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ふちの色はメインの色
第６回ＪＡまつりを開催しました！
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かげの色はメインの色＋スミ 50％

今月の表紙

「一の滝」

2017年10月27日撮影。森吉山のふもとにある
「幸兵衛の滝」の途中に、いろいろな滝があります。
その中の最初の滝です。
まわりはキラキラと輝き、あざやかな紅葉をみせ
てくれました。
撮影／大潟村写真クラブ

芹田妙子 さん

今月号の主な内容
02 あぐりプラザ情報・種苗交換会のご案内・農地中間管理事業について
03 女性部活動だより
06 おぉがたな話題・今月のいちおし情報
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 初めてのお誕生日・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
★今月の特売日
●『秋の収穫祭特売』

10月18日㈭・19日㈮
●Friday特売

10月26日㈮
★今月の催し
●ミスタードーナツ出張販売

10月18日㈭ 予定
●グリーンスタンプの商品交換会

10月18日㈭・19日㈮ 予定
★ポイント２倍Day

10月20日㈯・30日㈫ 予定

★共同購入商品お引取日

10月25日㈭ 午前10時〜午後４時半
★あぐりプラザおおがたポイントカードの新規会員
募集キャンペーン

10月18日㈭ 〜11月30日㈮
●新規会員様にはビッグな特典進呈！
（この機会に是非!!）
●入会金、年会費は無料！ただしカード発行代として100円

頂戴します。

★今年も開催!! 大相撲11月場所の開催にあわせて!!
『大相撲シールを集めてポイントどっさりプレゼント企画』
シール進呈期間：

11月10日㈯ 〜11月24日㈯

ポイント進呈日：

11月26日㈪ 〜11月28日㈬

（くわしくは、開催日が近づきましたら店頭ポスターにて）

【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。

秋田県農業公社よりお知らせ

農地中間管理事業について
１

事業概要

○農地中間管理事業は、農地の貸し借りを行う国の事
業で、耕作されなくなる農地を「農地の受け皿」で
ある農地中間管理機構（秋田県農業公社）が借り受
け、担い手農家に貸し付けるものです。
○秋田県では、農家の高齢化や後継者不足が深刻で、
地域農業を将来にわたり支えていくことのできる担
い手農家へ農地を集積・集約化することが望まれて
います。
○平成26年度の事業開始以来、県内全ての市町村で
この事業が活用されており、これまでの実績は、全
国でもトップクラスで、約10,000haの農地を担い
手に集積しています。
○５年後10年後も農地を大切に守り未来に繋いでい
くために、ぜひ、農地中間管理事業による農地の貸
し借りを御活用ください。
○事業に関するお問い合わせは、市町村農政担当課
ま た は 農 業 委 員 会、 農 業 公 社（ 電 話018−893−
6223）までご連絡ください。

農産物の出品にご協力ください。
受付を10月26日（金）
［期日厳守］午前８時半〜午後３時に行います。
お問い合わせは営農支援課（45−3033 伊藤）まで

事業の説明を聞きたい、農地の相談をしたいという
ご要望にお応えし、農業公社の職員が、いつでも、皆
さまの地域の集まりに伺います。
また、種苗交換会（10月30日〜 11月５日、秋田市：
ぽぽろーど）で相談ブースを設置して、皆さまのお越
しをお待ちしています。
※健康百科は休みます。
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第411号

より」
女 性 部「活動だ
☆これからの行事予定
◎11月15日（木） 遺伝子組み換えについての講演
（天笠啓裕氏） ＪＡ会館
ＰＭ２時〜
２ポイント
◎11月26日（月） ＪＡ女性部45周年・婦人会50周年記念
講演会（坂東真理子氏）
◎12月５ 日（水） 軽スポーツ大会（バレーボールから
スマイルボーリングに変更）
２ポイント

◎12月６ 日（木）
・７日（金） 豆腐と油揚げ作り講習会
２ポイント

◎１月上旬
◎日にち未定

◎日にち未定
◎日にち未定

パソコン教室
２ポイント
みんなで楽しく軽スポーツ
ストレッチポール：12月
３Ｂ体操：１月
２ポイント
自力整体：２月
不用衣類回収
２ポイント
こめ油料理講習会

★野菜栽培講習会（玉ねぎ・にんにく定植）のお知らせ
【日 時】 10月19日午前９時〜
【場 所】 博物館裏 野菜栽培活動グループ畑
【講 師】 営農支援課 宮国さん
女性部員・フレミズ部員どなたでもご参加ください。
雨の場合日時が延期になりますので、参加希望の方は
栢森さん（090−2607−6911）または野菜栽培活動
グループ会員までお知らせ下さい。
（三村敏子記）

