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ふちの色はメインの色
第５回ＪＡまつりを開催しました！

04

かげの色はメインの色＋スミ 50％

今月の表紙

百日紅（サルスベリ）

９月20日、大潟村役場となりのふれあい広場で撮
影しました。
原産国の中国では、７月から９月にかけて紅色の花
を咲かせ続けることから「百日紅」と呼ばれていたも
のが、江戸時代に日本に渡ってきた際に、樹皮がとて
もツルツルとして猿が滑って落ちそう、というところ
から「猿滑り」と呼ばれるようになったそうです。

今月号の主な内容
02 あぐりプラザ情報・健康百科
03 女性部活動だより
06 おぉがたな話題・種苗交換会のお知らせ
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・職員人事
08 フォトニュース

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
トクトク情報
★クレジットカード使用出来ます！

★今月の特売日

10月19日㈭・20日㈮
・畠栄・ミスド予定
・グリーンスタンプの商品交換会＆ルーレット
抽選会も同時開催予定

★ポイント３倍デー

10月13日㈮

10月25日㈬

予定

★あぐりプラザおおがたポイントカードの
会員募集キャンペーン

10月１日㈰～31日㈫
・新規会員様には特典進呈！
・入会金、年会費は無料！ただしカード発行代
として100円のみいただきます

以前から要望がありました、クレジットカードが使用
出来るようになりま
した。
なお、４台のレジ
のうち使用できるの
は、正面入口から向
かって一番左側の１
番レジのみとなりま
すので、よろしくお
願いいたします。

★今年も「国産牛販売会」を行いました
10月１日（日）の「新米まつりinおおがた」で、１ｇ当
たり２～３円の「国産牛販売会」を行いました。毎年好
評で、今年も約100人のお客様にご来店いただきました。

【営業時間】
午前８時30分～午後７時
（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。

てんかんについて

佐久総合病院名誉院長

松

島

松

翠

てんかんという病気は、突然意識を失ったり、
高齢者の場合は、
「脳卒中」や「脳腫瘍」などの
けいれんを繰り返す脳の病気です。
合併症として、てんかんが起こるケースがあります。
脳には非常に多くの神経細胞があります。これ
てんかんの診断でまず行われるのは、時間をか
らは通常バランス良く活動しています。ところが、 けた「問診」です。診察に当たっては、発作の前
神経細胞の一部に異常な興奮が発生して、周りの
触れの有無、発作の起こった時間や起こり方を聞
神経細胞に拡大したり、脳全体に広がることがあ
かれますから、あらかじめ整理しておくと良いで
ります。その結果、てんかん発作が起こります。
しょう。
てんかんは放っておくと、次のような危険性が
発作の前触れは、脳の興奮の部位を調べるため
あります。発作から事故につながりやすいこと、 の重要な情報です。できるだけ具体的に伝えると
それから脳の機能に影響を及ぼすことです。従っ
良いでしょう。代表的な前触れには、上腹部の不
て、早期に発見して適切な治療を受けることが大
快感や、実際には見たことがないのに見たことが
切です。
あるように感じる「既視感」
てんかんはどの年代でも発症します。特に多い
を繰り返すなど。
のが小児と高齢者です。
問診の次に大切なのは
小児の場合は、胎児のときの「脳の形成異常」
、 「脳波検査」です。その他、
あるいは出生後の細菌やウイルスの感染による「髄
脳 のCT検 査 やMRI検 査 を
膜炎」や「脳炎」などから発症することがあります。 行うこともあります。

