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ＪＡ大潟村は今年で50周年
JA OGATAMURA

th ANNIVERSARY ～写真で50年を振り返ります～

今月号の主な内容
02

あぐりプラザ情報・新型コロナウイルス感染防止策に
かかる対応について
女性部活動だより

麦類生産班の刈取り風景（1992年７月10日）

03
04 特集 「ひと」
「いえ」
「くるま」のＪＡ共済・保障のご確認を！
06 コメ記者熊野のコラム
07 理事会報告・フレミズだより・青年部活動報告と予定
08 初めてのお誕生日・フォトニュース

撮影／大潟村写真クラブ

樋熊

正夫 さん

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
★金曜市開催予定日

★通常特売開催予定日

５月15日㈮・５月29日㈮

５月21日㈭ ・ 22日㈮

６月５日㈮・６月12日㈮

☆夕市開催中!!（平日の毎日、夕方４時より特価品を取

の２日間

り揃えてお待ちしております。）
☆ご自宅でのお困りごとはございませんか？（リフォー

★ポイント３倍day開催予定日

ムに関してもご相談ください）
水回りの困りごと、テレビの映りに関して、ストーブ

５月26日㈫・６月９日㈫・６月15日㈪

の故障等、どんなことでもご相談ください。
☆５月26日（火）10：30～ はミスタードーナツ店頭販売

★ポイント２倍day開催予定日

••••

５月20日㈬・５月30日㈯
お問い合わせは生活課

営業時間 午前９時～午後７時 （45-2214）まで。

お知らせ

••••

・６月より、ご利用度の低かった『０「ゼロ」の
つく日のポイント２倍day』は取り止めとさせて
いただき、よりお得にお買いものいただける『ポ
イント３倍day』をこれまでの月２回から月３回
に拡張します‼

新型コロナウイルス感染防止策にかかる対応について
緊急事態措置の実施を踏まえ当ＪＡにおいても感染防止策の更なる徹底を図るため、下記の通り営業時
間の短縮、および業務遂行する職員を半数程度の要員で対応することにいたしました。
つきましては、組合員、利用者には大変ご不便、ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解、ご協力を
賜りますようお願い申し上げます。

≪各部署の対応≫
事

業

所

ＪＡ会館内（金融課・経営課・共済課）
（勤務要員縮小対応）

５月11日 月 ～５月31日 日
時間短縮部署

○

資材課・営農支援課
整備課（自動車・農機）

時

間

９：00 ～ 15：00

（土曜日・日曜日は休業となります。）

８：30 ～ 17：00

（勤務要員縮小対応）

※生活課（あぐりプラザ）
（勤務要員縮小対応）

業

（５／１から対応）８：30 ～ 17：00
（肥料・農薬等の配達を中止いたします。）

（勤務要員縮小対応）

給油所

営

９：00 ～ 19：00

○

（５／１から対応）７：00 ～ 18：00
（門型洗車機の使用を中止いたします。）

※生活課（あぐりプラザ）の営業は、当面、通常時間で対応いたしますが、社会情勢を踏まえて変更する
場合があります。変更時は改めて告知いたします。
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第430号

より」
女 性 部「活動だ
★野菜栽培体験のご案内～野菜栽培活動グループ
野菜栽培活動グループでは、体験を希望される
方を募集いたします。都合の良いときだけでも、
短時間でも、ＯＫです。
サツマイモ植えやニンジンの種まきサトイモ、
その他色々な野菜栽培を６月初旬から行います。
体験は無料です。体験を希望される方には、種
まきなどの作業する日にちと時間をお伝えします
ので、栢森  090－2607－6911 か 三村  090
－7075－2108 までお知らせください。
（三村敏子記）

