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なすと鶏肉の
ひんやりサラダ
ココがポイント！
冷 蔵 庫で冷や せば冷や
すほど味がしみておいし
くなりますよ。

レシピ提供 登米町寺池

材 料（ 4 人 分 ）
なす
7本 （ドレッシング）
酢
大さじ5
鶏のむね肉
（皮付き） 200ｇ
サラダ油
大さじ2
トマト
１個
ごま油
大さじ1
アボカド
１個
しょうゆ
大さじ1
しその葉
適量
白ごま
適量

武田 いくよさん（61）

作り方
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❷蒸したなすを半分に切り、
切れ目を入れて皿に並べます。
❸鶏のむね肉を皮ごと茹で、冷ましてから手で裂いて皿
に盛りつけます。
❹ドレッシングを全体にかけ白ごまをふり、
しその葉を添
えます。
❺冷蔵庫で20分〜30分程冷やせば出来上がりです。

お話

縁 起 もの と して 重 宝
夏バテ 解 消 に も 最 適

万能野菜 な す

昔から﹁お正月の初夢に﹃一富士︑二鷹︑
三なすび﹄を見ると縁起がいい﹂と言われる
ように︑なすは縁起がいいものとして︑ま
た︑料理には欠かせないものとして重宝され
てきました︒
なすに含まれている﹁コリン﹂という成分
は︑血圧を下げたり胃液の分泌を促したり︑
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また︑体を冷やすという作用があり︑体内
ののぼせやほてりを鎮めることから︑夏に
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食 材の

今月の特集

め
相談機能を高 業」
農
「元気な登米
う
を目指そ
円滑化事業
農地利用集積

７月に入り、夏もいよいよ本格化。気分も晴れやかにと

さて、別な意味での「アツさ」といえば、今月末にいよ

いきたいところですが、「暑さ」が苦手な私にとっては何

いよロンドンオリンピックが始まります。日本人選手が活

とも言えない季節となりました。昨年、一昨年のような猛

躍するニュースを毎日聞けるよう、皆さんも一緒に「熱

暑にはならないことを願うばかりです。

い」声援を贈りましょう！（ＳＳＫ）
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活動レポート

6月16日、今年度２回目のあぐりスクール「あぐリズム♬」の活動を米山町内で行
い、参加したスクール生70人は収穫したイチゴを使ってジャム作りに挑戦しました。
同町の千葉翔太さんのハウスでイチゴの摘み取りを行った後、スクール生は12班
に分かれてジャム作りを行いました。約1㎏のイチゴを鍋に入れ砂糖を加えながら20
分程煮込み、最後に鍋から取り出したイチゴをこしてジャムを完成させました。出
来上がったジャムはパンに塗って、みんなでおいしくいただきました。
この他にもミニトマトの定植作業を行い、この日一日のカリキュラムを終えま
した。

あぐリズム♬

収穫したイチゴでジャム作り！
第２回あぐリズム♬
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13 今月のレポート
JAからのお知らせ
14 米にけーしょんひろば
・ 理事会便り
・クロスワードパズル
・ お便りぎゃらりぃ

16 旬を味わう
地産地消クッキング

イチゴ狩り
▲イチゴの甘い香りが漂うハウス内。
みんな夢中になって収穫を
楽しみました。

榊原 浩司さん夫妻

ジャム作り

左から

▲手順に沿ってジャム作り。
みんなも納得のおいしいイチゴジャムが
出来上がりました！

03

り

お

次女

里桜ちゃん（6）

浩司さん（40）

長女

遥南ちゃん（10）

洋子さん（43）

はる な

以 前 勤めていた 会 社で出 会っ
たことがきっかけで結婚し︑
今年
年目を迎える中田町上沼の榊
原浩司さんと洋子さん︒
就農から５年︒現在は主にトル
コギキョウ１︐
０００坪︑
ストック３
００坪︑稲 作１．
５ヘクタールの栽
培に取り組んでいます︒
浩司さんの目標は日本一の花卉
栽 培 団 体で あ る﹁フラワースピ
リット﹂に負けない花作りをする
こと︒
﹁どうせやるならてっぺんを目指したい﹂と
意欲的です︒

中田町上沼

お互いへのメッセージ
浩 司さん﹁サラリーマンから農 家になったけど︑
一
緒についてきてくれてありがとう﹂
洋 子さん﹁ 体 を 大 切にしながら︑
これからも 頑
張っていこう ね ﹂

▲おいしいミニトマトができることを願いながら、
協力して苗を
植えました。

二 人三脚
11
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1

農地利用集積円滑化事業推進体制図
集積事業推進本部
本部長
代表理事組合長
副本部長
代表理事専務

2

3

集積事業実践本部
本部長
営農経済担当常務理事

集積事業地区実践本部
地区本部長
営農経済部門委員
（理事）

登米市
農業委員会

集積事業地区実践本部
地区副本部長
基幹支店長

連携

指導・連携

実践本部事務局長
営農企画課長

連携

受付・相談

実践本部、地区実践本部を統括し事業推進にあたる。

②集積事業実践本部

営農経済部門として地区実践本部と連携し事業推進にあたる。

③集積事業地区実践本部

地権者

担い手農家

賃借料支払い

実践本部と連携し、町域における事業推進にあたる。

10

50

●農地集積協力金

全体運 知的好奇心が旺盛になりそう。趣味の集まりに参加したり、習い事を始めたりすれば、新発見あり。旅行も吉
健康運 オーバーワークに注意。適度に休むこと 幸運を呼ぶ食べ物 スズキ

賃借料支払い

﹁農地集積協力金﹂は︑農地の出
し手に協力金を交付することで︑地
域農業の担い手への農地集積や分散
化した農地の連坦化を円滑に進める
ことを目的に今年度︑国が創設した
ものであり︑﹁経営転換協力金﹂と
﹁分散錯圃解消協力金﹂があります︒
このうち︑
﹁経営転換協力金﹂の交
付対象者は︑土地利用型農業 水(稲作
付 か)ら経営転換する農業者︑離農す
る農業者︑農地の相続人等で︑農地
の面積に応じて１戸当たり 万円以
内︑ 万円以内︑ 万円以内の協力
金が交付されます︒
一方︑
﹁分散錯圃解消協力金﹂の交
付対象者は︑担い手の経営耕地に隣
接する農地の所有者または担い手の
経営耕地に隣接する農地を借りて耕
作していた農業者で︑ ａあたり５︐
０００円以内の協力金が交付されます︒
協力金の交付を受けるためには︑
市町村が人・農地プラン 地(域農業マ
スタープラン を)作成していること︑
農地利用集積円滑化団体︵ＪＡ︶に
年以上の白紙委任 貸(付の相手先を
指定しない を)し︑新たに６年以上の
利用権設定をすること︑農業者戸別
所得補償制度に加入していること等
の要件があります︵人・農地プラン
については︑登米市がすでに作成し
ています︶︒

