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さわやかな青空が広がる中、あいかわ保育園の５歳児27人が元気いっ
ぱいに二十日（はつか）大根の種まきとジャガイモの種芋を植えました。
園児たちは当ＪＡ女性部の秋桜会（コスモス会）の皆さんから種のまき
方などを教わりながら、小さな手でそーっと種をまいたり「大きくなっ
てね！」「早く芽を出してね！」と声に出して土をかぶせていました。み
んな「種もフカフカの土のお布団が嬉しいんだな」と感じ取っている様
子でした。
園児たちは、このあとも野菜の水やりや観察をしながら、生長を見守
ります。

あいかわ保育園の園児

二十日（はつか）大根とジャガイモの種芋植えました！
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活力ある北秋田地域農業と
安心して暮らせる地域社会への貢献

セルフＳＳに最新鋭洗車機導入
当ＪＡセ ル フＳＳに 最 新 鋭 洗 車 機「ＤＡＩＦＵＫＵ（ダ
イフク）アヴァンテＮＥＯ」が導入され、６日から本格稼
働を始めました。洗車機本体にはＪＡＳＳマスコットキャ
ラクター「のんちゃん」と『洗車受付中』の文字が描かれ、
ＳＳ内でも一段と目立っています。
同洗車機は、手掛けコーティング並みの効果を洗車機で
発揮できる高密度ガラス系コーティングを使用し、これま
でにない流水性、耐久性、防汚性、光沢性を実現。手掛けコー
ティング同様の効果が得られ、数回洗車した後でも光沢や
流水性が持続します。
また、４つの高圧水ノズルによる丁寧な水洗い【スピリッ
ト水洗】でトランク部やフロントワイパー部の泡残りを解
消。みなさんもぜひ、最新鋭洗車機体感してみてください！

◆料金表

洗車機稼働時間

８：００〜１９：３０

※洗車機ご利用の方は、洗車機入り口の精算機に現金または
プリペイドカード、クレジットカードを入れ、お気に入り
のコースを選んで下さい。
※無料洗車券をお持ちの方はスタッフにお声掛けください。
洗車メニュー一覧

現金価格

プリカ価格

セットメニュー

極上プレミアム洗車フルコース

プロストコート＋泡＆ジェット＋ていねい洗車＋下部洗浄

２,２００円

１,６００円

極上プレミア洗車セット

プロストコート＋泡＆ジェット

２,０００円

１,４００円

プレミア洗車セット

ビーナスガード＋泡＆ジェット

１,４００円

１,０００円

ピカピカ洗車セット

ＤＵコート＋泡＆ジェット

１,０００円

７００円

シャンプー洗車セット

シャンプー＋泡＆ジェット

６００円

４００円

２００円

２００円

下部洗浄

２００円

２００円

１,０００円

１,０００円

クレンジングシャンプー

■プロストコートとは

高密度なガラス系分子を重ねがけすることで強固な皮
膜を形成！
これまでにない流水性・耐久性・防汚性・光沢性・皮
膜硬さを実現。さらに、ガラス面に吸着しにくい成分
のため、油膜もつきにくくなっています。