★活動報告と各種会議報告
◎「食料・農業・地域政策の確立に向けた秋田県生産
者大会」（８月23日）
秋田市文化会館大ホールで行われました。翌８月24
日に各省庁が財務省に来年度の予算概算要求をすると
いうタイミングです。
県副知事、県議会副議長、衆参議院議員４名が来賓
として出席しましたが、金足農業高校が甲子園で準優
勝した後であったため、全員があいさつでそのことに
触れていました。
中長期的な国の施策のあり方や、平成31年度農業関
係予算に関して「要請」がされました。その後、青年部、
フレッシュ部、組合長の方３名の「決意表明」があり、
フレッシュ部の方の、「利益」の上がる野菜を選んで
栽培していく姿が力強く、「農業も魅力ある産業」で
なくては！との思いに心を揺さぶられました。
記念講演は多岐に渡る内容でしたが、施設園芸や畜
産での健闘が見られ、規模拡大して若者や働き盛りの
人材を確保できているのに比べ、水田農業での高齢化
が顕著でした。食品産業とのつながりが大きくなり、
農業経営にも交渉や契約の知見が必要など、農業も変
化を遂げていると実感しました。
（鈴木富士子記）
◎東北北海道地区ＪＡ女性組織リーダー研修（８月23・24日）
山形県天童市で行われ、東北・北海道から７人の組
織体験発表があり、ＪＡ八戸田子支部 市村文子さんが
１位に選ばれました。どの組織も、一人では成し得な
い活動が多いようで、女性部の仲間とだからこそでき
ることがたくさんあるとの内容でした。
記念講演では、山形新幹線「つばさ」の車内販売員
茂木久美子氏の講演がありました。他の新幹線と比べ
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て条件が悪い中、一人で１日のコンビニ並みを売り上
げ、テレビでも取り上げられるほどのカリスマ販売員
から、一期一会を大切にしてきた裏側のお話を聞くこ
とができました。
（栢森慶子記）
◎第68回秋田県地域婦人会大会（８月24日）
秋田市文化会館大ホールで行われ、大潟村からは６
人参加しました。
まず初めに「第49回北方領土、復帰促進婦人、青年
交流集会に参加して」と題して、秋田市、男鹿市、能
代市の３名が写真を説明しながら発表しました。北方
領土の近くまで行き、日本への返還を実現してほしい
と強く感じたそうです。
次に「どうなる北方領土交渉」と題して、元ＮＨＫ
解説委員の山内聡彦氏の講演が行われました。「この
問題を解決できるよう、安倍首相になんとか頑張って
ほしい」という話が心に残りました。
アトラクションでは、３つの地域の方々が発表しま
した。特に天王婦人会の「ドジョウすくい」はまるで
本業の方のように上手く、会場は笑いでいっぱいでし
た。
（東２−５女性部班長・林留美子記）
◎移動研修１日目（９月２日）
参加者18名がバスで仙台に向かい、まずはキリン
ビール仙台工場で昼食と見学を行いました。東日本大
震災では津波の被害もあったそうで、あちこちにプ
レートがありました。24時間休まず、従業員が交代で
操業しているそうですが、工場内ではほとんど見かけ
ず、ビン詰め作業場で２・３人見かけて歓声を上げる
ほどでした。（笑）
次に向かった鐘崎笹かま館の七夕館では、仙台七夕
飾りの実物が所狭しと並び、歴史ある古い形から現代
の形への変遷が分かりました。手作りの苦労話を聞い
てから見ると、美しさと創造性をますます感じられま
した。
その後山の方に向かい、泉ヶ岳温泉やまぼうしに泊
まりました。
（谷冬美子記）
◎移動研修２日目（９月３日）
定義如来西方寺でお寺の説明を聞いた後、前住職か
らお話しをいただきました。女性の笑顔は大事、あい
さつは自分から進んでする、拍手をする、人を褒める、
感謝することを習慣にする等、日頃の暮らしを振り返
る良い機会でした。
その後本堂などを見学しました。お寺は、縁結び、
子授けの御神木があるということで、心当たりのある
人は一生懸命お参りをしていました。門前町も散策し
て、名物の三角油揚げを食べて満足しました。
最後に、仙台泉プレミアムアウトレットに寄りまし
た。お店がいっぱいでウインドウショッピングを楽し
みました。
幸い雨も降らず、とても楽しい研修でした。
（福田久美子記）
◎県ＪＡ女性組織リーダー研修会（９月11日）
秋田県ＪＡビルで行われました。
初めに県中央会から次期３か年における目標、〇農
業所得増大・農業生産拡大、〇地域インフラコミュニ
ティーの維持、〇ＪＡ経営基盤のさらなる強化、につ
いての説明がありました。
続いて、家の光協会の平間聡局長の講演「今までの
女性部、これからの女性部 〜女性に期待する共同活動
〜」では、女性部の歴史を紹介し、これからの女性部、
女性部の価値、存在意義のお話があり、次世代の育成
が急務であるとの内容でした。
午後からはＪＡ全中の佐久間幸子氏から講演「女性
が創る地域と未来 〜私たち女性部とＪＡ」があり、そ
の後グループに分かれてワークショップを行いまし
た。
（栢森慶子記）

