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トクトク 情 報

★金曜市開催予定日

５月14日㈮・５月28日㈮
★月間特売開催予定日

５月20日㈭〜
21日㈮ の２日間

ツイッターとフェイスブックで
本日のおすすめ弁当を紹介中♪
ＪＡ大潟村の公式ツイッターと公式フェイス
ブックで、あぐりプラザ「本日のおすすめ弁当」
を紹介していますのでチェックしてみてください！
ツイッターとフェイスブックのフォローもぜひ
お願いします！
ツイッターは
こちら

★
「肉のわかば」
販売開始！
５月17日（予定）より、精肉コーナーで「肉
のわかば」さんのお肉の取り扱いを開始します。
厳選した枝肉を、最新鋭の機械を揃えた工場
で丁寧に無駄なく加工した、新鮮で美味しいお
肉です。

フェイスブックは
こちら

営業時間 午前９時〜午後７時

お問い合わせは生活課（45−2214）まで。

あぐりプラザ
お お が た

ポイントサービス中止のお知らせ

ポイントカードをご愛顧いただきました皆様方にはご不便をおかけ致しますが何卒ご了承いただき
ますようお願い申し上げます。
「ポイントカード」と「あぐりプラザおおがたポイント券」の取り扱いにつきまして、ご案内致します。

カードへの
ポイント付与

2021年
５月31日㈪まで

ポイント券の
お買物利用

2021年
５月31日㈪まで

◆ポイント券でのカタログ
商品交換について

ポイント券は無期限有効です
ので、いつでも商品と交換いた
だけます。ご安心ください。

カードに残った
ポイント
2021年５月１日㈯〜６月30日㈬
の間、カードに残っているポイント
数により、粗品を進呈致します。

※ご利用の際はカードをレジ係にお渡しください。
カードはその場で回収致します。

◆ポイント券での商品交換会も予定しております。
交換会開催日：５／26㈬〜５／28㈮
あぐりプラザおおがたポイント券で、カタログ
商品をその場でお持ち帰りいただけます。尚、現
品のない商品は後日ご自宅へお届け致します。
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女性部活動だより
☆これからの行事予定
◎７月１日（木） 不用衣料回収１回目
◎11月25日（予定） 軽スポーツ大会（ボッチャ）
◎11月30日（予定） 不用衣料回収２回目

■ 女性部・フレミズポイントカードについて

女性部とフレッシュミズでは、部の事業やＪＡの総
会に出席した部員はポイントがもらえるという特典が
あります。
これまではあぐりプラザのご協力をいただいて、ポ
イントシールが10枚貯まると「あぐりプラザおおが
たポイント券」１枚と引き換えていました。
しかし、あぐりプラザは５月末でポイントサービス
を廃止することになったため、女性部とフレッシュミ
ズポイントカードの運用方法を変更しなくてはいけま
せん。新しい方法については、現在検討中ですのでも
う少し時間をください。
10枚シールが貯まっている部員のみなさんは、早
めにあぐりプラザ事務所（TEL：45‑2214）で引き換
（宮川清子記）
えをしてください。

第442号

野菜栽培活動グループ
（４月３日） ジャガイモ（北あかり）（メークイン）
を植えました。その２週間前に堆肥と肥料をまき、土
と肥料をなじませておきました。
（４月13日） 長ネギ（ホワイトスター）の種を野菜
育苗箱にまきました。この日は午後から雨でしたが、
会員のハウスを借りて行い、そのままハウスで育苗管
理しています。６月上旬に定植の予定です。
６月はサツマイモ、スイカなどいろんなものを植え
付けします。興味のある方、体験や見学したい方は栢
森（TEL：090‑2607‑6911）までお知らせください。
（栢森慶子記）
定植の日時をお知らせいたします。

■ 活動報告と各種会議報告

水稲育苗と野菜栽培講習（３月22日）
ＪＡ会館大会議室で行われました。水稲育苗講習会
では、営農支援課の斉藤春彦氏から苗の葉齢と稲の発
達の図解説明と、育苗の手順、温度管理、主なたち枯
れ病菌の種類と対策など写真などで説明していただき
ました。
野菜栽培講習会では
同じく営農支援課の伊
東寛紀氏から、インゲ
ン、ナス、里芋の栽培
について講習していた
だきました。
（栢森慶子記）

