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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～
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第143回秋田県種苗交換会

あぐりプラザ接遇技術向上会
平成17年（2005年）２月20日 写真／ＪＡ所蔵

50周年記念講演・式典・祝賀会は
来年に延期いたしました

06 営農だより（作況調査結果）
07 コメ記者熊野のコラム
08 ＪＡバンクウインターキャンペーン
09 みちびき搭載ドローンによる高精度飛行実証実験のご案内
10 整備課よりお知らせ・給油所よりお知らせ・50周年インフォメーション
11 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
12 初めてのお誕生日

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

★周年祭ＳＡＬＥ開催予定日

11月19日㈭ ・20日㈮ の２日間

11月13日㈮・11月27日㈮
12月４日㈮・12月11日㈮

★やきとり竜鳳さんによる店頭販売予定日

11月 16日㈪

★ポイント３倍day開催予定日

11月24日㈫・12月８日㈫・12月16日㈬
営業時間

11月 30日㈪

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。

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436号

女 性 部「活動だ

より」

☆これからの行事予定

◎11月18日 女
 性部研修 講師：ＺＥＮさん
（ＡＡＢ秋田朝日放送
「サタナビっ！」出演）
◎11月25日 軽スポーツ大会（ボッチャ）
午前９時30分受付開始、10時開会式
◎12月 ３日 第２回不用衣類回収
午前９時30分～ 11時30分
◎12月７日・８日 豆腐づくり、油揚げ講座
午前９時～ 加工センター
◎12月10日（予定 ）村議会傍聴 午前10時～
◎12月12日 リフレッシュ講座（速歩）
午前９時30分～ 体育館
◎１ 月上旬 パソコン教室
◎１月19日 リフレッシュ講座（スローエアロビック）
午前９時30分～ ＪＡ会館

★エコレク部からのお知らせ
◎11月25日（水）に軽スポーツ大会（ボッチャ
競技）を開催します。新型コロナウイルスの感
染予防に充分配慮し行いたいと思います。どう
ぞご協力よろしくお願いいたします。
◎12月３日（木）に第２回不用衣類回収を行います。
場所：村民センター東２丁目分館
時間：午前９：30 ～ 11：30
ご家庭に眠っている、いらなくなった衣類、小
さく着られなくなった服を回収し、業者に持ち込
みリサイクルします。燃やせるごみの減量化にも
なりますのでご協力よろしくお願いいたします。
なお、回収できない物もありますので今一度確認
してから持ち込みください。
（齊藤直子記）

★加工部からのお知らせ
加工部では毎年、委託味噌加工作業をさせてい
ただいております。昨年より味噌加工原料の持ち
込み委託も始めました。今年度も下記の作業を行
います。
◎おまかせコース（原料はＪＡが用意する）
◎こだわりコース（原料は全部持ち込み、又は一
部持ち込み）
自分で作りたいけれど、忙しく味噌加工作業が
できない方、様々な理由で作業ができない方、是
非加工部の委託味噌加工にご依頼ください。責任
を持ってお造りいたします。お待ちしております。
詳細は後日お知らせいたします。 （石山裕子記）

