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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～

秋田地区農協青年部野球大会 優勝 平成10年（1998年）８月 ４ 日 写真／ＪＡ所蔵
写真左上：秋田県農協青年部野球大会 優勝 平成10年（1998年）８月27日 写真／ＪＡ所蔵

今月号の主な内容

50周年記念講演・式典・祝賀会は延期とさせていただきます

02 あぐりプラザ情報
03 特集 「あぐりプラザの経営改善に資する
06
07
08
09
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アンケート」結果報告

女性部活動だより
50周年記念インフォメーション・種苗交換会お知らせ
給油所よりお知らせ・秋田地方法務局より
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
★金曜市開催予定日

★ピザーラ移動販売車がやってくる!!

10月 21日㈬ ・22日㈭

10月16日㈮・10月30日㈮

詳しくは、後日配布のチラシをご覧ください。

11月６日㈮・11月13日㈮

★ミスタードーナツ販売予定

10月 27日㈫ 午前９時30分頃より

★ポイント３倍day開催予定日

10月27日㈫・11月４日㈬・11月10日㈫

★あつみのかりん糖 販売再開しました!!

★あぐり月間特売開催予定日

午前９時～午後７時

営業
（日曜日も休まず営業しております）
時間 お問い合わせは生活課（45−2214）まで。

10月22日㈭ ・23日㈮ の２日間

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
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特集

「あぐりプラザの経営改善に
資するアンケート」結果報告

生活課（店舗）事業はここ数年、売上高が減少傾向にあり業績不振部門となっています。ＪＡでは
村内ライフラインの一端を担うものと認識し、存続に向け経営改善に取り組んでいるところです。
今後のあぐりプラザのあり方を検討する手段の一つとして、組合員とその家族を対象としたアン
ケートを先日実施いたしましたので、その結果をご報告いたします。

回答者性別

回答者年齢

10代 0人
20代 0人

90代以上 0人

80代 30代

男性

4人 2人

7人

40代
12人

70代
21人

50代
女性

60代

68人

17人

最も利用頻度の高いスーパー
あぐりプラザ
スーパーセンターアマノ男鹿店
いとく男鹿店
イオンスーパーセンター五城目店
テラタ八竜店
テラタ鹿渡店
マックスバリュ男鹿店
スーパーセンターアマノ井川店
マックスバリュ天王店
マックスバリュ琴丘店
ドジャース男鹿店
ザ・ビッグ潟上店
クレタ昭和乱橋店
その他

0

19人

10

5
3
2
2
1
1
0
0
0
0
0
4

20 30 40 50 60 70（人）

14

62

◆価格について

【 いただいたご意見 】

当店の利用頻度
月２～３程度 1人

普段利用するスーパー（複数回答可）
0

月１程度 0人
それ以下 0人

週１程度

20

30

24
23

40

50

4人

28

32人

週４～５程度

家から近い

0

10

70

20

30

50

60（人）
60

38

品質の良い商品

36

ポイントサービス

30

広い駐車場

19
11

独自の商品

夜遅くまでの営業

40

39

電子マネー、キャッシュレス決済

27人

70（人）

スーパーで重視する点（複数回答可）

豊富な品揃え

週２～３程度

60

51

価格が安い

ほぼ毎日
11人

10

あぐりプラザ
スーパーセンターアマノ男鹿店
テラタ八竜店
テラタ鹿渡店
イオンスーパーセンター五城目店
16
いとく男鹿店
13
ザ・ビッグ潟上店
12
スーパーセンターアマノ井川店
6
マックスバリュ琴丘店
6
マックスバリュ男鹿店
マックスバリュ天王店 3
ドジャース男鹿店 1
クレタ昭和乱橋店 0
9
その他

10
4

宅配サービス 2

意 見・回 答
【 あぐりプラザからの回答 】

ペットボトル等飲料の価格を安くしてほしい。 大手食品スーパーと比較しますと、価格面では太刀打ちできない状況です。
納入価格は仕入量に左右される部分が大きく、お安くご提供できないのが実
他のスーパーに比べると少し高い。
態ですが、仕入先への交渉を続けてまいります。