講習会の資料

野菜栽培活動グループ・ジャガイモ植えの様子

長靴などの農作業衣料は
あぐりプラザにもありますよ！
あぐりプラザ南側正面
入口左に、農作業衣料コー
ナーがあるのをご存じで
したか。
長靴・軍手・ガーデニ
ングハットなど、資材課
まで行かなくてもあぐり
プラザでの買い物のつい
でに購入できます。ぜひ
ご利用ください。

あぐりプラザの
農作業衣料コーナー

買い物は
講習会の様子
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特集

「ひと」「いえ」「くるま」の
ＪＡ共済・保障 のご確認 を！

こんにちは！
ＪＡ共済です！
！

今年も「共済の一斉訪問」をさせていただきます。
今年も下記の日程で住区担当職員が訪問させていただきます。ぜひこの
機会に「ひと」「いえ」「くるま」についての契約内容の確認や保障の見直
しなど、ご検討くださいますようお願い申し上げます。

共済一斉訪問期間

６月７日（月）〜６月11日（金）の５日間

お問い合わせは共済課（45−3017）まで
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共済課
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４５−３０１７

利用者の皆様へ

株式会社農協観光 秋田支店が東北統括支店へ店舗統合・
業務集約されることに伴う、各種取扱内容等の変更について
新型コロナウイルス等の影響による厳しい経営環境のもと、令和３年４月１日をもって㈱農協
観光秋田支店が東北統括支店に統合されました。
つきましては、同支店の業務を東北統括支店が継承、集約することに伴い、ＪＲ券・航空券及
びパッケージツアーなど各種商品の取り扱い方法、手数料等が従来から変更となります。
利用者の皆様におかれましては大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解、ご協力いただ
きますようお願い申しあげます。

JR券・航空券及びパッケージツアーなど各種商品
の取り扱い方法、手数料等の主な変更点について
航空券個札

１. 手配料金が１人につき550円（税込）から1,100円（税込）に値上
がりします。
２. 変更手続及び取消手続にかかる手数料を、１人につき1,100円（税込）
いただきます。
※変更または取消を行う場合は、従来通り運送機関の定める手数料が別途かかります。

１. ＪＲ券購入後、農協観光での乗車変更、払戻手続はできません。

ＪＲ券個札

お客様自身が切符を発行できる有人駅に行き、手続
きしていただくこととなります。

２. 申し込みは出発日の７営業日前までの受付となります。

※２回目以降の変更（１回目までは無料）または取消を行う場合は、従来通り運
送機関の定める手数料が別途かかります。

１. 取消する場合は農協観光に取消の旨を連絡後、発車前まで

ＪＲパック

２. 申し込みは出発日の７営業日前までの受付となります。

＋

宿

にお客様自身が有人駅に行き、証明印を切符に押
印してもらい、その切符を農協観光 東北統括支店
に送付して払戻手続を行うこととなります。

※取消を行う場合は、従来通り運送機関、宿泊機関、観光券等の定める手数料が
別途かかります。

泊

１. 15人以上の団体手配旅行の場合は宿泊券額面の20％、14人以下の場合
は１件につき1,100円の手配料金をいただきます。
２. 変更手続及び取消手続にかかる手数料を、１件につき1,100円（税込）
いただきます。
※変更又は取消を行う場合は、従来通り宿泊機関の定める手数料が別途かかります。

レンタカー

１. １台につき1,100円（税込）の手配料金をいただきます。
２. 変更手続及び取消手続にかかる手数料を、１台につき1,100円（税込）
いただきます。
※変更又は取消を行う場合は、従来通りレンタカー会社の定める手数料が別途かかります。
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はとバス・
フェリー