じゃがいもの植え付けの 野菜栽培活動グループで一緒に
様子
体験しませんか

★あぐりプラザを利用しましょう
店内を少しリニューアルしましたがいかがです
か。お惣菜や魚などメニューも増やし、皆さんの
希望にそえるようとっても頑張っています。気づ
いたことがあったらいつでもお知らせください。
新型コロナウイルス感染症対策の一環としてぜ
ひ、あぐりプラザの利用をお願いします。
（山本嘉子記）

★南秋連合婦人会大会・消費者問題研修会について
南秋正副会長会において、今年度の大会は中止
になりました。八郎潟町で７月５日開催予定でし
たが、新型コロナウイルスの今後の予想がつかな
いことから１年延期になります。当番町は八郎潟
町のままです。令和２年度県婦連大会は秋田市文
化会館で８月21日開催予定です。
（山本嘉子記）

★活動報告と各種会議報告
◎水稲育苗講習会（３月18日・16名参加）
ＪＡ会館で営農支援課の斉藤春彦課長補佐を講
師に苗づくりの講習会を行いました。
苗の葉齢の説明、温度管理、通風と灌水の留意
点、病原菌のことなど、詳しく説明をしてくださ
いました。苗半作といわれるくらい、苗の管理を
任された人は、真剣に聞いておりました。また、
質問なども多く出され時間が足りないほどでし
た。
（栢森慶子記）
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水稲育苗講習会の講師、営
農支援課斉藤春彦課長補佐

水稲育苗講習会の様子

◎野菜栽培講習会（３月18日）
野菜はキャベツ、里芋、玉ねぎの栽培について
です。品種選びから始まり、土作り、播種、防除、
収穫まで、質問を交えて丁寧に説明していただき
ました。受講者の皆さんもメモを取りながら真剣
に取り組んでいました。しっかりポイントを教え
ていただいたので、今年こそ失敗のない野菜作り
を頑張りたいと思います。健康のため、野菜は家
族にもいっぱい食べてもらいたいですね。
野菜作りで困ったときは、いつでも営農支援課
の先生方が相談にのってくださるそうです。
（土田記）

野菜栽培講習会の講師、
営農支援課宮国淳主任

野菜栽培講習会の様子

◎Ｊ Ａあきた女性組織協議会・第69回通常総会
（４月16日）
秋田県ＪＡビルで行われました。例年だと各Ｊ
Ａ女性部から代議員の出席で総会がなされるので
すが、今回の新型コロナウイルスの拡大防止策で、
書面議決によりすべての議案は可決されました。
取り組みとして、仲間づくり。「食と農」・暮ら
しに根差した活動の実践。ＪＡ運営への積極的な
参画。学習活動の実践。農政課題や運動への対応。
です。
７月15日予定の秋田県ＪＡ女性大会、並びに家
の光大会は、コロナ対策により中止となりました。
また状況を見てですが、９月に予定されている
ＪＡ女性組織リーダー研修会の時に家の光記事活
用体験発表と講演会をすることになりました。
（栢森慶子記）

～布マスク、作ってみましたか～
先日マスクの型紙と作り方を配布しました。ぜ
ひ作ってみてください。手ぬいもおすすめです。
（山本嘉子記）

特集
こんにちは！
ＪＡ共済です！！

「ひと」「いえ」「くるま」 の
ＪＡ共済・保障 の ご確認 を！

今年は「共済の一斉訪問」を延期させていただきます。
住区担当職員が訪問し、「ひと」「いえ」「くるま」について契約内容の確認や保障の見直しなどをご検
討いただいている毎年恒例の「共済の一斉訪問」ですが、今年は新型コロナウイルス感染拡大の状況をふ
まえ、実施を延期させていただきます。保障の見直しなどをお考えの方は、共済課（45－3017）へご連
絡いただきますようお願いいたします。
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※このコーナーは隔月で掲載致します。

