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表紙のご紹介

「ＪＡキッズスクール」

生活課では８月３日に「ＪＡキッズスクール」
を開催し、大潟小学校５年生16人が参加しました。
この催しは、次代を担う子どもたちの育成事業
の一環として毎年夏休みに行っているものです。
当日は秋田市公設地方卸売市場を見学し、農家
の作った野菜や果物がどのような経路をたどって
店頭に並ぶかを学びました。

あぐりプラザ
トクトク情報

９月16日㈮・26日㈪

ポイント３倍優待日

催事のお知らせ
★９月16日㈮・26日㈪

ミスタードーナツ

お知らせ
★「エーコープマーク品」コー
ナーを設置しました！
７月の生活モニター会議の
中で要望がありました「エー
コープマーク品」のコーナー
を、鮮魚コーナー向かいに設
置しております。安心・安全
なエーコープマーク品をぜひ
ご利用ください！

市場を案内してくれた、秋印 秋田中央青果㈱の飛澤さん

お問い合わせは生活課（45−2214）まで。

お年寄りに多い結核
「結核」は、かつては国民病といわれるほど日本
全国に広がっていましたが、その後激減したため、

佐久総合病院名誉院長

松

島

松

翠

結核を発病すると、まず肺結核になるのが多い
のですが、ごく初期には症状がありません。やが

もはや過去の病気と考えている人が多いかもしれ
健康百科

て「せきやたんが出る」
「微熱が続く」
「体がだるい」

ません。しかし、実は日本で結核に感染している

などの症状が出ます。これは風邪の症状と似てい

人は、現在2,000万人にも達していると推定され

るため、風邪と思って放置されることが少なくあ

ています。

りません。さらに進行すると、
「寝汗」
「体重減少」

特に高齢者の感染率は高く、70代で約50％、 「胸の痛み」などが起こります。せきやたんが２週
80代では約70％の人が結核に感染しているとい

間以上続く場合は、医療機関を受診し、検査を受

われます。結核は今やお年寄りの病気といえます。

けてください。

若い年代の感染率は低いのですが、それでも20代
の感染率は約2.5％と感染は続いています。

結核は、早期に診断を受け、早めに発見して治
療を受ければ必ず治る病気なので、早期発見のた

結核は「結核菌」が体内に入って起こる感染症

め に、 毎 年

です。結核を発病し、結核菌を排出している人が、

１回の胸部

せきやくしゃみをすると、飛沫（ひまつ）と結核

レントゲン

菌が周囲に飛び散ります。それを他の人が吸い込

検査は欠か

み感染します。特に人が多い都会や盛り場では、

さず受けて

感染しやすい環境が多いといわれます。感染した

ください。

人の中で実際に発病するのは１〜２割程度です。

J Ａだより
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第386号

より」
女 性 部「活動だ

➡

☆これからの行事予定
◎新米祭り 10月２日 ９時～ 干拓博物館前
女性部員のみなさん、なんでも販売してみましょ
う！野菜でも手芸品でも花苗等々。
販売希望の方、９月30日までに事務局 木村環さん
までご連絡ください。

