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中田町内でナスとキュウリ、稲作栽培に取り
組む布澤則雄さん
（64）
と息子の大輔さん
（25）
。
布澤さんの家では、ナスの栽培は則夫さんが、
キュウリの栽培は大輔さんと、担当を決めなが
ら作業を行っています。
息子の大輔さんは、以前は仙台市内で調理師
として働いていましたが、今年の２月に心機一
転就農の道へと進みました。
「調理師の免許を活かして６次産業の方にも
挑戦したい」と今後の目標を話しています。
お互いへのメッセージ
則雄さん
「自分の目標を決めて努力してほしい」
大輔さん
「健康に留意してこれからも頑張って下さい」

中田町浅水

布澤さん親子

則雄さん（64） 大輔さん（25）
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本格！登米 産そば 粉で手 打ちそば
第２回あぐリズム ♬
７月１３日、第3回「あぐリズム♬」
を米山町アグリピア館で行いました。参加したスクール生は79人。今回のカリキュラム
はそば打ち体験ということで、
ほとんどのスクール生が初挑戦。出来栄えやいかに！
？
⇐講師は南方町の渡辺 忠雄さんです。
定年後に独学でそば打ちを学ばれた渡辺さん。
今ではプロ顔負けの腕前です。
⇒渡辺さんの華麗な手さばきに
見入るスクール生たち。
同じようにできるかな？

▲そば粉と小麦粉が８
：
２の
『二八そば』
を作ります。
水を入れそぼろ状にしてから、体重をかけてこねます。
▲耳たぶ位の固さになったら丸め、
打ち粉を振って、麺棒で薄く延ばします。
穴を開けないように慎重に！

▲渡辺さんの奥様のてる子さん
（右）
とそば打ち仲間の
佐々木三喜雄さん
（左）
も
お手伝いに駆け付けて下さいました。
ありがとうございます！
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▲たっぷりのお湯でゆでたら完成！
少し太いけど、立派なそばができました。
デザートにはミキサーで作った簡単
フルーツジュースも。
おいしく楽しく、大満足の１日でした♬

提出議案全てを可決承認

第15回通常総代会
第15
15回通常総代会
回通常総代会
特集

ＪＡでは６月２７日、第１５回通常総代会を登米祝祭劇場（水の里ホール）で開きました。
総代定数５００人（実数４８７人）のうち、代理、書面合わせて４７０人が出席。また、布施
孝尚登米市長をはじめ多くの来賓の方々にも出席をいただきました。
平成２４年事業報告、平成２５年度事業計画の設定、役員（理事）の補欠選任など全議案を
提出し、原案通り可決承認されました。

▲議長に選任された迫地区の佐々木
耕史総代。

○担い手対策と農地利用集積円滑化事業の積極的な展開

○支店を拠点とした豊かな地域社会づくりへの貢献

○健全で信頼されるＪＡ経営の実践
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平成２５年度重点実施事項

年度事業計画の設定につい
て﹂︑﹁役員︵理事︶の補欠選
任について﹂など６議案が総代
の皆さんによって慎重審議され︑
全議案が原案通り可決承認され
ました︒
議事終了後には﹁ＴＰＰ断固
反対に関する特別決議﹂を満場
一致で採択しました︒

○次期中期３か年計画の策定

榊原勇組合長が定款に基づき
議事定足数に達した旨を報告し︑
開会を宣言︒﹁組合員総結集に
より﹃もっともっとＪ Ａ﹄を合
言 葉 にＪ Ａ み や ぎ 登 米 全 体 で
〝一歩前へ〟歩みを進め元気な
登米農業を目指すため︑協同活
動の理念に向かい地域農業の発
展・拡大に向けた運動を展開し
てまいります﹂と挨拶を述べま
した︒
引き続き来賓の皆さんより祝
辞を頂き︑特別表彰や長期共済
高額契約者︑永年勤続の方々に
表彰状の伝達を行いました︒
議事に先立ち議長の選任を行
い︑迫地区の佐々木耕史総代が
満場異議無しにより選任され︑
議事を進行しました︒
﹁平成 年度事業報告及び剰
余金処分案について﹂︑﹁平成
24
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年度表彰者

信喜(51)

