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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

メロン祭り（昭和55年頃）写真提供／メロン生産班

02 あぐりプラザ情報
03 女性部活動だより
04 特集 第51回ＪＡ大潟村通常総会
06 営農だより
07 コメ記者熊野のコラム
08 今月のいちおし情報
09 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
10 初めてのお誕生日・「ＪＡみどりの広場」予告

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

７月17日㈮・７月31日㈮・８月７日㈮
★ポイント３倍day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
取り揃えてお待ちしております。）
☆お盆準備セールの開催予定日
８月10日（月）～12日（水）お買い得の３日間
今年もやります!! 大抽選会!!

７月15日㈬・７月28日㈫
８月 ５ 日㈬・８月18日㈫

••• お 知 ら せ •••
― お盆期間中の営業時間 ―

・８月10日（月）～ 12日（水）→通常営業
・８月13日（木）→９：00 ～正午
・８月14日（金）→休業日
・８月15日（土）～16日（日）→９：00 ～ 17：00
・８月17日（月）～は通常営業となります。
（９：00 ～ 19：00）

★通常特売開催予定日

７月21日㈫・22日㈬ 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。

ＪＡ住まいの応援団

屋根塗装 外壁塗装 クロス張替 床板張替 カーポート ドア交換 など

屋根・外壁塗装

クロス張替

お家をいつまでも美しく

⃝屋根塗装 １㎡ 2,500円～ 同時施工で
大変お得に‼
⃝外壁塗装（足場代込み）
１㎡ 5,500円～

お部屋のイメージチェンジしませんか
壁・天井クロス
同時施工プラン

（概算金額）

カーポート

玄関ドア交換

大切なお車 雨ざらしにしていませんか
LIXIL テリオスポート

▶

400,000円（施工費込）

LIXIL ソルディーポート▶

【２台用積雪100cmまで対応】
【ポリカーボネート屋根】

聞くだけＯＫ！
見積無料！

住まいの顔が素敵に変身

相談無料！

現地調査無料！

お問い合わせ先

１㎡ 6,300円～

（施工費込）

エコカラット

住まいの快適をサポートする壁

鍵を携帯し
ているだけ
で、施錠も
開錠もワン
アクション

LIXIL リシェント
玄関ドア

730,000円（施工費込）

床からインテリアを一新‼

もちろん壁のみ、
天井のみも可能です

８畳間 95,000円～
10畳間 115,000円～
12畳間 135,000円～

【２台用積雪100cmまで対応】
【折板屋根】

床板張替

280,000円～

（施工費込）

LIXIL 室内用タイル建材 １㎡ 12,000円～
エコカラットプラス
（施工費込）

そのほか、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。

生活課（担当：堀、佐々木まで）☎ 45 ー 2214
J Ａだより
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第432号

より」
女 性 部「活動だ
☆これからの行事予定
◎８月５日

野菜栽培講習会（秋野菜につい
て）午前９時

ＪＡ会館

★活動報告と各種会議報告
◎野菜栽培活動グループ
（５月21日） 里芋肥料撒き
（５月31日～６月４日） 長ネギの定植、サツ
マイモの定植（今年は安納芋にも挑戦）
（６月７日） スイカの定植 今年は育苗期の気
温の変化で育苗がうまくいきませんでしたが、メ
ンバーが少しずつ育苗したのを持ち寄り植えるこ
とができました。夏には甘～いスイカになってく
れることを願いながら植えました。（栢森慶子記）

