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日本の食を守れ！

ＴＰＰ反対運動展開中

みやぎ登米農業協同組合
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迫町内で和牛の一貫経営に取り組む千葉啓さ
ん（47）と息子の啓克さん（23）。
千葉さんの家では肥育牛130頭、繁殖牛60
頭を飼育。啓さんが肥育牛、啓克さんが繁殖牛
と、お互い仕事を分担しながら飼養管理の徹底
に努めています。
今後の目標については「市や県の共進会に毎
回出品して、個々のレベル向上を図っていきた
い」と話しています。
お互いへのメッセージ
啓さん
「農業を継いでくれてありがとう」
啓克さん
「体に気を付けてこれからも頑張って下さい」

迫町北方
けい

千葉さん親子
ひろかつ

啓さん（47） 啓克さん（23）
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登米産食材を広く発信
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ＪＡと登 米 市は６月 日 ︑仙 台 市の仙
台ロイヤルパークホテルと登米産食材を供
給・P R する連 携 協 定 を 結 びました︒今
後は︑同ホテルを登 米 市の情 報 発 信の拠
点の一つとして位置付け︑登米産食材の安
定 供 給に努めながら︑県 内 外へ産 地 をア
ピールしていきます︒
この協定は︑今年の３月に同ホテルを会
場に開いた﹁登米の恵みの味わいフェア﹂を
きっかけに︑行 政・生 産 者 団 体・民 間 事 業
者が持つそれぞれの強みを生かし︑連携し
て豊かな 地 域 社 会の実 現 を 目 指 そうと
締結されたものです︒
同ホテルでは︑登 米 市の食 材 を 市 場か
ら優 先 的に仕 入れて︑その食 材 を 使った
料 理を提 供するほか︑
ＪＡでは︑
ホテル側
からの要 望に応えるため︑必 要な 食 材の
作付拡大に取り組んでいきます︒
▲ホテル内に登米産食材を展示
し、
安全・安心をＰＲしました。

▲「登米の恵み味わいフェア〜初夏の恵み〜」
のようす。登米産「仙台牛」や「キャベツ」など
を使用した料理が提供されました。

この日は︑連 携 協 定 書の調 印 式が開か
れ︑榊 原 勇 組 合 長 ︑布 施 孝 尚 登 米 市 長 ︑
同ホテル廣本浩二総支配人がそれぞれ協
定書に署名を行いました︒
榊 原 組 合 長は﹁ 今 回の協 定を通じて︑
消費者の皆さんに産地の情報を広く発信
していきたい︒また︑食する側から多 くの
ご提 案をいただきながら︑消 費 者と生 産
者の距離を近づけていきたい﹂と挨拶しま
した︒
調 印 式 終 了 後には﹁ 登 米の恵み味わい
フェア〜初 夏の恵み〜 ﹂が行われ︑県 内の
卸 流 通 業 者やホテル・旅 館 関 係 者など約
人が出 席し︑登 米 産 食 材をふんだんに
使用した料理が提供されました︒

80

ＪＡ・登米市・仙台ロイヤルパークホテル３者が連携協定

▲調印式で登米産食材をアピールする左から榊原組合長、布施市長、廣本総支配人。
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日本の食を守れ！
ＴＰＰ反対運動展開中

ＪＡ青年部では６月１５日、迫町内でＴＰＰ交渉参加断固反対
を訴えるトラクターデモを行いました。
７㎞の道のりを約１時間かけて走行し、広報車や拡声器など
で地域の皆さんにＴＰＰの危険性などを呼びかけました。
▲家畜車やトラクターなど計２０台を動員。地域住民にＴＰＰの危険性を訴えました。