◆特売について

【 いただいたご意見 】

【 あぐりプラザからの回答 】

Ａコープ商品の特売日を設けてほしい。

売れ筋商品での実施となると思いますが、特売商品としての取り扱いを検討
します。

特売チラシにもっと目玉商品があれば良い。

特売商品のマンネリ化を防止するとともに、お買い求めやすい価格でのご提
供に努めます。

夕市の特売品が少ない。

各部門チーフと相談し、特売商品数を検討します。
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「あぐりプラザの経営改善に
資するアンケート」結果報告

◆品揃えについて

【 いただいたご意見 】

【 あぐりプラザからの回答 】

品切れしている商品が多く感じる。入荷予定
日を掲示してもらいたい。

欠品商品が発生しないように努めますが、欠品が生じた商品棚には入荷予定
日を掲示するようにいたします。

料理番組や健康番組で取り上げられた商品が
翌日には店頭に並んでいるとありがたい。

健康番組等で紹介される商品は、事前に大手スーパー等に情報が流れている
のが実情です。残念ながら、当店のような単店経営のスーパーでは情報入手
が困難なこと、また放送された翌日には入荷が困難な状況となっております。

他のスーパーに無い商品も取り扱ってほしい。

他のスーパーで取扱いのない商品の品揃えに関しましては、スタッフにて新
商品やおっしゃられるような商品情報入手に努力いたしますが、ご希望の商
品がございましたらご意見箱への投函をお願いいたします。可能な限りで品
揃えに加えてまいります。

お中元、お歳暮、法事用に、Ａコープ商品の
詰め合わせや大潟村特産品を展示してほしい。
Ａコープ商品の詰め合わせは実施に向け検討してまいります。またロースト
以前ローストビーフの盛り皿をお願いしたこ
ビーフ盛合せにつきましても、精肉部門と打ち合わせをし、是非、注文取り
とがあり、とても豪華にきれいに盛り付けて
をおこないたいと思いますのでご利用のほどよろしくお願いします。
いただいた。お盆や年末に広告で注文取りを
してみてはどうか。

◆品質について

【 いただいたご意見 】

【 あぐりプラザからの回答 】

野菜や果物の鮮度に重点を置いてほしい。購
入者にとって品質の安定がなによりのサービ
スだと思う。

お客様に安心してお買いものいただけるよう、商品納入時のチェックを厳重
におこなうとともに、店内での鮮度管理に努めてまいります。

早めの値引きを心がけてほしい。

値引きタイミングにつきましては、各部門チーフへの指導を徹底いたします。

◆ポイントについて

【 いただいたご意見 】

【 あぐりプラザからの回答 】

３倍dayは対象レシートが無くても対象になる
と良い。また一日一回しか対象にならないの
で改善してほしい。

３倍day企画につきましては、対象レシート発行期間にお買いものいただいた
お客様へのお得な企画として打ち出したものですので、ご理解いただけます
ようお願いします。また一日に数回のご利用が不可となっていることに関しま
しては、対象レシートを必ず徴求しなけらばならないシステム上、難しい状
況です。併せてご理解いただけますようお願いします。

ポイント３倍day等のサービスが定着してきて
いて利用しやすい。税込価格もわかりやすく
てありがたい。

ポイント３倍dayについては、通常日の1.5倍ほどの販売実績があり、お客様
に喜んでご利用いただけているものと感じております。しかし、あぐりプラザ
の存続を検討しているなかで、当該サービスにかかる経費について、見直し
の必要性に迫られております。できる限りのサービス継続を念頭に置きなが
ら、検討を重ねてまいります。

◆営業時間について

【 いただいたご意見 】

ちょっとずつであるが、変化がみられる。な
くてはならない存在だと思う。採算が合うの
であれば、開店時間を早くしてほしい。

◆各部門について

【 いただいたご意見 】

【 あぐりプラザからの回答 】

人件費の圧縮を目的とし、開店時間をこれまでの8：30から9：00と変更させ
ていただいておりました。来客数の最小時間帯の対応としておりましたが、こ
のようなお声も多く寄せられておりますので、経費の更なる圧縮を模索する
とともに、前向きに検討してまいります。
【 あぐりプラザからの回答 】