◎ＪＡあきた女性組織協議会（６月11日）
協議事項
（１）上期の実施事業について
例年だと７月に行う県ＪＡ女性大会並びに県家
の光大会は９月に予定されているリーダー研修を
兼ねて、縮小して９月８日に行われることになり
ました。
（２）県女性協役員年齢制限について
現在65歳ですが、70歳まで引き延ばすことを
話し合いました。各単協で話し合われたことを発
表し合い13の単協では、賛成反対は半々。我が
大潟村は６月８日の役員会では70歳までという
意見がほとんどでした。
（３）創立70周年記念事業について
令和４年７月に創立70周年を迎えることにな
ります。そのために今から原案の企画提案を行い
たいということでした。
（栢森慶子記）
◎サルビア植え（６月11日）
フレミズメンバーとサルビアを植えました。場
所は大潟富士周辺と経緯度交会点です。
作業開始の１時間前はかなりの雨量で、参加者
全員合羽着用で集合。作業が始まると雨も小降り
になり、無事植え付けることができました。
例年、シルバー人材センターの皆さんが、私た
ちの作業の前後の段取りや後始末をしてくださる
ので本当にありがたいです。
今年もまた道ゆく皆さんの目を楽しませること
と思います。
（宮川清子記）

人参の播種（２回目）

◎役員会（６月８日）
今後の活動について話し合いました。
⃝県婦連大会…中止
⃝家の光大会…９ 月上旬規模を縮小して実施の
予定
⃝移 動 研 修…10月下旬を予定。わらび座・西
木方面を検討中
⃝女性部研修…11月下旬、ＪＡ会館で開催予定。
内容は未定
⃝軽スポーツ大会…11月25日
（新型コロナウイルスがまだ終息していないの
で不安定ですが、内容等要望がありましたらお知
らせください。）
みそ・豆腐など加工センターの器機が老朽化し
ていますが、何とか継続できるようＪＡと話し合
いをもつこととしました。
（山本嘉子記）
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日、ＪＡ会館大会議室で第

回通常総会を

～剰余金処分案など全議案を可決～
６月
51

年度事業報告等及び剰余金処分案の

て可決となりました。
開会のあいさつで小林肇組合長は、①
３年連続赤字となった生活店舗につい
て、村内の重要なインフラとして運営し
てきたが、今一度存続と廃止について村
と協議していくこと。②昨年収穫された
たまねぎが大量廃棄されたことについ
て、施設運用マニュアルの作成と人員増
強を行い適切な施設運用を図るととも
に、産地化に向けた生産技術向上対策を
か年計画

県立大学などと連携し進めること。③県
１ＪＡ構想について、各課で

を整理し、組合員へ内容を提示しながら
方向性を検討いただきたい。と述べまし
た。
また、④米価下落が予想される中、所
得確保のために様々な手立てを探す必要
があることについて、収入保険や米先物
市場などでリスクを分散することも重要

ご参加ありがとうございました

）でも随時発信して
www.ja-ogata.or.jp/
おりますので、ぜひご覧ください。

す。ＪＡの情報はホームページ（ https://

て今後も役職員一同努力してまいりま

皆様の営農と生活を守ることを理念とし

項目を次ページのとおり掲げ、組合員の

ＪＡ大潟村では令和２年度の事業重点

れ、全てが可決されました。

出されました。両氏の進行で審議が行わ

野芳昭氏（西２の３）が執行部一任で選

議長には齊藤知視氏（東２の５）と今

研究を行っていきたい。と述べました。

体が一緒になって登録してもらいながら

８２１」について、生産者団体と集荷団

奨 地 域 と な っ た 秋 田 米 の 新 品 種「 秋 系

会 を 開 催 す る こ と。 ⑤ 大 潟 村 が 作 付 推

に な る の で、 先 物 取 引 に つ い て の 勉 強

承認の件」など７議案と付帯決議で、審議の結果全

議案は「第

人となりました。

行いました。当日の出席状況は、書面を含む９１８

26

を策定してＪＡの事業運営に係る課題等
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年４月１日から令和２年３