１. １件につき1,100円（税込）の手配料金をいただきます。
２. 変更手続及び取消手続にかかる手数料を、1件につき1,100円（税込）
いただきます。

※変更又は取消を行う場合は、従来通り運送機関の定める手数料が別途かかります。
※手数料などについては従来通りです。

航空パック
＋

１. 申し込みは出発日の７営業日前までの受付となります。

２. 航空パックは変更不可商品です。
３. 取消を行う場合は、従来通り運送機関、宿泊機関、観光券等の定め
る手数料が別途かかります。

こちらに記載している他にも、手数料等がかかるケースがございますのでその際は何卒ご了承ください。
ご不明な点がございましたら、審査課（TEL：45‑2211）までお問い合わせください。

五城目警察署からのおしらせ

令和３年度

秋田県警察官・警察行政職員採用試験について

警察官採用試験日程

警察行政職員採用試験日程

◆警察行政職員（大学卒業程度）

◆警察官Ｂ区分（Ａ区分以外の方）

◆警察行政職員（高校卒業程度）
受験案内公表 ７月26日㊊から
受 付 期 間 ７月26日㊊から８月20日㊎
第１次試験日 ９月26日㊐

第１回 第２回

◆警察官Ａ区分（大学卒業または卒業見込みの方）
受験案内公表
受 付 期 間
第１次試験日
受験案内公表
受 付 期 間
第１次試験日

受験案内公表
受 付 期 間
第１次試験日

５月10日㊊から
５月10日㊊から６月４日㊎
７月11日㊐
７月26日㊊から
７月26日㊊から８月20日㊎
９月19日㊐

７月26日㊊から
７月26日㊊から８月20日㊎
９月19日㊐

受験案内公表
受 付 期 間
第１次試験日

入会金10,000円（税込）のみで
葬儀費用がお得に！

※事前入会が原則です。
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５月６日㊍から
５月６日㊍から５月21日㊎
６月20日㊐

五城目警察署
大潟駐在所

TEL 018ｰ852ｰ4100
TEL 0185ｰ45ｰ2100

※このコーナーは隔月で掲載致します。

第15回
「いまどうなっているの？お米の状況⑮」
熊野

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。

日本サッカー協会のマークにもなっている八咫烏（や

な負の相関があることが分かったんです。コメの消費

か？ウィキペディアには、日本神話に登場するカラス

に小麦を食べている欧米諸国には感染者が多く、日本

たがらす）とはどんなカラスなのかご存知でしょう
（烏）であり導きの神。神武東征の際、高皇産霊尊（タ

カミムスビ）によって神武天皇のもとに遣わされ、熊
野国から大和国への道案内をしたとされる―と記され
ています。いきなり八咫烏のことに触れたのは、著者
が書いた本「ブランド米開発競争」（※１）の出版記念

の際、出席者から「熊野さんはコメ業界の八咫烏だね」

量が多い国ほど、人口当たりの感染者数が少ない。主
を含むアジア各国では少ないんですね。また、ベトナ

ムやミャンマーのように１人当たり年間200キロ以上
コメを消費する国は、年間60 〜 70キロの日本や韓国

よりも罹患率が低くなっています」と述べています。
まさにコメの持つ力を世に知らしめてくれる方です。

ご存知のように、コロナ禍の業務用向け米の需要減

という大変なお褒めの言葉を頂いたからです。もちろ

少もあってコメ余りが顕著になっています。国が示し

たることがありました。

言われる180万トンを大幅に上回っています。農業団

んそこまで己惚れてはいませんが、そうか！と思い当

日本の篤農家が神社に新米を奉納する儀式が執り行

われるので取材に来ないかと誘われ、11月の新嘗祭の
日に品川の八幡神社を訪ねました。その時、誘ってい

ただいたＮＰＯ法人一次産業応援団の方から「渡邊昌

先生に会って話を聞いた方が良い」と言われたため、
ある日、渡邊先生が理事長を務める（一社）メディカ

ルライス協会に電話し、その日のうちにお会いできま
した。そこで聞いた話は間違いがないよう渡邊先生に

もお目通し願い米穀新聞に１面使って掲載しました。
まだ読まれていない方のために簡単に記すと、コメを
食べる国はコロナの感染率が低く、重症化する率も低
いという内容です。