◀出発式でガンバロウ
三唱を行い︑ＴＰＰ
断固反対に向けて結
束を図りました︒

デモ出発式には、
ＪＡ宮城中央会の菅原章夫会長や布施孝尚登米市長などの来賓をはじめ、青年
部・女性部員、役職員など１１０人が出席しました。
青年部の及川裕康委員長は「安全・安心な農産物の理念を揺るがすＴＰＰ交渉参加に、今後も青
年部盟友一丸となって断固反対を訴えていこう」と力強く挨拶を述べました。
出発式終了後に行ったトラクターデモには青年
部盟友３０人が参加。
トラクター１１台をはじめ、長
さ６ｍの家畜車３台、その他軽トラックなど合わせ
て２０台を動員しました。
各車両には「ＴＰＰ断固反対」と掲げた横断幕や
のぼりを取り付け、広報車で「日本の食、子どもた
ちが安心して暮らせる地域を守るため、
ＴＰＰ参加
阻止へ共に声をあげましょう」と道行く皆さんに
訴えました。
街頭からもＴＰＰ反対に賛同する声援が飛び交
い、
ＴＰＰ交渉参加問題の関心の高さが伺えました。
全体運 ささいなことでイライラしやすいよう。常に笑顔を心がければ、幸運を引き寄せられるはず。趣味に励むのも◎
健康運 徐々に下り坂。バランスの取れた食事を 幸運を呼ぶ食べ物 カボチャ
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ＴＰＰ参加阻止へ
共に声をあげましょう!!
女性部がチラシを配り阻止訴え
▶ＴＰＰの危険性などの説明を
交えながらチラシとティッシ
ュペーパーを配る女性部員の
皆さん︒

ＪＡ女性部では青年部トラクターデモの実施
にあわせ、同日、みやぎ生協加賀野店前でチラ
シやティッシュペーパーを配り、買い物客の皆さ
んにＴＰＰ阻止を訴えました。
女性部員１０人が「農家だけじゃない・
・
・わたし
たちみんなのくらしが危ない!!」と書かれたチラ
シを、説明を交えながら配りました。
買い物客からは「わたしも反対です。一緒に
がんばりましょう」などといった声も多数聞かれ
ました。

ＴＰＰ即刻撤回へ約１,５００人結集
ＴＰＰ断固反対・参加撤回を求める宮城県民集会
農業、医療など２７団体が構成する「ＴＰＰから食とくらし・いのち
を守るネットワーク宮城」とＪＡグループ宮城では６月１３日、
「ＴＰＰ
断固反対・参加撤回を求める宮城県民集会」を仙台市内で開きま
した。
集会には県内のＪＡや漁協、森林組合のほか、宮城県医師会をは
じめとした医療関係団体、消費者団体など約１，
５００人が結集しまし
た。農業者、看護師、開業医など１１人によるリレートークを行った
ほか、
「政府・安倍首相が交渉参加を撤回・断念するよう強く求め
る」との決議を満場の拍手で採択しました。
集会終了後にはのぼりや横断幕を手に青葉区の一番町商店街で
デモ行進を行い、仙台市民にＴＰＰ反対運動を力強くアピールしま
▲参加者全員で青葉区の一番町商店街を
した。
デモ行進しました。
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全体運 コミュニケーション運が活性化。初対面の相手とも楽しく話が弾みそう。話題のスポットへ出かけるのも刺激に
健康運 回復傾向。小まめに動くと良い影響が 幸運を呼ぶ食べ物 オクラ

豊 里

笑 顔で元 気！ 女 性 部 健 康 講 演会
女性部豊里支部では６月３日、健康講演会を豊里支店で行いました。講演
会では
「笑いと健康」
をテーマに、健康管理士の蔭山善昭氏から生活習慣病
の予防と対策や認知症の実態について学びました。手足の体操や冗談を交
えた講演に、集まった６６人の部員からは終始、歓声や笑い声が上がっていま
した。
千葉栄子支部長は
「現在ＪＡでは
『百歳元気プロジェクト』
に取り組んでい
る。皆が笑って楽しみながら元気に暮らせるように、女性部でも積極的に活動
していきたい」
と話しています。

石 越

使 い 古しのネクタイでコサージュ作り
女性部石越支部では６月４日、石越支店で女性講座を開き、使い古しのネ
クタイを再利用したコサージュ作りに挑戦しました。
参加した３７人の部員の皆さんは、同支部の佐々木幸子さんの指導のもと、
それぞれが持ち寄ったネクタイをハサミで切ったりしながらバラの形になるよう
加工していきました。
今回作った作品は、今月６日に開催する
「健康まつり」に展示される予定で
す。参加した部員の皆さんは
「バッグや帽子などに着けたい」
などと話していま
した。

上沼高校生徒が

なかだ

交通安全を呼びかける

上沼高校では６月21日、国道346号線上沼高校前交差点で交通安全
キャンペーンを実施しました。
この活動は地域住民に安全運転を呼びかるとともに、活動を通して生徒の
交通安全意識を高めようと、毎年行っているものです。
当日は同校の農業クラブや家庭クラブ、生徒会の皆さんなど約40人が参
加。警察官や交通指導隊の協力をもらい、
「 上沼高校です！安全運転でお願
いします！」
と声をかけながら、道行く
ドライバーに自分たちが育てた花の苗とメッ
セージカードを手渡しました。

