正について
平成28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28年度信用の供与等の最高限度の決定について
平成28年度貸付金の利率の最高限度の決定について
平成28年度借入金の最高限度の決定について
任期満了に伴う役員選挙について
任 期満了に伴う役員選挙の選挙管理者、開票管
理者、投票管理者及び立会人の選任について
第15号 貸付金について
協議事項
事業団格納庫用地の分譲に伴う説明会の開催について

TEL 018－852－4100

お疲れ様でした。

ＪＡ大潟村の概況 28年４月末現在
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理事会報告

正組合員数……1,115名
准組合員数……0,036名

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11日 県青協総会
５月 ６日 ハウス巡回・青年部試験圃場に南瓜定植
●活動予定
未 定

PhotoNews

「銀河のちから」生育順調

高橋常務から教材を受け取る児童代表

麦類生産班と麦類種子生産組合は
４月 日に現地講習会を行い、生産
者など約 人が参加しました。
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、
昨年から本格的に栽培している新品
種「銀河のちから」や、種子用に栽
培している従来品種の「ネバリゴシ」
の栽培圃場計 箇所を巡回し、草丈
や葉緑素計値、茎数などを測定しま
した。
28
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今年は例年よりも雪解けが早かっ
たため生育の回復が早く、生育はお
おむね順調とのことです。
「銀河のちから」については、生産
者が製粉会社と協力して、秋田県内
のパン屋やラーメン店での営業に力
を入れています。今年は約 ㌶で栽
培され、小麦粉にした状態で１００
㌧の収穫を予定しています。

時折強い雨が降る中、生産者の圃場で生育
調査を行いました
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J Ａだより
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食と農業の大切さを学んで

14

麦現地講習会

フ

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。
児童の一人は、
「親が米を作ったり、
祖母がハウスで野菜を作ったりして
いるが、
自分は関心がなかった。でも、
この教材を見て少し農業に興味が出
てきた」と感想を述べました。
また同日は、ＪＡ生活課が「いの
ち・自 然・食べ物・健 康・農 業 」の
大 切 さ を 伝 える 雑 誌「 ちゃぐ り ん 」
を新一年生に贈りました。
20

ＪＡバンク教材贈呈事業
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