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「ひと」「いえ」「くるま」の
特集 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～

今月の表紙

04

菜の花

1990年春、大潟村の南の橋付近で撮影しました。
数年後、この付近を「ソーラースポーツライン」が
走り、県道298号の「菜の花ロードと桜並木」が注
目を浴びることになります。
撮影／大潟村写真クラブ 進藤 栄一 さん

今月号の主な内容
02
03
06
07
08

あぐりプラザ情報・おぉがたな話題
女性部活動だより
営農だより・フォトニュース
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・新採用職員紹介

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

あぐりプラザおおがたの

★今月の特売日
「春の農作業応援セール第二弾!!」

５月24日㈭・25日㈮

※毎週金曜日はフ
ライデーセール
を開催中です！

★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」
498円及びおかずセット500円で対応致しますので、
惣菜担当までお気軽にご相談下さい。
★配食サービスのお弁当、おかずについて
大潟村社会福祉協議会が行っている「配食サービ
ス事業」について、今年度から当店の惣菜で作る事
となりました。高齢者にも良い薄味でお魚、お野菜
中心のお弁当、おかずを配達いたしますので、どう
ぞご利用下さい。
なお、申込等詳しくは大潟村社会福祉協議会
（45-2840）へお問い合わせ下さい。

配達サービスをご存じでしたか？
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

お問い合わせは生活課（45−2214）まで。

おぉがたな話題
第17回 入植の初期実践から学ぶ ―岩崎勝直の視点―
大潟村は、50年前、欧米型の大型機械体系で60㌶を
技術単位に数戸の協業方式で水稲を直播（ヘリ直）する
計画だった。だが、播いた種の出芽苗立ちが悪く、その
官製モデル体系はあえなく崩壊した。
入植者たちは技術的手掛かりを欠く塗炭の苦しみの中
から自力で立ち上がって機械移植に活路を拓き、今日の
基礎を築いてきた。その結果、乗用トラクター、動力田
植機、自脱型コンバインによる日本らしい “中型機械化
体系大潟バージョン” ができた。それは、同体系の乗用
化や多条化、大型化・高度化・成熟化を含む。その過程
への先達たちの貢献は称賛に値する。
だが、直播はなぜうまくいかなかったのか。それをキ
チンと捉えておくことはこれからにも有益だ。干陸直後
の重粘土壌は、「ロータリーで耕しても、水ようかんを
ナタで切るようなもの」で、１次・２次入植者の初年目
営農では、直播種子が埋没して不発芽で腐蝕し、発芽し
ても幼根の養分吸収不全で死滅が多発し、水稲直播には
強い疑念が生じた。それが、２～３年後の３次入植にな
ると、明らかに乾燥・酸化して土壌型に改善が見られた。
最大の問題点は、技術以前のもう数年の国家の忍耐。干
陸地土壌を乾燥させ、明渠を掘り、クローバー等深根性
牧草を作付けて土壌構造の発達を待てば、水稲直播をめ

ぐる状況も大きく変わった可能性がある。
こ う し た 中、 岩 崎 勝 直（ 事 業 団 顧 問、 故 人 ） は、
1971年の現地圃場試験で全刈10㌃564㌔という画期的
成果を上げ、水稲直播成功の技術的契機を、①排水改良
による土壌透水性増大（基底要件）、②主稈依存度が高
い直播水稲に即した計画的生育様式の確立、③排水改良
を軸とする輪作の確立の３つに定式化した（『大潟村史』
p.522－525）。これは、今日の視点から見ても有益だと
思うが、いかがであろうか。
〈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。

※健康百科は休みます。
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第406号

より」
女 性 部「活動だ
☆これからの行事予定
◎７ 月８ 日（日） 南秋婦人大会、消費者問題 井川町
◎７ 月19日（木） 家の光大会 秋田市 ２ポイント
◎９ 月２ 日（日）・３日（月） 移動研修 仙台
◎11月26日（月） 婦人会50周年・女性部45周年記
念講演会 （坂東真理子氏）
◎12月５ 日（水） バレーボールと軽スポーツ大会
２ポイント