東 和

生育状況などを確認

にんにく現地検討会

にんにく部会では５月２９日、東和町内で現地検討会を開き、部会員３５人
が参加しました。
渡辺採種場青森支店の小室隆信さんを講師に招き、生育状況や今後の
栽培ポイントなどを確認しました。春先の天候不良で生育は例年より若干遅
れているものの、
その後は順調とのことです。
検討会終了後には通常総会を開き、皆川栄幸さん
（迫町）
が新しく部会長
に選任されました。

全体運 リラックス気分で過ごせる期間。自分が好きなことを満喫し、プライベートタイムを充実させて。散歩にもツキ
健康運 疲れをため込みやすいので、休憩が必要 幸運を呼ぶ食べ物 カンパチ
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発病 株 適 切に処 分

よねやま

秋キャベツ栽培講習会

園芸課では６月１１日、秋キャベツの栽培講習会を米山町のアグリピア館
で開きました。
講習会には２０人の生産者の皆さんが参加。雪印種苗株式会社の大沼
文夫さんを講師に迎え、秋キャベツの栽培方法などについて確認しました。
大沼さんは「発病株は隣接株の伝染源となるので、発見次第抜き取りし、
ほ
場から持ち出して適切に処分してほしい」
と呼びかけました。
参加した生産者の皆さんは、良質キャベツの栽培に向けて講師の説明を
真剣な表情で聞いていました。

迫

安全・安心がモットー

迫ふるさと市「夕市」開催

毎年恒例となっている迫ふるさと市の「夕市」
が、
６月５日から本店前で始ま
りました。
ふるさと市は安全・安心な地場産の新鮮野菜が安く買えることが消費者の
皆さんからも好評で、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。
夕市は９月２５日までの毎週水曜日、午前２時から午後５時まで開かれていま
す。生産者と消費者の交流を大切にするふるさと市に皆さんもぜひ訪れてみ
て下さい。

保管 方 法 や箱 詰 め 時 の 注 意 点などを確認

とよま

登米町野菜生産組合は５月２４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。
今年は春先の寒暖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。
ＪＡ担当職員は
「涼しい時間帯で収穫するなど、
より鮮度を保った状態で出
荷をお願いしたい」
と生産者の皆さんに呼びかけました。

南 方

自然との共生を目指して

田んぼの生き物調査

稲作部会連絡協議会は6月21日、田んぼの生き物調査を行い、協議会員
や米卸業者など83人が参加しました。
参加者は４グループに分かれ、東和と南方の圃場でそれぞれ生物を捕獲。
その後南方の翌沢倉庫に集合して調査を行い、
カブトエビや赤トンボのヤゴ、
ヘイケボタルの幼虫、
カナヘビなど、50種類以上の生き物を確認しました。
講師を務めた環境科学博士の谷幸三氏は
「これだけたくさんの生き物が生
息する、優れた自然の中で米づくりをされているのはとても素晴らしい」
と絶賛
していました。
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全体運 勢いに乗り、積極的になれそう。初めてのことにも意欲的に取り組めば好結果に。チャレンジ精神が幸運の鍵
健康運 不安定。不注意によるけがに気を付けて 幸運を呼ぶ食べ物 モロヘイヤ

迫町佐沼
りょうま

眞くん（4）
佐藤理乃ちゃん（2）長稜女・長 男 ）
り

の

んの
（ 佐 藤 学さ

中田町石森

千 葉 衣 織 ちゃ
ん（ 1）
い

おり

（ 千 葉 聡さ
んの長女
わたる

）

外で遊ぶのが大好きな理乃ちゃんと稜眞くん。最近は
仮面ライダーウィザードにハマっているそうです。お母さん
は
「仲良く元気に育ってほしい」
と話しています。

必要事項をご記入の上、
お子さんの写真と一緒に下記
の宛先までご応募下さい！
◆募集対象年齢 ０歳〜６歳
（小学校未就学）
◆お子さんの氏名、年齢(生年月日)、将来の夢、好きな
遊び、
投稿される方の氏名、
住所、
集落名、
電話番号
◆宛先
（郵 送）
〒987-0511
登米市迫町佐沼字中江三丁目９番地の１
ＪＡみやぎ登米 総務課
米にけーしょん
「すくすくきっず」係
（Ｅメール） Ja-kouho@miyagitome.or.jp
◆お問い合わせ
ＪＡみやぎ登米 総務課 0220-22-8211