4/20〜5/20

なお︑農地利用集積円滑化事業に
関する詳細につきましては︑窓口と
なる各支店営農経済センターにお問
い合わせ下さい︒

牡牛座

22

地区実践本部会議を
各基幹支店で開催

05

６月５日から 日にかけ︑
第１回目の集積事業地区実践
本部会議を各基幹支店で開き
ました︒
今回の会議では︑貸し手農
地の掘り起こしや適正な担い
手への設定調整などを行う
﹁推進員﹂の選任を行ったほ
か︑各町域の課題や今後の方
向性などを協議しました︒

21

▶よねやま地区実践本部会議
の様子︒

７
※月 ︑ 日の集落実行組合
長統一研修では︑農地利用集積
円滑化事業をテーマに掲げ︑先
進地の事例などについて研修を
行う予定です︒
20

利用権設定

●農地利用集積円滑化事業

①集積事業推進本部

利用権設定

農地の所有者

実績報告

農地利用集積
円滑化団体
︵ＪＡ︶

町域事務局
営農経済センター集積担当
受付・精算・推進・営農指導
（集落説明）

地域農業の担い手

連携

連携

農地利用集積円滑化事業は︑農
地の効率的な利用に向け︑その集
積を促進するため行政の承認を受
けた農地利用集積円滑化団体︵登
米市の場合はＪＡ︶が農地の所有
者から委任を受け︑担い手に農地
の貸し付け等を行う事業です︒

登米市
農業再生協議会
営農企画課
担い手対策課
(経営指導・推進)

事務局長
営農経済センター所長

連携

農地利用集積円滑化事業

集積事業実践本部
副本部長
営農経済部長

地域農業の持続的な発展を図るためには、農地の確保と面的な集積による効率
的かつ安定的な農業経営の確立が課題となっています。
ＪＡでは農業者戸別所得補償制度の実施と改正農地法の施行に併せ、昨年度か
ら
「農地利用集積円滑化事業」
に積極的に取り組み、意欲ある多様な農業者の方に
対し地域の実情に応じて農地の利用集積を進め、経営規模の拡大や農業経営の多
角化・複合経営の支援を行ってきました。
今年５月には本店に
「集積事業推進本部」
及び
「集積事業実践本部」
を、窓口とな
る支店には
「集積事業地区実践本部」
を設置し、組合員皆さんのニーズに応える相
談体制づくりを進めています。今後、この相談機能を発揮し、管内17,000haあま
りの農地を有効活用することで
「元気な登米農業」
の実現を目指します。

相談機能を高め
﹁元気な登米農業﹂を目指そう

ＪＡみやぎ登米

70
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30

牡羊座

3/21〜4/19

全体運 自己判断で動いて、失敗しやすい期間。周囲の人たちの意見にも謙虚に耳を傾けて。気晴らしには料理が最適
健康運 小さなけがに気を付けて。行動は慎重に 幸運を呼ぶ食べ物 きゅうり
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▶よねやま地区実践本部会議
の様子︒

７
※月 ︑ 日の集落実行組合
長統一研修では︑農地利用集積
円滑化事業をテーマに掲げ︑先
進地の事例などについて研修を
行う予定です︒
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利用権設定

●農地利用集積円滑化事業

①集積事業推進本部

利用権設定

農地の所有者

実績報告

農地利用集積
円滑化団体
︵ＪＡ︶

町域事務局
営農経済センター集積担当
受付・精算・推進・営農指導
（集落説明）

地域農業の担い手

連携

連携
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米市の場合はＪＡ︶が農地の所有
者から委任を受け︑担い手に農地
の貸し付け等を行う事業です︒

登米市
農業再生協議会
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営農経済センター所長

連携

農地利用集積円滑化事業
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﹁元気な登米農業﹂を目指そう

ＪＡみやぎ登米
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牡羊座

3/21〜4/19

全体運 自己判断で動いて、失敗しやすい期間。周囲の人たちの意見にも謙虚に耳を傾けて。気晴らしには料理が最適
健康運 小さなけがに気を付けて。行動は慎重に 幸運を呼ぶ食べ物 きゅうり

04

迫

安くて新鮮な野菜が好評 迫ふるさと市「夕市」

石越

毛糸でかわいいエコたわしづくりに挑 戦

毎年恒例となっている迫ふるさと市の「夕市」
が、
６月６日から本店前で始

女性部石越支部では６月12日、家の光記事を活用した女性講座を開き

まりました。

部員約５０人が参加しました。

ふるさと市は安全・安心な地場産の新鮮な野菜が安く買えることが消費

今回の女性講座では、工藤かよ子支部長らが講師を務め、
３色の毛糸を

者からも好評で、今後はナスやトマトなどの夏野菜も出品される予定です。

編み込みフクロウの形をしたたわしを作りました。

夕市は９月26日までの毎週水曜日、午後２時から午後５時まで開かれてい

参加した皆さんは、出来上がった作品を手に
「とても可愛いくて、
たわしに

ます。消費者との交流を大切にするふるさと市に皆さんもぜひ一度訪れてみ

は使えないです」
と楽しそうに話していました。

てはいかがでしょうか。

保管 方 法や 箱 詰め時 の 注 意 点などを確認

エコたわしは今月７日に水の里ホールで開く
「健康まつり」に出展されます。

とよま

安全・安心なきゅうり生産に向け 現地検討会

登米町野菜生産組合は5月25日、
とよま野菜集荷場でにらの出荷査定
会を開き、品質の良いにらを出荷するため、収穫後の保管方法や箱詰め時
の注意点などを確認しました。
今年は春先の低温の影響で例年よりも一週間ほど出荷が遅れたものの、
その後は順調に出荷が進み品質も良好とのことです。
査定会では園芸課職員が「収穫後は鮮度を保つためシルバーポリ等に
包み、涼しい場所に保管するように心がけてほしい」
と生産者に呼びかけま
した。

ながら、今後の栽培管理や病害虫防除についてアドバイスを受けました。

南方

なかだ胡瓜出荷部会では５月29日、促成きゅうりの現地検討会を開き、部

東和

会員約10人が参加しました。
講師に埼玉原種育成会の松本充さんを迎え、部会員のハウスを巡回し
松本さんは
「不安定な天候が続き、例年より生育は軟弱である。定期的
な追肥と徹底した病害虫予防を行って欲しい」
と呼びかけ、整枝や摘葉の
ポイントについても詳しく説明しました。

除草剤に頼らない栽培確立へ 新型の除草機実演

東和セルフ給油所 オープン間 近

５月31日から３回に分け、南方町の高橋守さん方の環境保全米
（ＪＡＳ有
機）
栽培ほ場でクボタと㈱キュウホーが共同開発した新型除草機２台の実
演会が行われました。
この実演会はＮＰＯ法人環境保全米ネットワークの主催で行われたもの
で、除草機を使用することで除草剤に頼らない栽培方法を確立することが
ねらいです。
調査の結果かなりの除草効果が確認されたということで、同法人では除
草機の実用化に向け今後も検討を続けていくそうです。

