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今月の表紙

「咲き匂う梅の花」
４月21日、「梅林オーナーの会」
が管理している村道脇の梅の花が見
ごろを迎えていました。
お日さまに照らされ、白やピンク、
かぐわ

紅色の花から放たれる甘く芳しい香
りがあたり一面に漂っていました。

今月号の主な内容
02 あぐりプラザ情報・おぉがたな話題
03 女性部活動だより
06 営農だより
07 インフォメーション・理事会報告・青年部活動報告と予定
08 初めてのお誕生日

JAグループ秋田キャッチフレーズ

JA 大潟村

あぐりプラザおおがたの

あぐりプラザ
トクトク情報

配達サービス

ご存じでしたか？

★毎週月曜日に
「cocotie」ココティエさんのケーキ
が入荷しております♪
★田植え期間中の営業時間延長について

５月11日㈭～26日㈮
★今月の特売日

を

午前８：30 ～
午後８：00 まで

５月25日㈭〜26日㈮

「春の農作業応援セール第２弾！！」

★惣菜コーナーから
５月16日㈫～ 25日㈭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26日㈮以降も、当店の「幕の内弁当」
及び500円おかずセット等対応いたしますので、惣菜
担当までお気軽にご相談下さい。

当店でお買物していただいた商品や、電話等で
注文していただいたビール・飲料などを、無料で
ご自宅までお届けするサービス（定期配達）を行っ
ております。車での来店が出来ない方、外出が難
しい方はぜひご利用下さい。
※配達時に配達員が、直接商品の代金を受け取
ることはできません。お支払方法については、
注文の際にあらかじめお知らせください。
配 達 日

月曜日から土曜日
（日曜日は配達お休みです）

※ただし、部活動・大会等のお弁
当類は日曜日でも配達いたしま
すので、どうぞご利用ください。
配達時間

午後３時から午後４時半頃まで

５月27日㈯からの営業時間は、通常どおり午前８時
30分～午後７時です。（日曜日も営業しております）
お問い合わせは生活課（45−2214）まで。

おぉがたな話題
第５回

いま、農協の出番

前回、“地域農業を引っ張る次世代は農協青年部活動
から育つ” と述べた。
個々が自分を深め、同時に集団で磨き合うべきは、何
も若者だけではない。よりよく生きようとする人間集団
には不可欠なことだ。そう考えた時、大潟村の人たちは、
何と幸運なのか。村の中で一農協があるからだ。
「農業者
の協同組織の発達を促進する」
（農協法第１条）目的の自
立農協が独立村と力を合わせれば、それは、これからの
時代、とてつもない有利な要素、宝の一つになり得る。
まず、個々の農家、農業経営者は自分（私）と家族を
守るために頑張る。そのためには、様々に共同・協同・
協働することが必要になるが、農業者の家族みんなが集
う農協は、それらを実現していくための組織として「み
んなの広場」になり得る。それゆえ、そこからは「地域
農業の発展のために何をなすべきか」が生まれてくる。
局面は農業に限定されているが、私の集合が共を通じて
公に至ることが一村に凝縮されているのだ。
ただ、私・共・公の関係は、我欲に過ぎる「私」が
共を食らい、見せかけの「共」が公をも食らう関係に
転化しやすい。人間は、しばしばその落とし穴に陥る。
21世紀の今日、グローバル化の潮流の中で激しく起こっ

ている公・共・私の組み替えもそうだ。そうした流れ
を押し頂いて私益を大きくしようとするのが本来の改革
ではない。
そうではなく、使い過ぎず獲り過ぎない自然との関係
を維持してその恵みを頂く生産のあり方と、その追究を
消費生活者に知らせて共感と支持を獲得していくあれこ
れの方策を話し合い、編み出していくことこそ、新時
代・新世代の農協の役割なのではないか。
〈つづく〉

秋田県立大学 名誉教授

佐藤

了

（さとう さとる）
1949年秋田県生まれ。北海道大学
大学院農学研究科博士課程単位取
得。農林省農事試験場、農林水産省
農業研究センター、東北農業試験場
で試験研究に従事。1997年に秋田
県立農業短期大学教授に就任。秋田
県立大学生物資源科学部教授、学部
長 を 経 て、2014年 ３ 月 定 年 退 職。
専門は農業経済と地域計画。