お問い合わせは 燃料課 ☎ ６２‐１２９２

に
お気軽 け
お声が い
さ
だ
く

事
※務所で拭き
上げ用タオル
を貸し出して
おります︒

追加オプションメニュー

ていねい洗車

■ビーナスガードとは

しっとり＆つるつる感が長期間持続！ボ
ディ上に熱い皮膜を形成し、艶・光沢を
アップ。コーティングの耐久性向上にも
効果を発揮します。

０８００‐８００‐３７３９
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田んぼの生き物調査
北秋田市 東小学校 ５年生
〜 豊かな自然で生き物と触れ合う 〜
ＪＡ秋田たかのす青年部は６月１７日、北秋田市立東小学校の５年生を対象に、
「田んぼの生き物調査」
を実施しました。これは食農教育の一環として田んぼやその周辺に生息する生き物を採取し、水田の大切
さや日本の農業について考えてもらおうと開催しています。この日は青年部員や全農あきたの担当者の指
導のもと、児童たちは学校脇にある田んぼやその周りにどのような生き物がいるのかを調べました。
児童たちは網や虫かごを手にオタマジャクシやアメンボ、ヤゴ、タニシ、バッタなどを採集し、興味深
く観察していました。はじめて見る生き物は図鑑を一生懸命見ながら名前や特徴を調べていました。
児童からは「今日見つけた虫以外にも探してみたい」
「田んぼの中に色んな種類の虫がいたのでビック
リした」などの感想が聞かれました。

６月 日

︵水曜日︶

17

虫とり網の上手な使い方も教わりました！
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青年部のお兄さんたちも楽しそう。
「あっ！アメンボだ〜！」

何が 入ってるのかな？

生き物博士の虫とり網は とても伸びました！

採集した生き物たちは 図鑑で調べました！

５月21日（木）

培の普及に向けた追跡調査が行われます。

密苗栽培向け肥料・農薬試験栽培
５月21日、小ヶ田（沢口地区）の管内生産者の水
田で密苗（高密度播種栽培）に適した施肥・防除体系
の確立を目的とした移植試験が行われ、
ＪＡ職員や生
産者、全農あきた、農機メーカーの担当者など約20
人が参加しました。
田植えでは、密苗移植に対応した田植え機に側条施
用散布機を装着し行われ、15アールの水田２枚をそ
れぞれ、除草剤の雑草効果と肥料による根張りを比較
する試験田としました。
今後は試験で使用した肥料や農薬が水稲生育に及ぼ
す影響を検討し、省力・低コスト化につながる密苗栽

５月26日（火）

水稲用除草剤散布実演会

ＪＡ秋田たかのす青年部（岩谷政崇部長）は、５月
２日、管内の生産者の圃場で除草剤散布の労力軽減と
省力化が期待できる水稲用除草剤（ジャンボ剤）の散
布実演会を行いました。除草剤散布はその後の水田内
雑草を抑える非常に重要な作業。ジャンボ剤はパック
状で処理量が10アール当たり300ｇと少量なので散
布器具は使用しません。畦畔からの投げ込みで水田全
体に除草成分を拡散させることができ、生産者の負担
軽減や作業効率向上にもつながります。
実演会当日は、北興化学工業株式会社から講師を招
き、青年部員や生産者、
ＪＡ職員がジャンボ剤の散布
方法や効果の説明を受けた後、田植え後３日目の水田

密苗対応の田植え機で 移植されていく苗

30アールにジャンボ剤を散布しました。
ジャンボ剤を散布した生産者は「投げ入れるのでラ
クだ。成分の広がり方なども知ることができ参考に
なった」と話していました。

ジャンボ剤を 軽快に投げ込む生産者

６月４日（木）

営農研修センター圃場で長ネギの定植
ひっぱりくん大活躍

６月４日、当ＪＡの営農研修センター圃場で長ネギ
の定植作業が行われ、営農技術研修生の花岡幸子さん
や園芸畜産課の職員が溝掘りや肥料散布、苗移植器
ひっぱりくんを使った長ネギの定植作業に汗を流しま
した。この日は、育苗センターでチェーンポットと呼
ばれる紙鉢が数珠つなぎになったもので育成した苗を
使用し、移植機を後ろに引きながら528本の苗を植え
ました。圃場ではこのあと、花岡さんの手によって追
肥や土寄せなどの作業が行われ、８月中旬頃には収穫
予定です。

ひっぱりくんを 使って行われた 長ネギの定植作業
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◆鷹巣中央小学校