女性 部がゴ ーヤで「 緑 のカーテン」作り

豊里

つる性植物で
「緑のカーテン」
を作ろうと女性部豊里支部は6月1日、豊
里支店前の花壇にゴーヤの苗約50本を定植しました。
緑のカーテンは、
日光を遮る
「遮蔽
（しゃへい）
作用」
と、葉の裏から水蒸気
を放出する
「蒸散作用」により室内の温度を下げることができ、
エアコンの
使用を抑えることができます。
参加した約10人の部員の皆さんは、支柱にネットを張った後、一本一本
丁寧にゴーヤの苗を植え付けていきました。今月下旬には、
日差しよけの立
派な緑のカーテンが出来上がる予定です。

07

蟹

座

6/22〜7/22

なか だ

全体運 自分に自信が持てる時期。やってみたいことがあるなら、果敢にトライしてみて。ボランティアへの参加も幸運
健康運 食べ過ぎは控えて。ストレス発散も大事 幸運を呼ぶ食べ物 なす

東和町米川の国道346号線沿いに建設中の東和セルフ給油所。管内
８施設目となる同給油所のオープンが間近に迫っています。
３月から始まった建設工事は順調に進んでおり、
６月下旬の時点では地下
タンクの埋設や価格表示などを行うサインポールの設置も完了し、建物部
分も完成に近づいています。
東和セルフ給油所は今月下旬にオープンする予定です。オープン記念の
キャンペーンも実施しますので、皆さんぜひご利用下さい。

米山町内の水田でカブトエビが見つかる

よねやま

米山町内の環境保全米栽培ほ場で、
「生きた化石」
と呼ばれるカブトエビ
の姿が確認されました。
カブトエビを見つけたのは、同町桜岡で環境保全米の栽培に取り組む高
橋正義さん。
３年ほど前からカブトエビの姿が見られるようになり、昨年からは
大量に発生するようになったそうです。
「環境保全米はカブトエビがすめるくらいきれいな環境で作られているとい
うことが消費者に少しでも広がってくれれば」
と話します。

双子座

5/21〜6/21

全体運 ゆったり構え、落ち着いて過ごしたい月です。中途半端なまま放ってある事柄を片付けると運気上昇の呼び水に
健康運 特に問題なさそう。軽い運動につきあり 幸運を呼ぶ食べ物 トマト
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総代会提出議案について学ぶ
女性総代学習会
米山

西幼

［米

女性部では６月19日、女性総代を対象に第14
回通常総代会の提出議案に関する学習会を本店で

山町

稚園

］

開きました。
この学習会は、組合員の代表として議決権を任
された総代としての責務を全うするため、ＪＡに
ついてより多くの知識を習得することを目的に毎
年総代会前に開いています。
当日は八乙女正則常務に講師をお願いし、総代
会資料に基づきながら提出議案やＪＡの組織・事
業について説明を受けました。

米山西幼稚園では、年長５歳児と中津山小学校５年生と
の「ゴー･ゴー交流」
をはじめ、
１、
２年生との交流、地域の未
就園児との交流を行っています。
子ども達は園庭でのかけっこ、鬼ごっこ、
サクラ山の探検な
ど外遊びが大好きです。
「友だちと一緒に元気いっぱい遊びながら、相手を思い
やることのできる子どもに育ってほしい」
と先生方は願って
います。

参加した女性総代の皆さんは総代会資料に目を
通し、疑問に思った点について積極的に質問して
いました。
なお、６月28日の総代会には多くの女性部員
が傍聴に訪れ、真剣な表情で議事の進行を見守り
ました。

青年部

美しい公園を未来へ
女性部と合同で花の苗を定植

きれいな環境と花いっぱいの公園を未来へ繋ご
うと米山町青年部では６月23日、女性部よねや
ま支部の皆さんと一緒に、平筒沼ふれあい公園で
花植えを行いました。
この日の活動には12人が参加し、「すばらし
いみやぎを創る米山町協議会」から提供されたマ
リーゴールドの苗360本を植え付けました。
作業中、近くで遊んでいた小学生が「自分たち

アンパンマンと一緒に交通安全の大切さを学ぶ
ＪＡ共済アンパンマン交通安全キャラバンを開催!!
地域の子どもたちに交通ルールやマナーを学んでもらい、交通
事故防止を図ろうと、
ＪＡでは６月２日になかだアリーナで
「ＪＡ共済
アンパンマン交通安全キャラバン」
を開き、午前・午後の部合わせ
て約1,800人の親子連れが参加しました。
アンパンマンやバイキンマンといったおなじみのキャラクター
が登場すると子どもたちは大喜び。一緒に歌や踊りを楽しみなが
ら交通安全の大切さを学びました。

も手伝いたい」ということで、進んで花植えに参
加しました。千葉翔太部長は「この活動の意味が
子どもたちに伝わっているようでとても嬉しいで
す。これからも続けていきたい」と話します。
花植えの後には遊歩道周辺のゴミ拾いも行い、
美しさを増した公園の風景は訪れた人々の目を楽
しませています。
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乙女座

8/23〜9/22

全体運 今までチャレンジしたことがない事柄に挑戦するなど、視野を広げるチャンス。新しい趣味を持つのも刺激大
健康運 運動不足解消のためにもてきぱき行動を 幸運を呼ぶ食べ物 スイカ

獅子座

7/23〜8/22

全体運 優しい心境になれる予感。親切心を発揮すれば、自然と人気がアップする結果に。交際にも実りがあります
健康運 ちょっとした運動が体調を良くする秘訣（ひけつ） 幸運を呼ぶ食べ物 ミョウガ
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青年部・女性部
総代会提出議案について学ぶ
女性総代学習会
米山

西幼

［米

女性部では６月19日、女性総代を対象に第14
回通常総代会の提出議案に関する学習会を本店で

山町

稚園
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開きました。
この学習会は、組合員の代表として議決権を任
された総代としての責務を全うするため、ＪＡに
ついてより多くの知識を習得することを目的に毎
年総代会前に開いています。
当日は八乙女正則常務に講師をお願いし、総代
会資料に基づきながら提出議案やＪＡの組織・事
業について説明を受けました。

米山西幼稚園では、年長５歳児と中津山小学校５年生と
の「ゴー･ゴー交流」
をはじめ、
１、
２年生との交流、地域の未
就園児との交流を行っています。
子ども達は園庭でのかけっこ、鬼ごっこ、
サクラ山の探検な
ど外遊びが大好きです。
「友だちと一緒に元気いっぱい遊びながら、相手を思い
やることのできる子どもに育ってほしい」
と先生方は願って
います。

参加した女性総代の皆さんは総代会資料に目を
通し、疑問に思った点について積極的に質問して
いました。
なお、６月28日の総代会には多くの女性部員
が傍聴に訪れ、真剣な表情で議事の進行を見守り
ました。

青年部

美しい公園を未来へ
女性部と合同で花の苗を定植

きれいな環境と花いっぱいの公園を未来へ繋ご
うと米山町青年部では６月23日、女性部よねや
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アンパンマンと一緒に交通安全の大切さを学ぶ
ＪＡ共済アンパンマン交通安全キャラバンを開催!!
地域の子どもたちに交通ルールやマナーを学んでもらい、交通
事故防止を図ろうと、
ＪＡでは６月２日になかだアリーナで
「ＪＡ共済
アンパンマン交通安全キャラバン」
を開き、午前・午後の部合わせ
て約1,800人の親子連れが参加しました。
アンパンマンやバイキンマンといったおなじみのキャラクター
が登場すると子どもたちは大喜び。一緒に歌や踊りを楽しみなが
ら交通安全の大切さを学びました。