※健康百科・フォトニュースは休みます。
J Ａだより
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より」
女 性 部「活動だ
☆これからの行事予定
◎６月28日（水）予定
ＪＡ大潟村総会（組合員である女性部員） ４ポイント

★参与制の廃止について
女性の声をＪＡの経営に反映させるため、平成16年
度から女性部２名（後に女性部１名とフレッシュミズ１
名）が理事会に参与として出席してきましたが、29年
度より廃止されました。
これは女性理事が２期連続で活躍していること、昨年
の理事選に２人の女性立候補があったことなど、女性の
特別枠の必要性がなくなったからとの説明でした。
今後もＪＡ運営に関心を持っていきたいものです。組
合員資格をお持ちの方は、６月の総会にぜひご参加くだ
さい。
（山本嘉子記）

★活動報告と各種会議報告
◎野菜栽培活動グループ（３月21日～４月７日）
玉ねぎとにんにくの追肥
を３月21日と４月１日に
行ないました。
３月25日にじゃが芋畑
に堆肥・肥料ふり、４月６
日にじゃが芋の種芋を植え
ました。
４月７日はＪＡ営農支援
にんにく・２回目の追肥
課の宮国さんと林さんから
（４月１日）
ご 指 導 い た だ き、 培 土 に
ジョーロで水をかけて湿ら
せ、それを箱に入れて、ネ
ギ種を播き、覆土し新聞紙
をかけて、各自持ち帰りま
した。新聞紙が乾いたら上
から水をかけて、乾かさな
いようにしました。
いつも自己流で野菜の栽
にんにく・こんなに
培をしていたので、栽培の
大きくなりました（４月17日）
ポイントを教えていただけ
て大変ありがたいです。
（三村敏子記）
◎女性部水稲育苗講習会（３月24日）
営農支援課の斉藤春彦課
長補佐を講師に、ＪＡ会館
大会議室で行われました。
浸種に始まり、播種から
約１か月の育苗期間を「初
期～中期～後期」に分けて、
その時期ごとの温度管理、
水稲育苗講習会
潅水の仕方、病害に至るま
で全般にわたって説明して
いただきました。
育苗講習会には今まで数
多く参加していますが、毎
回新鮮に感じられるのは、
温暖化等による自然環境の
変化に対応した技術や、新
水稲育苗講習会後に行われた しい資材の情報などが得ら
れるからだと思います。参
野菜栽培講習会の様子
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加者同士の情報交換もできて、とても有意義なひととき
でした。
（花塚敏子記）
（３月31日）
◎講演会「デンマークはなぜ幸福度世界一なのか」
駐日デンマーク王国大使館上席商務官・田中いずみ氏
を講師に迎え、村づくり審議員などを対象に、役場総務
企画課が主催しました。
幸福度の主な内容は①１人当たりのＧＤＰ、②健康寿
命、③社会的支援、④信用性（政治汚職がないことなど）、
⑤職業選択の自由、⑥寛容性などです。ちなみに日本は
51位とのことでした。
消費税は25％と高いのですが、教育・医療・介護な
どが原則無料なので将来に不安が少なく、生活を楽しむ
そうです。
議会は夜開かれることが多く、働いている人や女性な
ど多様な人が議員になるので、様々な意見が反映される
そうです。小さい時から自分の意見を言える教育を大事
にしており、議論好きな国民性で、自分が社会に貢献し
ているかを考えるので、ボランティア活動も活発だそう
です。
2050年までに再生エネルギー 100％を目標にしてい
るなど、日本とは違う国づくりをしている様子に感心し
ました。機会があればまた話をお聞きしたいです。
（山本嘉子記）
◎南秋連合婦人会・会長会（八郎潟）（４月15日）
29年度の事業計画などについて話し合いました。
【主な事業】
７月９日 南秋連合婦人会大会・消費者問題研修会
（五城目町）
８月30・31日 第55回北海道東北ブロック大会・地域
婦人団体研究大会（第67回秋田県地域婦人
大会も兼ねて秋田市で開催されます）
詳しい日程・内容が決まりましたらお知らせいたしま
す。多くの会員の参加をお願いいたします。
（山本嘉子記）
◎第66回ＪＡあきた女性組織協議会通常総会（４月19日）
秋田県ＪＡビルで行われました。今回はＪＡ大潟村女
性部が議長の当番だったので、私栢森が議長をさせてい
ただきました。出席の方々のご協力のもと無事総会を終
えることができました。前任の三村敏子さんが理事副会
長を退任し、後任として栢森が理事の大役を受けること
になりました。
いんやくとも や
午後からのＪＡ女性組織リーダー研修会では、印鑰智也
氏が遺伝子組み換えの現状を講演しました。遺伝子組み
換え食品は「食べてはいけないもの」「大きな限界に直
面している」「日本やアジアで情報がないまま消費が増
えている」「農家に利益を与えない」「遺伝子組み換えな
しで世界はやっていける」という内容でした。
「遺伝子組み換え食品を食べることによって、様々な
病気（中でも、腸が傷つきアレルギー、自己免疫疾患、
糖尿病、自閉症など）が増えている。また、同時に使用
される、除草剤グリホサートの成分によっても様々な神
経系障害、腸内細菌の障害、ガン、皮膚病、アレルギー、
うつ病、精神的な失調、老化など、特に近年は食物アレ
ルギーの疾患が多くなっていると思う。遺伝子組み換え
食品は加工食品に使われるので、知らない間に口にして
いる。この食品を避けるためには、食品表示に「遺伝子
組み換えでない」とあるものを選ぶこと。表示されてい
ないものは使われている可能性が高い。また、『不分別』
とあるのは使われている」とのことです。
遺伝子組み換えの最新情報を、女性部・婦人会の研修
で講演できれば、と思いました。
（栢森慶子記）

