J Aだよりおおがた

6

JUNE
2020 No.563

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
03

「食と農のまちづくりフォーラムｉｎおおがた」で
郷土料理試食に協力する女性部（2008年７月６日）

あぐりプラザ情報・家族の健康
女性部活動だより

04 特集

おいしいだけじゃない、時短にもつながる
エーコープ お酢を使ったレシピ

06 50周年記念ゴルフ大会の開催について・免税軽油の配達について
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・緊急事態宣言解除に伴う営業形態の変更について

写真提供／菅原アキ子さん
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

☆夕市開催中!!（平日の毎日、夕方４時より特価品を取

６月12日㈮・６月19日㈮
７月 3 日㈮・７月10日㈮

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
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
の故障等、どんなことでもご相談ください。

★ポイント３倍day開催予定日

☆6月18日（木）～ 20日（土）はピザーラ号がやってくる!!

６月15日㈪・６月29日㈪・７月７日㈫

です）】

••••

★通常特売開催予定日

６月25日㈭ ・ 26日㈮

【詳しくは折込チラシをご覧ください（ご予約が可能

の２日間

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‼

睡眠不足とアルツハイマー型認知症
健康科学アドバイザー◦福田
高齢者に見られる「物忘れ」は、食事で食べ
た物を忘れることがありますが、脳の神経細胞
が本来の老化よりも早く減り、40 ～ 50代く
らいから進行するアルツハイマー型認知症では
食事したこと自体を忘れます。
「行ったこと」
「約
束したこと」など、行動そのものを忘れ、生活
に支障を来します。やがて時間や場所、人も分
からなくなり、夜間に騒いだり、家の中で迷い
トイレにも行けなくなります。
脳の活動によって生じる老廃物の「アミロイ
ドβ」は、蓄積すると脳細胞を圧迫や死滅させ
ます。脳の神経が正常に機能せずアルツハイ
マー型認知症になります。
脳は昼間に得た情報を睡眠によって整理しま
す。また、脳が活動して発生した老廃物のアミ
ロイドβは、睡眠中に脳内から盛んに排出され
ます。睡眠の時間も質も十分でないとアミロイ
ドβの蓄積は早く進み、認知症にもなりやすい
といえます。
厚生労働省の「健康づくりのための睡眠指針」
（2014年）では、睡眠時間の目安は25歳では

千晶

７時間、45歳では6・5時間、65歳では６時間。
加齢と共に睡眠時間は減少し、さらに朝早く目
覚めますが、睡眠時間はきちんと確保したいも
のです。
アルツハイマー型認知症の発症には遺伝も関
係しますが、糖尿病や高血圧など生活習慣病の
人、頭部外傷の既往歴のある人は、発症する危
険が高いといわれています。脳の血管が傷むと、
アミロイドβを排出する機能が低下して、脳内
に蓄積しやすいのです。
アルツハイマー型認知症の予防には、摂取カ
ロリーが多過ぎないバランスの良い食生活、適
度に体を動かすことが大切です。運動や農作業
で体を動かすことが多け
れば、夜間には眠りが深
くなり脳内でのアミロイ
ドβの蓄積を進ませない
ことにもなります。認知
症と睡眠は深い関係があ
るのです。
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第431号

より」
女 性 部「活動だ
☆これからの行事予定
家の光大会は中止となりました
南秋婦人大会は中止となりました

★不用衣類回収
【日
【場

時】 ７月２日（木） 9：00 ～ 11：30
所】 村民センター東２丁目分館
（旧東２丁目児童館）
【問い合わせ】 大潟村役場 環境エネルギー室
（TEL：45－2115）

じゃが芋掘りの体験募集もしておりますので、
お子様、お孫様と一緒にいかがですか？グループ
では種まきや、収穫の体験も取り入れたいと計画
しています。どなた様でも気軽に参加してみませ
んか？気軽に声をかけてください。体験希望の方
に作業の日にちをお知らせいたします。６月から
７月はニンニク、玉ねぎの収穫、です。
～野菜栽培活動グループ・これからの作業～

回収できる衣類
※洗濯したもの
○綿の衣類（下着類・Ｔシャツ・ワイシャツ・
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・綿毛布・布団カバー等

人参の種まきの様子

里芋・スイカ・ネ
ギの定植と大豆撒
き、ニンニク・玉ね
ぎの収穫、だいこん・
人参・キャベツ類・
葉物の種まきなどで
す。
（栢森慶子記）

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）
引き取れないものもありますので、上記をよく
確認してください。