J Ａだより

2

第399号

より」
女 性 部「活動だ
☆これからの行事予定
◎11月22日

バレーボール大会

２ポイント

◎12月上旬

豆腐、油揚げ作り講習会

２ポイント

◎12月８日

女性部研修

２ポイント

★活動報告と各種会議報告
◎生活モニター会議（８月18日）
委嘱状交付の後、会議を行いました。日頃気付い
た事や、店舗にお願いしたい事など、意見が出まし
た。細川専務からはコンビニ出店の説明もありまし
た。
「要望や意見等は店舗に設置している要望箱に気
軽に入れてください」との事でした。
（齊藤美智子記）
◎ひだまり苑夏まつり（８月19日）
女性部は今年もわたがし販売担当でした。経験者
が作るふわっとした可愛いわたがしを、入居者の方
が手に取って笑顔で口元に運ぶと、職員が写真を
撮ってくれます。入居者の笑顔も見られて私達も
“ほっこり” な一日でした。
（齊藤美智子記）
◎平成29年度東北北海道地区ＪＡ女性組織リーダー
研修会（８月24・25日）
秋田市のビューホテルで開催されました。
１日目、７道県の各代表の体験発表がありました。
どの女性部も部員の減少に悩みながら、地域の中で
活動を進めているお話でした。まさに、ＪＡ女性組
織のキャッチフレーズ「ふみだす勇気・学ぼう・伝
えよう・地域とともに」の実践で、元気をもらいま
した。北海道のＪＡこしみず女性部の『全戸当然加
入』など、興味深かったです。
２日目は㈱せん 代表取締役 水野千夏氏による記
念講演「秋田美人の産業化～会える秋田美人、あき
た舞妓～」がありました。
嫌いだと思っていた故郷秋田への想いに気付き、
秋田は良いものがたくさんあるから、まず来てもら
えさえすれば、との考えの中で「秋田美人」という
言葉に着目し、秋田美人の具現化として「秋田舞妓」
の復活を考え、「秋田美人に会える！」と秋田へ足
を向けてもらうことを考えたそうです。想いの強さ、
行動力にびっくりです。
（鈴木富士子記）
◎第55回北海道・東北ブロック地域婦人団体研究大会、
第67回秋田県地域婦人大会（８月31日）
秋田県民会館で開催されました。「秋田のガラス、
そして未来へ」という演題でした。秋田市新屋にガ
ラス工房ができたのはテレビ等で知っており、一度
は行ってみたいと思っていた矢先の講演でした。
秋田公立美術大学の教授である小牟禮（こむれ）
尊人（たかひと）先生が新屋にガラス工房をオープ
ンしたのは、美術大学の学生が卒業しても秋田に仕
事がなく、どんどんいい人材が秋田を離れてしまう
からだそうです。

3

J Ａだより

それでも、いい物作りを買ってもらわなければ学
生は離れて行ってしまいます。どうか１つでも100
円ショップのグラスをやめて、工房で『アートなグ
ラス、お皿等』を買ってみてください。いいガラス
は音が違うそうです。飲み物もおいしく感じるので
は…。
（小室みどり記）
◎移動研修旅行（９月３・４日）
22名で山形へ一泊研修に行きました。
初日は雄勝峠を越えて金山町へ。ここは「百年前
の景観に戻そう」という方針のもと街づくりがされ
ていました。白壁と杉板張りの家並み。山水が流れ
る石堤。大堰を泳ぐ錦鯉。街はひとつのギャラリー
のようであり、どこか懐かしい山里の風景がそこに
はありました。「新しいもの」を追求するだけでな
く「昔からあるもの」を大切にして「おもてなし」
に繋げていこうとする精神が息づく町でした。
お昼は廃校を利用した「谷口がっこそば」で手打
ちそばをいただき、午後から最上川の舟下り、酒田
米菓の工場見学を終え、宿泊先の湯野浜温泉へ。温
泉にゆったりと浸って一日の疲れを癒しました。
（南都佳子記）
◎野菜栽培活動グループ（９月10日）
村の例大祭の日でしたが、ルーラルで行われたフ
リーマーケットに参加しました。天気がころころと
変わる秋の空でしたが、やっぱり出ることに。たま
ねぎ、にんにく、ニンジン他、ある野菜を出品しま
した。売行きはぼちぼちでしたが、誰も見向きもし
なくなったスイカが安かったせいか飛ぶように売れ
ました。
（栢森慶子記）