特集

「ひと」
「いえ」
「くるま」の
ＪＡ共済・保障のご確認を！
は！
こんにち す！
で ！
ＪＡ共済

今年も「共済の一斉訪問」をさせていただきます。
＊

大学ご入学の年齢から 払込共済掛金より大きな
給付率
％ 学資金・満期共済金を受け取れます。
6
.
8
約10
（＊注）
「給付率」は、払込共済掛金総額に対する学資金・満期共済金給付総額の割合です。上記の「給
付率」は学資金型22歳満期、12歳払込終了、18歳学資金支払開始（基本型）、お子様０歳、
ご契約者30歳・男性、年払い・口座振替扱いの場合です。（平成29年４月現在）給付率は、
契約内容によって異なります。

ＪＡのこども共済がさらに加入しやすくなりました
75歳までご契約いただけるようになりました！

ご契約年齢を引き上げ、より多くの方にご契約いただけるようになりました。

共済契約者の年齢・健康状態に関わらずご契約いただけるようになりました！
共済掛金払込免除不担保特則を設定します。（共済掛金の払込免除の保障はなくなります。）

様々なニーズに合わせたプランニングができるようになりました！

現行の大学プランに加え、中学プラン・高校プランができました。共済掛金の払込終了年
齢が拡充されました。１回目の学資金の給付割合を高くした入学準備型を設定しました。

大学入学プラン（入学準備型）
大学入学時の学資金を多く受け取ることができます
０歳

22歳

大学
入学

18歳
応当日
80万円
死 亡
後遺障害

（注２）「中学プラン」は共済掛金払
込期間を短縮できません。

お子さまの万一の保障

（注１）共済掛金払込期間を短縮
すると１回当りの共済掛
金は高くなります。

学資金

共済掛金払込期間を短縮すると
給付率があがります。＊注１、２

18歳 払込終了

加入

共済掛金の払込期間は
短縮できます。

【契約例】共済金額200万円
■お子さま ０歳加入
■18歳払込終了・学資金支払開始（入学準備型）
■22歳満期

19歳
応当日
30万円

満期

20歳
応当日
30万円

21歳
応当日
30万円

払込期間中：経過年数に応じた額
払込終了後：200 万円

満期のとき

30万円

うれしい
満期共済金

＋
割りもどし金

200万円

（※）「お子さまの万一の保障」とはお子さまが病気または災害で万一の場合になった場合を指します。
「後遺障害」とは、所定の第１級後遺障害の状態・所定の重度要介護状態のいずれかに該当する場合を指します。
学 資 金：18歳、19歳、20歳、21歳の誕生日以後初めて到来する契約応当日にお子さまが生存しているときにお受取りになれます。
満期共済金：22歳の誕生日の前日が属する共済年度の末日にお子さまが生存しているときにお受取りになれます。
※学資金、満期共済金のお受取りの時期は、お子さまの誕生日ではありません。
割りもどし金：ご契約後３年目から発生しご契約中はいつでもお引出しになれます。ただし割りもどし金の額は年度ご
とに変動し経済情勢などによっては０となる年度もあります。