も手伝いたい」ということで、進んで花植えに参
加しました。千葉翔太部長は「この活動の意味が
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乙女座

8/23〜9/22

全体運 今までチャレンジしたことがない事柄に挑戦するなど、視野を広げるチャンス。新しい趣味を持つのも刺激大
健康運 運動不足解消のためにもてきぱき行動を 幸運を呼ぶ食べ物 スイカ

獅子座

7/23〜8/22

全体運 優しい心境になれる予感。親切心を発揮すれば、自然と人気がアップする結果に。交際にも実りがあります
健康運 ちょっとした運動が体調を良くする秘訣（ひけつ） 幸運を呼ぶ食べ物 ミョウガ
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︻低温時の対策︼

の水田侵入を助長し︑斑点米被害

初 夏の菜 園
植 え 付 け後の管 理について
●きゅうり
柱に誘引しながら栽培します︒

つるが伸びてきたらひもなどで支

※ＮＫ化成Ｃ68は、化学窒素成分100％の肥料です。
※ヘルシーライス有機2号は、化学窒素成分45％の肥料です

カブトエビなど多数確認
田んぼの生き物調査
ＪＡ では６月 日︑南方町と
東和町の環境保全米栽培ほ場３
か所で﹁田んぼの生き物調査﹂
を行いました︒
調査には昨年同様︑稲作部会
連絡協議会の委員をはじめ農薬
メーカーなどが参加したほか︑
今年はみやぎ登米産環境保全米
を取扱う米卸業者や福島県のＪ
Ａしらかわ︑ＪＡ全農福島の職
員も視察に訪れました︒
講師には﹁生物と環境﹂の第
一人者である環境科学博士の谷
幸三先生を迎えました︒
調査の結果︑カブトエビやコ
ガムシなど︑各ほ場でそれぞれ
〜 種類の生き物が確認され
ました︒谷先生は﹁全国的に生
息数が減少している赤とんぼの
一種﹃アキアカネ﹄の幼虫が見
られるなど︑大変素晴らしい環
境である﹂と絶賛しました︒

●なす
定植後︑生長とともに枝が混んで
く るので ︑脇 芽 を 摘 んで 整 枝 しま
す︒主 枝とその下の勢いの強い２本
の脇 芽 を 残して３本 仕 立てにする
のが一般的です︒
枝が伸びて︑倒れたり折れたりし
ないように支 柱 を 立てて 誘 引しま

風 通しをよくし︑その上の側 枝は２

センチくらい︶
の側 枝 を 摘み取り

肥料を通路にまき︑軽く土寄せをし

程度︑
マルチのすそをはがして化 成

収 穫が始まったら︑
２週 間に１回

す︒

節で摘心して親づる１本仕立てとし

て追肥をします︒
開花後 〜 日で収穫です︒

ます︒親づるが支 柱の高さに達した
ら摘心して︑側枝は放任します︒
化成肥料

肥 料 切れしないように︑月に２〜
３回 追 肥 をします ︒例

●ピーマン
梅雨の時期は︑泥の跳ね返りで葉

に３本仕立てとし︑下の枝は全て除

が伸びてくるので︑なすと同じよう

るのを防ぎます︒

柱を立てて誘引し︑倒伏や枝が折れ

きます︒３本に仕立てるときに本支

が汚れないよう株元に敷きワラをし
ます︒
乾 燥が続 く 夏 期には朝 方か夕 方
にたっぷり水をやりましょう︒

生 育 とともに枝が混んできたら
重なった枝を切ります︒
１番 果の収 穫が終わったら︑
１回
目の追肥を畝の肩にします︒２回目
以降は︑草 勢が衰えないうちに２週
間に１回程度行いましょう︒
開 花から収 穫までの日 数はおよ
そ 〜 日です︒着果量が多い場合
は株が疲れてしまわないよう早めの
収穫を心がけましょう︒

10
全体運 思うようにならない出来事があるものの、イライラせず、どっしり構えて。
リラックスするには、歌うのが一番
健康運 疲れをため込む前にしっかり気分転換を 幸運を呼ぶ食べ物 イチジク

を増加させる危険があります︒

0kg

日前頃︶か

20〜40kg

幼穂形成期︵出穂

中干し時期

日前頃︶の

ケイ酸加里等

ら減数分裂期︵出穂

0.7kg

間は︑最も低温に弱い時期ですの

20kg

で︑低温障害を受けないよう適切
な水管理を行いましょう︒

環境保全米の栽培期間中に使用

また︑ケイ酸質資材の追肥も大

含む︶
において高い成績を残した２頭
の種雄牛をご紹介します︒
尚 ︑供 給が予 約 制となっているた
め︑依頼する際は授精師にご確認下
さい︒
詳しい資 料はみやぎ 総 合 家 畜 市

出穂30日前頃

米穀販売課
適 切 な 水 管 理 を 行い
高 品 質・良 食 味 米の生 産に
努 めま しょう
７ 月になると︑稲体は急激に大
幼穂形成期や減数分裂期は低温の
できる化学窒素成分は育苗＋基肥

︻環境保全米の追肥︼

影響を最も受けやすい時期ですの
＋追肥で合計３．５㎏ ／ ａ 以内

きくなり出穂の準備に入ります︒

で︑適切な水管理を行い良質米の
ですので︑施肥量に注意しましょ
化学肥料１００％のＮＫ化成で

う︒

生産に努めましょう︒
︻中干しとその後の水管理︼
日前頃が追

肥の目安ですが︑有機質を含んだ

は︑一般的に出穂の

ら７〜
ヘ ル シ ー ラ イ ス 有 機２ 号 な ど は 肥

①中干しは︑有効茎数を確保した
田面に小さな亀裂が入り足跡が
効が緩やかなので出穂の

日程度行いましょう︒

付くくらいの固さが目安です︒
に追肥を行いましょう︒

し︑徐々に湛水状態に戻しま
変有効です︒稲体が強くなり倒伏

日前頃

②中干し後の入水は走り水程度と
しょう︒急に湛水状態にすると
軽減に効果があるほか︑葉や籾殻

水田周辺の一斉草刈り
︵耕種的防除︶について

などのメリットがあります︒

も丈夫になり品質向上につながる

酸素不足になり根を傷める原因
となります︒
③幼穂形成期から出穂開花期まで
は水を多く必要とする時期です
が︑稲が根から水を吸える状態
を保てばいいので︑十分に水分
を与えながら土壌中に酸素を供
れますので︑草刈りは出穂

今年もカメムシの発生が予想さ

お︑間断灌水はかけ流しではあ
までに実施しましょう︒８ 月に

給する間断灌水が有効です︒な
りません︒水も大切な資源です
入ってからの草刈りはカメムシ類

日前

ので︑有効に活用しましょう︒

期 待の種 雄 牛 が 登 場
﹁ 忠 勝 美 ﹂号﹁ 安 平 勝 ﹂号
宮 城 県 有 牛の第７回 現 場 後 代 検

ヘルシーライス有機2号

親づるの５〜６節まで
︵ 地 面から
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１番果が大きくなってくると分枝
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9/23〜10/23

化学窒素成分量
(10ａ当たり)
︵８・８・８︶ ｇ ／１㎡︒

20

場にて配布しています︒

1.12kg

‥

!!