第９回 「今どうなっているの？お米の状況⑨」
くま の

熊野

たかふみ

孝文

1954年鹿児島県生まれ。米穀新聞社記者、30年以上にわたり
コメの流通現場を中心に取材。

５月と言えば総会シーズン。コメ業界団体の総会
もほとんど５月に開催されます。ところが今年は新
型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から軒並み
書面総会に切り替えられています。どこの団体も初
めての経験で、てんやわんやの状況が続いていると
いうのが現状です。特に役員の改選期にあたる団体
では、人選について組合員の信任を得る必要があり、
なおさら大変です。
新型コロナウイルスの影響は社会全般に及んでお
り、これまで営んでいた日々の生活の在り方を変え
ています。コメ業界にも大きな影響が出ています。
最初に新型コロナウイルスがコメ業界に及ぼす影
響を聞いたのは、今年初めに千葉市で開催された米
穀業者の新年会でした。この新年会の主催者がたま
たま前日に中国から帰国したばかりで、その人が「東
京オリンピックは開催できなくなるだろう」と発言
したのですが、その時は「まさか」と思っていました。
ところがそれが現実になってしまいました。その後、
東京では３月末までに量販店のコメ売り場から精米
がなくなるという事が２度起きました。２度目は３
月25日に都知事が外出自粛要請した際、ロックダウ
ン、首都圏封鎖という表現が拡散したことにありま
す。この時、26日の朝、都内のスーパーに精米を納
品している最中の米穀業者の方から「大勢の人が開
店前のスーパーに並んでいる」と言う連絡を受けた
ので、午前中に４、５カ所のスーパー店舗に状況を
確認しに行くと全部ではありませんでしたが、コメ
売り場からきれいに精米がなくなっていました。コ
メの買いだめ騒ぎは海外でも起きており、この頃、
カリフォルニアの高質食品スーパーに日本米を輸出
している米卸に現地から「至急日本米を送ってほし
い」という依頼もあったそうです。その一方でニュ
ーヨークに店頭精米の店舗を出店している輸出業者
は、緊急事態宣言でレストラン等が閉鎖されたため
業務用の需要がガタ減りで「先行きの見通しも全く
立っていない」と頭を抱えていました。業務用需要
の減少は日本も同じで、横浜市のコメ卸は中華街向
けの業務用米の納入が半減したと言っていました。
こうしたコメの需要面の変化がコメの相場にどう影

響したか皆さんの関心が高い秋田あきたこまちの例
を示しますと、一時東京着価格が１万4000円を割
り込む売り物もあったのですが、４月に入って底打
ちから反転して値上がりし始めています。
これはどういうことかと言いますと、消費税が値
上げされた昨年10月から、コメの購入比率の高い層
の可処分所得が減少し、コメの購入量を減らしまし
た。総務省の家計調査では10月、11月と２ヵ月連
続してコメの「購入量」が前年同月を10％以上下
回るという大きな落ち込みになりました。このため
３月末の所有権移転を控えて手持ち業者が換金を急
ぎ、大きく値下がりしました。ところが新型コロナ
ウイルスの影響で量販店での精米販売が急増、売れ
筋の秋田あきたこまちを市中で買うところが出て来
たという事が大きな要因です。これまで大きな災害
があった時は決まってコメの価格は値上がりしまし
たが、今回の新型コロナウイルスの禍では、そうし
た動きとは違っています。それは、家庭用は需要が
急増した反面、業務用は急減したからです。全体と
してみれば国内の需要トータルは訪日外国人が減少
する分、コメの需要も減ると言えます。
需要面もそうですが、最も懸念されるのが供給面
への影響です。実際、インドやベトナムと言うコメ
の大生産国は新規の輸出を禁止することにしまし
た。幸いＳＢＳで輸入される既契約分の輸出はスト
ップになりませんでしたが、日本向けコメ輸出で最
も多いアメリカからはＵＳＡライス連合会から日本
の商社にＳＢＳやＭＡ米一般枠の船積みが遅れると
いう連絡が来ているそうです。コメの輸入量は穀物
全体から見れば小さなものですが、小麦や大豆、ト
ウモロコシの輸入に支障が出るようであれば大問題
です。新型コロナウイルスの影響はあらゆる面に及
んでおり、先行きが見通せる状況ではありませんが、
会社組織で複数県にまたがりコメ作りを行っている
経営者は外国人労働者が来なくなったので、国内の
飲食業等で休業を余儀なくされた人を農作業要員と
して雇うことにしたと言っていました。こうした取
り組みで、２年産の主食用米がちゃんと生産される
ように願うばかりです。
〈つづく〉
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創立50周年記念