提出議案及び報告事項

報告事項

年度（平成

日まで）貸借対照表、損益計算書及び注記

31
第６号

第５号

第４号

第３号

第２号

第１号

議

第 年度事業報告等及び剰余金処分案の
承認の件

案

の監査報告の件

表の内容並びに会計監査人の監査報告及び監事

月

１．第


51

定款の一部変更の件

信用事業規程の一部変更の件

農地利用集積円滑化事業規程の廃止の件
事業計画の設定の件

退任理事及び退任監事に対する退職慰労
金支給の件

理事及び監事の報酬に関する件

．決
 議事項中、行政庁の認可、承認等を必要と
するものについて、総会決議の内容を変えない

付帯決議

第７号

51

51

31

51

あいさつする小林肇組合長
来賓の髙橋浩人村長
議長の齊藤知視氏（写真右）と今野芳昭氏（同左）

ネット上の当組合ホームページ（ https://www.ja）に掲載させていただきます。
ogata.or.jp/

びに附属明細書）に修正が生じた場合は、インター

益計算書、剰余金処分案、注記表及び事業報告並

総会参考書類並びに決算書類（貸借対照表、損

そ の 他

画の変更ができることをご承認願います。

２．年度途中で、事業計画の一部について軽微な
変更を要するに至ったときは、理事会で当該計

字句等の変更は理事会にご一任願います。

1

第 回 通常総会

特集

4

J Ａだより

令和

年度

事業重点項目

専務理事

４．スマート農業に向けた現場対応
５．施設の維持・管理
（整備課 自動車）
１．整備業務体制の充実
２．低コスト化に向けた相談機能の強化
３．事故車受付時の関係部署との連携強化

専務理事

平成22年６月

１ 指導・販売事業
（営農支援課）
１．高収益作物の生産振興
２．試験研究事業への取組
３．安全・安心農産物の生産振興
４．営農支援体制の充実
５．後継者の農業技術向上への取組
（生活課・生活指導）
１．高齢者福祉対策
２．健康管理対策
３．組織活動の強化
４．エコ運動の推進

３ 信用・共済事業
（金融課）
１．ＪＡバンク中期戦略に基づく事業展開
２．利用者基盤の拡充・再構築
３．人材育成の取組
（経営課）
１．農業経営の改善・支援に係る充実強化
２．農業関係資金の対応力強化
３．収益の確保と貸出金残高伸長に向けた取組
４．相続相談に向けた対応
（審査課）
１．審査体制の充実
２．内部牽制機能の強化
３．広報活動の充実
（共済課）
１．契約者数の確保に向けた保障提供の強化
２．共済事業として地域活性化に貢献する取組
の強化
３．共済事業の契約者対応力の強化および健全
性の向上
（企画課）
１．特産品・ＪＡ宣伝活動
２．組合員研修・ＪＡまつり・座談会の充実
３．ＪＡ大潟村創立 周年記念事業の実施
４．コンビニ用地活用に向けた検討
４ 総務
（総務課）
１．内部統制の取組
２．コンプライアンス態勢の確立
３．ＪＡ自己改革の取組
４．働き方改革への対応
５．システム対応
６．収益の安定化に向けたリスク管理の強化

平成22年６月

交通事故・農作業事故対策に資する広報活
動の強化と保障提供に努める（超神ネイ
ガー交通安全教室）

非常勤理事

２

２ 購買事業
（生活課・店舗）
１．経営改善と今後の店舗運営の見直し
２．雇用の確保および従業員教育
３．店内外設備の保守修繕および更新
（生活課・コンビニ）
１．売上データの有効活用
２．利用者サービスの向上
３．雇用の確保および従業員教育
（資材課）
１．トータル生産コスト低減への取組
２．多様化する需要への対応
（給油所）
１．農業生産コスト低減への取組
２．燃料の安定供給の確立
３．利用者ニーズに応える事業推進
４．施設等の維持管理
（整備課・農業機械）
１．整備業務体制の充実
２．相談機能の強化
３．農業機械による農作業事故撲滅の取組

J Ａだより
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〈共済事業として地域活性化に貢献する取組の強化〉