定 産 肉 能 力 検 定の結 果︵ 検 定 中 も

7kg
30

天秤座
全体運 アクティブに動き回れそう。保留になっていた事柄にもうれしい変化が。アウトドアレジャーもグッド
健康運 夏バテしないよう、体調管理を徹底して 幸運を呼ぶ食べ物 昆布
10/24〜11/22

座

出穂20日前頃
ひとめぼれなど

ＮＫ化成Ｃ68

15 25

20

現物量
(10ａ当たり)
追肥時期
名
料
肥
名
種
品

10

30

20

蠍
11

《追肥の目安》
30

10

30

10

■平成18年１月７日生
■産地…石巻市
■血統… 父 ：茂勝
母 父：平茂勝
母母父：忠福
■現場枝肉成績(途中経過)
○枝肉重量…476.7㎏
○ロース芯面積…62.9㎝
○脂肪交雑(ＢＭＳ)…6.9
○Ａ４・５率…79％
※特に枝肉重に優れ、肉質においても安
定した成績でした。
※平成24年６月より供給開始。

■平成18年10月15日生
■産地…登米市南方町
■血統… 父 ：安福(岐阜)
母 父：平茂勝
母母父：北国７の８
■現場枝肉成績(途中経過)
○枝肉重量…467.8㎏
○ロース芯面積…63.9㎝
○脂肪交雑(ＢＭＳ)…7.8
○Ａ４・５率…78％
※特に肉質に優れており、ＢＭＳ10以上
が７頭という成績でした。
※平成24年７月より供給予定。
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１番果が大きくなってくると分枝
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《追肥の目安》
30

10

30
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■血統… 父 ：茂勝
母 父：平茂勝
母母父：忠福
■現場枝肉成績(途中経過)
○枝肉重量…476.7㎏
○ロース芯面積…62.9㎝
○脂肪交雑(ＢＭＳ)…6.9
○Ａ４・５率…79％
※特に枝肉重に優れ、肉質においても安
定した成績でした。
※平成24年６月より供給開始。

■平成18年10月15日生
■産地…登米市南方町
■血統… 父 ：安福(岐阜)
母 父：平茂勝
母母父：北国７の８
■現場枝肉成績(途中経過)
○枝肉重量…467.8㎏
○ロース芯面積…63.9㎝
○脂肪交雑(ＢＭＳ)…7.8
○Ａ４・５率…78％
※特に肉質に優れており、ＢＭＳ10以上
が７頭という成績でした。
※平成24年７月より供給予定。
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「忠勝美」号
「安平勝」号

通常総代会を目前に控え 総代・実行組合長合同議案説明会、集落座談会を開催
第14回通常総代会を目前に控え、ＪＡでは６月11日から15日まで管
内の８基幹支店で総代・集落実行組合長合同の総代会議案説明会を
開きました。
また、６月18日からは管内297集落228会場で集落座談会を開きまし
た。座談会では、約90ページある総代会資料を編集した「要約版」に
よって組合員の皆さんに分かりやすく説明しました。
なお、座談会の中で組合員の皆さんから寄せられた意見・要望に対
する回答については、後日「米にけーしょん号外」を発行してお知らせ
する予定です。

中田町の千葉守さんがチャンピオン賞

第12回「仙台牛」枝肉共進会

ＪＡと肉牛部会では６月７日、東京食肉市場㈱で第12回ＪＡみやぎ
登米肉牛部会「仙台牛」枝肉共進会を開きました。
共進会には36頭が出品され、審査の結果中田町の千葉守さんが見
事チャンピオン賞に選ばれました。
千葉さんの出品牛は父が宮城県の基幹種雄牛「茂洋」、母の父が
「平茂勝」で、枝肉重量624㎏、枝肉単価2,254円という成績でした。
チャンピオン賞以外の入賞者は下記の通りです。
（敬称略）
▲最優秀賞＝千葉磯雄（迫町）
、千葉正太朗（米山町）
、
千葉英軍司（中田町）
▲優 秀 賞＝渡辺恵一（南方町）
、鈴木重雄（南方町）
、
鹿野耕史（米山町）

ＴＰＰ参加問題

Ｇ２０での表明見送り

ＴＰＰ参 加 問 題について野田首 相は、当初ヤマ場と言われていたＧ
２０サミット
（６月１８日、
１９日）での表明を見送りました。昨年の１１月に日本
と同時期に交渉参加の意向を表明したメキシコとカナダは参加が承認さ
れましたが、既存の参加９ヵ国（米国、
オーストラリア、
ニュージーランド、ペ
ルー、チリ、ベトナム、
シンガポール、マレーシア、
ブルネイ）が将来合意する
内容に拒否権を行使しないなどといった条件が示されたとされています。
新規交渉参加国が交渉入り後も不利な立場に置かれることが明らかになったことで、
日本政府が目的とし
ていた「ルール作りへの参加」はより困難な状況となりました。
しかし、
メキシコ、
カナダの参加が承認されたことで、
「日本が取り残される」などといった推進派からの声
が高まるのは必至とみられており、
ＴＰＰ問題については今後も予断を許さない状況となっています。

「ＴＰＰから食と暮らし・いのちを守る
ネットワーク宮城」を結成
６月８日、
ＪＡグループ宮城をはじめ、県内の協同組合、医療団体
など２４団体でつくる「ＴＰＰから食と暮らし・いのちを守るネットワーク
宮城」が結成されました。
仙台市内で開かれた設立記念集会には約７００人が参加し、
ＴＰ
Ｐ交渉への参加は断固反対と宣言するアピールを採択しました。
ＴＰＰの打撃が農業だけにとどまらないとの危機感を県民と広く
共有し、
ＪＡでは今後も各関係団体と連携しながら、
ＴＰＰ断固反対
運動を展開していきます。

▲集会には、県内の関係団体から約700人
が参加し、ＴＰＰ断固反対を訴えました。

ＪＡの事業や農業への理解を深める ＪＡ共済連の新採用職員がみやぎ登米で研修
ＪＡの事業や農業への理解を深めようと、ＪＡ共済連全国本部の平
成２４年度新採用職員６人が６月11日から22日までＪＡで研修を行いま
した。
研修期間中はデイサービスセンターをはじめとしたＪＡの事業所や
管内の園芸農家などで実習を行ったほか、ライフアドバイザーに同行
し実際の推進業務も体験しました。
また、６月16日に行った第２回目の「あぐリズム♬」にも参加し子ども
たちと触れ合いました。

J A から の お 知ら せ
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吉田農業倉庫
吉田農業倉庫
完成時期変更について
完成時期変更について