お惣菜コーナーは品数も増えて、陳列も良く、
購買意欲が湧く。鮮魚コーナーもすばらしい。
「すぐ食べられます」のコーナーも助かってい
る。組合員の要望をいつも取り入れてくれて 誠にありがとうございます。より一層、お客様にご満足いただける売り場づく
いると感じる。無くなったら困るので、これか りに努めてまいります。また、今後は購入後すぐに食べられる商品に注力し
たいと考えておりますので、ご利用いただけますようお願いいたします。
らも応援していきます。
鮮魚コーナーは以前より鮮度が良くなったの
で、よく利用させてもらっている。
金曜日の週一回ですが、男鹿市で人気のパン屋さん「ベーカリートラ」さんの
週一で入荷する「ベーカリートラ」のパンが
パンを仕入販売させていただいています。ご存知のとおり「コロッケパン」や
とても楽しみです。できるなら人気商品の「コ
「カレーパン」は「ベーカリートラ」さんでも品切れになるほどの人気商品です。
ロッケパン」や「カレーパン」も扱ってほしい。
現在は仕入れることができない状況ですが交渉を続けてまいります。
地場産野菜を豊富に品揃えしてほしい。

組合員の皆様にお声掛けするとともに、コーナー拡充を検討してみます。
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◆そ の 他

【 いただいたご意見 】

共同炊事に代わるサービスがほしい。共同炊
事ほど高くなく、調理が楽なもの。
ふれあい食材からなぜ撤退したのか。

【 あぐりプラザからの回答 】
共同炊事事業は、加工センター設備の老朽化により、永続的に実施すること
は不可能であると考えております。現在は他の事業者と連携を図りながら当
該事業の代替方法を検討していくこととしております。
ふれあい食材につきましては、Ａコープ北東北より子会社であるライフサポー
ト秋田に事業移管され、配送から料金徴収までをライフサポート秋田が一括
して行うこととなり、当組合の事業ではなくなったものです。

生活課では他事業者と連携を図りながら、屋根・外壁塗装をはじめとするリ
電気のトラブルを見てくれる人がいたら助かる。 フォーム事業、水回りのトラブル、また電気に関すること等さまざまな相談を
承っておりますので、お気軽にお声掛けください。
陳列に季節感が感じられない。

今後は季節に応じた商品展開を心がけてまいります。

浄水器を設置してほしい。他店ではポイント
カードがあると無料となっている。

以前は浄水器「エコア」を設置し、皆様にご利用いただいておりました。そ
の浄水器も経年によりフィルター等の部品交換もできない状況となり、撤去
処分としておりました。同様の浄水器の設置も検討いたしましたが、初期投
資で250万円ほどと高額なこと、また毎月１回のフィルター交換に５万円ほど
要するため新規の設置を断念しております。

土用のうなぎの引取り場所を明確にしてほし
い。大潟村産の加工品は30％オフになってい
るが、値引き後の価格を提示してほしい。米
粉餃子10個入りの販売を復活してほしい。

うなぎのお引取場所に関しましては、ご迷惑をおかけし申し訳ございませんで
した。今後このようなお引取いただく商品の場合は、その場所を明確にする
ようにいたします。大潟村産加工品販売促進事業にかかる対象商品に関しま
しては、30％オフ後の価格を提示してまいります。また米粉餃子につきまし
ては、製造元である餃子計画さんで製造取り止めを決定しており、販売でき
ないものとなっております。

使用できる電子マネーの種類を増やしてほしい。

電子マネー決済の種類を増やすことにつきましては、当店でも検討している
最中ですので、今しばらくお待ちいただきますようお願いします。

酒、たばこ、日用品の宅配を行ってほしい。

お酒に関しましては、現在「あぐりお酒の宅配便」のチラシを配布させていただ
き、宅配サービスを行っておりますので、そちらのご利用をいただけますよう
お願いします。
（サッカ台にチラシを据え置いておきます。
）また、たばこや日用
品に関しましては、お電話にてお問い合わせいただけますようお願いします。

◆あぐりプラザの良い点

【 いただいたご意見 】
スタッフの皆様にお声掛けいただき、子供た
ちもあぐりプラザが大好きです、今後もよろ
しくお願いします。

【 あぐりプラザからの回答 】
誠にありがとうございます。子供好きなスタッフが多くおりますので、是非お
子様連れでのご来店をお待ちしております。

売り上げ、サービス向上のために努力してい
ると思う。今のままで消費者の声に敏感であ
れば良いと思う。

誠にありがとうございます。本アンケートでお寄せいただいたご意見を参考
に、より一層お客様にご満足いただける売り場づくりに努めてまいります。

私はあぐりが大好きです。店員さんもフレン
ドリーでありながら、丁寧な対応をしてくれる
ので気持ちよく買い物ができます。あぐり存
続のため従業員が努力してくれているのが伝
わり感謝します。