平成19年６月

非常勤監事

細川忠通

平成19年６月

細川忠通

２

50

水稲育苗後のハウス利用を推進し農地の有
効利用と所得向上、園芸団地の有効利用に
向け取り組む（特産かぼちゃ生産組合圃場
巡回）

たまねぎの産地化に向けた栽培技術と一貫し
た機械化の確立に向け取り組む（兵庫県のＪＡ
あわじ島、岡山県のみのる産業㈱などでたま
ねぎ関連の研修を行った役員視察研修）

ＧＰＳシステムにおけるレーザー
レベラー等の機器調整、ドローン
操縦士および整備士の資格取得等
を検討する

誤

正

掲載
ページ

〈高収益作物の生産振興〉
〈スマート農業に向けた現場対応〉

「第51回通常総会資料」 正誤表

「第51回通常総会資料」２ページ下表「退任理事」
、細川忠通氏の略歴に
おいて「平成19年６月 非常勤理事」とあるのは、「平成19年６月 非常
勤監事」の誤りでした。お詫びして訂正いたします。

だより

営農

健一さん（52）

けん いち

小熊

お ぐま

「ニンニクなのに甘い」
「おいしい」などの評価
をもらえると、非常に励
みになります。

栽培で苦労する点は

越

追

土作り

穫

栽培を始めたきっかけは

もともと父がニンニク
を栽培していたので、就
農と同時にニンニクの栽
培を始め、 年目になり
ます。

やはりニンニクといえ
ば青森が本場なので、近
くで栽培技術を学べると
ころがありません。その
ため、生産班ではこれま
で試行錯誤しながら栽培
技術を確立してきました。
ニンニク栽培で苦労す
る点は、健全な球根の確
保です。ウイルスに罹病
した球根はそのままウイ
ルスを次世代に引き継い
でしまうので、少しずつ
球根を更新しなければな
りません。
ただ、ニンニクの球根
は価格が高めです。他の
作物と違い、種子でなく
球根を植えて増やしてい
くので、 倍にしか増え
ないからです。一番良い
部分を次年産の種として
残しておく必要があるの
で、全てを出荷に回せな
いところも難点です。

肥

冬

除

防

出荷先は
ＪＡを通して、大部分
を東京の業者に出荷して
います。残りは生協や産
直センターに出荷してい
ます。

定植の方法は
ＪＡで購入した球根
と、自家採種した球
根 １ ０ ０ を、９ 月 中 旬
から 月中旬に畦を立て
た畑 ａに、手で直接植
えています。

栽培しての感想は
販 売 単 価 が 高 い た め、
栽培面積が大きくなくて
もある程度の収入が得ら
れるところに魅力を感じ
て い ま す。 販 売 先 か ら、

6

８
７
６
５

29

kg

収

肥

追

付

植

上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下

旬 上 中 下 上 中 下

30
kg

10 10

４
３
10
９
月

園芸作物の栽培に取り組む大潟村の生産者を紹介していきます。

今回は「ニンニク」の生産者です。

家族構成：妻・長男・三男の４人暮らし
水稲16.5ha、大豆2.2ha、ニンニク10a
「ニンニク生産班」（以下、生産班）の班長

ニンニク栽培の年間スケジュール

～ニンニク栽培を考えている農家の方々へひとこと～

栽培が難しいところもありますが、大きなものが獲れたときは喜びもひとしおです。

小さなスペースからでも始められますので、ぜひ一緒に作ってみませんか。

（「ニンニク生産班」2020年度会員：19人、面積：３ha、目標収量10ｔ）
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※このコーナーは隔月で掲載致します。