★活動報告と各種会議報告
◎健康推進員研修の米粉料理講習会（７月19日）
健康推進員研修の１つである料理講習会が行われた。
米消費拡大のためにも、米粉を使った料理のレパートリー
を増やすことは有意義なことだ。この度は、東部ガス料
理教室の講師・渡部恵美氏をむかえ、５品教えていただ
いた。
その中で特に驚いたのは、杏子の仁を使わなくても、
米粉、寒天、牛乳、そしてアーモンドエッセンスで、杏
仁豆腐そのものの様に作ることができたことだ。
ニョッキといえばめんどうだというイメージがあるが、
米粉と豆腐で作るニョッキは豆腐を崩しながら作るだけ。
簡単、ヘルシー、腹持ちがいいのが米粉料理の特長だ。
お菓子を作るにしてもグルテンが含まれないので混ぜ方
に気を使わなくてもいいし、休ませる時間がいらないのも
いい。
その食材を作っているのは私たち。ただ生産するだけ
でなく、その先までずーっと関心を持っていたいものだ。
（浅沼トク子記）
◎ＪＡ秋田みなみとの交流およびメガハウス見学
（７月22日）
１番印象に残っているのは、メガハウス見学でした。Ｊ
Ａが全てレンタルという形で菊の栽培をしていました。職
員の説明からは、地元産業の継承に対する熱い思いが伝
わってきました。
午後からはＪＡ秋田みなみ女性部の方々ときりん亭で
会食を楽しみました。
（大川トキ子記）
◎第68回南秋田郡連合婦人会大会・消費者問題研修会
（７月24日）
大会と研修会に参加し、イギリスの婦人会ではジャム
作りやカレンダー作成をして、販売まで行っていることを
知りました。笑顔でおしゃべりをしながら、みんなで同じ
目的に向かって行動している姿が目に浮かびます。婦人
会活動の中で、私達がやるべきことのヒントがあったよう
な気がしました。
（中島礼子記）
◎共同炊事推進委員会（７月25日）
大変活発に委員のみなさんから意見・質問が出されま
した。食数は昨年479食、今年512食。
共同炊事最終日に利用者に配布されたアンケートは、
回答25.5％。20日間のうち15日間を基本として残り５
日間を延長にするかどうかの質問では、＊延長しない
86.8％、＊延長希望7.9％でした。
いかカツが新しく入ったが、おいしかった。八宝菜の
野菜を切って欲しい。浅漬けの味が薄い。店舗と連携して、 ➡
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共同炊事で美味しかった惣菜を店舗でも販売してはどう
か。学校給食の人気がある献立を取り入れては。等々。
（三村敏子記）
◎第２回健康推進員会（７月29日）
検診前の調査についての話し合いだった。
お手元に届く調査票の〔注意〕のところにもあるが、星
印のところで、対象年齢外の方でも受診を希望される方
は星印を消して、1（村で検診）を記入すれば受診でき
ることの確認があった。
また、受診者が脱いだ上着を置く場所がなく、ずーっ
と持ち歩くことになるので、“置く場所” を確保してほし
いという要望があった。期間内は混雑するので難しいが
考えてくださるということだった。
みなさんも気が付かれたことは、お近くの推進員の耳
に入れてほしい。みんなで受けやすい「検診」にするた
めに。
（浅沼トク子記）
◎野菜栽培講習会（８月９日）
青年部４名も参加し、営
農支援課の三浦職員を講師
に迎え、ＪＡ会館小会議室
で行った。
講習内容：〇野菜づくり
は土づくりから 〇秋に播
ける野菜「露地」栽培につ
いて 〇秋に播ける野菜
「ハウス」栽培について
続いて小野紘紀氏の圃場
に移動し、玉ねぎ・にんに
くの収穫後の処理や、乾燥
の仕方について説明があっ
た。
ハウスには入口から後ろ
までレールが敷かれており、仕事が楽にできるように工
夫されている。その他にも手づくりの道具がたくさんあり、
作業能率が上がるように設置されていた。 （古谷せつ記）
◎
「豊作祈願！ネズミとり隊」 仮装盆踊大会（８月16日）
色っぽい美女猫が10匹、盆踊りの輪の中に乱入。ネズ
ミを捕獲できたかどうかは定かでない。
（笑）今回は野菜
栽培活動グループの人たちの協力もあり、とても賑やか
で楽しい仮装の盆踊りだった。
入賞をねらうというよりも場を盛り上げることが本当の
目的。
（負け惜しみ（笑）
）とにかく、すばやい変装で気
軽に参加できるところがいい。来年はぜひ、みんなで参
加しよう。
仮装の１等は東２－６婦人会。すばらしいアイディアと
手間のかかった衣装、そして何よりも１人１人が美しく、
本当のミス・ワールドのコンテストのようだった。ティア
ラをつけての振袖姿、踊りもそろっていて見ごたえのある
すばらしい仮装だった。
のぼり
女性部へ作っていただいた幟の初披露もできた。とて
もきれいなうす紫とピンク色の品のある幟である。最後
の抽選会では、私たちの中で特賞のテレビが当たった人、
ギョーザが当たった人もいて、最後まで大盛り上がりの盆
踊り大会だった。
（浅沼トク子記）