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.17053530024
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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５日（月）～６月９日（金）の５日間
お問い合わせは共済課（45ー3017）まで

J A共済

ＮＥＷ

平成29年４月より新しくなりました。

①低廉な共済掛金で大きな保障が得られるプランが登場しました。
②実損てん補方式の導入により、火災共済金額まで損害の額が保障されます。
※所定の条件があります。また、地震などによる損害を除きます。

③水災のときも臨時費用共済金と特別費用共済金がお支払いできるようになりました。
これまでのさまざまな自然災害で、
これまでのさまざまな自然災害で、
たくさんの共済金がお役に立ちました。
たくさんの共済金がお役に立ちました。
平成19年３月

平成16年10月

137億円

773億円

平成15年９月

新潟県中越地震

能登半島地震

十勝沖地震

40億円

平成７年１月

阪神・淡路大震災

平成23年３月

1,188億円

東日本大震災

9,349億円

平成13年３月

芸予地震

153億円
平成３年９月

平成17年３月

台風19号

福岡県西方沖地震

1,488億円

143億円

平成11年９月

台風18号

638億円

平成16年９月 平成23年９月

台風18号
平成28年４月

熊本地震

1,422億円

※平成28年12月末現在

1,083億円

台風15号

209億円

平成25年11月
〜平成26年３月 平成27年８月

平成25年度雪害 台風15号

785億円

375億円

建物更生共済 むてきプラスなら、
火災や台風だけでなく、地震にも、ケガにも
しっかり備えることができます。
地震などの自然災害に強い！
火災や盗難などの事故はもちろん、台風や地震な
どの自然災害による損害も、しっかり保障します。

満期共済金がある！
掛け捨てではありません。保障期間満了時に、
満期共済金をお支払いします。
満期共済金は、一括で受け取ることも、分割し
て受け取ること（ボーナスプラン）もできます。

ケガにも備えられる！
ご契約された建物や家財について発生した火災や
自然災害によって、ケガをされたり、死亡された
りしたときには、傷害共済金をお支払いします。

いろいろな出費も安心！
火災や自然災害にあわれたときに発生する残存
物のとりかたづけに必要な費用や消火にかかっ
た費用のほか、当面の生活に必要な費用等をお
支払いします。

ＮＥＷ

「実損てん補特約」
について

共済金
支払例

火災のとき

実損てん補特約を付加した場合、付保割合にかかわらず、火災共済金額を上限として、損害の額を
共済金としてお支払いします。付加しない場合は、付保割合に応じて共済金をお支払いします。
※地震などによる損害を除きます。
※実損てん補特約を付加した契約は、付保割合に応じて、共済掛金が割増となる場合があります。

共済価額3,000万円
火災共済金額1,500万円（付保割合50％）
損害の額400万円

実損てん補特約を
付保割合にかかわらず 損害の額＝400万円をお支払いします。
付加した場合
1,500万円
実損てん補特約を
400万円×
＝
万円をお支払いします。
付加しない場合
3,000万円の80％ 250

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.17053530025
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※このコーナーは隔月で掲載致します。

栽培を始めたきっかけは
以前は減反でかぼちゃを
作っていましたが、より圃場
に合う作物を模索していたと
ころ、キャベツに出会い、３
年前から栽培しています。収
穫時期を選ばず、稲作の忙し
い時期と作業が重ならない点
が決め手でした。

栽培しての感想は
７ 月 下 旬 に 定 植 し て か ら、
活着するまで水を切らさない
ことと、キャベツが小さいう
ちは草取りが必要なこと、３
～４回の害虫防除をすること
の他には、手をかけるところ
がありません。病気の心配も
あまりないです。
収 穫 期 は 月 中 旬 か ら で、
花きなどと違い、他の仕事の
合間でも自分のスケジュール
に合わせて少しずつ収穫でき
ます。収穫するには小さいも
のは、大きくなるまで待てば
良いですし。重さで値段が決
まるので、大きさをそろえる
手間もありません。

栽培しての課題は
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かぼちゃなどと違い、キャ
ベツは補助金の対象にならな
いのが残念です。人手が必要
な定植時にアルバイトを雇っ
ていますが、この人件費分だ
けでも補助があると助かりま
す。あと、販売先がもっと増
えれば、村内の生産量も増え
ると思います。