５月28日（木）

チューリップの球根掘り

北秋田市立鷹巣中央小学校でチューリップの球
根掘りが行われ、全校児童107名が移植べらを使
いながら熱心に球根を掘り起こしました。
当日は、教育活動を支援するために地域住民で
組織された学校運営協議会と中央小アテンダント
（略称ＣＡ）の皆さんも一緒に球根掘りに参加。
作業は１時程で終了し、掘り起こした球根はコン
テナ６個とバケツ４個分になりました。児童は「深
く掘るのが大変だったけど、大きな球根がたくさ
ん採れて楽しかった」と話していました。
来年度は北秋田市立鷹巣南小学校と統合し、創
立145年の歴史に幕を下ろしますが、先生や地域
住民は「来年は学校に児童の声が響くことはない
が、ここを通る人たちが満開のチューリップを見
て、自分がここで育った当時のことを思い出して

もらえれば嬉しい」と話していました。
児童たちが掘り起こした球根は来春の満開に備え秋
に植えられます。

土の中から 球根を掘り出す 児童たち

◆鷹巣小学校

５月29日（金）

昔ながらの田植えを体験

北秋田市立鷹巣小学校の５年生66人が食農体
験学習の一環として、昔ながらの手植えで田植え
を行いました。同小学校では、児童に食と農に対
する理解を深めてもらおうと鷹巣地区保全会と連
携し、毎年田植えを実施しています。
この日児童たちは、鷹巣地区保全会やＪＡ女性
部鷹巣支部指導のもと、田んぼの目印を頼りに一
生懸命苗を植えました。児童たちは「土のやわら
かい感触に最初は慣れなかったけど、少しずつ慣
れてしっかり植えることができた」
「手で植える
ことでお米を作ることの大変さがわかった」と話
していました。また、保全会の方は「手植えや素
足で泥に入ることは大きな体験になったと思う」
と話していました。

鷹巣小学校では10月頃に稲刈り体験を予定。お米
は児童たちが家庭科の授業の中で地域料理などの材料
に利用する予定となっています。

はじめての泥の感触に 声を上げる 児童たち

◆鷹巣南小学校

６月5日（金）

花とサツマイモの苗植え

北秋田市立鷹巣南小学校の１年から６年生の児
童53名が花とサツマイモの苗植えを行いました。
同校は今年創立146年。来年の春に北秋田市立鷹
巣中央小学校と統合し、児童たちも新校舎で新た
な学校生活がスタート。この日は児童たちにとっ
て最後の花とサツマイモの苗植えとなりました。
植えた花の苗は、マリーゴールドとサルビア。児
童たちは「学校をたくさんの花で飾ってあげたい」
と、真剣な眼差しで植えていました。その後は、
畑に場所を移し、サツマイモ（ベニアズマ）の苗
も植えました。畑には当ＪＡ女性部七日市支部の
部員が作ったボカシ肥料も施され栄養たっぷり。
葉っぱが太陽から栄養をもらえるよう横に差し込
むように植えていき、最後は大きなサツマイモに

5

なるよう願いを込めました。苗植えを終え、児童は「秋
のイモ掘りが楽しみ。早くおいしいサツマイモが食べ
たい」と笑顔で話していました。

苗を植える穴を 真剣に見つめる 児童たち

6月15日（月）
・16日（火）
・18日（木）

管内各地で地区別座談会を開催
第２回ＪＡ秋田たかのす通常総代会を前に、管内９
会場で地区別座談会を開きました。各会場では県１Ｊ
Ａについて現時点で取りまとめた基本構想の内容をＤ
ＶＤで上映したほか、令和元年度事業概況や決算の内
容について説明されました。組合員の方々からは今後
のＪＡ事業展開に活かすべく貴重な意見や要望が出さ
れ、活発な意見交換の場となりました。