第10回 「今どうなっているの？お米の状況⑩」
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。

コロナ禍でコメ業界は大きな第２波に覆われまし
た。なんと元年産米が暴落してしまったのです。そ
の価格を最もわかりやすく表したのがコメ先物市場
の東京コメでしょう。
東京コメ６月限は現物の受け渡しが行われた６月
19日には「１万500円」になってしまったのです。
２日間で約2000円、高値時からすると3000円以上
も安くなったのです。なぜ元年産はこれほどまでに
大きく値下がりしてしまったのでしょう？
値崩れの予兆はありました。６月11日に開催され
た日本コメ市場の取引会で参加者コメ卸に送られて
来た売りメニューが記されたＦＡＸを見た卸の担当
者が驚いていました。20ページにもなる売りメニュ
ーには150産地品種約９万俵も掲載され、１件当た
りのロットも1000俵、2000俵はざらで中には6000
俵と言うものもありました。さらに売り希望価格が
同じ産地品種でも大きく違っていました。当日は約
１万俵が成約しましたが、成約したものの中には、
福島会津坂下コシヒカリ１等東京着１万2750円と
言うものもありました。会津コシヒカリの実勢相場
はそれまで１万4000円以上していたので、一気に
1000円以上安くなってしまったのです。日本コメ
市場以外の仲介業者の取引では、雑銘柄クラスでは
検査１等でも１万2000円以下で成約しているもの
もあり、それまでの各産地銘柄の価格の位所が大き
く変わってしまいました。
元年産米の市中相場が急落した要因として最初に
挙げられるのは、外食・中食業界のコメ需要が激減
してしまったことにあります。外食業界の団体の日
本フードサービス協会では、コロナ禍の影響につい
て「外出自粛の中での時短営業により客数が大幅に
減少、４月の外食全体の売上は前年比60.4％と、当
調査開始以来最大の下げ幅となった。なかでもパブ
は前年比4.1％、居酒屋は9.7％と一桁台、またディ
ナーレストランは16.0％、喫茶は27.6％とそれぞれ
壊滅的な打撃を受けた」としています。また、中食
業界団体の日本炊飯協会では「①学校給食は、３月、
４月とも10％以下でほぼゼロと言える。学校給食を
除いた現状は３月度９割、４月度８割と炊飯量が減
少している。なお、業態別では、飲食店、旅館ホテ
ル関係は、３月度は60％台であったが、４月度は飲
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食店41％、旅館ホテルは26％と激減した②スーパ
ーの売上は前年対比同等との報道もあるが、今回の
調査では、炊飯協会全体では、学校給食を除くと４
月度は18％減と２割近く減となっている③炊飯業界
の利益率は３％程度で、前年比約２割減では会員の
経営はすでに米価５年連続高騰など原価アップ、人
件費・運賃のアップなどで極めて厳しい現状であっ
たので、この状況が長引けば企業存続が危ぶまれる
危機的状況と言える④今回のコロナ禍でも食品業界
は、事業継続が求められていたが、補助金が支払わ
れる対象となるのは、納入先が学校給食、飲食店、
旅館等のみに納めているケースで、会員社の数社に
留まる。九割以上の会員は幅広い業態に納入してお
り、補助金の対象には入っていないという厳しい現
状」としています。
まさに外食・中食業界のコメ需要が蒸発したよう
な情勢になっています。緊急事態宣言で夜間営業が
出来なくなったり、外出自粛要請で人の行動が制限
されてしまったのですからやむを得ない面もありま
すが、コメ業界にとってはもっと気がかりなことが
あります。それは外食需要が減った分、家庭内での
巣ごもり需要でコメの消費が増えれば良いのです
が、必ずしもそうなっていないことです。総務省で
は毎月公表している家計調査のなかでコロナ禍によ
り大きな変動があった食品類の動向を公表していま
す。４月の動向では、前年同月に比べた伸び率が記
載されていますが、それによるとコメは11.8％増に
なっています。では他の食品はどうかと言うとパス
タは70.5％、即席めんは43.3％も伸びているのです。
スーパーに行ってみますとケーキミックス粉などは
売り切れになっており、小麦粉製品が良く売れてい
るのが分かります。何よりも驚くのはその価格の安
さです。１㌔袋のパスタが198円で売っていました。
コメの約半値です。宅配のウエイトが高い生協は小
麦粉製品の注文が多過ぎたため「消費者組合員１人
１袋まで」と制限をかけた生協もあるほどです。こ
の生協になぜそれほどまで小麦粉製品が売れるのか
聞いたところ、価格以外で「簡便性」を上げていま
した。これは非常に重要なことで、コロナ禍で食の
ニーズが変化している以上、コメもそれに合わせた
商品開発が重要になると思います。
〈つづく〉