12 月

収穫
収穫
収穫
収穫

11 月

10 月

９月

定植

８月

７月

さん（48）

恵

藤

佐

６月

めぐみ
とう
さ

出荷先は
大潟村の特産品「米粉の皮
で包んだ餃子」の原料とし
て、ＪＡを通して全量（年間
約７ ・ ６ｔ）を「㈱餃子計画」
に出荷しています。

苗の調達方法は
大潟村の「正八農園」さん
から購入しています。定植し
たい日をあらかじめ伝えてお
けば、逆算してちょうど良い
時 期 に 苗 を 作 っ て く れ ま す。
ａの圃場に３，６００本の
苗を植えています。
30

５月

４月

３月

２月

１月

だより

営農

園芸作物の栽培に取り組む大潟村の生産者を紹介していきます。

第１回は「キャベツ」の生産者です

家族構成：夫と母の３人
水稲18ha、キャベツ30ａ、他に玉ねぎとかぼちゃを少量
2016年の種苗交換会で、キャベツ（あさしお）が一等賞
（秋田県知事賞・秋田県町村会会長賞）を受賞

キャベツ栽培の年間スケジュール

キャベツ栽培を考えている農家の方々へひとこと

「稲作が中心の大潟村だからこそ、稲作が忙しい時期と作業が重ならないキャベツの
栽培はオススメですよ！」
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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！秋田県内各ＪＡ
－ＳＳでお買上げいただいた2,500円分
（税込）のレシートで素敵な賞品が抽選
で当たります。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29年５月１日（月）
～７月31日（月）
（応募締切）
◦応募方法
期間中ＪＡ－ＳＳでご利用いただいた2,500円分（税込）
（給油、タイヤ交換、オイル交換、洗車等）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−

自転車に 乗ったらあなたも 運転者

理事会報告
４月25日開催
報告事項
・平成28年度資産自己査定の結果報告
議
案
第１号 平成28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28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28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 平成28年度決算書類の承認について
協議事項
・平成29年度事業計画（案）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28年度労働保険事務組合業務報告書について
・平成29年度の役員報酬額についての答申書について
・県常例検査の検査結果について
・内部監査報告について
議
案
第５号 役員賠償責任保険の加入について
第６号 農産物検査業務規程の一部改正について
第７号 平成29年度余裕金の運用方針と運用方法に
ついて
第８号 信用評定基準の設定について
第９号 平成29年度信用の供与等の最高限度の決定
について
第10号 平成29年度貸付金の利率の最高限度の決定
について
第11号 平成29年度借入金の最高限度の決定について

★ 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な
通行などが問題視されており、６月からは自転車運転者
講習制度が始まります。
自転車を利用する方は交通ルールを守って、事故のな
い生活を送りましょう。

★ 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
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

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13日 県青協総会（ビューホテル）
５月 ５日 ハウス巡回
●活動予定
未 定

ＪＡ大潟村の概況 29年４月末現在
貯 金…275億1,482万円
貸出金… 82億5,567万円
出資金… 9億3,185万円

正組合員数……1,106名
准組合員数…… 38名

初めての

No.222

お誕生日おめでとう !!

森田

No.214

しょう た

翔太ちゃん

みな と

角田

湊斗ちゃん

お 兄 ち ゃ ん が 大好きだ
よく寝て、よく食べて、
初めての
お誕生日おめでとう
!!
ね。いつもお兄ちゃんを後
よく遊ぶ、やんちゃ坊主な

から追いかけて沢山汗をか
いて着替えが大変。
７ カ 月 で も う 立ってた
し、11カ月ではもう歩い
てたね。
お兄ちゃんに追いつけ追
い越せ、兄弟仲良く元気に
大きくなーれ。

湊斗に家族みんな元気を分
けてもらってます。これか
らもたくさんの笑顔で、み
んなを元気に笑顔にして
ください♡お誕生日おめ
でとう！！

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

ＪＡバンク教材贈呈事業を行いました
ＪＡバンクでは４月
13

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

年度から実施しているもの

「食農教育応援事業」の一環として

平成

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。

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。

高橋常務から教材を受け取る児童代表

20

大潟村、そして日本の農業の未来を担う皆さんです

JAだより おおがた
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