誠にありがとうございます。スタッフ一同、より一層丁寧なお客様対応を心
がけるとともに、喜んでお買いものいただける売り場づくりに努めてまいりま
す。また、ＪＡでは店舗事業を村のライフラインとして考えており、効率化を
考えた場合に規模縮小等の可能性はございますが、できる限りの維持存続を
考えております。今後とも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願いいたします。

◆存続の要望について

【 いただいたご意見 】
村唯一のスーパーなので、営業を続けてほしい。

日常生活を送るうえで、あぐりプラザの存在
はとても重要です。特に高齢化が進むと遠方
へは出かけられません。業務縮小してでも存
続してもらいたい。
あぐりプラザの存在はとても重要です。チェー
ン店には太刀打ちできない。いとく等に出店
の打診をしてみてはどうか。生協の宅配件数
の増加が経営悪化の要因では。

【 あぐりプラザからの回答 】
ＪＡでは店舗事業を村のライフラインとして考えており、できる限りの維持存
続を考えております。しかし、採算性の観点から縮小や抜本的な見直しの必
要性に迫られているのも事実です。今後は店舗事業改革プロジェクト委員会
等において、スピード感をもって検討していくこととしております。
以前、秋田県に拠点を置く大手食品スーパーにあぐりプラザの運営について
打診したことがありました。その際は商圏内の人口及び世帯数の状況を理由
にお断りされておりました。あぐりプラザの今後を検討していくなかで、他店
への打診も検討材料にするとともに、業務縮小も視野に入れながら見直しを
図ることとしております。

アンケートにご協力いただきました皆様、誠にありがとうございました。いただいたご意見をもとに、
今後の運営に反映させてまいります。これからもあぐりプラザをご利用いただきますよう何卒お願い
申し上げます。
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第435号

女 性 部「活動だ

より」

☆これからの行事予定
◎10月17日
◎11月18日
◎11月25日
◎12月３日
◎12月上旬
◎12月中旬
◎１ 月上旬

移動研修（仙北市）
西明寺栗拾い・わらび座
 性部研修 講師：ＺＥＮさん
女
（ Ａ Ａ Ｂ 秋 田 朝 日 放 送「 サ タ ナ
ビっ！」出演）
軽スポーツ大会（ボッチャ予定）
第２回不用衣類回収
午前９時30分～
豆腐づくり、油揚げ講座
リフレッシュ講座
パソコン教室

★エルダーの会について
エルダーの会として活動していた方々は、みなさ
ん個人会員となり、また会の運営も負担になってき
たなどの理由で活動をお休みしていましたが、今年
度冬期間に再開を計画しています。
活動についての要望や案がありましたら、執行部
までご連絡ください。入会希望も大歓迎です。
（山本嘉子記）

★活動報告と各種会議報告
◎野菜栽培活動グループ
８月から９月にかけては秋蒔き野菜の種まき作業
です。８月下旬にカブ、大根、白菜の種まきをしま
した。８月29日は西５丁目の草刈りがあり、この
日は早めのお昼を済ませて玉ねぎの種まき作業を行
いました。種が小さいので老眼には見えにくいです
が、何とか一粒ずつまきました。
この他、キャベツ、ブロッコリー、ニンジンなど
の作物の肥培管理を行いました。作物が徐々に成長
しているのが楽しいですが、無農薬で育てているの
で、青虫とのこんくらべです。防虫ネットをかけて
いるのですが、虫
は中に入ってしま
います。手で取り
除きました。
９月には葉物
「川流れ、チヂミ
菜」の種まきをし
ました。これは春
に食べられます。
（栢森慶子記）
スイカを食べて休憩する様子