★ゴミ減量について
広報おおがた９月号に、大潟村のひとり１日あた
りのゴミ排出量が県内ワースト２位と掲載されてい
ました。ボカシやコンポストを使っての堆肥化など
を頑張ってきたはずなのに残念です。気を抜いてい
たかなと反省しました。
女性部でも再度しっかり取り組まなければいけな
いと思います。水切りをしっかりするなど、自分で
できることを考え、ゴミ減量を実行しましょう。
（山本嘉子記）

★卵ケースの回収について
「たまごパック回収」カゴをあぐりプラザに設置
しています。設置場所は、店舗東側（薬局側）入口
です。
回収できるケースは「プラ」表示のあるものです
（写真参照）。あぐりプラザで
販売しているものには全て
このマークがあります。
バーコードを切る必要は
ありません。回収業者が気持
ちよく持って行ってくれる
ように、皆さんのご協力をよ
ろしくお願いいたします。
このマークが目印です
（伊藤尚子記）

資材課・営農支援課のかき氷

子ども屋台村

整備課自動車のやきとり

整備課農機のフランクフルト

230人以上の子どもが訪れ、
花火くじ、かき氷などの屋台
が楽しめるスタンプカードを
片手に思う存分楽しみました。

金融課のお菓子つかみ取り

たくさんご来場いただきありがとうございます

経営課の花火くじ

ＪＡ共済 アンパンマン
こどもくらぶブース

ふれあい
ミニ動物園

お笑いライブ
「ガンダム芸人」とし
てテレビに出演する若井
おさむが会場を沸かせま
した。

大きなカピバラへ
の 餌 や り や、 モ ル
モットを抱っこした
り、鷹匠体験をした
り、子どもたちは大
喜びでした。

ＪＡ大潟村は９月２日、組合員の皆様及び地域の皆様との交
流・ふれあいを目的として「ＪＡまつり」をＪＡ会館駐車場で
開催しました。天候に恵まれたくさんの方々にお越しいただき
ました。当日の様子をご紹介します。

バルーンパフォーマー
「おぉちゃん」による
バルーンプレゼントコーナー

第５回ＪＡまつりを
開催しました！
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大抽選会
豪華賞品や、ＪＡ各課から
の提供品などもあり、村内の
方が大勢詰めかけました。
（写真左から）大抽選会サポーターの営農支援課・
齊藤究主任と経営課・鎌田職員、ＭＣの村井絵美さん

資材課提供品を渡す
資材課・佐々木新職員（写真左）

フラダンス

自動車提供品を渡す
整備課自動車・中田真貴職員（写真一番右）

村内のグループ「プアレア」の美しい踊
りに魅了されました。

ビアガーデン＆おつまみ屋台

１等・組合長賞のポータブルテレビを
渡す小林肇組合長（写真一番右）

農機提供品を渡す整備課農機・平川大志職員
（写真左から２人目）と中道淳人職員（同１番左）

新入職員あいさつ
来場の皆様の前で、平成29年度
の新入職員が自己紹介しました。

（写真左から）総務課・櫻庭健太職員、
共済課・千葉祐矢職員、金融課・西村愛莉職員

夕方からは約250人が来場しました。ＪＡ職員が大潟村民の皆様へ日ごろの
感謝を込めて、生ビールやサワーなどの飲み物、豚串などをオール100円で振
る舞いました。
今年は鹿児島から、マルイファームが美味しい鶏肉を焼きに来てくれました。

皆様のご来場、誠にありがとうございました。
5
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おぉがたな話題
第10回

30年産以降のコメ問題を考える

大潟村は、誕生以来、国の米生産調整政策に翻弄され
続けてきた。が、村の人たちは、農業に賭ける強い自負
心をテコに経営自立追求によってそれを乗り越えてきた。
昨今は、2010年度からの水田活用所得補償・直接支
払交付金を活用した加工用米への取り組みによって、以
前の生産調整目標の２～３割から９～ 10割達成に大き
く変化させた。大潟村は生産調整参加の村に転じたのだ。
これに多くの人がホッとした。心情面もあるが各農家が
手取りを固め、収入安定のメドを付けることができたか
らだ。リタイア世代の年金収入もあるから、農協の貯蓄
残高総額は着実に増加してきた。
大事なのは、このホッとする「踊り場」のような時期
にこそ、今後立ち現れてくる内外状況を洞察して自分の
経営方向を見定め、その実現方策を工夫することではな
いか。
米の生産調整は、消費量よりも供給量が連年上回る構
造的過剰の帳尻を、専ら入口側の国内生産量を減らすこ
とで達成しようすることだ。これにＭＡ米等は固定的に
積み増され、市場は年々縮小して負担感が増すばかり。
生産現場からうめき声があがるのも当然だ。
それなら、出口側の備蓄、輸出、援助等で何とかでき
ないか。日本食の評判は世界で上々、Sushiバーやパッ