情報
今月のいちおし

サマーキャンペーン
～ JA大潟村より貯こっといい夏～ 2020
定期貯金新規・増額ご契約に応じて

プレゼント！！

ドットグラス
２個組

冷えると浮き出る
グラデーションカラー

10万円以上
•グラス２個組

ステンレス
ボトル

バスタオル

※数に限りがございますの
で、品切れの場合はご了承
願います。
※お一人さまにつき１枚とさ
せていただきます。

50万円以上
•グラス２個組
•バスタオル

持ち運びに便利な300mL

100万円以上
•ステンレスボトル
•バスタオル

キャンペーン期間
令和２年

令和２年

６/15（月） ８/18（火）
定期貯金金利 年 0.102％
（税引後0.081％）

◦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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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

2020年７月21日（火）
2020年８月29日（土）
2020年11月19日（木）

ＪＡ大潟村創立50周年記念 ハワイ旅行

１年後に延期

※ハワイ旅行に関しましては、この度の新型コロナウイルスの
感染拡大の影響により、１年後（令和３年１月中旬から令
和４年１月中旬に）に延期させていただきます。旅行積立
等詳細につきましては、７月１日に配布のＪＡ通信「ＪＡ
大潟村創立50周年記念旅行企画『ハワイホノルル５日間の
旅』延期について」をご覧ください。

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 ６月17日 圃場巡回
６月23日
６月24日

●活動予定 未定

たまねぎ収穫の様子

たまねぎ掘り取り作業
たまねぎ収穫

圃場巡回の様子

みんなで防ごう 水の事故
～高波のときや遊泳禁止場所では泳ぎません～

毎年、夏になると痛ましい水の事故が発生しています。
家族はもちろんのこと、地域のみんなで声をかけあって水
の事故をなくしましょう。
【このようなことに気をつけましょう】
★子どもから目を離さないようにしましょう。また、危険
な場所で遊んでいる子どもを見かけたら「危ないからや
めなさい。」とはっきり注意しましょう。
～付き添いと監視が事故防止のポイントです～
★悪天候のとき、波の高いときや遊泳禁止区域では絶対遊
泳しないようにしましょう。
★立入禁止区域には、絶対に入らないようにしましょう。
★自宅周辺の危険個所（用水路・池・沼）に注意しましょう。
～慣れたところに危険が潜んでいます～
TEL 018-852-4100
TEL 0185-45-2100

ＪＡ大潟村の概況 2020年６月末現在

貯 金…296億5,893万円
貸出金… 74億7,127万円
出資金… 9億4,555万円
9
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６月24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
・与信取引に関する利用者への説明態勢にかかる事務
要領の一部改正について
・農協カードローン貸付要項の廃止について
・秋田県住宅建設資金貸付要項の廃止について
・カードローン貸付要項の制定について
・ＪＡ農機ハウスローン貸付要項の一部改正について
・内部監査報告について
・令和２年度監事監査計画について
議案
議案第28号 夏期手当の支給について
議案第29号 貸付金について
その他
・店舗における宅配サービスの取扱方法変更について
・店舗の経営改善に資するアンケートの実施について