★活動報告と各種会議報告
◎野菜栽培活動グループ土づくり（５月９日）
スイカ、長ネギ、サツマイモ、の土づくりをし
ました。今年の天候は安定せず、天気予報を見な
がら計画を立てても、雨になるなど、作業の日が
定まりませんでした。そんな中、気持ちは焦りな
がらも、何とか土づくりをすることができました。
◎野菜栽培活動グループじゃが芋の芽欠き（５月
19日）
４ 月12日 に 植 え
たじゃが芋の芽欠き
をしました。今年は
気温が低い日が続い
たのかちょっと遅れ
気味です。品種は北
あかり、メークイン、
抜いたじゃが芋の芽をまた
とうやです。抜いた
植えてみました
芽はまた植えてみま
した。
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長ネギの種まきの様子

★県・郡婦人会・役員の改選がありました
県婦連総会（大潟村は代議員１名）は５月14
日の予定でしたが、今年度は書面議決となりまし
た。
県婦連（全員再任）
会 長 小玉喜久子氏（潟上市）
副会長 大山 陽子氏（山本郡）
〃
吉田萬里子氏（男鹿市）
〃
御法川憲子氏（大仙市）
南秋婦人会
（３月28日の正副会長会・総会で決定）
会 長 佐藤
操氏（八郎潟町）
県常任委員
副会長 工藤
佳氏（五城目町）
会 計 遠藤由美子氏（井川町）
事務局 山本 嘉子 （大潟村）
今年度は今までのような活動ができない状態が
続いています。工夫しながら安全・安心な暮らし
に努めましょう。
（山本嘉子記）

特集

おいしいだけじゃない

Part2

時短にもつながる

エーコープ

お酢を使った

ＪＡだより３月号に掲載した、エーコープマーク品の調味料を使った
料理のレシピが好評でしたので、今回はPart2をご紹介いたします。
まだ作ったことのない方も、ぜひお試しください。

た

今回使用し
調味料

エーコープらっきょう酢

エーコープほめられ酢

らっきょう漬けが塩漬けなしで、
簡単においしく漬かるベストセラー
商品です。日本のお米で造った穀物
酢を使用し、らっきょう漬け用の酢
として日本で初めて開発しました。

ＪＡ全国女性組織協議会フレッシュミズとの共同開発
企画商品です。
かけるだけ！つけるだけ！まぜるだけ！短時間に料理
を作ることができる万能調味料です。さわやかな風味に
なっており、和洋中様々な料理に合います。お酢特有の
ツンとくる酸味を抑えているため、お酢が苦手なお子様
でも安心して食べられます。

えびとアボカドとトマトの
和風サラダ

作り方

材料（２人分）

えび（殻付き）
………… ４尾（塩： 少々）

①えび：背わたをとり、鍋に湯を沸か
し、塩茹でしてザルにあげ、殻をむ
き、半分に切る。
アボカド：種を除き、
１㎝角に切る。

アボカド……………… １ 個

トマト：１㎝角に切る。

トマト……………… 1/2個

リーフレタス：食べやすい大きさに
ちぎる。

リーフレタス……… 1/4個
玉ねぎ……………… 1/4個
★調味料

⎧エーコープほめられ酢
⎪
⎨ …………… 大さじ３
⎪しょうゆ……… 大さじ１
⎩

玉ねぎ：薄切り。
②★調味料を合わせる。
③①をボウルに入れ、②を入れて和え、
味がなじんだら器に盛る。

はるさめの酢の物

作り方
①はるさめ：袋の表示通りに茹で、食
べやすい長さに切る。
きゅうり：斜め薄切りにして、せん
切り。
にんじん：皮をむき、せん切り。
ハム：半分に切り、５㎜幅に切る。

はるさめ……………… 50ｇ

②①をボウルへ入れ、
「エーコープほ
められ酢」で和える。

エーコープほめられ酢

材料（４人分）
きゅうり…………… 1/2本
にんじん…………… 1/4本
ハム……………………
…………

４枚

大さじ４〜５

J Ａだより
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鶏肉とブロッコリーの甘辛煮
鶏もも肉…………… 400ｇ

てザルにあげて冷水で冷まし、水気

ブロッコリー……………１株

を切る。

（塩：少々）
にんにく…………………１片
★煮汁

⎧水………………… 200㏄
⎪
⎨エーコープほめられ酢
⎪ ……………… 100㏄
⎩

①水切りした木綿豆腐を16等分
し、木綿豆腐を青しそと豚肉

③フライパンに「エーコープこめ
油」小さじ１杯を引く。
④中火で豚肉を焼く。
⑤焦げ目が付いたら、★たれを掛
けて煮絡める。

たらにんにくと鶏もも肉を入れて中
火にする。煮汁が少なくなってきた
らブロッコリーを加え、煮汁を絡ま
せて器に盛る。

木綿豆腐……………………… １丁
青しそ……………………… 16枚
豚肉………………………… 16枚
小麦粉………………………… 適量
エーコープこめ油……… 小さじ１
★たれ