▲組合員の皆さんも多く傍聴に
訪れました。

南方町出身

石川

▼総代の皆さんによって、各議
案が慎重審議されました。

新理事が選任されました

役員（理事）定数の欠員に伴い、第15
回通常総代会において新たに理事が選任
されましたのでご紹介いたします。

平成

︻本組合の役員として６年以上在任
◆平成 年産米全量集荷運動表彰
され組合経営に貢献された方︼
須崎集落実行組合 殿︹南方支店︺
要害集落実行組合 殿︹なかだ支店︺ ︵故︶佐藤 啓一 殿
桑代集落実行組合 殿︹なかだ支店︺ ︻職員として 年以上勤務し組合に
◆特別表彰
貢献された方︼
◆長期共済高額契約者表彰
第 回全国和牛能力共進会出品者
尾形 忠蔵 殿・佐藤
享殿
千葉 勝弘 殿︹豊里支店︺
第２区 優等賞５席受賞
佐藤 繁人 殿・佐藤 邦彦 殿
佐藤 信行 殿︹とよま支店︺
小野寺正人 殿︹迫支店︺
伊藤 祐二 殿・鈴木
淳殿
佐藤 昭彦 殿︹豊里支店︺
第７区種牛の部 優等賞６席受賞
伊藤 徳見 殿・伊藤 和好 殿
千葉 政輝 殿︹なかだ支店︺
千葉
啓 殿︹迫支店︺
佐藤 絹子 殿・高橋 伸子 殿
◆永年勤続表彰
守屋 慶市 殿︹迫支店︺
三上 誠志 殿・入江 良明 殿
︻集落実行組合長として 年以上在任
服部 泰啓 殿︹豊里支店︺
髙城 修一 殿・加藤 博久 殿
され組合の発展に貢献された方︼
大立目敏夫 殿︹よねやま支店︺
山田 正志 殿・千葉 紀子 殿
門田 克行 殿︹迫支店︺
第７区肉牛の部 優等賞６席受賞
小野寺憲子 殿・遠藤 伸之 殿
伊藤
茂 殿︹迫支店︺
千葉
敏 殿︹豊里支店︺
池田 講紀 殿・金野 弘子 殿
相沢 健吾 殿︹豊里支店︺
佐瀬
德 殿︹南方支店︺
佐藤 秀逸 殿・佐々木幸悦 殿
三浦 幸志 殿︹なかだ支店︺
農林水産祭参加出品者
佐藤 哲男 殿︹なかだ支店︺
第 回仙台牛枝肉共進会
渡邊 好喜 殿︹なかだ支店︺
第１部黒毛和種去勢の部
星
利昭 殿︹なかだ支店︺
チャンピオン賞 農林水産大臣賞
佐藤 岩雄 殿︹なかだ支店︺
株式会社 川口ファーム
佐藤 孝喜 殿︹なかだ支店︺
代表 川口 公司 殿︹南方支店︺
︻集落実行組合長として５年以上在任
宮城県総合畜産共進会
され組合の発展に貢献された方︼
肉豚の部第１区
及川 徳雄 殿︹迫支店︺
名誉賞 農林水産大臣賞
千葉 岩男 殿︹石越支店︺
宮城県知事賞
高橋 正一 殿︹石越支店︺
有限会社
稲辺 治男 殿︹石越支店︺
ピッグ夢ファーム 殿︹豊里支店︺
佐藤 研輔 殿︹南方支店︺
肉豚の部第２区
高橋 寛一 殿︹南方支店︺
名誉賞 農林水産省生産局長賞
伊藤 忠秋 殿︹南方支店︺
有限会社 タダキ畜産 殿︹迫支店︺
清和田 忠 殿︹よねやま支店︺
第 回全農肉牛枝肉共励会出品者
髙橋 春男 殿︹なかだ支店︺
黒毛和種第１部去勢の部
伊藤 孝雄 殿︹なかだ支店︺
最優秀賞 東京都知事賞
佐藤 一郎 殿︹なかだ支店︺
佐藤 昭彦 殿︹豊里支店︺
山内 春雄 殿︹なかだ支店︺
及川
明 殿︹なかだ支店︺
︵故︶五十嵐政明 殿︹なかだ支店︺
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▲特別表彰や長期共済高額契約者、永年勤続の方々に
表彰状の伝達を行いました。