フレミズだより
●活動報告

６月11日 大潟富士サルビア植え（役員）
７月 ２日 お茶会（会員交流会）

～フレミズ部員募集中～

五城目警察署からのおしらせ

五城目警察署
大潟駐在所

理事会報告

正組合員数……1,046名
准組合員数…… 48名

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
退

職

動

氏

名

畠山

深雪

柏崎

裕紀

石井
浜田
中田
佐藤
中田
下間
平川
板橋
浅井

彰

雄介
清仁
純子
真貴
圭太
大志
和宏
竜哉

人

事

組合員の皆様、ありがとうございました。

５月18日付
６月30日付

異

員

菊地 詠子（生活課・臨時職員)
安藤
工（給油所・臨時職員)
職員の人事異動を行いましたので
お知らせいたします。

７月１日付
新

任

旧

任

整備課課長補佐

総務課課長補佐

総務課管理係係長

総務課経理係主任

経営課課長補佐

共済課共済係係長

給油所給油所係主任

営農支援課販売係主任
資材課資材係主任

整備課農機業務係主任
整備課農機整備係主任
経営課貸付係主任
資材課資材係

生活課課長補佐

共済課共済係主任
資材課資材係主任
営農支援課販売係

整備課自動車業務係
整備課農機業務係
整備課農機整備係
経営課貸付係

生活課コンビニ係（店長）

臨時従業員の人事異動を行いましたのでお知らせいたします。
氏

杉山

名

涼香

新

金融課貯金係

任

旧

総務課管理係

任

No.249

初めての
庄司

No.214

お誕生日おめでとう !!
は

な

華叶ちゃん

青柳

ゆう な

佑和ちゃん

人一倍敏感で甘えん坊のは
おもちゃより絵本が好き？
初めての
お誕生日おめでとう
!!
な。家族だけじゃなく周りの

あれこれ広げて「読んで」ア

人達皆に可愛がられて無事１

ピール。我が家の読書家です。

歳を迎えることができまし

お姉ちゃんお兄ちゃんに遊

た。これからも、姉妹仲良く

んでもらって元気いっぱい！

元気にすくすく大きくなりま

みんなを和ませてくれてあり

すように…♡

がとう。

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

７月18 日 放送のＡＫＴ秋田テレビ
「ＪＡみどりの広場」は、
大潟村のニンニクがテーマです。

７月 18 日（土）

午前11時～放送予定

ニンニク生産班の皆さんが出演しますのでどうぞご覧ください！

「ニンニク」「たまねぎ」収穫始まる
大潟村の特産「ニンニク」と「たまねぎ」の収穫が始
まりました。
10ａでニンニクを栽培するニンニク生産班の小野友義
さんは、６月22日に収穫を行い、「ニンニクは掘るまで
良し悪しが分からない。今年は良い出来でほっとした」
と感想を述べました。
たまねぎの品種「ターザン」と「もみじ」などを計2.5ha
で栽培するたまねぎ生産組合の埴生望副組合長は、６月
23・24日に「ターザン」の収穫を行いました。
「天気に
気を付けながら、きれいな状態で乾燥施設に搬入できる
よう頑張りたい」と述べました。

たけや製パン、「銀河のちから」圃場視察
大潟村産小麦「銀河のちから」を94％使用した食パンを製造販売しているた
けや製パン（秋田市）は、６月24日に銀河のちから圃場を視察しました。
麦類生産班の菅野正史会長などか
ら説明を受けた同社の加藤勇人営業
部次長は、
「今後は菓子パンにも銀河
のちからを使いたい」と述べました。
今年大潟村では銀河のちからが
96ha作付され、６月29日から収穫が
収穫の様子
行われています。
たけや製パン視察の様子

JAだより おおがた

かぼちゃ圃場巡回
営農支援課は６月23日、

圃場３か所とハウス２か所
を 巡 回 し、30人 が 参 加 し
ました。

特産かぼちゃ生産組合で

は、47農家とＪＡ青年部な

どの組織が、全体で13.8ha
栽培しています。

今年は全体的に雄花の付

きがあまり良くなかったも
のの、生育は今のところ順
調とのことです。

〒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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