⎧エーコープほめられ酢
⎪
⎨ ……………… 大さじ２〜３
⎪醤油（こいくち）……… 大さじ２
⎩

作り方
①さんまの頭と尾を落とし、内臓を取
り出した後、５切れにする。

材料（４人分）
さんま…………………

４尾

しょうが……………… 30ｇ
★煮汁

⎧エーコープらっきょう酢
⎪
⎨ ……………… 150㏄
⎪みりん……………… 50㏄
⎩
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②鍋に★煮汁を入れて火にかけ、沸い

材料（４人分）

さんまのらっきょう酢煮
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にんにく：薄切り。

豚肉と豆腐のほめから煮

作り方

②①に小麦粉をまぶす。

①鶏もも肉：一口大に切る。
ブロッコリー：小房に分け塩茹でし

材料（４人分）

で巻く。

作り方

②しょうがを薄切りにする。
③★煮汁、しょうがを鍋に入れる。
④煮汁が煮立ったら、さんまを入れる。
⑤落とし蓋をして、中火で汁気が無く
なるまで煮詰める。

ＪＡ大潟村創立50周年記念

ゴルフ大会の開催について（ご案内）

当ＪＡでは今年度創立50周年を迎え、記念式典をはじめさまざまな記念イベントを予定しており、
その第一弾として、「ＪＡ大潟村創立50周年記念ゴルフ大会」を開催いたします。
なお、新型コロナウイルス感染症の状況を考慮し、開会式、表彰式及び懇親会は行いませんが、多数
のご参加を賜りますようご案内申し上げます。
１．開 催 日
２．開催場所

３．プレイ開始

令和２年７月21日（火）

６．競技方法

男鹿ゴルフクラブ

18ホールストロークプレー
新ぺリア方式

７．表彰式及び懇親会
（男鹿市五里合箱井字長信太68－2） ※新型コロナウイルス感染症の状況を考慮し、表彰式
TEL：0185－25－3131
及び懇親会は行いませんので何卒ご了承願います。
午前８時半頃を予定しております

８．申込方法

※開会式は行いません。スタート時間に合わせ集合、
ご自宅に配布済みの申込書をＪＡ大潟村企画課
受付の上、順次スタートしてください。
までＦＡＸにてお申込み下さい。

４．プレイ代

各自ご精算願います。

５．会

500円

費

【お問い合わせ先】 企

（FAX：0185－45－2273）
９．申込締切

画

令和２年６月15日（月）

課（TEL：0185－45－2211）まで

免税軽油の配達について（お願い）

いつも給油所をご利用、また免税軽油の配達にご協力いただき誠にありがとうございます。
さて、田植え作業も終了し農閑期に入りましたので、免税軽油の配達を週２回とさせていただきます。
つきましては、お急ぎの場合を除き何卒ご理解、ご協力いただきますようお願い申し上げます。
期

間

令和２年６月29日～８月31日

農林水産省より

配達日

毎週

月曜日、木曜日の２回

農作業安全のポスターを募集します

テーマ『見直そう！農業機械作業の安全対策』
農業機械による事故への注意を促す内容を含むものと
し、ポスターを目にした農業者等が農作業安全に改めて
しっかり取り組もうと感じ、また、家族や他の農業者に
も注意を促したくなるような、具体的なポスターデザイ
ン（未公表でオリジナルのものに限る。）とします。
応募方法
応募される方は、応募作品とともに農林水産省の
ホ ー ム ペ ー ジhttps://www.maff.go.jp/j/press/seisan/
sizai/200410.htmlからダウンロードした「（別紙）令
和２年農作業安全ポスターデザインコンテスト応募用
紙」に必要事項を記入し、作品の裏に貼り付けて、下
記応募先住所へお送りいただくか、電子データを下記
アドレスまでお送り下さい（７MBを超える場合、CD
－R等の電子媒体で郵送願います）。

★募 集 対 象 絵画・イラスト・ＣＧ・写真などの平面作品
★作品サイズ Ａ４又はＡ３サイズ・タテ
（印刷はＡ２サイズになります）
★応 募 期 間

令和２年４月10日（金）～６月26日
（金）

農林水産大臣賞受賞作品は、農作業安全確認運動のポスターと
して採用され、全国の自治体や関係機関に２万枚以上配布・掲示
されています。

令和元年度入賞作品

応募先住所
〒100－8950 東京都千代田区霞が関１－２－１
農林水産省生産局技術普及課内
ポスターデザインコンテスト 事務局担当 宛て
応募先アドレス poster@maff.go.jp

農林水産大臣賞

生産局長賞

日本農業新聞賞
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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
ＪＡ大潟村創立50周年記念