★活動報告と各種会議報告
◎野菜栽培活動グループ
（３月31日）
＊ジャガイモ、人参土づくり（堆肥と基肥を撒き
ロータリーをかける）
前もって品目別の畑の土のＰＨを測っておきま
した。今年は何故か、ＰＨが８以上もありました。
（４月10日）
＊ネギの種まき
今年も新しいメンバーが加わり、営農支援課の
指導のもとネギの種まきをしました。今年は筋蒔
きにしました。
＊ジャガイモ（きたあかり）植え
４、５日前にカットして灰汁を付け乾かした種
イモを30cm間隔で植えていきました。１アール
で10kgの種イモ、少し足りなかったかな？
＊人参
人参は例年に比べてかな
り早く蒔いてみました。
（野菜栽培活動グループ記）

聞かせたいと、学習会を設けてくださいます。Ｈ
31年１月19日（土）由利本荘市のカダーレで開
催されます。
（栢森慶子記）
☆２月９日のこめ油料理講習会で作った、エー
コープ商品を使用した「食べるラー油」が大変
好評でしたので、レシピを掲載します。材料は
全てあぐりプラザで購入できます。
材料
エーコープこめ油……………100ml
【Ａ】 長ねぎ…20ｇ しょうが…５ｇ
ごぼう…５ｇ 一味唐辛子…小さじ１
【Ｂ】 乾燥さくらえび…５ｇ フライドオニオン…５ｇ
フライドガーリック…５ｇ
すりごま（白）…大さじ１
（その他の調味料）
しょうゆ…大さじ１、お好みで七味唐辛子…少々
作り方
①

ねぎはぶつ切り、しょうがは５mmの厚さ、
ごぼうは細切りにしておく
② フライパンにこめ油と【Ａ】を入れ、ごぼう
がカリッとするまで弱火で約４～５分程ゆっ
くり加熱する
③ 乾燥さくらえび、フライドガーリックを細か
く刻む
④ 【Ｂ】を耐熱ボウルに入れる
⑤ ②からねぎとしょうがを取り出し、耐熱ボウ
ルに入れた具材と混ぜ合わせる
⑥ ⑤にしょうゆを加えてなじませた後、ビンに
移す。お好みで七味唐辛子を加える
※一日寝かせれば、より美味しく頂けます。（常
温で約３カ月は保存可能）
とてもカンタン！ギョウザ・シュウマイなどに
つけるのはモチロン、ごはんや冷奴にかけるのも
良し！お味噌汁や豚汁にちょっと入れると風味が
アップ！キャベツの浅漬けにかけても美味しいで
すよ！

ネギの種まきの様子

ジャガイモ植えの様子

◎ＪＡあきた女性組織協議会総会（４月18日）
ＪＡビルにおいて第67回通常総会が行われ、
29年度の報告と30年度の事業案、予算案が承認
されました。
また、29年度の部員加入促進運動により、ＪＡ
大潟村女性部が昨年に続いて表彰されました。
午後からはＪＡしんせい女性部の視察研修の報
告があり、「横浜港野積み倉庫視察」について驚
きの発表をしました。この時案内してくださった、
港湾労働組合の奥村氏の講演を広く女性部員にも
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「食べるラー油」作りの様子。２月９日こめ油料理講習会にて