Ａ 贈与にかかる非課税限度は︑

るのか︒

としていくらまで非課税対象とな

Ｑ 出資金の贈与について︑金額

で決定いたします︒

Ａ 事業分量配当について︑稲作

る考えはないのか︒

園芸︑畜産農家に対しても配当す

るのは米だけではないはずである︒

としているが︑ＪＡの経営を支え

Ｑ 事業分量配当は米のみを基準

総代会
Ｑ＆Ａ
１１０万円となっております︒限

農家が一番多いため︑米の出荷に

)
度枠以上の贈与については各支店

対しての配当案とさせていただき

緯で選出されたか組合員に説明が

Ｑ 女性理事についてどういう経

介いたします︒

はその中から一部を抜粋してご紹

ご質問が寄せられました︒本誌で

管理費の削減︑放射性物質低減対

とが大きな要因です︒また︑事業

の戻入が約１億５千万となったこ

Ａ 前年度に積立した貸倒引当金

きくなった要因は何か︒

Ｑ 剰余金の計画対比が非常に大

底してまいりたいと思います︒

の導入について中期計画の中で検

という点では︑総合ポイント制度

済事業等のＪＡ利用に対する還元

えております︒尚︑信用事業︑共

で充当をさせていただきたいと考

は生産部会の組織育成費という点

ました︒園芸︑畜産農家に対して

頭数︑残高の減少に繋がっており

事業の打ち切りがあったことから︑

総代会では︑出席した総代の皆

抜(粋

さんから数多くのご意見︑ご要望︑ に指導しておりますが︑今後も徹

ない︒選出の経緯について︑どう

討してまいります︒

原価積立方式から価格下落方式に

策の塩化カリ配付に対する登米市

から指導事業の考え方︑原発事故

変更となるということだが組合員

いう方々が選出に携わり︑どのよ

いますが︑女性理事候補者を選出

の影響も懸念されるがどうか︒

が十分に納得できるのか︒また︑

ます︒

するため︑女性理事推薦委員会を

Ａ 預託家畜について︑ 年度末

Ｑ 預託家畜残高が前年度より大

設置いたします︒この委員会には

２３６３頭から 年度末は１８６

いを受けられるよう要望する︒

からの助成金の入金などが挙げら

各町域より女性委員２名ずつの計

９頭へ減少しました︒肥育牛につ

Ａ 全額支払いを求めて引き続き

うな方法で選出に至ったのか︒

名を選出し︑その協議の中で女

いては経営努力︑原発補償金の入

請求してまいります︒また︑東電

Ｑ 東電への損害賠償について︑

性理事候補者として迫・とよま・

金等により自己資金での資金繰り

の申し入れは１００％受け入れる

きく減少している︒畜産振興の点

豊里・石越地区から１名︑南方・

を実行する方が多くなったことが

というのではなく︑主張として提

れます︒

よねやま・なかだ・東和地区から

要因と考えられます︒繁殖牛につ

言を行ってまいります︒

Ａ 女性理事の推薦は理事会で行

１名を選出いたします︒役員推薦

いては預託家畜を要件とする補助

請求した金額については全額支払

会議へ提出する議案として理事会
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※＝ＪＡグループ東京電力原発事故農畜産物
損害賠償対策宮城県協議会
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農畜産物に係る原発事故 ては ︑引 き 続 き 宮 城 県 協 議 会 様 と
ご相談させていただき︑早期支払い
損害賠償対策に関する
に向け進めてまいります︒
要請内容と回答
大 豆 ︑有 機 米につきましても︑第
回答者は東京電力東北補償
(
３
次 追 補の対 象 範 囲と考 えており
相談センターの宮下副所長 )
ますので︑宮城県協議会様からの協
議のご 要 請 が あれ ば 対 応 を 進 め た
いと考えております︒
Ｑ 稲わら︑牧草︑堆肥等の保管経
費について
Ａ 汚染された稲わら︑牧草︑堆肥
の保管状況につきましては︑生産者
様を訪問し︑その状況についてご確
認をさせていただいております︒保
管に係る費用につきましては︑戸別
に協議をさせていただいているとこ
ろであ り ︑
一部 お 支 払いを さ せてい
ただいている状況であります︒
Ｑ 請 求 事 務 等に係る事 務 費の認
定及び早期支払いについて
Ａ 請 求に係 る 事 務 経 費につき ま
しては︑弊社から宮城県協議会様に
お 取 り まとめ を お 願いいたし まし
た経過から︑お支払いさせていただ
くことで現在進めさせていただいて
おります︒
お支払いの対象範囲は︑弊社が農
業者様一人ひとりに賠償を行う場合
にお 支 払 することが 明 確 な 費 目と
考えております︒
早期のお支払いに向けて︑対象範
囲の考 え方や簡 便な請 求 方 法 等に
つきまして︑協議会様と協議を進め
させていただきます︒
Ｑ 賠償金支払い対応の拡充・強化
について
Ａ 請 求の考え方 が宮 城 県 協 議 会
様と
︵※︶
と 合 意 している 肉 牛 と 子
牛の一部につき ましては ︑東 北 補 償
相 談 センターの要 員 を増 員 するな
ど強化に取り組み︑５月末時点で第
次 請 求 分︵平 成 年３月︶
までを
お支払いさせていただきました︒
また︑請求の考え方に協議が必要
な品目につきましては︑請求内容を
確認させていただき︑早期の支払い
に取り組んでまいります︒
Ｑ 本払いの早期実行について
Ａ 現 時 点で請 求の考 え 方の協 議
が完了しているもの
︵牧草地回復事
業︶
につき ましては ︑証 憑の収 集に
ご 協 力いただきながら 早 期の本 払
いに向けて取り組んでまいります︒
また︑原木しいたけに関する請求
につき まして︑重 複 請 求のチェック
や 風 評 被 害の賠 償につき まして同
じ 生 産 者 様 からのご 請 求 が あった
場合の確認等︑今後どのようにさせ
ていただくかを宮 城 県 協 議 会 様と
協議させていただいている状況であ
ります︒
Ｑ 第３次 追 補の遵 守 及 び請 求 事
務等の簡略化について
Ａ 請 求 事 務の簡 略 化につき まし
19
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東電担当者が現状を説明

