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秋田の未来へ、スマート農業始動！！
ＪＡ農業機械大展示会へＧＯ

今月の表紙

06

森の妖精

2018年４月下旬、仙北市で撮影。
刺巻湿原のカタクリとミズバショウを撮るため、
朝に一度訪れました。その後田沢湖にも足を延ばし
ましたが、気になって夕方４時頃に戻ってみると、
夕日が当たってとても幻想的でした。
撮影／大潟村写真クラブ 坂本みほ子 さん

今月号の主な内容
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あぐりプラザ情報・新連載 家族の健康
女性部活動だより
フォトニュース・金融課よりお知らせ
営農だより
今月のいちおし情報
理事会報告・フレミズだより・青年部活動報告と予定・職員人事
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
★Friday SALE（金曜日特売）開催予定日

６月14日㈮・６月28日㈮
７月

5

日㈮・７月12日㈮

★ポイント３倍day開催予定日

６月26日㈬・７月 8 日 ㈪
★ポイント２倍day開催予定日

６月20日㈭・6月30日㈰・7月10日㈬
※６月30日（日）は全商品5％割引でさらにお得！！

★6月のあぐり特売開催予定日

６月20日㈭・21日㈮ の2日間
営業時間

★日曜特売開催予定日

レジにて全商品５％割引!!
６月16日㈰・６月23日㈰
６月30日㈰・７月 ７ 日㈰
７月14日㈰
※当店ポイントカード提示のお客様に限ります。新規ポイン
ト会員募集中!!（即日使用可能です。
）
※一部除外品がございます。
（テナント商品、雑誌、たばこ、
市町村指定ゴミ袋 等）
☆お酒の宅配便始めました!!
お買い物時、お酒は重くて大変ですよね！当店ではお電
話一本でご自宅までお届けします!
詳しくは、折込チラシをご覧ください!!

午前９時～午後７時（日曜日も休まず営業しております） お問い合わせは生活課（45-2214）まで。

予防したい日焼け
健康科学アドバイザー◦福田
春の晴れた日は気持ち良いけれど、紫外線が
たっぷり降り注ぎ、その害が気になります。紫
外線の浴び過ぎは、肌にしわや染みを作り、場
合によっては皮膚がんの誘因にもなりかねませ
ん。ですから、屋外での農作業やレジャーのと
きには肌をしっかり防御したいものです。
長袖と長ズボン、つばの大きな帽子をかぶり
ましょう。帽子は、野球帽のような前面だけで
なく、麦わら帽子のような後ろ側にもつばが必
要です。皮膚が薄くしわになりやすい首は、手
拭いやスカーフで覆うことが望まれます。もち
ろん手袋も欲しいです。
日焼け止めクリームは、小まめに塗り直すの
が良いので、外出時には携帯しましょう。顔だ
けでなく、首や耳、耳の周囲も忘れずにやや多
めに塗ると安心です。手の甲も染みができたり、
加齢的な変化が表れやすいので、手袋ができな
いときは、日焼け止めクリームが必要です。
ただし、日焼け止めクリームは、肌の刺激に
なり肌荒れなどを起こす人もいます。専用のク

千晶

レンジングクリームなどできれいに落としてか
ら、せっけんを使い洗い流しましょう。面倒に
感じられるかもしれませんが、毎日の積み重ね
で美肌を維持できる人、そうではない人の差が
できるのです。サングラスは皮膚が薄い目の周
囲の肌を守る役割もあります。UVカット機能
の付いたサングラスは、目を紫外線から保護し
てくれます。目も長年にわたり紫外線を浴び続
けると、白内障など目の病気の原因になります。
おしゃれも健康保持も兼ねて、サングラスは
上手に使いたいアイテムです。黒過ぎるサング
ラスは光りが入りにくいため、かえって瞳孔が
開き目の中に入る紫外線が
増えてしまうのは意外なこ
とです。薄めの色でUVカッ
ト付きのサングラスがお薦
めです。母の日や父の日の
プレゼントに、サングラス
を選ぶのも良いのではない
でしょうか？