第140回
催事

期日・時間

Ⅱ

ク販売も目立つが、欧州などで見かけるのはイタリア
産米で、パッケージは「めぐみ」「はるか」など “日本”
を売りにする。イタリア産コシヒカリ「ゆめにしき」は
468円/㌔の売値というから、私などは期待感を持って
しまう。
だが、日本の輸出体制はどうか。９月８日、「米輸出
量を2019年に10万㌧に引き上げ、10a当たり２万円交
付方針」と農相直轄「コメ海外市場拡大戦略プロジェク
ト」立ち上げの記事。国内向けの宣伝だけでは具体的な
システム開発はできない。
〈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。

秋田県種苗交換会のお知らせ

平成29年10月31日（火）～11月６日（月） ９時～16時（最終日／９時～12時）

会場

■主会場／由利本荘市総合体育館
農産物出品展示、ＪＡ地産地消展、秋田県産米改良
展、学校農園展、聖農 石川理紀之助翁展、農業関
連参考展示

■協賛第１会場／あきた総合家畜市場
農業機械化ショー、ＪＡ全農あきた資材展、植木・
苗木市、ＪＡ秋田しんせい女性部食堂、由利本荘市
農工商フェア
■協賛第２会場／文化交流館 カダーレ
高等学校産業教育フェア、菊花展、保育園児展、小
学生書道展、学校給食展

ご来場される皆様へお願い
秋田県種苗交換会開催期間中は、多数の参観者の車
で会場周辺の道路が混雑することが予想されます。そ
れぞれの会場周辺には駐車場が少なく、交換会用に臨時に設置される駐車場には限りがあります。自家用車での
ご来場はなるべく控えていただき、公共交通機関をご利用ください。
※主会場、協賛第１会場と駐車場をつなぐシャトルバス（無料）を運行いたしますのでご利用下さい。
農産物の出品にご協力ください。受付を10月27日（金）に行います（午後３時まで）。
お問い合わせは営農支援課（45－3033）まで
J Ａだより
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年金受給者の方との懇談会のご案内
当ＪＡの貯金口座に年金のお受け取りをご指定いただ
いている方との懇談会を、下記のとおり開催いたします
ので、ぜひご参加くださいますようご案内申し上げます。
日時
場所
内容

11月７日（火）午前10時30分～
午後３時（予定）
サンルーラル大潟

大ホール

バンド演奏「ウキヤガラボーイズ」
唄と踊りと笑いで元気に！！「森吉寿太郎」

★準備の都合上、10月27日（金）までご出席のとりまとめ
をいたしますのでご協力ください。申込用紙が各ご家庭
へ配布されますので、貯金窓口までご提出ください。

お問い合わせは
金融課総合推進係（TEL 45－3018または2211）まで。

ＪＡから「女性の方」に朗報です！
ＪＡカードの申込み、年金口座の受
取指定、定期積金・積立式定期などを
新規申込みされた方々に、「ＪＡバン
クオリジナル大型トートバッグ」をプ
レゼント！（先着30名様限定。トー
トバッグが無くなり次第終了）
お問い合わせは
金融課総合推進係（TEL 45－3018または2211）まで。

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」… ……………………………… １本
「家電コース」………………………………………… ４本
「ＪＡ－ＳＳ得々コース」（3,000円分ご利用券）…… 11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。