★みそ・とうふの会から
10月27日、今後の日程などを話し合いました。
12月１日に加工センターの清掃と煮沸消毒をし
ます。（正月明けの１月６日、終了後の３月５日
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の３回予定）
今年もたくさんの方々にみそ・とうふを作って
いただきたいと思います。
～とうふ加工について～
節水のため12月は試しに、２住区ごとに日程
を組みます。その分今まで10日ごとぐらいだっ
たのが、週１回ごとくらいになると思います。
作る前日までに生活課・木村（45－2214）に
連絡いただくとスムーズにいくと思います。よろ
しくお願いします。
※ニガリは昨年同様500円です。栢森・山本まで
連絡ください。
（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
先に苗づくりをしていた葉物類の定植を10月
２日にしました。
10月６日から15日にかけてさつま芋（紅あずま、
安納芋）掘りをしました。秋の天気は変わりやす
く、晴れていたのに急に雨になり、芋にマルチや
シートをかけて一時退散、そんな日もありました。
ま た、10月10日 に ニ ン
ニクと玉ねぎの肥料撒きを
しました。堆肥をたっぷり
撒き、有機肥料で栽培して
みることに。その畑の畝づ
く り を15日 に、 定 植 は17
日から21日にかけて行いま
さつま芋掘りの様子 した。
（栢森慶子記）
◎移動研修（10月17日・26名参加）
朝からグレーの空、小雨が降る中の出発となり
ました。
道の駅協和で小休憩ののち、国道105号から細い
細い道を経て西木町久之助栗園へ。１週間前にだ
いぶ拾われたとのことで、残念ながらほとんど栗
は落ちていませんでし
た。栗園店先で生栗や
自家製の焼き栗をたく
さん購入し、わらび座
へ向かいました。
十分なコロナ対策
を し た 劇 場 で「 空！
西明寺栗拾いの様子
空!! 空!!!」三種町出身、
女性飛行士・及位（の
ぞき）ヤエ物語を鑑
賞しました。
仙北市の経済を大
いに回してくれた会
員の皆様（笑）１日
お疲れ様でした。
わらび劇場にて
（板垣和美記）

特 集

秋田県横手市

あいさつする交換会会頭の
斉藤一志ＪＡ秋田中央会会長

オープニングセレモニーでのテープカットの様子

伝統と歴史を誇る日本最大級
日か

の農業の祭典「第１４３回秋田
月

月３日までの５日間、横手

県種苗交換会」が、
ら

30
つなぐ食農

年の半分以下の計

未

万８千人が

どの各種安全対策が取られ、昨

者の検温チェックと手の消毒な

視点から、会期の短縮や、入場

新たなイベントの在り方という

今回は、ウィズコロナ時代の

により開催されました。

者であるＪＡ秋田中央会の思い

となくつなげたいという、主催

た交換会の歴史の火を絶やすこ

でも途切れることなく続いてき

厳しい状況にある中で、戦時下

行事が相次いで中止になるなど

の影響により秋田県内の主要な

今年は、新型コロナウイルス

産物が数多く展示されました。

県内の農家が丹精して育てた農

メ ー ン 行 事 の 談 話 会 を は じ め、

来へと」をキャッチフレーズに、

「横手から

市を会場に開催されました。
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来場しました。

主会場・横手体育館

新穀感謝農民祭での祭祀舞奉奏の様子（秋田ふるさと村ドーム劇場）

10
31

あいさつする
協賛事業実行委員会会長の
髙橋大横手市長
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地元農産物で作られた
種苗交換会のシンボルマーク
秋田米新品種「秋系８２１」コーナー

農産物展示の様子

（敬称略）

勝悦

各賞を
受賞された方々

二等賞

松橋

あきたこまち

松井エイ子

水稲

あさしお

二等賞

キャベツ

聖農 石川理紀之助翁展

協賛第１会場
よこて菊まつり
ＰＲコーナー

農林業等参考展示の様子
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協賛第２会場の様子

協賛第１会場

農工商フェア

令和２年度作況調査結果について
だより

営農

本年は穂数と１穂着粒数ともに平年並みであったものの、登熟期後半の高温・多照等により登熟
歩合が高まったことで、早生・晩生品種とも全般的に屑米の割合が低く、平年を上回る収量となり
ました。
品質面では登熟期後半の高温が影響し、胴割粒や昨年目立った白未熟粒の発生が懸念されたもの
の、平年並みの発生にとどまり、全般的に整粒割合が高まりました。
ＪＡの調査による村内全体の平均収量は662㎏/10aで、作況指数は104の「やや良」となりました。