特集
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※このコーナーは 隔月で掲載致します。

水稲の刈取予想日について

～あきたこまち：９月20日頃～

営農
だより
本年はほぼ平年並みの出穂期となりましたが、梅雨明け後の７月下旬から気温が上がり、８月中旬に一
時冷涼の日があったものの、登熟期間を通して平均気温は平年を上回って推移しております。このため、
登熟が進み刈取りが２～３日程度早まる見通しで、現在のところの刈取開始はあきたこまちで９月20日頃
と予想されます。
刈取予想日は積算気温から到達日を予測したものですので、刈取判断としては籾の黄化程度90％以上を
刈取りの目安としてください｡

積算平均気温での刈取予想日（８／ 31以降は平年値で計算）
出 穂 期

積算気温到達日

た つ こ も ち

７月29日

９月６日 ～ ９月12日

９月10日

あきたこまち

８月４日

９月16日 ～ ９月22日

９月20日

ゆ め お ば こ

８月６日

９月24日 ～ 10月２日

９月28日

ときめきもち

８月７日

９月27日 ～ 10月４日

10月１日

き ぬ の は だ

８月８日

９月29日 ～ 10月５日

10月２日

萌 え み の り

８月８日

９月29日 ～ 10月５日

10月２日

品

種

名

刈取予想日

刈取判断の目安
①出穂後日数
早 生 早（たつこもち）：出穂後45日頃
早 生 晩（あきたこまち）：出穂後45 ～ 50日頃
中 生 晩（ゆめおばこ）：出穂後50日頃
中 生 晩（きぬのはだ）：出穂後50 ～ 55日頃
②出穂後の積算気温
早 生 種： 950 ～ 1,050℃
中晩生種：1,050 ～ 1,150℃
③枝梗の黄化程度
「主軸の上から５番目の枝梗まで黄化した頃」
④最終的には籾の黄化程度90％（黄白＋黄色）で決定する。

図

籾の熟色、枝梗の黄化程度による
刈取適期の判断（模式図）
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ＪＡ－ＳＳ「Go！Go！キャンペーン」
当選結果のお知らせ
大潟村の当選数は、
「選べる旅行コース」…………………………………… ２本
「家電コース」…………………………………………… ５本
「ＪＡ－ＳＳ得々コース」（3,000円分ご利用券）……… 16本
という結果となりました。
たくさんのご応募ありがとうございました。

大潟ミニバススポ少が
大潟カップで準優勝しました！
第28回大潟カップ招待ミニバスケットボール大会が８月
20日に大潟村民体育館で行われ、県内の８チームが熱戦を
繰り広げました。大潟ミニバススポ少は決勝で森岳ＭＢＣ
（三種町）と対戦し、31対37で惜しくも敗れ準優勝となり
ました。
皆様の熱い応援ありがとうございました。
１回戦
２回戦
決勝戦

大潟 48－44 森吉
大潟 55－25 鶴舞（由利本荘市）
大潟 31－37 森岳

理事会報告
８月25日開催
報告事項
・業務報告（７月末事業実績等）
・コンプライアンス委員会報告
・ＪＡ共済コンプライアンス点検結果および改善方
針の概要について
・平成28年度第１四半期「連続職場離脱」に関する
定期報告について
・平成28年度第１四半期「苦情・相談等対応」に関
する定期報告について
・平成28年度第１四半期「自主検査報告書」に関す
る定期報告について
・平成28年度第１四半期「反社会的勢力排除対応管
理先対応状況」に関する定期報告について
・安全衛生委員会報告について
・店舗事業改革プロジェクト委員会設置要領の策定
について
・法人向け運転資金貸付要項の一部改正について
・秋田県営農維持緊急支援資金貸付要項の廃止について
・大潟村営農維持緊急支援資金貸付要項の廃止について
・内国為替取引実施要項の一部改正について
・顧客手数料及び銀行間手数料表の一部改正について
・台湾農業交流の旅～農業現場と農協視察～について
議 案
第45号

貸付金について

その他
・事業団格納庫用地分譲に伴う造成工事建設委員会
協議内容報告について
・平成28年度ＪＡまつりについて

−五城目警察署からのおしらせ−

秋の全国交通安全運動の実施
準優勝おめでとうございます！お疲れ様でした

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
８月 ８ 日
８月16日
８月20日
８月21日
８月24日
８月25日
８月26日