上小阿仁村会場（上小阿仁支店２階会議室）

鷹巣会場（本店２階会議室）

6月17日（水）

ネギ栽培講習会を開催

営農部園芸畜産課は17日、今後のネギ生産に向け
た技術指導を目的とした栽培講習会を向黒沢ファーム
（綴子地区）の圃場で開催し、管内の生産者やＪＡ担当
職員22名が参加しました。
講習会では、北秋田地域振興局の普及担当者が今後
の天候や定植後の栽培ポイントについて説明し、参加
者は熱心に耳を傾けていました。東北地方の３カ月予
報（６月〜８月）によると気温は平年並みか高く、降
水量はほぼ平年並みとの予報。普及担当者は「品質低
下の原因となるべと病やネギアザミウマ等の発生が懸
念されるため、梅雨入り前の防除を徹底してほしい」
と呼びかけ薬剤の使用時期や使用回数について説明し

6月18日（木）

キュウリ栽培 管理に努め
良品質・長期出荷目指す

営農部園芸畜産課は18日、最重点作物のキュウリ
の良品質生産を目的とした現地講習会を上野（沢口地
区）の圃場で開き、生産者24人のほか、
ＪＡ、北秋田
地域振興局、株式会社トキワ研究場の担当職員が参加
しました。
講習会では、定植後の初期管理や肥培管理、夏季の
病害虫防除などについて確認。６月下旬以降はべと病
などの各種病害の発生が増加する傾向にあるため、予
防剤や治療剤を使い分けるなど有効な薬剤を適正に使
用するよう呼び掛けたほか、今後は例年に比べ気温が

ました。そのほか、最終土寄せ（止め土）についても
収穫予定の20日前に行うことや収穫・調製量に合わ
せて計画的に行うなど、適期作業を心がけるよう呼び
かけました。

生育状況を 確認する生産者

高い見込みのため、土壌が乾燥しないよう生育量に応
じてかん水するよう呼びかけました。
今後は７月上旬に出荷規格などを確認する目揃え会
が開催され、いよいよ共同選果作業が開始します。

担当者の説明に 熱心に耳を傾ける生産者
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令和２年度 無人ヘリ防除︵共同防除︶
実施のお知らせ

※こちらのページに関するお問い合わせは
営農部米穀課までご連絡下さい。

いもち病・カメムシ被害を抑制するための防除を実施します︒期
間中は︑薬剤が飛散しないよう細心の注意を払い散布しますので︑
圃場近くにお住まいの方におかれましては︑何卒ご理解・ご協力を
宜しくお願い申し上げます︒

︻７月防除の実施日︼
７月 日︵月︶〜 日︵金︶
葉いもち
対象病害虫
…
ブラシンゾル
︵８倍︶
使用農薬 …
地上防除は１０００倍
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０１８６‐６３‐１１４０

電話

阿仁出荷所前

午前９時半〜

森吉資材センター前
上小阿仁出荷所前

努

武石

きれいな田んぼは

【開 催 日】 ７月２０日（月）

午前９時〜

脇神低温倉庫前

午後１時半〜

営農部米穀課

︻８月防除の実施日︼
気持ちいいワン
ペロペロ！
８月３日︵月︶〜７日︵金︶
穂いもち・カメムシ
対象病害虫
…
ビームエイトスタークルゾル
︵８倍︶
使用農薬 …
地上防除は１０００倍

【開 催 日】 ７月１７日（金）
午前９時〜
綴子ライスセンター前
合川カントリーエレベーター前

24

!!