７月１日に１歳の誕生日を迎えた衣織ちゃんは、音楽に
合わせてダンスをするのが大好きな女の子。
「明るく元気
に笑顔が素敵な人に育ってほしい」
とお母さんは話してい
ます。

迫町八ノ森

た ね ゆき

千葉胤幸さん（60）
花卉３ｈａ、水稲２０ｈａ
（受
託含む）
を生産する専業農
家。

「ずっと神経を使っていては疲れる。ポイント・ポイントを

「子どもたちに少しでも花に興味を持ってほしい」
と、
Ｊ

つかんで労働力の分散を心がけている」
と話すのは、迫

Ａ花卉部会の一員として毎年持ち回りで管内の小学校

町八ノ森集落で花卉と水稲栽培に取り組む千葉胤幸さ

に出向き、
フラワーアレンジメント教室を開くなど
「花育教

ん
（60）
。元々は兼業農家だった千葉さんは、平成元年

育」
にも積極的に取り組んでいます。

に集団組織を作り、
それを機に専業農家としての一歩を

「若いうちは何度失敗しても取り返せる。何事にも挑

踏み出しました。現在はトルコギキョウ、
ストックなどの花

戦する気持ちを持ち続けてほしい」
と後継者にアドバイス

卉類のほか、
５品種の水稲を作付しています。

してくれました。

全体運 サービス精神を発揮すると、対人面に好変化が。思わぬサポートに恵まれるかも。協調性のある言動も忘れずに
健康運 下り坂。ストレッチが気分転換にも最適 幸運を呼ぶ食べ物 トマト
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エコキャップでクラスキャラ
第２回あぐリズム♬
６月２２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76人はエコ
キャップアートと花壇の花植え作業を行いました。
エコキャップアートでは、
スクール生が１２のグループに分かれてそれぞれ作業しました。エコキャップ約8,000個を使い、
「キャベ米」、
「ブタ米」、
「べごっ米」の各クラスキャラクターをはじめ、
あぐリズム♬のマスコットキャラクターなどを色に合わせ
て協力しながら描いていきました。
どのグループも個性豊かで見事なエコキャップアートが出来上がりました。
花壇の花植え作業は、
マリーゴールド、
サルビア、
ベゴニア、
ペチュニアの４種類の花を定植しました。
スクール生は綺麗に咲き誇ることを期待しながら、一本一本丁寧に植えていきました。

ップ
エコキャ
アート

▲エコキャップの配置などをみんなで相談しながら、
各グループとも見事な作品が出来上がりました!!

花植え
作業
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▼４種類の花の苗を定植。次のあぐリズム♬の
時には綺麗な花が咲いているといいね。

全体運 知的好奇心が旺盛になる月。カルチャーセンターの体験講座を受けたり、講演を聞いたりして。うれしい発見あり
健康運 次第に上向きそう。足湯でリラックスを 幸運を呼ぶ食べ物 ニガウリ

出穂20日前頃

7kg

1.12kg

ヘルシーライス有機2号

出穂30日前頃

20kg

0.7kg

ケイ酸加里等

中干し時期

20〜40kg

0kg

︻環境保全米の追肥について︼
化学窒素成分量
(10ａ当たり)

日︑

播種後の管理などを確認
水稲直播ほ場現地検討会

ＪＡと登米市は６月

人の生産者の皆さん

水稲直播ほ場現地検討会を開

き︑約

が参加しました︒

登米農業改良普及センター

の三上雄史技術主幹などを講

師に︑ひとめぼれを直播栽培

している中田町宝江などのほ

場を見学し︑播種後の管理方

法などについて説明を受けま

した︒

三上技術主幹は﹁直播栽培

は発芽・生育にも雑草対策に

も水管理が重要になってくる

ので︑目的意識を持ってメリ

ハリを付けた水管理を行って

ほしい﹂と呼びかけました︒

10

全体運 自分の考えに固執しやすくなる暗示。周囲の意見に耳を傾けるようにして。気晴らしにはクラシックの鑑賞が吉
健康運 運動するチャンス。ただし無理は禁物 幸運を呼ぶ食べ物 サクランボ