●活動予定
未
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カボチャ収穫
盆踊り出店
看板作成
アゴラ物販
カボチャ収穫
県外研修（岩手県全国農業機械実演展示会）
村議、村長選アンケート製本、配布

実施期間
運動期間▶９月21日（水）～９月30日（金）までの10日間
交通事故死ゼロを目指す日▶９月30日（金）
運動の基本 子供と高齢者の交通事故防止
運動の重点
１．夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗車中の交通事
故防止（特に、反射材用品等の着用の推進及び自転
車ライトの点灯の徹底）
２．後部座席を含めた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（特に、横断歩道にお
ける歩行者優先の徹底）
ドライバーの方は、ライトを早めに点灯し、夜間、
前車や対向車がない場合はライトを上向きにして、歩
行者や自転車を早めに発見できるようにしましょう。
五城目警察署

TEL 018－852－4100

ＪＡ大潟村の概況 28年８月末現在
貯 金…254億4,213万円
貸出金…085億6,539万円
出資金…009億2,235万円

正組合員数……1,124名
准組合員数……0,037名

PhotoNews

さわやかな青空の下プレーしました
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工藤 兼雄 さん
佐藤シヅヱ さん
川﨑カツヨ さん
伊藤 忠志 さん
谷
直方 さん
佐藤 友男 さん
餌取 友子 さん
髙橋きよこ さん
寺田 光雄 さん
前田 桂子 さん

位入賞者は次の方々です ～
10

☆優勝
☆２位
☆３位
☆４位
☆５位
☆６位
☆７位
☆８位
☆９位
☆ 位
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全県大会に出場される上位10名とＪＡ役員

～

ＪＡは８月 日、第３回ＪＡ大潟村グラウンド・
ゴルフ大会を大潟村グラウンドゴルフ場で開催し
ました。村 内 在 住の 名 がさわやかな 青 空の下、
８ホール×４コースでのプレーを楽しみました。
この大会は、ＪＡと参加者の親睦及び、参加者
の健康増進や相互交流の促進をはかるため、ＪＡ
が毎年開催しています。上位 名は、 月に行わ
れるＪＡバンクあきた主催の全県大会に出場予定
です。

高品質で市場の評価上々

くり大将は、主に首都圏を中心に出荷されています
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開会式の様子

プレー中のスナップ

秋の需要期を前に

次回は来年２月に開催予定です

大潟村特産であるカボチャの収穫
が本格化する７月後半から８月にか
けて、ＪＡの集出荷場にはつぎつぎ
と完熟したカボチャが運び込まれま
した。

16

特産南瓜生産組合で生産している
品種「くり大将」は、多収と良食味
が最大の特長で、名前のとおり甘く
ホクホクとした食感です。市場での
評価が高く、生産組合では年々高ま
る市場のニーズに応えるため、今年
は 昨 年 比 ２・４ ㌶ 増 の ・２ ㌶ に 作
付面積を増やしました。
生産量の約８割を首都圏中心に出
荷し、残り２割は村の名菓「パンプキ
ンパイ」のあん用に出荷しています。
今年は品質・収量共に例年並みと
のことです。

選手宣誓は馬場登さん

ＪＡ大潟村グラウンド・ゴルフ大会

22

くり大将カボチャ出荷

フ

整備課では７月 ・ 日に「夏の
ふれあい展示会」を行い、メーカー
やＪＡの担当者が、来場者に性能な
どをアピールしました。
ふれあい展示会は、春と秋の需要
期 を 前 に 年 ２ 回 行ってい る も の で、
今回は秋作業用をはじめとした各種
農業用機械と、各自動車メーカーの
各車種を取り揃えました。
会場の整備課前駐車場には、メー
カー自慢の大小様々な新型機種がお
目見えしたり、特価品が並んだりし、
炎天下の中、たくさんの来場者でに
ぎわいました。
訪れた人はお目当ての商品につい
て担当者に話を聞いたり、試乗した
りしながら、じっくりと検討してい
ました。
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夏 の ふ れ あ い展示会
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