子ども屋台村

整備課農機のフランクフルト

たくさんご来場いただきありがとうございます

資材課・営農支援課のかき氷

金融課のお菓子つかみ取り

超神ネイガーショー

整備課自動車のやきとり

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

ストリートダンス
お笑いライブ
大潟教室の皆さん

「 ウンチョコチョコチョコ
ピー」が子どもたちに大人
気！ＧＯ！皆川が会場を沸か
せました。

かっこよく決めてくれました

ＪＡ大潟村は９月１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︒

ＪＡまつり
初登場 に
!

第６回ＪＡまつりを
開催しました！

特集

260人の子どもが訪れ、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。

子どもたちの姿に観客は大盛り上がり

J Ａだより
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豪華賞品や、ＪＡ各課からの提供品など
大抽選会 もあり、村内の方が大勢詰めかけました。
当選された方、おめでとうございます。

フラダンス

今年も「プアレア」の美しい踊りに、
会場中が魅了されました。

新入職員あいさつ
来場の皆様の前で、平成30年度の
新入職員が自己紹介しました。

ビアガーデン＆おつまみ屋台

（写真左から）共済課・柏崎裕紀職員、整備課農機・
中道淳人職員、整備課農機・下間圭太職員、
（一人とばして）整備課自動車・髙橋卓弥職員

夕方からは約270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、生ビールやワインな
どの飲み物、豚串などをオール100円で振る舞いました。
今年も鹿児島から、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22回 「生き方としての農業」への問い
昭和の農聖と言われた松田喜一翁（1887-1968）の熊
本県にある修練農場を訪ね、「生き方としての農業」編
の問いに向き合おうというセミナーに参加した。
そこでは、人々は、農業の近代化・産業化に過剰適応
して農業の本質を見失っているのではないか、と問われ
た。農業の本質を「いのちを育てる仕事としての農業」
と捉えるのは発言者にほぼ共通だったが、自然との関係
や農業に携わる人同士の係わり方や精神のあり方につい
ては多様な意見があった。
松田翁が提唱した「百姓の五段階」（「生活のための百
姓」、「芸術化の百姓」、「詩的情操化の百姓」、「哲学化の
百姓」、
「宗教化の百姓」）という考え方をめぐり、“宗教化”
とは、照って心配、降って心配、吹いて心配、何もなけ
ればないで、また心配と、「自由にならないから、いつ
も（謙虚に）祈っているということではないか」（山下
惣一氏）という理解が提示される一方、「哲学的、宗教
的なものは、要はあなたの世界。それをあなたの家族、
子ども、知人はどう思うか。あなたの思いと手を結んで
やっていく雰囲気か」（田辺正宣氏）という問題提起も
なされた。
日本の農業は―農業だけでなく日本社会全般かも知れ

ないが―、他の国や社会には稀なほどの産業化・近代化・
資本主義化の遂行命題に従うよう強く要請されている。
他方では、自分たちの生活の根幹を忘却していくという
社会と自分たち自身の病理現象にも直面している。農業
と人間の係わりは、本来、生物生態の自然摂理に根差す
ものだということを、知識としても、精神態度としても、
実際面においても学び直し、身に付け、健全さを取り戻
すことがすべての人たちに、いま、強く求められている
のではないだろうか。
〈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。

情報
今月のいちおし

月刊誌『家の光』は12月号から新しく生まれ変わります！

この機会に『家の光』を購読してみませんか（12月号のみの購読も可能）。お申し込み・お問い合わせは生活課（45‑2214）まで
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労働保険（労災保険）の加入手続きはお済みですか
11月は「労働保険適用促進強化期間」です。
労災保険は、本来、労働者の負傷、疾病、障害、死亡な
どに対して保険給付を行う制度ですが、加入義務のない農
業者の方も、一定の要件のもとに特別加入という形で任意
加入できます。
まだ加入されていない場合は、
金融課・労災担当 石川（TEL45−3018または2211）に
ご相談されますようご案内いたします。