J Ａだより
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第419号

より」
女 性 部「活動だ
☆これからの行事予定
◎７ 月19日 秋田県ＪＡ女性大会・家の光大会（秋田市）

★南秋連合婦人会大会・消費者問題研修会
について
７月７日（日）、大潟村村民センターで開催さ
れます。
午

前

午

後

★第１回不用衣類回収
時】 ７月４日(木)
午前９：30 ～ 11：30
【場 所】 村民センター東２丁目分館
（旧東２丁目児童館）
【問合せ】 大潟村役場 環境エネルギー室
TEL 45−2115
※第２回目は12月５日（木）の予定です。
【日

回収できる衣類
※洗濯したもの
○綿の衣類
（下着類・Ｔシャツ・Ｙシャツ
学生服・トレーナー・つなぎ
服等で、アクリル・ナイロン
混合可）
○タオル類
（タオル・バスタオルなど）
○タオルケット・シーツ

南秋大会
講演「しあわせの国デンマーク」
国際交流員 アントン・キュルブ 氏

消費者問題研修会
講演「お口の健康、気にしてますか」
県健康福祉部 健康づくり推進課
口腔保健支援センター 副センター長
田所大典 氏
八郎潟・五城目・井川からの会員を含め120人
程の参加を予定しています。詳しい日程と申込書
は後日配布しますのでよろしくお願いします。
箸、飲み物は各自持参ください。 （山本嘉子記）
★「せっけん作り活動グループ」立ち上げました。
環境にやさしい、人にやさしいせっけんを一緒
に作ってみませんか。
食用油の廃油を使ったせっけん、贅沢なオイル
を使ったせっけん、宝石のようなせっけん、お菓
子のようなせっけんなど。どんなせっけんを作ろ
うかな？
詳しくは「あぐりプラザ」の掲示板に掲載します。
たくさんの参加、よろしくお願いいたします。
（せっけん作り活動グループ代表 一箭 薫記）

綿毛布・布団カバー等
回収できない衣類
布団類・ウール・セーター類
皮革類・キルティング類
カッパ・ヤッケ類
（水を吸わないもの）
軍手・軍足・手袋
靴下・帽子など
（小さいもの）
不用衣類をお持ちの方は、どうぞこの機会をご
利用ください。
（エコレク部・鎌田記）
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★研修旅行について
９月上旬の研修旅行について希望やおすすめの
場所がありましたら、執行部・役員までお知らせ
ください。一泊、日帰りどちらでも。よろしくお
願いします。
（山本嘉子記）
★活動報告と各種会議報告
◎県婦連総会（５月14日）
アトリオンで開催され、150名が出席しました。
会員数は全県で14,000人ほどですが、残念なが
ら減少が続いています。小玉喜久子会長（潟上市）
から、「楽しく、明るく、積極的に活動し、仲間
の輪を広げましょう」とあいさつがありました。
30年度の事業報告、収支決算、31年度事業案、
予算案、重点目標が承認されました。
今年度の県婦連大会は８月23日、秋田市文化
会館で開催されます。
（山本嘉子記）

フ

PhotoNews

メニューの一例
（写真右上から時計回りに）
きんぴらごぼう、エビフライ
のタルタルソースがけとサラ
ダ、とろとろワカメの酢の物、
ほうれん草とえのきの胡麻和
下ごしらえをして袋に詰める担当者
え（写真は２人分）

11
30

農福連携ファーム

17

かぼちゃの定植

大潟村社会福祉協議会（土田章
悟会長）が、農福連携による高齢
者や障がい者の福祉活動の拠点と
して２０１８年に整備した「農福
連 携 フ ァ ー ム 」。 今 年 は 面 積 を ２
倍の約１㌶にし、５月 日にかぼ
ちゃの苗を計２５００本定植しま
した。
大 潟 つ く し 苑 の 利 用 者 と 職 員、
シルバー人材センター、老人クラ
ブなどをはじめとする村内の高齢
者計 人が参加し、ＪＡ営農支援
課のアドバイスを受けながら作業
しました。
この圃場は、特産かぼちゃ生産
組合の栽培基準に適合させるとと
もに、畝間を通常より２㍍長い
㍍にし、つるを折り返す手間を無
くしました。
つ く し 苑 の 利 用 者 は、「 暑 く て
しゃがみながらの作業はつらい
が、収穫が楽しみだ」と感想を述
べました。
20