東京電力への損害賠償請求に対する支払額 (7月26日現在)
区 分
肥 育 牛
子
牛
稲 わ ら
米検査費用
椎
茸
廃 用 牛
廃用肥育牛
牧
草
牛スモール
椎茸風評被害
草地除染
低減対策
合 計

請求金額
2,954,470,080円
40,344,317円
77,300,300円
1,664,000円
90,324,144円
575,858,563円
7,695,901円
210,653,842円
4,603,012円
2,176,206円
491,756,609円
49,304,947円
4,506,151,921円

支払金額
2,549,244,255円
19,212,685円
38,650,380円
831,916円
46,444,911円
256,644,917円
2,659,591円
104,950,681円
1,998,622円
0円
199,270,814円
0円
3,219,908,772円

未払金額
405,225,825円
21,131,632円
38,649,920円
832,804円
43,879,233円
319,213,646円
5,036,310円
105,703,161円
2,604,390円
2,176,206円
292,485,795円
49,304,947円
1,286,243,149円

割

合
86.3％
47.6％
50.0％
50.0％
51.4％
44.6％
34.6％
49.8％
43.4％
0.0％
40.5％
0.0％
71.5％

原発事故の損害賠償に関する説明会
第 回通常総代会に引き
続き︑東京電力福島第一原
発事故の損害賠償に関する
説明会を開きました︒
東電側からは福島原子力
被災者支援対策本部東北補
償相談センターの宮下康近
副所長ら４人が出席︒６月
日付で東電側に提出した
﹁農畜産物に係る原発事故
損害賠償対策に関する要
請﹂について回答を求めま
した︒その要請内容と回答
について一部抜粋してご紹
介します︒
10

15

ＴＰＰがもたらす影響などを確認
平成２５年度 集落実行組合長統一研修

ＪＡでは７月19、20日の2日間、福島県いわき市内で平成25年度集落実行組合長統一研
修を行い、管内８支店の集落実行組合長165人が参加しました。
この研修は、集落実行組合長相互の親睦を深めながら農業の素晴らしさを再確認し、
ＪＡと
一体となって地域農業の明るい未来を構築することを目的に開催しているもので、今年で10
回目を迎えました。

今回は︑
ＴＰＰ反対運動の輪
をより強固なものにしていくた
め︑
ＴＰＰ交 渉 参 加について 断
固反対の姿勢を貫いている東京
大学大学院教授の鈴木宣弘氏
を 講 師に迎 えて 研 修 を 行いま
した︒
鈴木氏は
﹁ＴＰＰは日本農業
に何をもたらすのか﹂と題し講
演を行い︑﹁ＴＰＰは失うものが
最 大で得るものが最 小の史 上
最 悪の選 択 肢 ﹂と強く訴え︑
Ｔ
ＰＰ交 渉に参 加した場 合の影
響などを具 体 的な例を挙 げて
説明しました︒
﹁ 内 閣 府の試 算では︑
ＴＰＰ
に参 加 して も 日 本 のＧＤＰは
０・５４％
︵２・７兆円 ︶
しか増え
ない︒日 中２国でもそれより多
い
︵０・6 6％︶
し︑
ＡＳＥＡＮ＋
３
︵日中 韓 ︶
ならＴＰＰの倍
︵１・