職
退 職

員

人

事

９月15日付

組合員の皆様、ありがとうございました。
伊 藤 智 博（生活課・臨時職員）お疲れ様でした。

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。

生活課 清水真紀子
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理事会報告
９月26日開催
報告事項
・業務報告（８月末事業実績等）
・コンプライアンス委員会報告について
・安全衛生委員会報告について
・金利設定委員会運営要項 様式の一部改正について
・県常例検査の検査結果について
議
案
第48号
第49号
第50号
第51号
第52号
第53号
第54号
第55号

青年部

職員育児休業規程の一部改正について
職員介護休業規程の一部改正について
店舗改革検討委員会設置規程の制定について
建設委員会の設置及び委員の選任について
コンビニエンスストア事業運営に伴う設計
業者並びに施工業者の選定について
信用事業方法書(貸出に関する特例)の利率設
定について
理事と組合との契約について
貸付金について

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
９月の活動はありません
●活動予定
10月下旬（日にち未定） 柿収穫手伝い

−五城目警察署からのおしらせ−

夕暮れ時は交通事故が多発する
「魔の時間帯」
自転車を含めた車両の早めライト点灯の促進
ライトを早めに点灯すると、歩行者や自転車の発見を
早めるだけでなく、自分の車の存在を早く周りに気付か
せることができます。
午後４時になったらライトを点灯しましょう。
また、ライトの上向き・下向きのこまめな切替えを心
がけましょう。

★自転車の方へ…

自転車での夜間の無灯火運転は違反です。ライトを必
ず点灯しましょう。
また、自転車には前後だけでなく横からも見える反射
材をつけましょう。

五城目警察署

TEL 018－852－4100

ＪＡ大潟村の概況 29年９月末現在
貯 金…262億7,850万円
貸出金… 79億3,011万円
出資金… 9億3,185万円

正組合員数……1,100名
准組合員数…… 40名

PhotoNews

大潟ドリームス、はつらつとプレー

最盛期を前に

日、秋田県営

トルコギキョウの目揃え会

９月 ・
回ＪＡ共済

営農支援課と花き栽培部会Ｏ．Ｆ．Ｓ（大潟
村フラワーグローイングセクション・餌取修身
会長）のトルコギキョウ班（工藤稔徳班長）は
９月 日、ＪＡ農産物集出荷場で目揃え会を開
催し、 人が参加しました。
現在大潟村でトルコギキョウを生産している
のは８農家で、７月から 月の間市場に出荷し
ています。 月上旬に出荷のピークを迎えるた
め、毎年この時期に目揃え会を行い、収穫や調
整の留意点、出荷規格などを確認しています。
今年は天候不順により丈がやや伸びにくい傾
向だということです
が、 生 産 者 の 池 田
量 衛 さ ん は、
「値段
がま だついていない
ので何とも言えない
が、今年は昨年より
も良いものができた
と思う」と感想を述
べました。
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野球場（秋田市雄和）など
を会場に、第
ＪＡの管内代表チーム

学童野球大会が行われ、県
内
が熱戦を繰り広げました。
この大会は、ＪＡ共済の
生活福祉活動の一環として、
学童の体力増強と健全なス
ポーツ精神の育成を図るこ
となどを目的に毎年行われ
ているものです。
大潟村管内からは「大潟
ドリームス」が出場し、１
回戦はあきた白神管内代表
の「二ツ井野球スポーツ少
年団」に激戦の末、７対６
で競り勝ちました。
続く２回戦では、秋田お
ばこ管内の「花館ドッカー
ンズ」と対戦し、健闘及ば
ず 対３で敗退しました。
悔しさをにじませる選手
たちでしたが、観覧席から
は健闘をたたえて惜しみな
い拍手が送られました。
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JAだより おおがた

爽やかな緑色のつぼみと、豪華な
フリルでオフホワイトの花が人気
の品種「ボン・ボヤージュホワイト」

トルコギキョウの収穫や調整の留意
点、出荷規格などを確認する生産者

15
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（写真は保護者の松本正明さん
より提供いただきました）

フ

27
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16

ＪＡ共済学童野球大会

ォトニュース

大潟ドリームスの皆さん、
お疲れ様でした！