８月 日︵月︶〜 日︵金︶
対象病害虫
穂いもち・カメムシ
…
ブラシンゾル
︵８倍︶
とスタークル液剤
︵８倍︶
使用農薬 …
地上 防除は１０００倍

水稲の生育状況と今後の管理について情報
を共有する「稲作現地講習会」を管内６か所
の会場で開催します。日時・場所を確認のうえ、
最寄りの会場にお集まりください。

20

17

21

こ
※だわり米︵旧あきた北央管内︶についても実施日・対象病害虫
・使用農薬は同じとなります︒
天
※候により実施日が変更となる場合があります︒

稲作現地講習会の開催について

稲作情報

稲作情報

ＪＡガイド

７月の移動店舗車運行スケジュール
森吉地区

森吉資材センター

毎週 月・金曜日

午前９時30分〜 10時30分

ラポールもりよし

毎週 水曜日

午前９時30分〜 10時30分

毎週 月・金曜日

午後12時30分〜１時30分

毎週 水曜日

午後12時30分〜１時30分

北秋田市役所阿仁窓口センター

毎週 火・木曜日

午前10時〜 11時

道の駅あに またたび館

毎週 火・木曜日

午後１時〜２時

クウィンス森吉
森吉四季美館

阿仁地区

打当温泉マタギの湯

年金振込月
（4,6,8,10）
のみ営業致します。

※天候または交通事情により営業時間が前後する場合がありますので、予めご了承ください。
※運行スケジュールについては変更する場合がございます。

移動店舗車に関するお問い合わせは

☎
（0186）
78-3113

合川支店まで

ＪＡ産直おおだいこ ATMサービスの利用開始時間変更のお知らせ

2020年

7／12

ATM利用
開始時間

９：００〜

2020年7月12日（日）は、システムメンテナンスのため、下記のとおり当ATMサービ
スの利用開始時間の変更を行わせていただきます。
大変ご不便をお掛けいたしますが、ご理解を賜りますようお願い申しあげます。
※13 日以降は通常の営業時間となります

もっと詳しく知りたい方へ！
JAネットバンクの始め方と
安心のセキュリティはこちら

動画で
！
まるわかり

お申し込みは簡単！
オンラインでのお申込みは

こちらへアクセス！

窓口でのお申込みは
お近くのJAバンクへ！

●JAネットバンクの利用に関する注意事項
・「定期貯金機能」、
「住宅ローン機能」においては、JAによってお取扱いできない
場合や、一部機能に制限を設けている場合があります。くわしくは、JAネットバ
ンクホームページをご覧いただくか、お取引のあるJA店舗窓口までお問い合わせ
ください。
・０円で定期貯金口座を開設後、２日後から預入が可能となります。
●マネーフォワードのサービス利用に関する注意事項
・マネーフォワード for JAバンクは、「マネーフォワードME」をJAバンクのお客様
向けにカスタマイズしたサービスです。
・運営会社：「マネーフォワード for JAバンク」、
「JAバンクかんたん通帳」は、株
式会社マネーフォワードが運営しております。JAバンクの運営ではありません。
本サービスのお問い合わせは、下記の株式会社マネーフォワードのお問合せ先ま
でご連絡ください。
https://jabank.x.moneyforward.com/feedback/new
利用規約：ご利用の際は、株式会社マネーフォワードの「利用規約」等を必ずご確認ください。
免責事項：本サービスの利用の結果、お客様が被ったいかなる損害についても、JAバンクは一
切の責任を負いかねます。
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ＪＡガイド

産直おおだいこ

スマホ決済サービス
PayPay使えます！

レジ袋をご希望のお客様には有料(1枚３円)税込で販売いたします。

有料販売
1枚3円

（税込）

レジ袋有料化のお知らせ

産直おおだいこは令和２年７月１日より、
レジ袋の無料配布を中止いたします。
地球温暖化防止などの環境保全のため、マイバック持参に取り組みましょう。

詰め放題企画発生!
第１弾

７/４（土）

第２弾

そら豆
詰め放題!

７/24（金）・２５（土）

枝豆
詰め放題!