枝豆のもぎ取り作業

防虫ネットをかけたキャベツ

◎役員会報告（９月３日）
女性部研修は11月18日で、講師はＺＥＮさん（Ａ
ＡＢ秋田朝日放送「サタナビっ！」出演）です。コ
ロナウイルス感染拡大を意識しての開催になります
ので、当日はマスク着用、自宅での検温をしてから
の参加になります。午前終了予定で、お土産があり
ますので、たくさんの参加をお待ちしています。出
欠の用紙は後日配布します。
軽スポーツ大会は11月25日で、ボッチャを予定
しています。当日はマスク着用、ボールをつかみま
すので手袋の着用をお願いします。また、自宅での
検温をしてからの参加になります。 （伊藤尚子記）
◎第63回秋田県ＪＡ女性大会並びに秋田県家の光大
会（９月８日）
大潟村から６人参加
しました。会場は秋田
ビューホテルで、体温
を測り、手の消毒をし
て入りました。１つの
テーブルに一人ずつ、1
列ごとに右左交互に座
り、発表者の前にはア
ＪＡ女性大会並びに家の光 クリル板が置かれソー
シャルディスタンスを
大会参加者
守りながらの大会とな
りました。
午前の、家の光記事
活用体験発表では８人
の発表があり、優秀賞
には秋田やまもとの伊
藤ユウ子さんが発表し
た「かあちゃんのもっ
お昼のお弁当
たいない精神これから
先も仲間と共に」が選ばれました。そら豆の規格外
Ｓ品を利用して豆板醤を作るまでの苦労、家族や仲
間の協力と応援が力になり頑張れた事等と、技術は
盗めの精神も大事と話されました。
お昼のお弁当を食べるのも同じ席で、皆さん無言
で黙々と食べました。おかずはどれも美味しかった
ですが、お喋り無しは味気なかったです。
（小澤美智子記）
午後は、国際ジャーナリスト・堤未果さんの「狙
われる日本の食と守るべき日本の宝」と題した講演
を聴きました。コロナ後の世界と食と農業について
のお話です。
「狙われる日本の食」というのは、主にアメリカの
経済戦略に食が使われている、ということ。これま
では「大きく、早く」という経済優先で世界が進ん
できましたが、新型コロナ禍によって「小さく、身
近に」という考え方が見直されていて、それが家族
農業、地方の力、協同組合など、だそうです。そし
てこれらが「守るべき日本の宝」ということでした。
また、「消毒をする」というのが当たり前になっ
てきていて、必要な菌もなくなり免疫もなくなって
しまうのではないかと心配していました。
リモートでの講演で、どうしても聴くだけになっ
てしまい少々物足りなさがありました。
（宮川清子記）
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大潟村「文化情報発信者」 作品展示会
開催中！
彫刻家 鎌 田 俊 夫さん

ＪＡ大潟村創立50周年記念
2020年７月21日（火） 終了いたしました
ゴルフ大会

ＪＡ大潟村創立50周年記念
2020年８月29日（土） 中止いたしました
第８回ＪＡまつり
１ 年 後（2021年11
ＪＡ大潟村創立50周年記念
2020年11月19日（木）
講演・式典・祝賀会
月中・下旬）に延期
１ 年 後（2022年 １
ＪＡ大潟村創立50周年記念
2021年１月中旬
ハワイ旅行
月中旬）に延期予定

ＪＡ大潟村創立50周年記
念イベントとして、大潟村の
彫刻家・鎌田俊夫さんの作品
をＪＡ 会館 正 面入 り口 エン
トランスに展示しております
が、その３作目として秋田北
高校にある「学びて思う」
（通
称：お北さん）を現在展示中
です。
この作 品 は秋 田 北高校 創
立100周年と新校舎完成を記
念して北高同窓会（あげまき
会）から依頼されて造ったも
ので、同校舎玄関横のオープ
ンスペースに現在ブロンズ像
として立っている作品です。

第143回

創立50周年記念 インフォメーション

※記念講演・式典・祝賀会に関しましては、秋田県内での新た
な新型コロナウイルス感染者が発生するなど、感染拡大防
止の観点から予断を許さない状況であることを踏まえ、来
場者の健康や安全面を考慮し、１年後、
（2020年11月19日か
ら2021年11月中・下旬）に延期させていただきます。
※ハワイ旅行に関しましては、新型コロナウイルスの感染拡大
の影響により、海外の観光客の受け入れ体制がいまだ不透
明な状況となっていること等から、参加者の安全を考慮し
１年後（2021年１月中旬から2022年１月中旬に）に延期予
定です。
なお、今後の新型コロナウイルスの状況も考慮しながら、
新しい旅行企画、積立等に関しましては、決まり次第お知
らせする予定です。