営農支援課
品種別内訳表
区

分

品

種

う る ち

あきたこまち

め ん こ い な

ゆ め お ば こ
萌 え み の り

令和２年度作況調査結果

作付比率（％）

面積（ha）

51.940

4,452

1.372

10a 当たり収量

118

0.268

623

生産量（kg）

27,735,960

680

23

690

646

695

802,400
158,700

1.198

103

62.322

5,342

た つ こ も ち

26.288

2,253

694

15,635,820

ときめきもち

4.144

355

763

2,708,650

そ

小

の

他

計

も ち 他

き ぬ の は だ
そ
酒

の

小

合

他
米

計

計

7.544

5.891

505

0.221

20

1.135

97

37.679

3,230

作付比率（%）

面積（ha）

100.0

平均単収

736

758,080

4,489,700

33,944,840

732

3,696,600

660

132,000

660

8,572

640,200

22,813,270
生産量（㎏）

56,758,110

662㎏

まとめ
総作付面積

8,572ha

生産量合計（品種毎の生産量合計） 56,758,110kg

平年生産量（平年単収×作付面積） 54,603,640kg（637kg × 8,572 ha）
10a 当たり平均収量

662kg

備

R1年村内作況指数
R1年村内平均収量

令和２年度大潟村作況指数
考

104

100
625kg／ 10ａ

※平年単収は過去５年間の
最高と最低を除く平均値
637kg

平成27年

638kg

平成29年

647kg

平成28年
平成30年
令和元年

659kg
561kg
625kg
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※このコーナーは隔月で掲載致します。

第12回 「いまどうなっているの？お米の状況⑫」
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。

２年産米の市中相場の値下がりは予想を超える大
幅なものになっています。10月20日開催された米
穀業者の情報交換会の席で千葉県の集荷業者が「２
年産を最初に出荷した際の価格はふさおとめ１等が
13500円、コシヒカリ１等が14000円だった。それ
が今や2000円も下がってしまい、集荷経費も出な
い」と嘆いていました。10月の日本コメ市場のＦＡ
Ｘ取引会では500産地品種16万俵もの売り物がＦＡ
Ｘ用紙に書き込まれていましたが、開催前に主催者
側から１件当たりのロット数が多すぎるため産地側
にロット数の削減を求めたほどでした。
すでに秋田県産あきたこまちも東京着で13000円
を割り込んでおり、皆さんにとっても米価の下落は
頭の痛い問題だと思います。それにしてもなぜここ
までコメの価格が下がったのでしょう。３年産米の
作付計画を立てる前にこのことを深く考える必要が
あると思います。
コメの価格は言うまでもなく需給によって決まり
ます。コメの需給については農水省が詳しくデータ
を取りまとめ公表しているほか専門紙のみならず一
般紙でも取り上げているので皆さん良くご存じだと
思いますが、私は少し違った角度でこの問題をとら
えています。もちろん農水省の指摘のようにコロナ
禍により外食業界等の業務用需要の激減、訪日外国
人のインバウンド需要の消滅など需要が減退したこ
とが大きな要因であることには違いないのですが、
コロナ禍以前にコメの需要減退は起きていました。
このことは以前にも触れましたが、消費税が値上げ
された昨年10月から２ヵ月連続して前年同月よりも
10％以上コメの消費量が落ち込んだという事があっ
たのです。コメは軽減税率の対象品目ですが、消費
税が値上げされたのに対して勤労者の所得は一向に
上がらず可処分所得が減少、食料品の価格に対して
敏感になった消費者の行動がこうした結果を招いた
のです。とくに５㌔2000円以上のコメは売れなく
なり、このことはデータとしてはっきり出ています。
コメが売れなくなった原因はこの他にもあります。
それは今のコメ政策がコメを売れなくする仕組みに
なっているからです。どういうことかと言いますと、
良くご存知の通り今のコメ政策はコメの価格を維持
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するために入り口で生産量を減らす対策を取ってい
ます。主食用米をエサ米に振り向けることで供給量
を減らすという対策です。その結果、本来業務用等
に消費されるべき価格の安いコメがエサ米に行って
しまいました。農水省は盛んにミスマッチ、ミスマ
ッチと叫んで「需要に合ったコメ作り」と言ってい
ますが、ミスマッチを生み出しているのは自分たち
が作った政策であるにも関わらず、他人事のように
言っています。
そして３年産の生産数量目標を679万㌧という信
じられないような数字を示しました。
２年産米の生産量より56万㌧も少なく、これを達
成するには10万㌶も減反しなくてはなりません。皆
さんに問いただしたいのですが「生産量を絞って価
格を維持する」という政策が正しいのでしょうか？
わたしはこうした政策は根本から間違っていると思
っています。
私はことあるごとに「このままでは制度や助成金
は残ってもコメは市場から消えてしまう」と言って
いますが、３年産の生産数量目標を見てまさにそれ
が現実になっていると思います。生産者の皆さんの
中には「主食用米の需要が減っているのだからしょ
うがない」と思っている方もいるかもしれませんが、
これも間違っています。コメの需要は制度で縛らな
ければ増えるはずなのにコメの需要が減るような政
策が取られているからです。そのことは主食用米の
生産量を減らして価格を高くするという方策を取り
ながら一方では輸入小麦の売却価格を値下げしてパ
ンや麺の需要量を増やす政策を続けていることを見
れば明らかです。いまや小麦の需要量がコメを上回
るようになっています。スーパーに行ってパスタの
売り場を見ていただければお分かりのように今やパ
スタ１㌔が200円以下で販売されています。可処分
所得が減っている勤労者世帯の消費者がパスタの購
入量を増やすのは当然ではないでしょうか。
今のコメ政策を抜本的に改めて制度によってコメ
の販売先を縛ることはやめて自由に販売出来るよう
にして、生産者の皆さんには経営が成り立つように
直接支払制度にすべきだと思います。もはや一刻も
猶予できないと思っています。
〈つづく〉