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、今年も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
場

時
所

11月７日（水）10時30分〜 14時頃
ホテルサンルーラル大潟 大ホール

★準備の都合上、10月25日（木）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−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」………………………………………… ３本
「ＪＡ−ＳＳ得々コース」（3,000円分ご利用券）… 10本

理事会報告
９月27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
・たまねぎ乾燥・貯蔵・調製施設の建築進捗状況報告
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
議
案
第41号 たまねぎ関連の機材・機械のリース料の設
定について
第42号 農産物検査業務規程の一部改正について
第43号 信用事業方法書（貸出に関する特例）の利
率設定について
第44号 貸付金について
協議事項
・会計監査人候補者の指定について
・第30回 秋田県ＪＡ大会議案について

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
９月の活動はありません
●活動予定
10月下旬（日にち未定）柿もぎ手伝い、種苗
交換会見学

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。

給油所の冬期間営業時間変更について
下記の通り営業時間を変更いたします。組合員はじめ、
利用者の皆様には大変ご不便をおかけいたしますが、何卒
ご理解とご協力をお願い申し上げます。

①期
②時

間
間

平成30年11月１日〜平成31年２月末日まで
午前７時30分〜午後６時まで（平日、日曜、祝日）

お問い合わせは給油所（TEL 45−2511）まで。

職
退 職

員

人

事

９月19日付

組合員の皆様、ありがとうございました。
加 藤
航（営農支援課・臨時職員）お疲れ様でした。

ＪＡ大潟村の概況 30年９月末現在
貯 金…275億9,132万円
貸出金… 73億3,165万円
出資金… 9億3,645万円

7
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正組合員数……1,076名
准組合員数…… 41名

−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。

≪歩行者に対する反射材等の利用促進≫
反射材は、弱い光でも反射し遠くからも見えます。
夜間の外出時は、視認性の高い明るい服装と反射材
を着用し、自分の存在に早く気付いてもらいましょう。
五城目警察署

TEL 018−852−4100

よく食べ、よく笑う女の子
いつも笑顔いっぱいの莉乃は
初めての
お誕生日おめでとう
!!
です。最近はお父さんの頭を
我が家のアイドルです。家族
No.214

大潟ドリームス、健闘！

生産者増加中

ＪＡでは組合員の農業所得の増

たまねぎ栽培講習会

９月８日と９月 日、秋田スカイドーム（秋田

大のため、稲作プラス高収益作物

ＪＡ共済学童野球大会
市雄和）で第 回ＪＡ共済学童野球大会が行われ、

への取 り 組 みとして「 たまね ぎ 」

２回戦から出場し、秋田しんせい管内の「鶴舞野

営農支援課は９月 日に栽培講習

の生産拡大を進めています。

県内 ＪＡの管内代表チームが熱戦を繰り広げま
した。

16

大潟村管内の「大潟ドリームス野球スポ少」は

16

会を行い、 人が参加しました。

ニア野球スポ少」と対戦し、健闘及ばず 対５で

続く準決勝では、あきた湖東管内の「羽城ジュ

を 取 得 し、 た ま ね ぎ 生 産 に 取 り

や生産者に貸し出す関連農 機具

業 を 利 用 し て、 集 荷 用 コ ン テ ナ

ＪＡは国の産地パワーアップ事

第３位となりました。悔しさをにじませる選手た

員数を増やし、現在は 人になり

組合」は昨年６月の設立時から会

ＪＡの農産部会「たまねぎ生産

燥・調製・貯蔵施設が完成します。

２０１９ 年 ２月 に は た ま ね ぎ 乾

組みやすい環 境 を整 備しました。

優 勝 羽城ジュニア
野球スポ少
準優勝 八竜ジュニア

ました。３年後には１００㌶での

29

ない拍手が送られました。

ちでしたが、観覧席からは健闘をたたえて惜しみ

球スポ少」に９対７で勝ちました。

25

栽培を目指します。

たまねぎ栽培講習会の様子

8
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JAだより おおがた

20

14

第３位 大潟ドリームス
野球スポ少

皆さん、お疲れ様でした！

13

莉乃ちゃん

大﨑
彩芽ちゃん

PhotoNews
ォトニュース

フ

第３位 花輪北ライズ
選手宣誓を行った三村正義（まさよし）主将

みんなが「りのー♡」と言っ
て仕事から帰ってきます。こ
れからも元気いっぱい愛され
る子に育ってね♡

なでなでしてくれるようにな
りました。
１歳の誕生日おめでとう‼

の
り
あやめ

髙橋

お誕生日おめでとう !!
初めての
No.233

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