秋田県種苗交換会のお知らせ

◎催事日程
期日・時間

令和２年10月30日（金）～11月３日（祝）9：00 ～ 16：00
会

場

◆主会場（横手体育館）

農産物出品展示、学校農園展、農林業関係団体展、聖農 石川理紀之助翁展

◆協賛第１会場（横手体育館向かい駐車場）

農工商フェア、横手の魅力発信ゾーン、にぎわいステージ、
５daysスペシャルダイニング＆バー

◆協賛第２会場（秋田ふるさと村第３駐車場）

物産販売展、ＪＡ女性部食堂、仏壇・石材展、植木苗木市、新車中古車販売展、
各種機械販売展、横手やきそば四天王が特別出店

ご来場の皆様へ

種苗交換会は新型コロナウイルス感染拡大防止に細心の注意と対策を講
じて開催いたします。皆様に安心してご来場いただけるよう、スタッフの健
康管理や消毒・換気などの会場管理を徹底して行います。
皆様におかれましても以下についてご協力をお願いいたします。

ご案内 マップ
至大雄・
雄物川

●

シャトルバス
（無料）運行

農産物の出品にご協力ください。受付を10月26日（ 月 ）
［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

7
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か●
ま
く
ら
館

協賛第1会場
P1

横
手
駅

●
横手武道館
●
横手市南庁舎

主会場
協賛第１会場

13

●

よこて
シャイニーパレス

⇔

新型コロナウイルス感染拡大地域からのご来場はご遠慮ください
⃝発熱や体調が優れない方はご来場をお控えください
⃝入口で体温測定をし、37.5℃以上の方は入場をご遠慮いただきます
⃝マスクを着用されていない方は入場できません
⃝手指消毒やソーシャルディスタンスなど、スタッフの指示にご協力ください
⃝会場内は全面禁煙となります

（横手体育館）

⇔

＜当日は以下の項目にご協力をお願いします＞

P3

主会場

横手駅西口

至
大
仙

至
大
仙

平鹿総合病院

協賛第２会場

107

横手警察署
●

イオン横手店
至
由
利
本
荘

協賛第2会場

（ふるさと村駐車場）

77.4 MHz
横手かまくらＦＭ

107 至山内

駐車場のご案内

グリーンスタジアム
よこて

交通情報・駐車場情報

市
民
会
館●

●

イオン
スーパーセンター
横手南店 ●

●

第143回秋田県種苗交換会の

至
湯
沢

P2
秋田ふるさと村 ●
県立
近代美術館

※専用駐車場以外の駐車は ご遠慮ください。

P1 横手市役所条里南庁舎前駐車場
P2 秋田ふるさと村駐車場
P3 平鹿総合病院駐車場（土、日、祝日のみ）
横手I.C

至

13 湯
沢

給油所よりお知らせ
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、

「旅行コース」……２本
「家電コース」……４本
「ＪＡ－ＳＳ得々コース」…………………………17本
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

2020年11月１日～ 2021年３月31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（TEL45-2511）まで。

秋田地方法務局より

あなたの大切な自筆証書遺言書を法務局が守ります！

法務局では、本年７月10日から「自筆証書遺言書保管
制度」を開始しました。
遺言は、相続をめぐる紛争を防止するために有用な手
段です。とりわけ、複数の相続人が農業用財産をそれぞ
れ分割して取得すると、農業経営に支障が生じる場合が
あることから、農業経営継続のための一つの方法として、
遺言の利用が有益です。
遺言には公正証書遺言と自筆証書遺言がありますが、
自筆証書遺言は、自書さえできれば誰でも、いつでも、
どこでも作成することができ、手軽で自由度の高い方式
です。しかし、自筆証書遺言には、遺言者がなくなった後、
遺言書の信ぴょう性や遺言内容をめぐって紛争が生じた
り、相続人が遺言書の存在に気付かないまま遺産分割を
行ったりする等のリスクがあります。
その点、法務局における自筆証書遺言書保管制度を利
用すれば、手軽で自由度が高いという自筆証書遺言の利
点はそのままに、自筆証書遺言が持つリスクを軽減する
ことができます。また、遺言者が亡くなった場合には、
相続人に遺言書の内容が確実に伝わるよう、あらかじめ

指定された相続人に遺言書を保管している旨を通知しま
す。さらに、家庭裁判所の検認が不要なので、スムーズ
に相続手続を行えます。
詳しくは、法務省ホームページ遺言書保管制度を検索
するか、秋田地方法務局供託課（TEL 018-862-1171）
にお尋ねください。
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五城目警察署からのおしらせ

特殊詐欺の被害防止のために
❶「未納料金がある」というメール（電話）
⃝
がくる

!?