第８回ＪＡまつり

ＪＡ大潟村創立50周年記念

講演・式典・祝賀会

ＪＡ大潟村創立50周年記念 ハワイ旅行

2020年７月21日（火）
2020年８月29日（土）
2020年11月19日（木）
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
・青 年部、若妻部（現フレッシュミズ）など各部会の
活動の写真
※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。

五城目警察署からのおしらせ
「歩行者ファースト」推進中

信号機のない横断歩道では、歩行者等がいないことが
明らかな場合を除き、横断歩道の直前で停止可能な速度
まで減速しましょう。

運転者の方へ

歩行者が横断しているときや、横断しようとしていると
きは、横断歩道の手前で一時停止しなければなりません。
歩行者に優しい思いやりのある運転を‼

歩行者の方へ

道路を横断するときは左右の安全を確認しましょう。
近くに横断歩道がある場合は、その横断歩道を渡りま
しょう。

秋田の道は歩行者ファースト

残念ながら、横断歩行者がいるのに停止しない車を見
かけます。
地域全体で「歩行者ファースト」の気運を盛り上げま
しょう。
五城目警察署
大潟駐在所
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TEL 018-852-4100
TEL 0185-45-2100

理事会報告
５月27日開催

報告事項
・業務報告について
・ＪＡ共済苦情等対応要領の一部改正について
・アグリマイティー資金他貸付要項の一部改正につ
いて
・令和元年度内部監査実施報告について
・令和元年度内部監査の品質に関する内部評価報告
について
・令和元年度期末監事監査意見書について
・大口信用供与先の経営状況等について
議案
第12号 令 和元年度期末監事監査意見書に対する
回答について
第13号 令 和２年産たまねぎ利用事業料金の設定
について
第14号 定款の一部変更の件について
第15号 信用事業規程の一部変更の件について
第16号 農 地利用集積円滑化事業規程の廃止の件
について
第17号 令和２年度事業計画について
第18号 第51回通常総会の開催について
第19号 第51回通常総会提出議案について
第20号 書面議決権の行使に関する取扱いについて
第21号 不良債権の処理方針について
第22号 理事と組合との契約について
第23号 貸付金について
その他
・役場、ＭＫＦＡとの三者協議について

フレミズだより
●活動報告
●活動予定

４月・５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。

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 ５月７日（木） かぼちゃ定植
●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

ＪＡ大潟村の概況 2020年５月末現在
貯 金……299億1,476万円
貸出金…… 74億6,281万円
出資金… 9億4,555万円

正組合員数……1,048名
准組合員数…… 47名

No.248

中島

しゅうや

充哉ちゃん

充哉くん、初めてのお誕生日おめでとう。とどまる所を知ら
ない食欲はいったい誰に似たのかな（笑）？これからもたくさん
食べて、元気に歩く姿を私たちにいっぱい見せてね！
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

緊急事態宣言解除に伴う営業形態の変更について
≪各部署の対応≫

５月14日に緊急事態宣言

が解除となりましたことに伴
い、当ＪＡでは今後の営業形
態等について右記のとおりと

事

業

所

ＪＡ会館内（金融課・経営課・共済課）
（勤務要員縮小対応の解除）

資材課・営農支援課

いたします。

（勤務要員縮小対応の解除）

つきましては、組合員の皆

整備課（自動車・農機）

様には引き続きご不便をおか

（勤務要員縮小対応の解除）

けすることもございますが、
何卒ご理解、ご協力いただき

ますようお願い申し上げます。

生

活

課

給

油

所

（勤務要員縮小対応の解除）

６月１日 月
営

以降
業

時

間

９：00 ～ 15：00
８：30 ～ 17：00

（肥料・農薬等の配達を再開）

８：30 ～ 17：00
９：00 ～ 19：00
７：00 ～ 19：00

（門型洗車機の使用を再開）

※今後、緊急事態宣言が再発令された場合は、社会情勢を踏まえ改めて対応を通知いたします。

ＪＡ－ＳＳ「 Ｇ ｏ ！ Ｇ ｏ ！ キ ャ ン ペ ー ン 」の ご案内
給油所ではただ今「Ｇｏ！Ｇｏ！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

2020年６月１日（月）～７月31日（金）
（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

旅行券や家電、ＪＡ－ＳＳ利用券など

お問い合わせは給油所（45－2511）まで

JAだより おおがた

※写真はイメージです。※景品法に基づき賞品を進呈いたします。※都合により賞品が変更となる場合もございますのでご了承ください。

〒010－0443 秋田県南秋田郡大潟村字中央1－5 TEL 0185－45－2211㈹ FAX 0185－45－2273
インターネットアドレス http://www.ja-ogata.or.jp/ 組合長ブログ http://blog.ja-ogata.or.jp/
発行／大潟村農業協同組合 印刷：㈱八郎潟印刷
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