免疫学の博士でもある渡邊先生の話は専門的ですが、

要約するとコメ、特に玄米を食べると腸内環境が変わ
り、免疫細胞が出て来て、コロナに感染しても重症化

するのを抑えるというものです。玄米の機能性に着目
した先生は、協力企業とともにコンソーシアムを組ん
で、腎臓病患者にも美味しく食べられ、かつ免疫力を
高める「低たんぱく玄米」を開発、今年６月に京都で

開催される日本抗加齢医学会で発表する予定です。ま

た、文部科学広報の３月号（※２）には室伏スポーツ
庁長官と「食×スポーツ」と題して対談、「コメ食が運

動や自己免疫力を高める」と言う内容で４ページにわ

たり掲載されています。その中にもコロナとコメ食の

関係について「玄米の研究を進める中で、昨年、コメ
の消費量と新型コロナウイルスの罹患率には、きれい

ている需給見通しでは６月末の民間在庫は適正在庫と
体の見通しでは国の見通しよりもさらに多くなってい

ます。そうしたこともあって市中で取引される２年産
米の価格は大幅に値下がり、秋田県産あきたこまちも
東京着で13000円を割り込む価格になってしまいまし

た。３年産米の売り買いがなされている先物市場では
１万1000円を割り込み、先安という価格になっていま

す。生産者の皆さんにとっては大変厳しい情勢ですが、
大量の在庫を抱える流通業者も同じように大変な思い

をしています。こうした状況を改善するためには生産
量を絞るという対策が必要だという事で、国は本予算

とは別に補正予算で水田リノベーション事業を実施、
主食用米からの輸出用米や加工用米、飼料用米に転換
するように促しました。こうした主食用米減らしの対
策を続けていると先行きはいったいどうなるのでしょ

う？コメの供給量が減るという事は増々市場が縮小す
るという事を意味しています。主食用米の価格は維持
されてもコメを食べる人がどんどん少なくなっていく

という事です。本当にこうした政策が正しいのでしょ
うか？私は長年こうした政策はおかしいと思っていま
す。渡邊先生のようにコメの持っている価値を多くの
人に知ってもらい需要を拡大することが今最も求めら
れていることではないでしょうか？

〈つづく〉

※１ 中央公論新社より絶賛販売中です！詳細は９ページをご覧
ください。
※２ 文部科学広報2021年３月号はこちらからご覧いただけます！
〜「食×スポーツ」渡邊昌先生と室伏スポーツ庁長官の対談〜
https://www.koho2.mext.go.jp/256/html5.html#page=2
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小林組合長
推 薦！

ブランド米競争が生まれた背景を通じて
コメ政策の問題点をあぶり出し、日本のコ
メの将来を著者と共に考えていこうという
本です。
本の中では、減反闘争から今日までの大
潟村のコメ生産者とコメ販売現場の姿が、
あきたこまちとの関りを軸に書かれていま
す。あの時代を知る世代も知らない世代も、
小林 肇
ぜひ読んでほしい一冊です。

熊野孝文氏の「ブランド米開発
競争 美味いコメ作りの舞台裏」
が中央公論新社より絶賛販売中
です！
〜詳細は中央公論新社ホームペ
ージから〜
https://www.chuko.co.jp/tanko/
2021/03/005415.html

創立50周年記念

理事会報告

インフォメーション

４月27日開催

ＪＡ大潟村創立50周年記念 令和３年11月中・下旬

講演・式典・祝賀会

（予定）

新型コロナウイルスの状況を注視しながら、開催
について検討してまいります。
ＪＡ大潟村創立50周年記念

旅行

令和４年１月中旬
（予定）

新型コロナウイルスの影響により１年延期いたし
ましたが、未だ感染拡大に歯止めがかからない状
況であることから、収束の目処が立った時期に、
新たに記念旅行を募集すること等も含めて検討中
です。詳細が決まり次第ご案内いたします。