環境保全米の栽培期間中に使用
ａ以内

日前

14

できる化学窒素成分は育苗＋基肥
＋追肥で合計３・５㎏／
ですので︑施肥量に注意しましょ
う︒
日前頃が追

化学肥料１００％のＮＫ化成で
は︑一般的に出穂の

︻水田周辺の一斉草刈り

カメムシ類の水田侵入を助長し︑
斑点米被害を増加させる危険があ
ります︒

20

米穀課
生育状況に応じた適切な水管理を
行い︑高 品 質・良 食 味 米の
生 産に努 めま しょう
７月は稲の生育にとって最も大
切な時期です︒適切な水管理を行
肥の目安です︒有機質を含んだヘ
肥効が緩やかなので出穂の

ルシーライス有機２号などでは︑
︻中干し後の水管理について︼

頃に追肥を行いましょう︒
また︑けい酸質資材の追肥も大
軽減に効果があるほか︑葉や籾が

変有効です︒稲体が強くなり倒伏

急に湛水状態にすると酸素不足

日前頃︶までは︑稲

など多くのメリットがあります︒

らも丈夫になり品質向上に繋がる

日前〜

︵耕種的防除︶について︼
れますので︑草刈りは出穂

の生育上最も多く水を必要とする
必要があるわけではなく︑稲の根

頃までに終え︑８月いっぱいは草

今年もカメムシの発生が予想さ

が水を吸える状況を保てばいいの

刈りをしないようにしましょう︒

日前

で︑十分に水分を与えつつ︑酸素

８月に入ってからの草刈りは︑

ありません︒水も限りある資源で

なお︑間断灌水はかけ流しでは

す︒

を供給する﹁間断灌水﹂が有効で

時期ですが︑常時湛水状態にする

穂

②幼穂形成期から出穂開花期︵出

で注意が必要です︒

になり︑根を傷める原因となるの

しょう︒

し︑徐々に湛水状態へと戻しま

①中干し後の入水は走り水程度と

い良質米の生産に努めましょう︒

20

!!

すので有効に活用しましょう︒

ＮＫ化成Ｃ68

ひとめぼれなど

15

現物量
(10ａ当たり)
追肥時期

10

30

10

名
料
肥
名
種
品

25

《追肥の目安》

※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

暑熱対策で
生 産 性の維 持 に
努 めま しょう
家畜を取り巻く環境要因は様々
ありますが︑その中でも夏季にお
ける環境温度︵気温︶は生産性を

①畜舎の窓や戸を開放することで

害虫防除が必要です︒特にアブラ

れる時期ですので︑排水対策やう

秋雨にもあたり︑台風にもさらさ

ムシ防除を重点的に行いましょう︒

冬 至 カボチャの
作 付 けについて

けるだけにし︑２個目以降の実は

仕立てにしましょう︒実も１個つ

ツルは側枝を取って親ツル１本

どんこ病の防除も行いましょう︒

至にカボチャを食べ︑ゆず湯に入

落としてしまいましょう︒１株１

日です︒冬

ると風邪を引かなくなると言われ

個にすると実に栄養が集中し︑お

月

ています︒そこで︑今回はおいし

月中旬頃︑実の茎

いしいカボチャができます︒

い冬至カボチャの栽培方法をご紹

今年の冬至は

通気・換気を行いましょう︒
②扇風機等の送風機を使用し︑体
感温度の低下に努めましょう︒
③畜舎内外に散水・放水を行いま
しょう︒
④新鮮な水をいつでも十分に飲め
る状態を保ちましょう︒
⑤異常畜の早期発見・早期治療に