本店前ＡＴＭ撤去及び
本店前ＡＴＭ撤去及び
新設工事の実施について
新設工事の実施について

本誌５月号に掲載した吉田農業倉庫
について、９月中旬に完成する予定とし
ておりましたが、１ヵ月程度遅れること
となりましたのでお知らせいたします。

今月２日(月)から８月上旬までの約１か月間、本店前ＡＴＭの撤
去及び新設工事を行います。
工事期間内は大変ご不便をおかけしますが、その他のＡＴＭは
通常通り営業いたしますので、最寄のＡＴＭをご利用下さい。

山羊座

12/22〜1/19

全体運 優柔不断になってしまう傾向に。人の意見に惑わされず、自分らしさを大切に。好きな音楽を聴き、心を静めて
健康運 心の重荷を減らし、のんびりと過ごして 幸運を呼ぶ食べ物 メロン

協同組合は、組合員の思いや願いを具体的に実現していくための
ものなの。JAは「農業協同組合」だから、
「農業」を中心に、私たちみ
んなの暮らしをよりよいものにするため、さまざまな事業を行ってい
るのよ。
農畜産物をまとめて出荷したり（販売事業）、農業資材や日用品を
まとめて買ったり（購買事業）、お金を預かり、資金として貸し出した
り（信用事業）、掛金として集めたお金を、万が一のときに支払ったり
（共済事業）。みんなが集まって行動することで、一人では難しい思い
や願いを実現できるのね。その他にも、農業に関する相談に乗ったり
（ 営 農 指 導 事 業 ）、みんなの暮らしを応 援したり（ 生 活 指 導 事 業 ）な
ど、地域に合わせて組合員の願いにこたえる事業を幅広く行ってい
るのよ。

射手座

11/23〜12/21

全体運 ネガティブに考えやすく、暗い気分に陥りがち。前向きな発想が運気回復のポイントに。マッサージもラッキー
健康運 同じ姿勢を続けず、伸び伸び過ごすと◎ 幸運を呼ぶ食べ物 シジミ
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・理事会便り ・今月のレポート ・クロスワードパズル ・お便りぎゃらりぃ

※クイズのご応募やご投稿に際して取得した個人情報は︑図書カードプレゼントの抽選・発送︑今後の本広報誌編集企画の参考以外の目的には一切使用しません︒
また︑承諾なく第三者に提供しません︒尚︑投稿・当選者の住所・氏名・年齢︑投稿内容を本広報誌に掲載する場合がありますので︑
ご了解下さい︒

第2回理事会
【5月31日】
①ノブを握って開けます
③ダックスフントのここは長いですね
⑦土用の丑
（うし）
の日に食べるとよいと
いわれます
⑨ひと昔前より携帯している人が増えま
した
⑩土地が小高くなっている所
⑫カラオケ機器の画面に表示されます
⑬おなかに袋のあるしっぽの長い動物
⑮日本の通貨単位
⑯チョウが吸います
⑱こだま・ひかり・──
⑳頭を強い日差しから守ります
㉒2、4、6、8……
㉓子どもの子どもです

①人や車が通る所 高速──、──標識
②地面を掘るとできます
④よりをかけたり覚えがあったり
⑤石油を運ぶ貨物船のこと
⑥かつては肥料に使われていたこともある
青魚
⑧京都の夏を彩る──祭
⑪左右反対に映ります
⑬肝、
レバーとも呼ばれます
⑭サッカー場は興奮の──と化した
⑮パレットに絞り出して使います
⑰立てかけて登ります
⑲失敗のこと ケアレス──
㉑くらを置いて乗ります
A

C

D

E

5月号当選者（応募総数67通）

◆部門別委員会

下記の5名の方が当選いたしまし
た。おめでとうございます！

（2,000円）

応募締切

当選者は9月号で
7月末日（当日消印有効） 発表します。

あぐリズム♬が大変楽しそうな活動だと思いました。今
年の募集が締切になったのが残念です。
(及川さん／南方町・女性)
年々参加人数も増えており事務局もうれしい悲鳴を上
げています。ぜひ来年の参加をお待ちしています！
長崎県での和牛共進会が刻々と迫ってきています。一
度は 牛のオリンピック を見てみたいですね。
(中川さん／豊里町・女性)

表紙の「二人三脚」
とてもいい写真ですね。微笑ましい
です。
(石川さん／迫町・男性)
私も取材して毎回心が癒されます。家族っていいです
ね！

昨年の大震災を経験し、互いに支え合い助け合うこと
の重要さを改めて認識した方も少なくないと思います。
協同の力を見直すいい機会かもしれませんね。

人事異動

︵
︶内は旧所属

︵６月１日付︶

○南方支店

治

営農経済センター主任

新

1/20〜2/18

︵燃料課

野

ＬＰガスセンター主任︶

日

水瓶座

○燃料課

全体運 レジャー運が良好。飲み会などに誘われたら、気軽に顔を出してみると、良い刺激に。ただ、散財にはご用心
健康運 クーラーの冷え過ぎはNG。ほどほどに 幸運を呼ぶ食べ物 パプリカ

ＬＰガスセンター主任

2/19〜3/20

平成24年5月末現在

員
数
正 組 合 員……………………… 14,261人
准 組 合 員……………………… 2,296人
合
計……………………… 16,557人
資
金…………………… 66億 5,684万円

︵燃料課よねやまＳＳ所長︶

座

合

仁

魚

○食材事業の在り方について
○買い物弱者支援対策事業の検討について
○やすらぎ会員の取り組みについて

藤

味はもちろん、
アイデアに私も感心させられます。
クッキ
ングの取材が毎回楽しみです。

第1回 生活福祉部門委員会
(5月29日)

佐

組合員のつどいはプロの歌唱力を生で体感できる絶好
の機会です。
ぜひお母さんとご一緒にご参加下さい！

○平成24年産米の生産・集荷・販売方針
（案）
について
○平成24年産大豆圃場への塩化カリ無償提供数量の変更について
○農地利用集積円滑化事業推進要領
（案）
について

○燃料課よねやまＳＳ所長

クッキングのレシピ提供をありがたく読ませていただき、
献立に役立てています。
（佐藤さん／石越町・女性)

吾

今年の組合員のつどいに細川たかしさんが来るんで
すね。母が大ファンなのでぜひ見せてあげたいです。
(千葉さん／中田町・女性)

進

５月の竜巻や６月の台風など異常気象だと思ってしまうよ
うな天候が続いています。
そんな中、
管内の田んぼでカブ
トエビが多く発見されていることは、
豊作の前兆だと思い
たいですね。

第2回 営農経済部門委員会
(5月21日)

出

原

地域の皆さんに親しまれる広報誌を目指し、
これからも
努力していきたいと思いますので、今後もご愛読をよろし
くお願いします。

第2回 総務部門委員会
(5月21日)

○第14回通常総代会の表彰者について
○第5次中期3か年計画の一部変更について
○宮城県農政連組織整備の基本方針について
○部門別委員会運営規則の一部変更及び理事の順位の追加について
○理事定数について
（継続協議）

組

協同組合は人と人とが結びついた助け合いの組織だ
ということが初めて知りました。
(高橋さん／登米町・女性)

今年も異常気象が発生しています。不安ですが、農
業、
酪農に全力で取り組みたいと思います。
(小野寺さん／迫町・男性)