かぼちゃの定植を行う、大潟つ
くし苑の利用者と村の高齢者

農繁期の主婦をお助け

女性部などで組織する共同炊
事 推 進 委 員 会 は、 ５ 月 ～ 日
までの 日間、ＪＡ農産物加工セ
ンターで共同炊事を実施しまし
た。委託を受けた担当者が、１日
４５４食の調理・配送にあたりま
した。
共同炊事は忙しい田植え時の家
事負担を軽減するべく、１９７５
年に当時の婦人部の努力で始まり
ました。幅広い味の好みに対応で
きるよう下ごしらえまでを済ませ
た半調理食材と、
すぐに食べられる
お惣菜とを組み合わせてあります。
栄養バラ
ンスに配慮
した献立で
す の で、 ま
だ利用され
たことのな
い 方 も、 来
年はぜひ利
用してみま
せんか。
20

家事負担軽減の
共同炊事

ォトニュース
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※フォトニュースは10ページにも掲載しています。

金融課よりお知らせ

「定期性貯金期日のご案内」
「定期積金期日のご案内」発送終了について
（2019年10月31日作成分をもって発送を終了します）

このたびＪＡバンクでは、定期性貯金（定期貯金、定期積金など）のお取引をいただいているお客様に発送しておりま
す下記の御案内状につきまして、誠に勝手ながら、2019年10月31日作成分をもちまして、発送を終了させていただきます。
ご案内状でお知らせしている満期日などにつきましては、お手元の通帳、証書などでご確認いただきますよう、お願い
申しあげます。
今後もお客様にご満足いただける商品・サービスの提供に努めてまいりますので、変わらぬご愛顧を賜りますよう、心
よりお願い申し上げます。
なお、
「ＪＡネットバンク」をご契約のお客さまを対象に、ご案
【発送を終了するご案内状】
内状と同様の内容をＥメールで受け取ることができるサービスを
■定期性貯金期日のご案内
行っております。この機会にぜひ、ＪＡネットバンクのご利用を
対象商品 定期貯金、積立式定期貯金、譲渡性貯金
ご検討いただきますようお願い申し上げます。
内
容 満期日、中間利払日などのご契約内容
作成時期 原則として満期日、中間利払日の２か月前の月末
※発送を継続する先
◦法人・団体のお客さま
ＪＡネットバンク
◦課税区分がマル優の口座をお持ちのお客さま のお申込みはこち
らのページから

■定期積金期日のご案内
対象商品 定期積金
内
容 満期日などのご契約内容
作成時期 原則として満期日の２か月前の月末
※発送を継続する先
◦法人・団体のお客さま

※パソコンやスマートフォン、
携帯電話（ガラケー）からで
も「振込・振替」、
「 定期貯金
残高照会・預入」、「住宅ロー
ンの繰り上げ償還」などがで
きる便利なＪＡネットバン
クは、ＪＡ大潟村ホームペー
ジのトップにある「ＪＡネッ
トバンク」のページからお申
し込みできます（貯金窓口で
もお申込みいただけます）。

詳しくは金融課（45ー3018）までお問い合わせください。

J Ａだより
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「レポート」～農業用ドローン活用の現場から～

営農

だより

ＪＡでは2018年度、将来の機械化・近代
化農業による大潟村農業振興を目的として、
農業用ドローンを取得した組合員を対象に
取得費用の一部助成を行い、３台のドロー
ンが導入されました。
導入されたドローンが実際にどのように
活用されているのか報告します。