介します︒

●収穫

月下旬〜

にヒビが入り︑コルク状になった

チャ﹂がおすすめです︒

﹁ダークホース﹂や﹁栗味カボ

ができます︒黒皮カボチャでは

ら２〜３週間すると︑糖度が上

チャは追熟するので︑収穫してか

良い場所で行いましょう︒カボ

収穫後の保管は日陰で風通しの

ら収穫します︒

●ほ場の準備︵施肥例 ａ当たり︶

がってよりおいしく食べられます︒

日から８月の第１

12

病率の上昇など様々な弊害が発生

組織の減少による肉質の低下︑疾

きもでき︑作業がしやすくなりま

時期の播種は地温が高いので直播

春と違い︑虫が蔓延している状

●定植後の管理

ぎると発芽率が落ちてしまいます︒

１〜２㎝にしましょう︒深くし過

す︒ポット播きも直播きも覆土は

で︑今後の参考にして下さい︒

熱対策をいくつかご紹介しますの

比較的簡単に取り入れられる暑

し︑最悪の場合は死に至ります︒

があるので注意が必要です︒この

いと︑収穫前に霜にあたる可能性

週までの間に行います︒播種が遅

播種は７月

●播種

リン酸⁝ 〜 ㎏︑加里⁝ 〜 ㎏

12

10

ます︒

料摂取量の減少や︑動きを緩慢に
することにより体温の上昇を抑え
る対応をします︒
それでも対応できないほどに暑

10

10

発汗や呼吸で適応することができ
また︑気温がさらに上昇し適応

・堆肥⁝２ｔ︑窒素成分 〜 ㎏︑

努めましょう︒

●おすすめの品種

白皮カボチャは全般的に日持ち

11

左右する重要な要因の一つになり

22

が良く︑冬至まで残しておくこと

10

ます︒
℃とされていますが︑こ

肉用牛の生産に適した気温は
℃〜

12

できる範囲を超えた場合でも︑飼

の温度帯を超えたとしても︑牛は

25

くなると︑肥育効率の低下や脂肪

13

20

10

態からの栽培なので︑定期的な病

全体運 やりたいことに挑戦すれば、予想以上の手応えを感じられる時期。思い切ってアクションを。メール交換も幸運
健康運 ゆっくり上昇。体力アップに励んでみて 幸運を呼ぶ食べ物 桃

11

13

千葉守さんがチャンピオン賞
第１４回ＪＡみやぎ登米肉牛部会「仙台牛」枝肉共進会
ＪＡと肉牛部会では６月６日、東京食肉市場㈱で第14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。
去勢２３頭、
雌１３頭の計３６頭が出品され、
肉質や肉の絞まり具合などを競い、
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「北福波」、
母の父が「勝忠平」
という血統で、
枝肉重量４７６㎏、
枝肉
単価が２，
６０６円という成績でした。
今回出品された３６頭すべてが等級Ａ４ランク以上の上物に格付けされ、平均販売額も１０４万
円を超えるなど大変素晴らしい成績となりました。今回の
好結果に原発事故による風評被害などに悩まされた生
産者の皆さんも安堵の表情を浮かべていました。
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＝佐野和夫（南方町）
、
渡辺恵一（南方町）
、
橘芳江（東和町）
▲優 秀 賞＝高橋浩（南方町）
、
千葉英軍司
（中田町）
、
佐々木清信（中田町）

J

A

の

お し ご と

『 ロ ー ンセンタ ー 』

土日も営業しています！

ローンセンターってどんなお仕事なの？
お客様の“夢”を応援するライフサポーターです。
お客様一人ひとりに最適なマネープランをご提案
させていただきます。

金融に関する知識・経験豊富なスタッフが、お客様のニーズやライ
フプランに応じて、住宅ローンをはじめとする様々なローン商品のご
提案をさせていただきます。
資金計画の段階から、シミュレーションなどによりご一緒にプラン
を考えさせていただきますので、ぜひ、お気軽にご相談下さい。
◇住宅の新築・購入資金等、住宅ローンに関するご相談〔住宅ロー
ン（新築）〕
◇住宅ローンの借り換えによる毎月の返済額見直しのご相談〔住宅
ローン（借換）〕
◇エコ設備の購入やバリアフリー工事等、
リフォーム資金のご相談
〔リフォームローン〕
◇お車の購入資金のご相談〔マイカーローン〕
◇お子様の教育資金のご相談〔教育ローン〕

ＪＡみやぎ登米
ローンセンター
住所：登米市迫町佐沼字中江三丁目9番地の1
電話：0220-22-8227 FAX：0220-22-0315
営業時間：午前９時〜午後５時（水曜日定休）

全体運 エネルギーの無駄遣いが多くなる模様。やたらと勘繰ったり、疑ったりしないこと。ハーブティーで心を静めて
健康運 ストレス過多気味。自分の時間を大切に 幸運を呼ぶ食べ物 イワシ

12

中古互市＆農機・自動車・生活

2013

訂正
13

日 時：
7月12日（金）午前9時〜午後４時
7月13日（土）午前9時〜午後４時
場 所：
登米祝祭劇場
大駐車場ほか

米にけーしょん６月号の女性部活動日記の記事において、女性部員が定植したサツマイモの苗110本は
1,100本の誤りでした。

全体運 考えが両極端になり、
トラブルを引き起こしやすいかも。信頼できる人に意見を求めて。観劇でリフレッシュを
健康運 神経質になり過ぎ、悪影響が。ほどほどに 幸運を呼ぶ食べ物 スイカ