※人数・時間制限など、
３密対策をして開催いたします。
※天候の影響により、開催できない場合もありますのでご了承下さい。

４周年祭！

７月２4日（金）
・２5日（土）

感謝を込めて

おかげさまでオープン４周年を迎えることができました。
当日は楽しいイベント盛りだくさんで皆様のご来店お待ちしております！！

日頃の感謝を込めて
お買い物された方に

大抽選会あります
行楽や観光で
お近くにお越しの際は
お気軽にお立寄り下さい。

菜を
夏野会に
の
旬
機
このうぞ♪
ど

営業時間 午前９時〜午後６時 ☎（0186）84-8773
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JA産直おおだいこ

ＪＡガイド
〜 身近な生活習慣病のリスクに備える保障 〜

ひとの保障
ご加入いただける年齢

０歳〜75歳

特定重度疾病共済

身近なリスクに

特定重度疾病共済のしくみ
三大疾病および生活習慣病に備えて

（2020年4月時点・口座振替扱）

月々共済掛金

1,897円

各疾病区分のお支払事由に該当した場合、特定重度疾病共済金を一時金として各疾病区分につき１回ずつ
お受取りいただけます。（最大４回）
ご契約例
男性

30歳加入

100

共済期間

75歳まで
特定重度疾病共済

100万円

疾病区分とお支払事由
疾病区分

お支払事由

※１がんとは、所定の悪性新生物（上皮内新生物を含む）および脳腫瘍を指します。
※２がんにかかる責任（保障）の開始は、ご契約日からその日を含めて91日目からとなります。これより前に被共済者が悪性新生物または脳腫瘍と
診断確定された場合には、がんにかかる共済金はお支払いいたしません。
※３治療を目的とし、かつ、公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表により手術料が算定されるものを保障します（一部の手術を除きます）。
※４妊娠・分娩にかかる治療を除きます。
※５血液透析法または腹膜灌流法により血液浄化を行う療法をいい、一時的な人工透析療法を除きます。
※６慢性じん不全の治療を直接の目的とする手術のうち、じん臓の機能に障害がある方に対し、じん臓の機能の回復または付与を目的として行われ
るじん臓の移植術をいいます。ただし、自家じん臓移植術を除きます。
20481150106
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ＪＡガイド

11

綴子小学校２年生が
﹁街探検﹂直売所に訪問

６月 日︑北秋田市立綴子小学校の２年生児
童 名が生活科学習の町探検の一環として︑校
区 内 の 郵 便 局 や 交 番︑﹁ＪＡ産 直 お お だ い こ﹂
などを社会見学に訪れました︒
﹁ＪＡ産 直 お お だ い こ﹂に は ５ 名 の 児 童 が 訪
れ︑ＪＡ職 員 が 直 売 所 の 仕 事 の 流 れ や 商 品 の 特
徴について説明しながら店内を案内︒児童は旬
の野菜やスイーツ︑手芸品など興味深く店内を
見て回り︑﹁体に良いものはありますか？﹂﹁名
物はありますか？﹂など積極的に質問し︑熱心
にメモを取っていました︒
こ れ を き っ か け にＪＡ︵産 直 お お だ い こ︶を
身近に感じてもらえれば嬉しいですね︒
16
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北秋田市民病院

杜の風だより
杜の風だより
北秋田市民病院（内科）

工

藤

研

二

先生

つつが虫病をお忘れなく
今年も５月ころから、つつが虫病患者さんの発生が
報告されています。最近は秋田県での発生も少なくな
りましたが、この病気に関しては、気がつかなければ
重症化して死亡にいたることもあり、気がつきさえす
れば、有効な治療法がある病気なので、あえて注意喚
起をしたいと思います。
この病気に関して、秋田県健康福祉部保健・疾病対
策課、秋田県健康環境センターがホームページで公表
している「つつが虫病のしおり」に詳細でわかりやす
い解説がされています。今回は、この資料を紹介いた
します。
つつが虫病とは