!

❷
⃝
❷コンビニで電子マネーを買うよう指示される
裁判に
なったら
大変だ！

理事会報告
９月25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
・コンプライアンス・マニュアルの一部改正に
ついて
・不祥事対応要領の一部改正について
・ＪＡ住宅ローン貸付要項の一部改正について
・ＪＡ住宅ローン（100％応援型）貸付要項の
一部改正について
・たまねぎ栽培・施設運用対策委員会報告について
議案
第36号 就 業規則及び各部署の就業規則の一
部改正について
第37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38号 貸付金について

フレミズだより

注：電子マネーは、カードタイプのほか、店内のマル
チメディア端末を操作させて購入させる場合もあ
ります。

●活動報告
なし

❸相手に電子マネーの番号を教える
⃝
123456789

電子マネーの番号を
教えるのは、現金を
渡すことと同じです。

注：カードの裏面に決済に必要な番号があります。こ
の番号を教えることは、電子マネーの利用権を渡
してしまうことになります。

❹架空料金請求詐欺の被害に！！
⃝

料金を請求する電話・メールは
詐欺を疑い、警察に相談を！
五城目警察署
大潟駐在所

TEL 018-852-4100
TEL 0185-45-2100

ＪＡ大潟村の概況 2020年９月末現在
貯 金…289億2,975万円
貸出金… 77億1,076万円
出資金… 9億5,010万円
9
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正組合員数……1,045名
准組合員数…… 48名

●活動予定
11月５日

ＪＡ座談会＆
教養講座

～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。

活動報告と予定

青年部

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

未定

職

員

退

職

人

事

組合員の皆様、ありがとうございました。

９月14日付

石井

篤美（生活課・臨時職員）

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

榮田

真悦

No.252

初めての

お誕生日おめでとう !!
木須

No.214

じょう じ

丈二ちゃん

初めての お誕生日おめでとう
!!
いつも最高の笑顔で周りを明るく照らしてくれる丈二は我
が家の太陽です。
歩くのが段々と上手になり、お姉ちゃんと楽しく遊ぶ様に
なってきました。
皆に愛される元気な子に育ってくれたらと願っています。

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
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ＤＪＩ製ドローン
デモ飛行

ＪＡでは、スマート農 業を実 践
し「 農 業の見える化 」と「 技 術の
継承」を推進するとともに、スマー
ト農業に向けた現場対応を検討し
ています。
農業資材会社㈱コハタは「ＤＪ
Ｉ製ドローンデモ飛行」を９月９
日に村内圃場で開催し、組合員な
ど 人が参加しました。
デモでは初めに、撮影用ドローン
で撮影した画像を専用ソフトで変
換し、飛 行 経 路 を設 定した データ
を作成しました。コハタでは今後、
データを作成して農家に提供する
有料サービスを計画しています。
次に、飛行経路の通りに散布用
ドローンを自律飛行させ、農薬の
代わりに水を散布しました。薬剤
タ ン ク は ㍑ と 大 き め で、
粒剤散布用タンクも取り付
け可能です。
圃場を貸し出したスカイ
ロボット部会の小林基継さ
ん は、「 ラ ジ コ ン ヘ リ で 散
布する際、ＧＰＳ付きでも
機体がふらつくことはある
が、このドローンは動作が
制御され、ふらつかないと
ころが良いと思う」と感想
を述べました。
30

高精度自律飛行

フ

PhotoNews

ォトニュース

撮影用ドローン（写真左）と
ＲＴＫ基地局（同中央）

㈱コハタの担当者（写真左）の
説明を聞く参加者

JAだより おおがた

散布用ドローン「AGRAS T20」
（写真中央）

16Ｌ薬剤タンクに農薬の
代わりに水を入れる様子

デモ飛行の様子

バッテリーを装着する様子

〒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 https://jaogata.exblog.jp/
発行／大潟村農業協同組合 印刷：㈱八郎潟印刷
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