▶講演する東京大学大学院教授
の鈴木宣弘氏︒

◀参加した皆さんからも質問が飛
び交いました︒

０４％︶
である︒ＴＰＰのメリッ
トは他のＦＴＡと比 較して一番
小 さい ︒失 う も のが 最 大 でメ
リットが一番 少ないのだから︑日
本の誰から見ても 最 悪 な 選 択
肢だと冷 静に受け止める必 要
がある﹂と強調しました︒
さらに﹁ 今から日 本がＴＰＰ
に参加しても︑実質的に日本が
交 渉に口を 挟める 余 地はほと
んどなく ︑
できた協 定にサイン
するだけ︒このよう な 状 態で ︑
﹃ 聖域は守る﹄﹃ 国益は守る﹄と
言ってＴＰＰに参 加するのは詐
欺 というしかない﹂と 訴えまし
た︒
参 加した皆さんは講 師の説
明に真 剣に耳を傾け︑
ＴＰＰが
与 える危 険 性 を 再 確 認してい
ました︒
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全体運 楽しいことに縁がありそう。お祭りや海水浴など、行楽に誘われたら、気軽に参加して。ホームパーティーも吉
健康運 ちょっとしたけがに気を付けて。慎重に 幸運を呼ぶ食べ物 ピーマン

４チームが熱戦!!

ＪＡみやぎ登米組合長杯少年サッカー大会
ＪＡでは７月６日、迫町の梅ノ木グリーンパークで「第７回ＪＡみやぎ登米組合長杯少年サッカー大
会」を開き、管内のサッカースポーツ少年団４チームが参加しました。
大会は、
８人制の試合形式を採用し、各チームがＵ１２
（１２歳以下）とＵ１０
（１０歳以下）に分かれ、
それぞれトーナメント戦を行いました。
選手たちは応援にかけつけた保護者の皆
さんの声援を受けながら、暑さに負けずボ
ールを追いかけ勝利を目指しました。
熱戦が続いた結果、
Ｕ１２の部ではＦＣみら
い２００２、Ｕ１０の部ではエスぺランサ登米Ｆ
Ｃがそれぞれ優勝を果たしました。
大会終了後には、ベガルタ仙台のグッズな
どが当たる抽選会やＰＫ合戦を行い、大いに
盛り上がりました。

◆Ｕ１２
（１２歳以下）
優 勝＝ＦＣみらい２００２
準優勝＝石越サッカースポーツ少年団
第３位＝エスぺランサ登米ＦＣ
最優秀選手賞
村田 大和 選手
（ＦＣみらい２００２）
優秀選手賞
菅原 響希 選手
（石越サッカー
スポーツ少年団）
加藤 亜由斗選手
（エスぺランサ登米ＦＣ）
小堀 吉史 選手
（登米クラブＪ
ｒ）

◆Ｕ１０
（１０歳以下）
優 勝＝エスぺランサ登米ＦＣ
準優勝＝ＦＣみらい２００２
第３位＝登米クラブＪ
ｒ
最優秀選手賞
小野寺 純人選手
（エスぺランサ登米ＦＣ）
優秀選手賞
佐々木 大河選手
（ＦＣみらい２００２）
塚本 雄也 選手
（登米クラブＪ
ｒ）
千葉 愛斗 選手
（石越サッカー
スポーツ少年団）

▶当 日 は ℃を超える
暑さ︒水分補給はしっ
かりとね︒

▼ゴールを決めてチームメイ
トとハイタッチ！

◀必死にボールを追い
かける選手たち︒

◀緊張感が伝わるＰＫ
合戦！大いに盛り上
がりました︒
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全体運 判断を誤りやすく、独断で行動すると、
トラブルを招きがち。周囲の助言に耳を傾けて。一人の時間も大切に
健康運 口コミで評判の体操や健康術に注目して 幸運を呼ぶ食べ物 カマス

◀エスぺランサ登米ＦＣの首藤快選手︒
力強く選手宣誓を行いました︒

30

リンゴでまろやか

フレミズが焼肉のタレ作り

南 方

南方フレミズ「いづみ会」
では7月17日、西郷公民館で焼肉のタレ作りを行
い、16人の部員の皆さんが参加しました。
リンゴ約60個を使った特製タレのまろやかでフルーティーな味わいに、皆さ
んも満足気な様子。
「先に素を入れると辛くなりすぎるので、砂糖が溶けてから
Ａコープマーク
『朝鮮漬けの素』
を入れるのがポイント」
とのことです。
出来上がったタレは冷蔵庫で1か月以上保存できるので、
これからのバーベ
キューの季節に最適だそうです。