つつが虫病とは、ツツガムシ病リケッチアという特
殊な細菌を生まれながらに持っているツツガムシの幼
虫に吸着され、人の体内にその細菌が侵入したときに
発病するダニ媒介リケッチア感染症のひとつです。ツ
ツガムシは、0.2mm 位とごく小さなダニの一種で、当
地区では主に「フトゲツツガムシ」が媒介種とされて
いる。フトゲツツガムシは、夏に産卵して秋には孵化
した幼虫が活動するようなるため、秋にもつつが虫病
の発生はあるが、ほとんどの幼虫は越冬後にヒトを含
めた、温血動物に吸着するため、つつが虫病は、５月、
６月に多く報告されている。リケッチアを生まれなが
らに保有しているツツガムシの割合は、0.1−3.0% と
推定されており、ツツガムシに吸着されても、そのツ

ツガムシが、リケッチアをもっていなければ、ただの
虫刺されで終わってしまう。ヒトに取り付いたツツガ
ムシ幼虫は、陰部、内股、脇の下、下腹部などの柔ら
かくやや湿った部位の皮膚に移動して吸着する。ツツ
ガムシに吸着されても痒みや痛みを感じないので、取
り付かれても気づかれないことが多い。ツツガムシは、
吸血しているわけではなく、寄生動物の体液を栄養と
して吸収する。
つつが虫病の初めの症状は、風邪に似ていて、体の
だるさ、食欲不振、頭痛、悪寒、発熱などが見られる。
吸着されてから症状が出るまでの潜伏期間は、5−14
日間。その後、体幹部や顔に直径 2−3mm の皮疹が
あらわれる。リケッチア保有のツツガムシに吸着され
た部位は 2−3 日目ころに赤い水疱となり、その後、
中に膿がたまった状態の膿疱に変化する。更に 10 日
ほど経過すると、つつが虫病に特有な 1cm 程度のか
さぶた（痂皮）となり、
「刺し口」と呼ばれる。症状（発熱・
発疹・刺し口）から、つつが虫病が疑われれば、診断
はついたようなもので、有効なお薬を使用すれば、劇
的に症状は改善する。
2019 年度のつつが虫病の発生届出数は日本全国で
398 人、秋田県は 5 人でした。今年は、6 ／ 18 の段
階で７人の届け出があり、大館・北秋地域でも既に２
人の患者が報告されています。

ＪＡ秋田たかのす女性部 ペットボトルキャップ回収運動実施中！！
回収に
あたっての
注意事項

①回収できるのは飲料水のキャップのみです
②キャップは水洗いし、汚れを落としましょう
※ほこりや土汚れがないようにお願いします
③シールははがしましょう
④マジックやペイントしたものは ×

回収できないキャップ例

ご理解ご協力よろしくお願いいたします。
※回収したキャップは大館能代空港ターミナルビル㈱さんの
ご協力を得て、リサイクル業者へ売却。
その収益が「世界の子どもにワクチンを日本委員会（ＪＣＶ）」
へ寄付されます。

これまでの回収状況：およそ70㎏（6月19日時点）※女性部・ＪＡ事業所全体での数字です。
お問い合わせは

☎（0186）63-1140 女性部事務局 営農部担い手課 武石／片岡まで
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ＪＡからの