ＪＡ大潟村の概況 2021年４月末現在
貯 金…317億9,490万円
貸出金… 72億1,459万円
出資金… 9億4,920万円

当選本数

！
365本

正組合員数……1,037名
准組合員数…… 52名

報告事項
・業務報告について
・ＡＬＭ委員会報告について
・令和２年度労働保険事務組合業務報告書について
・令和３年度の役員報酬額についての答申書について
・令和２年度資産自己査定の結果報告について
・ＪＡ住宅ローン他貸付要項の一部改正について
・内部監査の報告書について
議案
第１号 令和２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２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２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 外部出資（農協観光）の損失計上について
第６号 令和２年度決算書類の承認について
第７号 農産物検査業務規程の一部改正について
第８号 役員賠償責任保険の加入について
第９号 秋田県石油商業協同組合に対する出資について
第10号 令和３年度余裕金の運用方針と運用方法について
第11号 信用評定基準の設定について
第12号 令和３年度信用供与等の最高限度額の決定について
第13号 令和３年度貸付金の利率の最高限度の決定について
第14号 令和３年度借入金の最高限度の決定について
協議事項
・令和３年度事業計画（案）について

GoGoキャンペーンのご案内

秋田県内ＪＡ－ＳＳでお買上げいただいたレシートの合計金額で、

抽選で最大100,000円分商品券プレゼント！
応募
方法

期間中ＪＡ－ＳＳでご利用いただいたレシート（給油、タイヤ
交換、オイル交換、洗車等）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

レシート合計金額に応じて100,000円分ＪＣＢ
ギフトカードや家電、ＪＡ－ＳＳ利用券など

応募締切
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2021年６月１日
（火）

ぜひご応募
ください！

実施期間及びレシート有効期限

2021年４月１日●
木～５月31日●
月

チャンスは最大で

回！

★30,000円分コースではずれた方は自動的に
10,000円分コース、2,500円分コースの抽選が
受けられます。
★10,000円分コースではずれた方は自動的に
2,500円分コースの抽選が受けられます。

お問い合わせは給油所（45-2511）まで

フォトニュース

Ｊ Ａ 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︑子
どもの農業や食︑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︒
代表して教材を受け取っ
20

12

大潟村、そして日本の農業
の未来を担う皆さんです

た 児 童 は︑﹁ 授 業 で お 米 作
り体験をするのが楽しみな
ので︑教材で学んだことを
生かしておいしいお米を作
りたい﹂と述べました︒
また同日はＪＡ生活課
が︑食と農の学習に役立つ
企画に力を入れ︑厳選した
良 質 な 児 童 文 学 や 児 童 画︑
楽しいマンガなどを掲載し
て読書好きな子を育てる雑
誌﹁ちゃぐりん﹂を新一年
生に贈りました︒

三浦智校長先生からのお話

活動報告 ４月の活動報告はありません
５月６日 青年部育苗ハウス巡回
同行
インターネットアドレス https://www.ja-ogata.or.jp/
組合長ブログ https://jaogata.exblog.jp/

青 年 部 活動報告 と 予定

活動予定
６月中旬 大潟富士、経緯度交会点のサルビア
定植（役員）
−

−

圃場巡回

６月下旬

活動予定

４月の活動報告はありません
５月６日 育苗ハウス巡回

活動報告

〒０１０ ０４４３ 秋 田 県 南 秋 田 郡 大 潟 村 字 中 央 １ 丁 目 ５
ＴＥＬ ０１８５ ４５ ２２１１㈹ ＦＡＸ ０１８５ ４５ ２２７３
発行／大潟村農業協同組合 印刷 ㈱八郎潟印刷

−

お問合せ先：企画課（☎45 2211）

７月16日（金）
男鹿ゴルフクラブ

開 催 日
開催場所

食のこと、農業のこと、
たくさん勉強してください

月号 №５７４

−

フレミズだより
育苗ハウス巡回の様子

今年もゴルフ大会を予定しております。
詳細につきましては、６月上旬配布の案内文書で
お知らせする予定です。

ＪＡ大潟村ゴルフ大会のお知らせ

第３回

−

工藤希美子金融課長から
教材を受け取る児童代表

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
ＪＡだより おおがた
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