今回（ 5 月10日）取材したのは…

今

盛 人さん（57歳）

作物：水稲 31.5ha、たまねぎ 2.5ha

次男の雅人さん（23歳）が操縦免許を取得
し、アルバイトの人夫さんを含めて３人１組
でドローンを使った農作業を行っています。

◦どのような作業にドローンを利用しましたか
現在たまねぎ栽培１年目で試行錯誤している段階ですが、生育を良くするためドローンを使って肥料の葉面散布
を試しています。３月から行い、今日で３回目です。

今さんの所では、①オペレーター（ドローンを操縦する人・次男の雅人さん）、②ナビゲーター（圃場の反対側から「10m、
5m、ターン」とオペレーターに合図する人。今さんはトランシーバーを使用）、③液肥や農薬の補充と、バッテリー
交換をする人（写真右）、の３人１組体制で作業を行います

◦今後はどのような作業に利用する予定ですか
田植え後の除草剤散布とカメムシ防除に利用する予定です。これまでは業
者に無人ヘリでの散布を委託していましたが、必ずしも希望するタイミング
で散布してもらえるわけではありません。これからは自分が散布したいタイ
ミングでできるので、防除効果が向上することを期待します。

◦ドローンを取得しようと思ったきっかけは
人手不足が非常に深刻化している時代なので、できるだけ人手を使わずに
農作業できる体制を作りたいと思ったのがきっかけです。

バッテリーの装着も非常に簡単です。
今回の作業（2.5ha、1時間）では計４回
交換しました

◦実際にドローンを使用した感想は
（盛人さん）バッテリーの持ち時間が約10分間なので、もっと長くなるよう
に改善してほしいです。あとは、空中散布可能な農薬が少ないので、空中
散布できる農薬の登録数がもっと増えれば、ドローンは爆発的に普及する
と思います。
（雅人さん）ドローンを操縦するためには、「産業用マルチローターオペレー
ター技能認定証」の取得が必要となるので、大館市の東光鉄工で5日間講
習を受けました。操作自体は簡単に覚えられますが、着陸時はやや難しい
ので気を使います。また、このドローン（東光鉄工・TSV－AH2）は標準
装備のGPSセンサーがアシストしてくれるので、少しくらいの風であれば
直線はスムーズに進みますが、やや強い風の時は微調整しながら操縦する
必要があります。従って、広い面積で連続して作業を行うのであれば、作
業に携わる人全員が操縦免許を取得し、交互に操縦するのが理想的です。
ドローンはヘリコプターと違い未完成な部分が多いですが、これから改
良が進んでより良いものになってくれると期待しています。
～今後も、農業用ドローン活用の様子を順次報告する予定です～
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軽トラックの荷台に発電機と充電器
セットを積んで充電しています。１回
の充電時間は約30分間です

2.5haの葉面散布が1時間で完了しました

特集

秋田の未来へ、スマート農業始動！！
ＪＡ 農 業 機 械 大 展 示 会 へ Ｇ Ｏ
ＪＡ全農あきたは６月19日（水）～ 21日（金）の３日間、秋田
県立スケート場を会場に「ＪＡ農業機械大展示会」を開催します。
今年も未来を創る最新農機が勢揃い！！系統メーカー 2019年モ
デルが一挙公開、体感試乗コーナーもありますので、ぜひご来場く
ださい。

貝塚
諒
（整備課農機）

会場でお待ちして
おります。お忙し
いとは思います
が、近くに来た際
はぜひ４Ｋテレビ
を当てに来てくだ
さい！

J Ａだより
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大好評

農機抽選販売会

今年も３日間開催！！
ステージ上にて
ビッグに開催！！

小野花子が

やってくる！
！

お楽しみ
大抽選会の引
き換え券は当日
受付またはＪＡ
担当者よりお受
け取り下さい。

大抽選会
４Ｋテレビが
毎日 ２台 当たる！！

▪秋田ノーザンハピネッツの
選手が登場する！
スペシャルイベント開催！！
▪骨強度測定＆血管年齢測定コーナー
測定後、最適な乳製品をご紹介します。

相談コーナーのご案内
農家の皆様が日頃悩んだり、考えたりしている事がありましたら、是非、ご相談下さい。少しでも農家の
皆様の参考になればと思い、各種相談コーナーを設けておりますので、お気軽にご利用下さい。