豊 里

低 価 格化めざし

萌えみ のりで省力多収を

豊里稲作部会では7月10日、萌えみのり栽培ほ場現地検討会を開きました。
参加した部会員13人は、鉄点播、鉄散播、乾田直播、移植栽培の４つの方
法で栽培しているほ場を巡回しました。
講師の東北農業研究センターの白土宏之農学博士は「倒伏を防ぐため、
しっかりと中干しを。
また品質向上のため追肥は出穂20日前までに行ってほし
い」
と呼びかけました。
佐々木金三部会長は
「現在ＪＡで進めているササニシキ復活プロジェクトと
併せ、段階的な価格帯で商品を取り揃えることで競争力の向上を図っていき
たい」
と話しています。

短冊に願いをのせて

園児らが七夕飾り

石 越

石越支店では７月いっぱいの間、石越幼稚園の年長組22人が作った七夕
飾りを窓口に展示しました。
短冊に書かれた「泳げるようになりますように」
「野球選手になれますよう
に」
などの微笑ましい願い事が、来店された方々の心を和ませていました。
この取り組みは、支店力強化を図る石越支店の職員らが話し合い、幼稚園
のご協力のもと行ったものです。石越支店では今後も職員一丸となって、組合
員の皆さんに愛される支店を目指します。

なかだ

廃プラ７４トンを回収 資材にリサイクル
ＪＡでは７月２日から７月１０日まで、
なかだグリンポートなど管内の４か所で農
業用廃棄ビニールや農薬空容器の回収作業を行い、約７４トンの廃プラス
チックを回収しました。
７月９日、
なかだグリンポートには開始時間から廃棄ビニールなどを積んだ軽
トラックが長い列を作っていました。
回収したビニールなどは、
ポリフィルム類やハウスビニール類に分別してリサ
イクル業者へ引き渡し、温床資材用マルチなどに再加工。
ＪＡの資材店舗で
販売する予定です。

全体運 趣味や習い事など、自分が得意なジャンルに打ち込める月。人脈拡大にも最適で、友人との交流は良い刺激に
健康運 暴飲暴食はNG。腹八分目にとどめること 幸運を呼ぶ食べ物 エダマメ
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東 和

にんにく部 会が先 進 地を視 察
にんにく部会では6月24、25日、青森県六戸町で視察研修を行い、15人
の部会員の皆さんが参加しました。
研修では、
にんにくの生産で有名なＪＡおいらせ管内のほ場を視察。現地
のにんにくは、視察した時点では特に病害はなく、色もまだ青みを帯びていて
今後も肥大が進むとのことでした。
市場担当者からは「みやぎ登米産は品質、量を考慮すると、8月から10月
末までに売り切った方がメリットが出るのでは」
などの指導を受け、部会員の
皆さんは今後の栽培に意欲を見せていました。

よねやま

鮮度を保って販売先へ

キャベツ出荷ピーク

管内では、
６月上旬から春まきキャベツの出荷が始まり、
７月上旬から中旬に
かけてピークを迎えました。西部野菜集出荷場には、多い日で１日当たり
6,000ケースが生産者の皆さんによって運び込まれました。
今年は春先の寒さで生育が若干遅れたものの、
その後は天候にも恵まれ順
調に推移したそうです。
出荷されたキャベツは真空予冷装置で冷却処理し、鮮度を保ったまま販売
先に届けられます。
現在は夏まきキャベツの定植作業が始まっており、
９月中旬に出荷が始まる
予定です。

45周 年 記 念

はさま牛 枝 肉 共励会を開催

迫

はさま牛振興会では7月10日、東京食肉市場㈱で第45回を記念した枝肉
共励会を開催しました。
共励会には去勢32頭、牝4頭の計36頭の牛が上場し、慎重にセリが進め
られました。見事チャンピオン賞に輝いた千葉啓さんの牛は、枝肉重量
599kg、枝肉単価は2,541円で取引されました。
同会の星輝会長は
「風評被害などがあったなか、今回は上々の成績を残せ
たと思う。入賞者を見習いながら技術力向上に会員が一丸となり、取り組んで
いきましょう」
と話しました。

とよま

女 性 部がサツマイモ ほ場を除草作業
女性部とよま支部では7月24日、5月にサツマイモの苗を定植したほ場の除
草作業を行いました。
作業には16人の部員の皆さんが参加。今回作業を行ったほ場は、今年の
秋に同町内の保育園児と一緒にサツマイモを収穫する予定となっており、参
加した部員の皆さんは、鎌などを使いながら手際よく作業を行いました。
熊谷志和子支部長は
「秋には園児たちに喜んで収穫してもらいたい」
と話
しており、子どもたちの笑顔を楽しみにしている様子でした。
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全体運 気持ちにゆとりが生まれ、のんびりできるはず。やるべき作業を早めに片付け、その後、自分の時間を満喫して
健康運 熱中症対策の徹底を。
リラックスも大事 幸運を呼ぶ食べ物 アワビ