第 2 回 理 事 会【 5 月 3 1日】
①役員
（理事）
の補欠選任について
②平成24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
③平成25年度事業計画の一部変更について
④第15回通常総代会の表彰者について
⑤総代選挙の実施について
…総代の任期満了
（7月31日）
に伴う総代選挙の実施について協議しました。
⑥固定資産の処分について
（田畑農業倉庫）
⑦余裕金運用規程の一部変更について
⑧ＪＡバンク利用者保護等管理規程の一部変更について
⑨不良債権の処理方針について
⑩平成25年産米穀の生産・集荷・販売方針について
…平成25年産米の生産・集荷及び販売にあたり、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
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に、平成25年産米
穀の生産・集荷・販売方針及び全量集荷運動に関する要綱を設定すべく協議しました。

◆部門別委員会
委員会名・開催日

主 な 協 議 事 項

第1回 総務部門委員会
（5月17日）

○第15回通常総代会の表彰者について
○平成25年度事業計画の一部変更について
○職員集落担当制について
○特別積立金に関する内規について
○固定資産の処分について
（田畑農業倉庫）

第2回 営農経済部門委員会
（5月21日）

○平成25年産米生産・集荷・販売方針
（案）
について
○平成25年産飼料用米取扱方針
（案）
について
○吉田農業倉庫均質化施設の荷受け体制について
○担い手対策について

第1回 農機自燃部門委員会
（5月21日）

○ＬＰガスの燃料転換推進について

J A の 概 況（ 平 成 2 5 年 5 月 末 現 在 ）
組

出

合

員

資

数

貯
正組合員…………… 14,115人

貸

准組合員……………

合計………………… 16,433人

購 買 品 供 給 高…………………24億 776万円
販 売 品 販 売 高…………………24億8,612万円

金 ……………… 66億2,593万円

共 済 保 有 高（ 保 障 ）…………… 7,216億6,001万円

2,318人

集落座談会を開催しました
６月１７日から２１日まで、管内の集会所や生活センタ
ーなど２３０会場で集落座談会を開きました。
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。

金 ……………1,278億 67万円
金 ………………311億6,555万円

付

第１５回通常総代会を
開催しました
６月２７日、登米祝祭劇場（水の里ホール）
で第１５回通常総代会を開き、平成２４年度
事業報告及び剰余金処分案の承認や平成２５
年度事業計画の設定、役員（理事）の補欠選
任など６議案が総代の皆さんによって慎重審
議されました。
詳細については本誌８月号でお知らせいた
します。

全体運 心理的に不安を抱きやすいので、意識的にポジティブな発想を。根拠のないうわさに関わるのもNG。冷静に
健康運 油断は禁物。適宜、疲労の解消に努めて 幸運を呼ぶ食べ物 ニンニク
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ヨコのカギ
①打ち上げ、線香、
ねずみといえば
②布で──をしてスイカ割りをした
④短歌の七・七の部分
⑤虫よけのため布団を囲んでつるします
⑥日本風にしつらえた部屋のこと
⑩野球のキャッチャーが手にはめます
⑫ヤッホー
（ヤッホー）
⑬3D映像は──的に見えます
⑭「──を曲げる」
とは、気分を損ねてわ
ざと意地悪く振る舞うこと
⑰──のごとく金銭を使う
⑲尺貫法の長さの単位の一つ

官製ハガキにクイズの答え・住所・氏名・年齢・電話番号・

図書カードをプレゼントいたします。

7月末日（当日消印有効）

当選者は9月号で
発表します。

C

D

E

お便り

確かに今年の春先の風は例年にない強さでしたね。何でもか
んでも異常気象のせいにはしたくないですが、やっぱりそうな
のかなって思ってしまいますね。

JAより これからも無邪気でかわいい子どもたちを多く登場させていき
たいと思いますので、良い写真があったらお送り下さいね。

「地産地消レシピ」は作ってみたいものがたくさんあってとて
も興味があります。
（千葉さん／米山町・女性）

営農情報を見ると農家でない私でも「なるほど」と思える情
報が書いてあるので勉強になります。
（松崎さん／南方町・女性）

JAより 簡単な野菜づくりなどの情報も今後掲載していきたいと思いま
すので、ぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか。
組合員のつどいは毎年欠かさずに行っています。今からコン
サートの日が楽しみです。
(菅原さん／東和町・女性)