主 な 協 議 事 項

JAの概況

菅

今まであまり広報誌などを見る機会がなかったので、地
元の情報等に疎かったのですが、読んでみるとすごくお
もしろいですね。(佐々木さん／米山町・女性)

委員会名・開催日

●迫 町／川原 寿奈さん
●登米町／鈴木しげ子さん
●豊里町／大友とも子さん
●南方町／高橋 歩美さん
●米山町／野村紫衣那さん

︵燃料課︶

５年後には宮城県での開催が予定されています。登米
産牛の素晴らしさをぜひとも全国に広めてほしいです
ね。

15

B

カタツ ムリ

①平成23年度決算関係書類及び部門別損益計算書の承認について
…総代会に提出する平成23年度決算関係書類及び部門別損益計算書について協議しました。
②平成24年度総合財務計画の設定について
…平成23年度の決算確定に伴い、平成24年度総合財務計画の設定について協議しました。
③部門別委員会運営規則の一部変更及び理事の順位の追加について
…第14回通常総代会における理事の補欠選任に伴い、部門別委員会運営規則の一部変更及び理事の順
位の追加について協議しました。
④第5次中期3か年計画の一部変更について
…東日本大震災の復旧及び米の効率的集荷の促進を優先して取り組む必要があることから、第5次中期3か
年計画の一部を変更することについて協議しました。
⑤第14回通常総代会の表彰者について
…第14回通常総代会における表彰者について、表彰規程第6条の規定により協議しました。
⑥不良債権の処理方針について
⑦平成24年産米の生産・集荷・販売方針について
…安全・安心な
「環境保全米」
を生産するとともに、一俵でも多くの集荷に努めることにより食糧基地としての
信頼向上とＪＡへの更なる結集を図ることを目的として、平成24年産米の生産・集荷・販売方針及び全量集
荷運動に関する要綱の設定について協議しました。
⑧平成24年産大豆圃場への塩化カリ無償提供数量の変更について
…宮城県より大豆圃場における放射性物質低減対策の基準が新たに示されたことに伴い、平成24年産大豆
作付圃場に対する塩化カリの無償提供数量を10㎏/10ａから20㎏/10aに変更することについて協議しました。

貯
金 ……………… 1,312億1,379万円
貸
付
金 ………………… 324億5,599万円
購 買 品 供 給 高 ………………… 23億8,071万円
販 売 品 販 売 高 ………………… 23億9,643万円
共 済 保 有 高（ 保 障 ） ……………… 7,334億8,218万円

第１４回通常総代会を開催しました
第１４回通常総代会を開催しました

６月 2 8日、登 米 祝 祭 劇 場（ 水 の 里ホー ル ）で 第
14回通常総代会を開き、平成23年度事業報告及
び剰余金処分案の承認や平成24年度事業計画の
設定、役員(女性理事)の補欠選任など５議案が総代
の皆さんによって慎重審議されました。
詳細につきましては本誌８月号でお知らせいたし
ます。

全体運 何かと神経質になりがち。細部にこだわらず、おおらかに。金運は高め。趣味にお金をかけられそう
健康運 スポーツに励むと、体調面に好影響あり 幸運を呼ぶ食べ物 アユ

14

・理事会便り ・今月のレポート ・クロスワードパズル ・お便りぎゃらりぃ

※クイズのご応募やご投稿に際して取得した個人情報は︑図書カードプレゼントの抽選・発送︑今後の本広報誌編集企画の参考以外の目的には一切使用しません︒
また︑承諾なく第三者に提供しません︒尚︑投稿・当選者の住所・氏名・年齢︑投稿内容を本広報誌に掲載する場合がありますので︑
ご了解下さい︒

第2回理事会
【5月31日】
①ノブを握って開けます
③ダックスフントのここは長いですね
⑦土用の丑
（うし）
の日に食べるとよいと
いわれます
⑨ひと昔前より携帯している人が増えま
した
⑩土地が小高くなっている所
⑫カラオケ機器の画面に表示されます
⑬おなかに袋のあるしっぽの長い動物
⑮日本の通貨単位
⑯チョウが吸います
⑱こだま・ひかり・──
⑳頭を強い日差しから守ります
㉒2、4、6、8……
㉓子どもの子どもです

①人や車が通る所 高速──、──標識
②地面を掘るとできます
④よりをかけたり覚えがあったり
⑤石油を運ぶ貨物船のこと
⑥かつては肥料に使われていたこともある
青魚
⑧京都の夏を彩る──祭
⑪左右反対に映ります
⑬肝、
レバーとも呼ばれます
⑭サッカー場は興奮の──と化した
⑮パレットに絞り出して使います
⑰立てかけて登ります
⑲失敗のこと ケアレス──
㉑くらを置いて乗ります
A

C

D

E

5月号当選者（応募総数67通）

◆部門別委員会

下記の5名の方が当選いたしまし
た。おめでとうございます！

（2,000円）

応募締切

当選者は9月号で
7月末日（当日消印有効） 発表します。

あぐリズム♬が大変楽しそうな活動だと思いました。今
年の募集が締切になったのが残念です。
(及川さん／南方町・女性)
年々参加人数も増えており事務局もうれしい悲鳴を上
げています。ぜひ来年の参加をお待ちしています！
長崎県での和牛共進会が刻々と迫ってきています。一
度は 牛のオリンピック を見てみたいですね。
(中川さん／豊里町・女性)

表紙の「二人三脚」
とてもいい写真ですね。微笑ましい
です。
(石川さん／迫町・男性)
私も取材して毎回心が癒されます。家族っていいです
ね！

昨年の大震災を経験し、互いに支え合い助け合うこと
の重要さを改めて認識した方も少なくないと思います。
協同の力を見直すいい機会かもしれませんね。

人事異動

︵
︶内は旧所属

︵６月１日付︶

○南方支店

治

営農経済センター主任

新

1/20〜2/18

︵燃料課

野

ＬＰガスセンター主任︶

日

水瓶座

○燃料課

全体運 レジャー運が良好。飲み会などに誘われたら、気軽に顔を出してみると、良い刺激に。ただ、散財にはご用心
健康運 クーラーの冷え過ぎはNG。ほどほどに 幸運を呼ぶ食べ物 パプリカ

ＬＰガスセンター主任
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平成24年5月末現在

員
数
正 組 合 員……………………… 14,261人
准 組 合 員……………………… 2,296人
合
計……………………… 16,557人
資
金…………………… 66億 5,684万円

︵燃料課よねやまＳＳ所長︶

座

合

仁

魚

○食材事業の在り方について
○買い物弱者支援対策事業の検討について
○やすらぎ会員の取り組みについて

藤

味はもちろん、
アイデアに私も感心させられます。
クッキ
ングの取材が毎回楽しみです。

第1回 生活福祉部門委員会
(5月29日)

佐

組合員のつどいはプロの歌唱力を生で体感できる絶好
の機会です。
ぜひお母さんとご一緒にご参加下さい！

○平成24年産米の生産・集荷・販売方針
（案）
について
○平成24年産大豆圃場への塩化カリ無償提供数量の変更について
○農地利用集積円滑化事業推進要領
（案）
について