【各種相談コーナー】 ◦肥料・農薬

◦農業関連資金

◦農業機械リース

下町ロケット出演機を展示します！！
体感試乗
コーナー
最新農業機械に乗って
感じていただきます。

スマート農業
紹介コーナー

園芸関連
機械コーナー

未来の農業を体験！！

えだまめ・ねぎに関する
情報満載！！

お問い合わせは整備課農機（45-2585）まで
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情報
今月のいちおし

サマーキャンペーン
2019

～ JA大潟村より貯こっといい夏 ～

定期貯金新規・増額ご契約に応じて
クールくつろぎ枕

冷えると浮き出る
グラデーションカラー

ドットグラス
２個組

プレゼント！！
10万円以上
どちらか１つお選びいただけます。

50万円以上
２つお選びいただけます。

キャンペーン期間
令和元年

令和元年

６/３（月） ８/30（金）
定期貯金金利 年 0.11％
（税引後0.087％）

◦お申込みいただけるのは個人のお客様です。
◦対象となるのは新規にお預入れいただいた10万円以
上の１年もの定期貯金（自動継続）です。

ＪＡ大潟村

ⓒよりぞう

金融課

TEL 45−2211（代表）45−3018（貯金窓口）

J Ａだより
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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
2019年５月１日（水）
～７月31日（水）
（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 —

夏山登山 行き先を告げて 無理をせず
入山する際の注意事項をチェックするとともに、登山計
画書（登山届）を管轄する警察署又は警察本部に提出し、
山岳遭難防止に努め、安全で楽しい入山にしましょう。

登山者の皆さんへ
❖登山に行くときの注意・装備品の注意
・家族に行き先を告げる
・自分の体力、体調にあった行動をとる
・十分調査した山に入るようにする
・入山する山の地図、コンパスを所持する
・天気予報・気象情報を確認してから出かける
・予備の食糧、雨具、着替え、ライター、ナイフ、熊鈴、
ラジオ、笛などを持つ
・携帯電話（電波の届く場所がある）を持つ
・服装、所持品は目立つ色（白色タオル等を持参）
❖入山時の注意
・同行者と離れないようにする
・登山道、方向を見失わないようにする（道が分からなく
なったら下山する）
・早めに切り上げ、明るいうちに下山する
・登山者は、登山計画書を管轄する警察署又は警察本部に
提出する
・登山計画書（登山届）の提出は、郵送、ＦＡＸのほかイ
ンターネット、携帯電話から「電子申請」による届出も
できます。秋田県警察ホームページからアクセスしてく
ださい。
❖もし、迷ってしまったら
・むやみに歩き回らない（沢に転落する例がある）
・雨風を防げる場所で救助を待つ
・明るくなったら見晴らしの良い場所に出て救助を待つ
・捜索のヘリコプターを見つけたら、見通しの良い場所に
移動し、目立つ色の着衣・雨具・タオル等を振って居場
所を知らせる。また、
「○○さんですか」と呼び掛けま
すので、両手で円を描き大きな動作で答えましょう。
※上空から見て最も目立つ色は、白色です。
五城目警察署