JAより プロの歌唱力を生で体感できる絶好の機会。私も取材しなが
ら、その圧倒的な歌唱力に浸っています。

15

B

今年の風の強さは異常じゃないかと思っています。新しく建
てたビニールハウスの留守番係の時は、すごく怯えていまし
た。
（伊藤さん／豊里町・女性）

JAより 味もさることながらアイディアの豊富さに毎回感心させられま
す。ぜひレパートリーの一つとして今後も参考にして下さい。

お便り

E

●迫 町／鎌田 優衣 さん
●石越町／佐藤 勝信 さん
●米山町／平 ひろ子 さん
●中田町／菊地まつゑ さん
●東和町／佐藤 昌子 さん

宛にお送り下さい。厳正な抽選の上、
5名の方に

お便り

D

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！
（応募総数48通）

JAみやぎ登米 総務課

お便り

C

A

〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江三丁目9番地の1

JAより

B

ニ ユ ウ バ イ

本誌に関するご意見・ご感想を必ずお書きの上、

お便り

A

先 月 の 答え と ５月 号 当 選 者

応募方法

応募締切

え

①はしゃぎ過ぎて外さないようにね
③日本三名園の一つ、兼六園がある県
⑦旅館でお客さまのお世話をします
⑧豆類を暗い場所で発芽させたもの
⑨釣った魚を入れます
⑩焼き肉店のメニューで、牛の第1胃
⑪なかなか止ま
（ヒック）
らないんだよね
（ヒック）
⑮弓に矢をつがえて狙います
⑯明ければ夏本番
⑱リボンをちょう──にした
⑳柔道場に敷き詰められているもの
㉑人手が加わっていること
──授粉、──呼吸
㉒温泉地の多い静岡県の──半島

答

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︒

※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︒

タテ のカギ

お便り

「わが家のすくすくきっず！」は、いとこに小さい子がいるので
やっぱりかわいいなぁって思います。子どもを見ると心が癒さ
れますよね。
（鈴木さん／南方町・女性）

ササニシキをしばらく食べていないのでどんな味だったか忘
れてしまいました。機会があったら食べてみたいです。
（佐藤さん／東和町・女性）

JAより 流通業者や消費者から欲しいという要望が多いササニシキ。
復活に向けて今後もプロジェクトを展開してきます。
お便り

すまいるニュースは各町域の催しのようすが分かるのでいい
ですね。
（小林さん／迫町・男性）

JAより 今後も組合員の皆さんはじめ、地域の皆さんの活発な活動
を紹介していきたいと思います。
お便り

青年部・女性部の活動日記に目を通すと、皆さん素晴らしい
結束力で活動をしていますね。
（鈴木さん／登米町・女性）

JAより 特集で紹介したように、今回は青年部・女性部が一丸となって
ＴＰＰ反対運動に取り組みました。

全体運 クリエーティブな作業に幸運が。絵を描いたり、作詞をしたり、創作に夢中になると、グンと気力が高まりそう
健康運 まずまず。アウトドアで過ごすのも正解 幸運を呼ぶ食べ物 ナス

カリッとあっさり
ゴマ入りかりんとう

✿形はお好みで大丈夫です。
子どものおやつ、お茶のお供に
いいですよ。

レシピ提供／米山町貝待井

佐々木 ちはるさん（64）

①ボウルに小麦粉を入れた後、
たまご、砂糖、
ゴマ、
サ
ラダ油、水を加えてよく練ります。
②常温で半日ほど寝かせます。
③生地を１０㎝ほどの棒状に切ります。
④約１８０℃の油であげ、
こんがりとした色が付いたら
出来上がりです。
（４人分）

小麦粉………………… 500ｇ
たまご…………………… １個
砂糖…………………… 150ｇ
ゴマ……………………… 少々
油……………………… 100cc
水……………………… 100cc

編集
後記

暑い日が続いています。梅雨入りを実感すること
がないまま、
もう７月になってしまいました。
じめじめは
嫌ですが、
こんなにも雨が少ないと田んぼや畑の作
物が心配になってきます。
先日、金華山黄金山神社へお参りに行ってきま

7

2013 JULY
VOL.184
平成25年7月1日

した。巳年大祭のうえ５月に航路が再開したばかりと
あって、大勢の参拝客で賑わっていました。
金運で有名な黄金山神社ですが、祀っている弁
財天は元々水の神様だそうです。真夏が来る前に、
もう少し恵みの雨を降らせてほしい所です。（Ｉ）
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