○燃料課よねやまＳＳ所長

クッキングのレシピ提供をありがたく読ませていただき、
献立に役立てています。
（佐藤さん／石越町・女性)

吾

今年の組合員のつどいに細川たかしさんが来るんで
すね。母が大ファンなのでぜひ見せてあげたいです。
(千葉さん／中田町・女性)

進

５月の竜巻や６月の台風など異常気象だと思ってしまうよ
うな天候が続いています。
そんな中、
管内の田んぼでカブ
トエビが多く発見されていることは、
豊作の前兆だと思い
たいですね。

第2回 営農経済部門委員会
(5月21日)

出

原

地域の皆さんに親しまれる広報誌を目指し、
これからも
努力していきたいと思いますので、今後もご愛読をよろし
くお願いします。

第2回 総務部門委員会
(5月21日)

○第14回通常総代会の表彰者について
○第5次中期3か年計画の一部変更について
○宮城県農政連組織整備の基本方針について
○部門別委員会運営規則の一部変更及び理事の順位の追加について
○理事定数について
（継続協議）

組

協同組合は人と人とが結びついた助け合いの組織だ
ということが初めて知りました。
(高橋さん／登米町・女性)

今年も異常気象が発生しています。不安ですが、農
業、
酪農に全力で取り組みたいと思います。
(小野寺さん／迫町・男性)

主 な 協 議 事 項

JAの概況

菅

今まであまり広報誌などを見る機会がなかったので、地
元の情報等に疎かったのですが、読んでみるとすごくお
もしろいですね。(佐々木さん／米山町・女性)

委員会名・開催日

●迫 町／川原 寿奈さん
●登米町／鈴木しげ子さん
●豊里町／大友とも子さん
●南方町／高橋 歩美さん
●米山町／野村紫衣那さん

︵燃料課︶

５年後には宮城県での開催が予定されています。登米
産牛の素晴らしさをぜひとも全国に広めてほしいです
ね。
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①平成23年度決算関係書類及び部門別損益計算書の承認について
…総代会に提出する平成23年度決算関係書類及び部門別損益計算書について協議しました。
②平成24年度総合財務計画の設定について
…平成23年度の決算確定に伴い、平成24年度総合財務計画の設定について協議しました。
③部門別委員会運営規則の一部変更及び理事の順位の追加について
…第14回通常総代会における理事の補欠選任に伴い、部門別委員会運営規則の一部変更及び理事の順
位の追加について協議しました。
④第5次中期3か年計画の一部変更について
…東日本大震災の復旧及び米の効率的集荷の促進を優先して取り組む必要があることから、第5次中期3か
年計画の一部を変更することについて協議しました。
⑤第14回通常総代会の表彰者について
…第14回通常総代会における表彰者について、表彰規程第6条の規定により協議しました。
⑥不良債権の処理方針について
⑦平成24年産米の生産・集荷・販売方針について
…安全・安心な
「環境保全米」
を生産するとともに、一俵でも多くの集荷に努めることにより食糧基地としての
信頼向上とＪＡへの更なる結集を図ることを目的として、平成24年産米の生産・集荷・販売方針及び全量集
荷運動に関する要綱の設定について協議しました。
⑧平成24年産大豆圃場への塩化カリ無償提供数量の変更について
…宮城県より大豆圃場における放射性物質低減対策の基準が新たに示されたことに伴い、平成24年産大豆
作付圃場に対する塩化カリの無償提供数量を10㎏/10ａから20㎏/10aに変更することについて協議しました。

貯
金 ……………… 1,312億1,379万円
貸
付
金 ………………… 324億5,599万円
購 買 品 供 給 高 ………………… 23億8,071万円
販 売 品 販 売 高 ………………… 23億9,643万円
共 済 保 有 高（ 保 障 ） ……………… 7,334億8,218万円

第１４回通常総代会を開催しました
第１４回通常総代会を開催しました

６月 2 8日、登 米 祝 祭 劇 場（ 水 の 里ホー ル ）で 第
14回通常総代会を開き、平成23年度事業報告及
び剰余金処分案の承認や平成24年度事業計画の
設定、役員(女性理事)の補欠選任など５議案が総代
の皆さんによって慎重審議されました。
詳細につきましては本誌８月号でお知らせいたし
ます。

全体運 何かと神経質になりがち。細部にこだわらず、おおらかに。金運は高め。趣味にお金をかけられそう
健康運 スポーツに励むと、体調面に好影響あり 幸運を呼ぶ食べ物 アユ
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旬を味わう
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地産地消クッキング

7

なすと鶏肉の
ひんやりサラダ
ココがポイント！
冷 蔵 庫で冷や せば冷や
すほど味がしみておいし
くなりますよ。

レシピ提供 登米町寺池

材 料（ 4 人 分 ）
なす
7本 （ドレッシング）
酢
大さじ5
鶏のむね肉
（皮付き） 200ｇ
サラダ油
大さじ2
トマト
１個
ごま油
大さじ1
アボカド
１個
しょうゆ
大さじ1
しその葉
適量
白ごま
適量

武田 いくよさん（61）

作り方
❶なすをまるごと10分程蒸します。
❷蒸したなすを半分に切り、
切れ目を入れて皿に並べます。
❸鶏のむね肉を皮ごと茹で、冷ましてから手で裂いて皿
に盛りつけます。
❹ドレッシングを全体にかけ白ごまをふり、
しその葉を添
えます。
❺冷蔵庫で20分〜30分程冷やせば出来上がりです。

お話

縁 起 もの と して 重 宝
夏バテ 解 消 に も 最 適

万能野菜 な す

昔から﹁お正月の初夢に﹃一富士︑二鷹︑
三なすび﹄を見ると縁起がいい﹂と言われる
ように︑なすは縁起がいいものとして︑ま
た︑料理には欠かせないものとして重宝され
てきました︒
なすに含まれている﹁コリン﹂という成分
は︑血圧を下げたり胃液の分泌を促したり︑
肝臓を良くするなどの働きがあります︒
また︑体を冷やすという作用があり︑体内
ののぼせやほてりを鎮めることから︑夏に
ぴったりな野菜と言えます︒
Ｊ Ａ管内では﹁くろべえ﹂︑﹁式部﹂と
いった品種が栽培されており︑出荷の際は
びー
な す
﹁ お らほ の 美 ・ 茄 子 ﹂ と い う 統 一 の 段ボ ー ル
を使用し︑市場や消費者にＰＲしています︒

食 材の

今月の特集

め
相談機能を高 業」
農
「元気な登米
う
を目指そ
円滑化事業
農地利用集積

７月に入り、夏もいよいよ本格化。気分も晴れやかにと

さて、別な意味での「アツさ」といえば、今月末にいよ

いきたいところですが、「暑さ」が苦手な私にとっては何

いよロンドンオリンピックが始まります。日本人選手が活

とも言えない季節となりました。昨年、一昨年のような猛

躍するニュースを毎日聞けるよう、皆さんも一緒に「熱

暑にはならないことを願うばかりです。

い」声援を贈りましょう！（ＳＳＫ）
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