2020

©よりぞう
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キャンペーン期間

令和
２年

11月２日月

定期貯金金利
（１年もの・自動継続）

１月29日金

令和
３年

0.102％

年

定期貯金の新規ご契約金額に応じて

10万円以上

プレゼ ント ‼
50万円以上

どちらか１つ

どちらも
and

or

いずれか２本

いずれか２本

100万円以上

（税引後0.081％）

どれか１つ

300万円以上

この中から2つ

※在庫状況により、ご希望に添えない場合もございます。あらかじめご了承ください。

◦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バンク

ＪＡ 大 潟 村 金 融 課

TEL 45-2211（代表）45-3018（貯金窓口）

J Ａだより
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準天頂衛星「みちびき」搭載ドローンによる
高精度飛行実証実験のご案内
開催日時
開催場所

2020年11月17日
10：30 ～ 15：00

ＪＡ大潟村２階大会議室
及び大潟村圃場
※昼食は各自ご用意ください。

参加資格

特になし

参 加 費

無料
※会場までの移動費は各自、
ご負担ください。

募集人数

50名程度

主催：東光鉄工株式会社

※内閣府及び準天頂衛星システムサービス株式会
社が主催する「2020年度みちびきを利用した実
証事業」として実施

後援：大潟村役場、ＪＡ大潟村

日程表 【ＪＡ大潟村２階大会議室】

10：30 開会あいさつ
10：40 準天頂衛星「みちびき」説明（内閣府より）
11：30 実証実験の内容説明（東光鉄工より）
12：00 ～ 13：00 昼食
13：00 大潟村実験圃場へ移動
13：30 ＲＴＫ搭載ドローンによる
高精度飛行実証実験
14：00 「みちびき」搭載ドローンによる
高精度飛行実験
14：50 閉会あいさつ

ご参加の皆様へ

新型コロナ対策として、参加される方は必ずマスクを
着用してください。
定員に達した段階で、受付を終了させていただきます。
参加ご希望の方は早めにご連絡ください。

お問合せ・お申込み先：東光鉄工㈱ＵＡＶ事業部 鳥潟（とりがた）
TEL：0186－57－8755 FAX：0186－57－8681
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◆給油所よりお知らせ