TEL 018－852－4100

ＪＡ大潟村の概況 2019年５月末現在
貯 金…295億7,658万円
貸出金… 72億 244万円
出資金… 9億3,440万円

9

J Ａだより

正組合員数……1,067名
准組合員数…… 42名

理事会報告
５月31日開催
報告事項
・業務報告について
・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
・セクシャルハラスメント相談対応マニュアルの一部改正について
・平成30年度内部監査実施報告について
・平成30年度内部監査の品質に関する内部評価報告について
・全国監査機構財務諸表等監査（期末）報告並びに独立監査
人の監査報告書について
・平成30年度監事監査報告書について
・平成30年度期末監事監査意見書について
・令和元年度監事監査計画について
・大口信用供与先の経営状況等について
議 案
第16号 利用機械施設管理運営規程の制定について
第17号 組織規程の一部改正について
第18号 就業規則の一部改正について
第19号 セクシャルハラスメント防止規程の一部改正について
第20号 職制規程の一部改正について
第21号 余裕金運用規程の一部改正について
第22号 「信用事業運営体制のあり方」について
第23号 会計監査人の報酬等に関する同意書について
第25号 第50回決算関係書類の承認の件について
第26号 定款の一部変更の件について
第27号 監事監査規程の全部廃止の件について
第28号 平成31年度事業計画について
第29号 中期経営計画（令和元年度～令和３年度）について
第30号 第50回通常総会の開催について
第31号 第50回通常総会提出議案について
第32号 書面議決権の行使に関する取扱いについて
第34号 令和２年度職員採用試験について
第35号 不良債権の処理方針について
第36号 理事と組合との契約について
第37号 貸付金について

フレミズだより
●活動予定

６月28日

夜のお茶会

ふれあい健康館

～フレミズ部員募集中～

フレミズは楽しい行事を通して、住区の友人だけではなく
様々な出会いを広げられる交流の場です。まずはお試し部員か
らはじめてみませんか？
詳 し く は お 知 り 合 い の 部 員、 ま た は「 あ ぐ り プ ラ ザ 」
（45‒2214）までお問い合わせください。

職
異

動

氏
加藤

員

５月20日付

名
伸正

青年部

人

事

職員の人事異動を行いましたので
お知らせいたします。

新
任
営農支援課販売係

旧
任
資材課資材係

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
５月 ７ 日 水稲育苗巡回・かぼちゃ定植
５月31日 役員会（ＪＡ理事選アンケート作成等）
６月 ６ 日 県正副部長会議（秋田市）
●活動予定
随時

畑作班

特産かぼちゃ作業

No.238

No.214

大島

初めての

お誕生日おめでとう !!

初めての お誕生日おめでとう !!

たか と

なぎ と

宇翔ちゃん・凪翔ちゃん

藤田

１才のお誕生日おめでとう！元気に大きく育ってくれてあり
がとう！いつも２人で楽しそうに遊んでいる姿を見るととても
嬉しいよ♪
これからもたくさん笑ってみんなで一緒に成長していこうね！

り

こ

梨瑚ちゃん

特技は早寝早起き。さすが百姓のムスメ。よ
く食べ、よく笑い、よく泣き。これからも、そ
のまんまの梨瑚でいてね。幸せをありがとう。
ハッピーバースデーリコ♡

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

▲圃場巡回
の様子

▲

巡回前に、播
種の時期や剪
葉の有無によ
る生育の違い
を確認する参
加者（ＪＡ農
産物集出荷所）

JAだより おおがた

生育おおむね順調

ＪＡでは組合員の農業所得の増大のため、稲作プラス
高収益作物への取り組みとして「たまねぎ」の生産拡大
を進めています。
営農支援課は５月 日に圃場巡回を行い、 人が参加
しました。たまねぎ生産組合員の圃場計５か所で生育状
況を確認した後、県農業振興普及課職員と、県立大学研
究員が栽培についてアドバイスしました。強風の影響等
で圃場間差が見られるものの、定植時や３月の気温が高
かったことから生育はおおむね順調とのことです。
たまねぎ生産組合の菅原和幸組合長は、
「本格的な栽培
２年目の今年は、昨年よりも生育が良く収穫に期待して
いる。先日完成した乾燥・貯蔵・調整施設が順調に稼働し、
良いたまねぎが高く売れてほしい」と述べました。
14

たまねぎ圃場巡回

ニュース
フォトPhotoNews

20

※フォトニュースは４ページにも掲載しています。
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