概

理 事 会 だ よ り
開

催

日

議案第１号
議案第２号
議案第３号
議案第４号
議案第５号

６月29日（月）

正

部門担当委員会の委員選出について

出

固定資産の取得について

貸

合

組

合

月末現在）

員

５,５４０人

金

１９４,２５７万円

理事の順位決定について

准

業務報告書について

貯

金

５,４３４,１４２万円

ＪＡまつりの開催について

長期共済保有高

２０,２４７,７４５万円

いて

販

資
付

員

金

購 買 供 給 高

議案第６号 監事監査に対する組合の措置方針につ

売

２,９７８人

高

４７５,８９９万円

５７,５３０万円
１２,３８８万円

東北電気保安協会から

JA健康寿命100歳プロジェクト

健康体操教室

暮らしと電気安全

身体のケアをはじめてみませんか？
地域の皆さんの健康増進のために、健康体操
教室を開催しております。

落雷に注意しましょ

７月

う。今の時期は気象状

態が不安定で雷が発生

７月８日㈬・22日㈬
14：00 〜
会場：合川ことぶき荘

しやすい時期です。ピ

カッと光ってからゴロ
ゴロと聞こえるまでの

※開催日・時間が変更
になる場合があります。

時間で、まだ遠いなど

佐藤宏満先生

との判断は危険です。

雷鳴が聞こえたらいち早く安全な場所に避難するこ

詳しくはこちらまでお電話ください。

とが大切です。

営農部担い手課 ☎（0186）
63-1140 担当片岡まで

ニ コニ コ

ラ
ども
こ
こど
も ク
ブ
クラブ
みれい

ら

あとがき

九島 美澪 ちゃん︵合川地区︶

さ

澤田 桜來 ちゃん︵鷹巣地区︶
♥ファミリーメッセージ
「ダンスが好きな桜來ちゃん♪お姉ちゃんと仲
良く元気いっぱい育ってね！」
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組

況（ 5

♥ファミリーメッセージ
「いっぱい遊んで、いっぱい食べて、強く元
気 に 育 っ て ね！そ し て 優 し い 子 に な っ て
ね！」

皆さんいかがお過ごしでしょうか。今年の夏はコロナウイルスの影響で花火大会や夏祭りなどのイベントが
無いのでとても残念です。今は自宅でもお祭り気分が味わえるグッズがいろいろあるみたいですので、今年
はいつもと違った夏の楽しみ方を探してみるのもアリかもしれませんね。（ひ）

農と共に歩む JA秋田たかのす

Vol.18 2020.7

6月6日
（土）

田子ヶ沢の伝統野菜

夏セリ定植はじまる

編集・発行

県内では珍しい夏セリの定植作業が北秋田市綴子の田

子ヶ沢集落ではじまり、セリ農家の方々が植え付けや種ゼリ

の準備に汗を流しました。同集落は山からの伏流水と夏で

も高温を遮る立地条件が重なり、夏場から露地物のセリを

栽培できる県内唯一の産地。伝統野菜として古くから集落

で栽培され、その独特の香りとシャキシャキの歯応えが特

長。現在は集落の農家４軒が苗代を転用して栽培していま

す。この日、セリ生産者の斎藤光幸さんの圃場では、およ
そ５０,０００本の種ゼリが植えられ圃場を彩りました。種ゼ

リは植え付け用に栽培したセリ（親株）の茎の部分を1０セ
〒018−3324

FAX 0186‑62‑3807
http://www.ja-takanosu.or.jp/

北秋田市大町３番10号

TEL 0186‑62‑3700

ホームページアドレス

ンチほどに切り植え込みます。数日で根が伸び始め節からは芽が出てきます。田子ヶ沢のセリの植え付
けは他の地域でも珍しく、昔ながらの田植えのような手植えで行います。お互い競い合って育つセリの

習性を活かすためで、斎藤さんは茎を３本ずつ、距離を空けないよう密植するようにしています。こうす

ることで真上にしっかりと伸び、収穫もしやすくなります。また、植え付ける際の作業効率を考慮し、下
準備では葉はきれいに落とし、茎の長さを切り揃えます。

夏セリは植え付けてからおよそ２５〜３０日で収穫となりますが、このあと圃場では種ゼリの植え付けと

収穫に向けた管理が並行して行われます。斎藤さんは「セリ栽培は機械化が難しい。気の遠くなるよう

な作業だが、伝統野菜を絶やしてはいけないという想いがある。今年も美味しい夏セリを皆さんにお届

けしたい。
」と話していました。

田子ヶ沢の夏セリの収穫は７月初旬から９月頃まで続きます。オススメの食べ方は、５センチほどに切

り分けたセリにシーチキンを和えてゴマ油をちょいと足して食べると美味しいです。
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