◆整備課自動車よりお知らせ

冬期間の営業時間変更について

冬用タイヤ予約注文取りまとめのご案内

期間▶2020年11月1日～2021年３月31日まで
時間▶午前７時30分～午後６時まで（平日、日曜、祝日）

整備課自動車では、冬用タイヤの予約注文取りま

とめを11月30日（月）まで行っております。皆様の

安全な冬道のカーライフに装着率NO.1タイヤ、ブリ

風雪防止に伴う通行止めについて

ザック商品を多数取り揃えてお待ちしております。

期間▶2020年11月下旬～2021年３月上旬
場所▶給油所西側（信号機側）

期間限定の予約販売となりますので、この機会に

ぜひお申し込みくださいますようご案内いたします。

※2021年度農業用免税軽油の（仮）申請について
2021年１月中旬に（仮）申請受付を予定しております
ので、受付日の詳細が決定次第お知らせいたします。

※価格につきましては、10月29日配布の価格表をご覧下さい。

お申し込み・お問い合わせは整備課自動車
（TEL45-2411・FAX45-2413）まで。

お問い合わせは給油所（TEL45-2511）まで。

作品展示会開催中！

創立50周年記念

大潟村「文化情報発信者」

インフォメーション

彫刻家

鎌 田 俊 夫さん

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
正面入り口ホールに展示してお
ります。その４作目として、作
者の30歳代の自刻像である「想」
を現在展示中ですのでぜひご覧
ください。

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） 終了いたしました
2020年８月29日（土） 中止いたしました
2020年11月19日（木）

１ 年 後（2021年11
月中・下旬）に延期

2021年１月中旬

１ 年 後（2022年 １
月中旬）に延期予定

※記念講演・式典・祝賀会に関しましては、秋田県内で現在も新たな新型
コロナウイルス感染者が発生しており、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。

J Ａだより
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フレミズだより
●活動報告

11月 ５ 日 ＪＡ座談会&教養講座

●活動予定

11月25日

軽スポーツ大会
（ボッチャ）
12月 ９ 日 村内研修（足もみ）

～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

10月16日

●活動予定

未定

老人クラブ柿収穫
手伝い

理事会報告
10月27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
・ＡＬＭ委員会報告について
・購買品評価方法変更に伴うシステム修正に関す
る状況報告について
・内部監査報告について
議案
第40号 令和３年用資材の奨励対策および肥料・
農薬・生産資材の予約注文とりまとめ
について
第41号 令 和２年産米及び大豆に係る仮渡金の
対応について
第42号 令
 和２年産民間流通米並びに大豆の仮渡金
に関する約定書の締結について（事業所用）
第43号 令
 和２年産民間流通米並びに大豆の仮渡金
に関する約定書の締結について（組合員用）
第44号 理事と組合との契約について
第45号 貸付金について

五城目警察署からのおしらせ

労働保険（労災保険）の
加入手続きはお済みですか

11月は「労働保険適用促進強化期間」です。
労災保険は、本来、労働者の負傷、疾病、障害、
死亡などに対して保険給付を行う制度ですが、加入
義務のない農業者の方も、一定の要件のもとに特別
加入という形で任意加入できます。
まだ加入されていない場合は、金融課・労災担当
石川（TEL 45-3018または2211）にご相談されま
すようご案内いたします。

職
退

職

員

人

事

組合員の皆様、ありがとうございました。

10月31日付 榮田恵梨子（生活課・臨時職員）大変お疲れ様でした。

ＪＡ大潟村の概況 2020年10月末現在
貯 金…293億7,605万円
貸出金… 78億 765万円
出資金… 9億5,010万円
11
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正組合員数……1,045名
准組合員数…… 48名