インフォメーション
今年度の「ＪＡ大潟村創立50周年記念事業」の
日程をお知らせいたします。
ＪＡ大潟村創立50周年記念 ゴルフ大会

2020年７月21日（火）

ＪＡ大潟村創立50周年記念

2020年８月29日（土）

ＪＡ大潟村創立50周年記念

2020年11月19日（木）

第８回ＪＡまつり

講演・式典・祝賀会

ＪＡ大潟村創立50周年記念 ハワイ旅行

2021年１月中下旬

※なお、今後の新型コロナウイルス感染拡大の影響により、
延期・中止等の可能性もございますので、その際は速や
かにお知らせいたします。

ＪＡ大潟村創立50周年記念誌に掲載する写真の
ご提供についてのお願い
ＪＡでは創立50周年を迎えるにあたり、記念誌の発行を
予定しております。
現在、皆様方から記念誌に掲載する写真の提供について
ご協力いただいておりますが、特に、以下のような写真が
見つかりません。お持ちの方はどうかご協力をよろしくお
願いいたします。

◦◦◦◦◦◦ このような写真を探しています ◦◦◦◦◦◦

例えば…
・各農産部会等の圃場巡回などの写真
・昔がしのばれるＪＡの施設などの写真
・婦人部（現女性部）、青年部、若妻部（現フレッシュ
ミズ）など各部会の設立総会の写真
※撮影年月日（分かる範囲でかまいません）と簡単な説
明文をつけていただけますと幸いです。
※多数の写真提供があった場合は、誌面の都合上掲載で
きない場合もございますのでご了承願います。
＜提供方法＞
写 真 そ の も の を お 借 り で き る 場 合 は、 審 査 課（45－
2211）までお持ちいただきますようお願いいたします。

フレミズだより
●活動報告
●活動予定

３月・４月の活動報告はありません
新型コロナウイルスの影響により未定です

～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。

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

石井

篤美

ＪＡ大潟村の概況 2020年４月末現在
貯 金……306億2,993万円
貸出金…… 73億3,289万円
出資金… 9億4,555万円
7
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正組合員数……1,049名
准組合員数……
47名

理事会報告
４月27日開催

報告事項
・業務報告について
・ＡＬＭ委員会報告について
・令和元年度労働保険事務組合業務報告書について
・令和２年度の役員報酬額についての答申書について
・内部統制システム基本方針に基づく運用評価について
・令和元年度資産自己査定の結果報告について
・たまねぎ栽培・施設運用対策委員会報告について
・令和元年産たまねぎの大量廃棄に係るＪＡ大潟村
の検証結果報告の配布について
議案
第１号 令和元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 令和元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 令和元年度棚卸差損・差益及び棚卸評価損
の処理について
第４号 目的積立金の取崩し及び制定について
第５号 令和元年度決算書類の承認について
第６号 役員賠償責任保険の加入について
第７号 令和２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 令和２年度信用供与等の最高限度額の決定
について
第10号 令和２年度貸付金の利率の最高限度の決定
について
第11号 令和２年度借入金の最高限度の決定について
協議事項
・令和２年度事業計画（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 新型コロナウイルス感染拡大の状況
に伴い、４月の活動は自粛しました

●活動予定 新型コロナウイルス感染拡大の状
況を踏まえながら検討中です

五城目警察署からのおしらせ
自転車の安全利用の促進
自転車も 乗れば車の

仲間入り

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

【自転車安全利用五則】

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．子供はヘルメットを着用
五城目警察署
大潟駐在所

TEL
TEL

018-852-4100
0185-45-2100

初めてのお誕生日おめでとう

ＪＡ大潟村では各種営農技術情報を組合
員の皆さまへお届けしています。ＪＡホー
ムページにも随時掲載しておりますので、
ぜひご覧ください。

～「営農情報」は
組合員専用ページになりました～

!!