青年部

ＴＰＰの問題点などを学ぶ
斎藤恭紀氏を招き学習会

ＴＰＰの問題点などを学ぼうと青年部では６月28日、前
衆議院議員で気象予報士の斎藤恭紀氏を講師に招き、
本店で農政学習会を開きました。
学習会には青年部盟友のほか、社団法人とめ青年
会議所や登米中央商工会青年部など、総勢50人が参
加しました。他の団体を招いて学習会を開くのは今回が
初めてです。
斎藤氏は
「日本はＴＰＰによって米国から経済戦争を
持ちかけられている。勝者が得るのは領土ではなく市場
である」
とし、
「最終的には国会での批准を食い止めるこ
とが必要」
と強調しました。
また、今年の夏は「ウルトラ猛暑」になるとし、農作物
の水管理や日焼けに注意するよう呼びかけました。
青年部では今後も盟友一丸となってＴＰＰ参加断固
反対を訴えていきます。

女性部

楽しく健康 毎日いきいき
第16回健康まつり

女性部では７月６日、登米祝祭劇場で第16回健康ま
つりを開き、部員や地域住民など約７５０人が参加しまし
た。
発表の部ではなかだ支部の佐々木しげ子さん、
とよま
支部の加藤ケイ子さん、
よねやま支部の柴田みわ子さん
の３人が発表を行いました。
「日々、輝いて」
と題して発表した佐々木しげ子さんは、
ある日突然ガンが発覚した旦那さんとの闘病生活と別
れ、
そこから感じた健康の大切さを訴え、会場内からは大
きな拍手が送られました。
当日は、女性部員がモデルとなった農作業服ファッ
ションショーや映画「人生、
いろどり」の上映を行ったほ
か、参加者全員で
「百歳元気体操」
を行い、健康の大切
さを再確認しました。

全体運 自分に自信が持てるので、何事にも意欲的に取り組める時期。過去に失敗した事柄にも果敢に再チャレンジを
健康運 不規則な生活の改善が体調回復の鍵に 幸運を呼ぶ食べ物 車エビ
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日本正式にＴＰＰ交渉参加
５品目除外は不透明
日本政府は７月２３日、
コタキナバル（マレーシア）で開かれたＴＰＰの第１８回交渉会合に合
流し、交渉に正式に参加しました。
これにより、
日本はこれまで非公式に先行参加国から聞き取
るしかなかった協定の条文案を入手することとなりました。
会合は、年内に交渉を妥結するとの目標を再確認し２５日に閉幕。次回は８月２２〜３０日にブ
ルネイで開き、各国は農産物の関税などを扱
ＴＰＰマレーシア交渉会合のポイント
う市場アクセス
（参入）分野について「交渉を
日本の初参加(３日間)を各国が歓迎
加速させる」ことにも合意しました。
日本集中会議を２日間実施
鶴岡公二首席交渉官は記者会見で「ＴＰＰ
年内妥結の目標をあらためて確認
交 渉で実 質 的な協 議に加わることはまだ可
１３の分野を交渉。日本は５分野にとどまり、市場
能」と述べ、参加の遅れによる不利益は少な
アクセス分野には参加できず
いとの考えを強調しました。農産物の重要品
各分野で一定の進展があったが、知的財産、環
目を守る考えを交渉会合で表明したかについ
境、国有企業は協議が難航
てや、農産物の重要５品目などの聖域確保を
農産品など市場アクセス分野で、包括的な自由化
政府に求める衆参両院の農林水産委員や自
の目標達成に向けた交渉加速で合意
民党の決議を踏まえて交渉に臨んだかどうか
次回交渉会合は８月２
２日〜３０日にブルネイで開
地域一体となって
催。
次回会合までの間も作業を行う
については明言を避けました。
日本の「食」を守りましょう！

豊里町下町

佐々木章一さん（71）
母豚４００頭の飼育と年
間約８０００頭の肉豚を出荷
する専業農家。

「良い肉豚を生産して消費者の方に喜んでもらいた
い」
と話すのは、豊里町下町集落の佐々木章一さん
（71）
。養豚経営に携わって45年以上になります。
「豚は
一度病気にかかると出荷が難しくなってしまう」
と話す
佐々木さんは、
豚舎の設備を充実させるなど飼養管理に
は細心の注意を払っているそうです。
そういった飼養管理技術・栄養管理精度の向上を積
み重ね、
今までに数々の共進会でチャンピン賞を受賞し
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ています。
「餌の高騰や枝肉価格の下落など、正直昔と比べる
と養豚経営を取り巻く状況は厳しい。相場が高くなる６月
〜９月の夏場にかけて、
いかに出荷できるかを工夫してい
る」
と話す佐々木さん。
「他の人よりも努力して、何事にも前向きに挑戦して
ほしい」
と後継者にアドバイスしてくれました。