特集

「ひと」「いえ」「くるま」の
ＪＡ共済・保障 のご確認を！
こんにちは！
ＪＡ共済です！
！

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４日（月）～６月８日（金）の５日間

お問い合わせは共済課（45－3017）まで

J Ａだより
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あなたの保障は大丈夫？

お車の保障内容について見直してみませんか？
★お得な掛金割引★

保障

ＪＡ共済だけ

ＪＡ共済だけ

自賠責共済セット割引

農業用貨物車割引

複数契約割引

ゴールド免許用掛金

「自賠責共済」とセットで
ご加入いただくと

農業用の貨物車なら

複数のお車をまとめて
ご契約いただくと

記名被共済者の方が
ゴールド免許の場合

対人賠償の共済掛金

共済掛金

共済掛金

共済掛金

約７％割引

約７％割引

約５％割引

約12.5％割引

ご契約例
■共済掛金：一時払／月払
■自動継続特約：有
■長期優良契約割引：有

■共済期間：12ケ月 ■20等級・ゴールド免許
■運転者年齢：35歳以上限定保障特約
■自賠責共済セット割引：有

お車の保障
■初度登録年月／平成30年４月
■車 両 保 障／全損害担保
免責０万円
■車両諸費用保障特約／
代車費用共済金日額3,000円

ダイハツ

ムーヴ

相手方への保障
■対物賠償／無制限
免責０万円

■運転者家族限定特約：有
■新車割引：有
■年齢別掛金率区分：30 ～ 39歳

ご自身・ご家族への保障
■人身傷害保障／ 3,000万円
■被共済者限定特約／無

■対物超過修理費用保障付

■傷害定額給付／ 1,000万円

■対人賠償／無制限

■倍額払特約／有

ホンダ

フィット

トヨタ

【自家用軽乗用】
型式：ＬＡ800Ｓ
保障：180万円

【自家用小型乗用】
型式：ＧＰ６
保障：250万円

【自家用普通乗用】
型式：ＺＶＷ50
保障：325万円

一時払：52,680円

一時払：54,470円

一時払：67,230円

月

払：

4,720円

月

払：

4,880円

月

この資料は概要を説明したものです。詳細につきましては、「重要事項説明書（契約概要・注意喚起情報）」
および「ご契約のしおり・約款」により必ずご確認ください。
【18056810013】
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払：

6,020円

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（税込）
分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30年５月１日（火）
～７月31日（火）
（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−

５月は「自転車月間」です。自転車の交通ルール
とマナーを守り、安全に利用しましょう。
自転車安全利用五則の遵守を
【自転車安全利用五則】
自転車は、車道が原則、歩道は例外
車道は左側を通行
歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
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
１
２
３
４

自転車の点検整備を
自転車販売店等で定期的に点検整備をしましょう。また、
夜間自転車を利用する場合は、明るい目立つ色の服装と反
射材を着用するとともに、ライトを確実に点灯し、自転車
の存在を周囲に知らせましょう。

損害賠償責任保険等への加入を
自転車事故によって他人を負傷させた場合、高額な損害
賠償を負うことがあります。万が一に備え、ＴＳマーク付
帯保険などの損害賠償責任保険に加入しましょう。

五城目警察署

青年部

TEL 018－852－4100

活動報告と予定

理事会報告
４月23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29年度労働保険事務組合業務報告書について
・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
・ネットマイカーローン（三菱ＵＦＪニコス株式会
社）貸付要項の一部改正について
・稲作経営安定緊急対策資金預託金貸付事業実施要綱・
大潟村稲作経営安定緊急対策資金要綱の廃止について
・平成29年度資産自己査定の結果報告
議 案
第 １ 号 平成29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29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29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29年度決算書類の承認について
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30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30年度信用供与等の最高限度額の決
定について
第10号 平成30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30年度借入金の最高限度の決定について
第12号 貸付金について
協議事項
・平成30年度事業計画（案）について

「労災保険」についての大切なお知らせ
～農業従事者の業務遂行性の拡大について～
これまで、特定農作業従事者及び指定農業機械作業従事
者の出荷作業及び販売作業については、業務災害として認
められていませんでしたが、平成30年４月１日よりフォー
クリフトを使用した農産物の出荷、販売のための積み降ろ
し作業、トラック等での出荷作業、当該出荷作業後に行わ
れる販売作業が「直接附帯する行為」に含まれるものとして、
業務遂行性が認められることとなりました。
お問い合わせは金融課（45－3018）労災担当まで

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、相馬
氏 佐藤氏 田中氏参加）
５月４日 ハウス巡回
５月５日 かぼちゃ定植（15：00青年部圃場集合、
18：30からポルダーで打ち上げ）
●活動予定
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未定

職
採 用

員

人

事

つぎの者を職員として採用いたしました。

４月11日付

柏崎

裕紀（資材課資材係）

ＪＡ大潟村の概況 30年４月末現在
貯 金…301億1,880万円
貸出金…  78億7,431万円
出資金… 9億3,675万円

正組合員数……1,081名
准組合員数…… 41名

新採用職員のご紹介

!!

!!
初めての

No.230

お誕生日
初めての
お誕生日おめでとう
!!
おめでとう !!
初めての

No.221

初めてのお誕生日おめでとう

これから皆様のお世話になる、平
成30年度新規採用の職員です。ど
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◦出身：潟上市（旧天王町）
◦所属：資材課資材係
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大潟村、そして日本の農業の未来を担う皆さんです
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