昨年、県内で発生した交通事故は、午後５時台の発生
が最も多く、全事故の10.2％を占めています。また、夕
暮れ時から夜間にかけては、道路横断中の交通事故が多
発する時間帯です。
今年の12月１日の日没時間は、午後４時16分ですの
で、自動車と自転車を運転する人は午後４時になったら
ライトを点灯しましょう。

歩行者の方へ
・夕暮れから夜間に外出
する時は明るい色の服
装と反射材を着用しま
しょう。
・歩行者も道路を横断す
る時は、左右を十分に
確認して安全を確かめ
ましょう。

運転者の方へ
・午後４時を目安とした
早めのライト点灯で、
自分の車の存在を周囲
に知らせましょう。
・ハイビームを上手に活
用して、遠くの歩行者
を早めに発見しましょ
う。

＜早めのタイヤ交換＞

例年、初雪が積もると交通事故が多発します。早めの
タイヤ交換と、速度を抑えて安全運転をしましょう。

毎月

7

国
国 道
道

ROUTE
ROUTE

日 13 日は取締り強化日です
国
国 道
道

ROUTE
ROUTE

五城目警察署
大潟駐在所

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

初めての

No.166

No.253

お誕生日おめでとう !!

!!

初めての

No.201

田中

あ

み

杏実ちゃん

No.170
お誕生日おめでとう
!!

★不審者などの情報は
五城目警察署（☎018 - 852 - 4100）か
大 潟 駐 在 所（☎0185 - 45 - 2100）へ

No.214

本作・小麦後作大豆の収穫
今年大潟村では
「リュウホウ」を
はじめとする大豆
が297ha作付され
ました。
このうち、本作
大豆を4.4ha、小麦後作大豆を4.8ha作付した豆類
生産組合の菅野正史副組合長は10月27日、小麦
後作大豆1.2haの収穫を行いました。
菅野副組合長は、「今年は天候が悪く、播種時
期が遅れてし
まったせいかあ
まり収量が良く
なかった。来年
こそは好天が続
いてほしい」と
述べました。
小麦後作大豆収穫の様子

JAだより おおがた

!!

初めての

お誕生日おめで

初めての
杏実ちゃんお誕生日おめでとう
癒してくれます。これからもたく

米盗難防止パトロール出発式の様子

お誕生

お誕生日おめでとう !!
お誕生

^ ^ その笑顔は毎日パパとママを
No.253

初めてのお誕生日おめでとう

「大潟村安全安心ネットワー
ク委員会」は10月19日、ふれ
あい広場で米盗難防止パトロー
ルの出発式を行い、30人が出
席しました。委員会の菅生金作
!!
会長は、「新型コロナウイルス
の影響で米価は値崩れしている あいさつする大潟村
が、このような時こそ盗難に遭 安全安心ネットワーク
委員会菅生金作会長
わないように気をつけたい。隊
員11名で魅せるパトロールをしたい」とあいさつ
No.170
しました。
初めての
委員会は五城目警察署と関係を密にし、年末まで
随時パトロールを行います。

お誕生日おめでとう

誕生日おめでとう

てのお誕生日おめでとう

米盗難防止パトロール出発式

初めての

お誕生日おめでとう !!

初めての

さん食べて大きくなってね！

このコーナーに掲載希望の方は
No.253
初めての
初めての
ご連絡お待ちしております。
TEL 45−2211 広報担当

お誕生日お
お誕生日おめでとう
!!

!!

初めての お誕生日お
2021年産たまねぎの定植
No.214

稲刈り後の10月中旬から、2021年産たまねぎの
定植が本格化しました。
２haに作付するＪＡ小林肇組合長の圃場では10
月20日から３日間、GPS付き専用トラクターでの畝
立て作業と定植作業を行いました。
たまねぎ生産組合
の 会 員 は 現 在27人
で、2021年 産 の 作
付 面 積 は57haの 見
込みです。

No.170

初めての

No.253

▲ＧＰＳ付
き専用トラ
クターでの
畝立て作業
の様子

No.214
▲定植機でたまねぎの苗を植える様子

〒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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