４月27日（月）から、ホームページで「営
農情報」ページを閲覧される際には、ＩＤとパスワードの入力が必
要となりました。詳しくは４月22日配布のＪＡ通信『ホームページ
「営農情報」が、組合員専用ページとなります（ＩＤ・パスワード
のご案内）
』をご覧ください。組合員の皆様には大変お手数をおか
けいたしますが、情報保護の観点から何卒ご理解いただきますよう
No.170
よろしくお願いいたします。

椎川
!!

初めての
ＪＡ共済推進総合目標８年連続達成・
自動車共済スマイルサポーター第１位

▲ＪＡ共済連秋田の齊藤祐副本部長
より、推進総合目標８年連続達成の
表彰状を受け取る小林肇組合長

▲自 動車共済優績スマイルサポー
ター表彰第１位の表彰状を受け取
る共済課の柏崎裕紀主任

ＪＡ大潟村は４月23日、共済事業の普
及推進に積極的に取り組み、８年連続で
推進目標を達成したとして、ＪＡ共済連
秋田より表彰されました。
また、
自動車共済のスマイルサポーター
として推進活動に積極的に取り組み、全
No.220
県第１位の成績を収めたとして、共済課
の柏崎裕紀主任が表彰されました。
ＪＡ大潟村は今後とも、組合員・地域
の皆さまの暮らしのパートナーとして、
「ひと・いえ・くるま」の総合保障で、毎
日の生活をサポートできるよう頑張って
No.214
まいります。

初めての

おめでとう
おめでと

No.166

No.189

お誕生日おめでとう
No.247

初めての

初めてのお誕生日おめでとう

誕生日おめでとう

ホームページで営農情報を随時配信中！

ＨＰの
ここを
クリック！

初めての お誕生日

No.247

No.201

初めての

No.166

初めての

No.201

お誕生日おめでと
お誕生日お
ゆきひら

幸平ちゃん

お誕生日お
笑顔でヨチヨチ歩く姿に「も
お誕生日おめでとう
!!
うこんなに大きくなったんだ」
と嬉しくもあり、少し寂しくも
No.170

あり。お兄さん達も「あ～幸平っ

お誕生日おめでとう

初めての
てどうしてこんなに可愛いんだ
ろう」だって。

お誕生日おめでとう !

お誕生日おめでとう！

初めての

このコーナーに掲載希望の方は
No.220
ご連絡お待ちしております。
初めての
TEL 45−2211 広報担当

!!
お誕生日おめで

初めての お誕生日おめでとう
No.214

フ

初めての お誕生日おめ

PhotoNews

ォトニュース

No.170

ＪＡバンクは４月 日、大潟小学
校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「食
農教育応援事業」の一環として平成
年度から実施しているもので、農
業や食、自然環境などに対する理解
をはぐくみ、農業ファン層の拡大や
地域の発展にも寄与することを目的
としています。
代表して高橋勇輝常務から教材を
受け取った児童は、
「教材を大事に使
わせていただきます」と述べました。
また同日は、ＪＡ生活課が「子ど
もの問題」に真正面から取り組み、「い
の ち・ 自 然・ 食
べ物・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。

初めて
大潟小学校５年生に
食農教育に関する教材を
贈りました
20

No.220

▲食のこと、農業のこと、たくさん勉強してください

13


▼

高橋勇輝常務か
ら教材を受け取
る児童代表
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