全体運 小さな喜びが数多くある期間。ただ、物事を強引に推し進めると、失敗しやすいよう。調和を第一に考えて
健康運 ヨガや気功など、軽い運動が健康の秘訣（ひけつ） 幸運を呼ぶ食べ物 ブドウ

米穀課

カメムシの適期防除で
高品質米の生産に
努めましょう

●カメムシ類防除の注意点

①環境保全米Ｃタイプでカメムシ

類の防除が行えるのは１回のみ

となります︒

②出穂期前後の草刈りは︑カメム

シ類をほ場に追い込むこととな

るので行わないよう注意しま

しょう︒

●出穂期から開花期までの管理

稲体の水分代謝が盛んになり︑

特に地上部での生育量がピークに

なる出穂期・開花期にかけては︑

稲が最も水︵花水︶を必要とする

時期です︒水分供給に十分注意

し︑適切な水管理を行いましょう︒

●登熟期の管理

登熟期の長期湛水は︑根の活力

を低下させ稔実不良につながりま

す︒浅水または間断灌水を行い︑

登熟後期まで根の健全化に努めま

しょう︒尚︑間断灌水はかけ流し

ではありません︒水も限りある資

源ですので大切に使いましょう︒

!!

平成２３年産出荷契約米共同計算精算表

平成２３年産出荷契約米共同計算について、下表のとおりとなりましたのでお知らせします。
（米穀販売課）

単位：円（消費税込み）

項

環境保全米・１ 等
1俵（60㎏）

目

内

容

ササニシキ ひとめぼれ
収

販売金額

入

その他

14,682
167

14,648 販売代金

A

14,849

14,815

概算金控除

B

12,500

12,500 概算金借入額

全農販売経費

C

1,437

1,437

889

889

収入計

流通・保管等に係る経費
概算金利等

54

（※）

167 過年産繰越金繰入等

54 概算金金利支払額

保管料・入出庫料等

342

342 保管、入出庫に係る経費

運賃

439

439 販売に伴う輸送経費

安全安心等検査費用

21

集約保管等経費

33

21 残留農薬検査･DNA鑑定等に係る経費
33 集約保管倉庫への輸送経費

支

生産･集荷・販売等に係る経費

213

213

生産・作付け誘導対策費

100

100 生産集荷拡大・作付け誘導に係る経費

広告宣伝費等経費

108

108 県産米の広告・宣伝および販促キャンペーン等に係る経費

5

5 宮城米の安定生産･集荷・品質向上に係る経費

県産米推進協議会等経費

4

4 宮城米マーケティング推進機構に拠出する経費

産地精米経費

8

8 産地精米に係る委託とう精経費

生産指導・集荷向上資材作成経費
出

その他

19

全農取扱手数料

210

全農翌年産繰越額
ＪＡ販売経費

94
D

環境保全米推進事務費

63

JA取扱手数料
支出計

533
470

E=B+C+D

14,470

二次仮精算支払額（H24.12.26支払）

F

528

最終精算支払額（H25.5.23）

G

110

最終手取り額
（概算金＋二次仮精算＋最終精算） H=B+F+G

13,138

19 共助助成要領に基づく助成金支出
210 全農手数料（うるち米については収穫前契約に係る機能別手数料を含む）
94 24年産米へ繰越
532
63
469 販売代金の3.2％
14,469
495 JA独自精算分（150円／俵）を含む
10 ＪＡ独自精算分
13,005

※１等米との等級間格差は、2等▲610円・３等▲1,627円となります。（消費税込額）

全体運 好奇心を生かせば、さまざまなチャンスに出合える予感。やりたいことには果敢にトライを。ネット検索も◎
健康運 無理は禁物。自分の体調をよく見極めて 幸運を呼ぶ食べ物 レタス
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日︑仙台中央食肉卸売市

津 藤 義 喜 さ ん︵ 南 方 町 ︶が
名誉賞を受賞
７月
場で開設

周年記念枝肉共進会が

開催されました︒
第２部︵黒毛和種・雌の部︶に
おいて南方町の津藤義喜さんが見
事名誉賞を受賞しました︒
津藤さんの出品牛は︑枝肉重量
︑ＢＭＳ︵脂肪交

４８２．５㎏︑肉質等級Ａ５︑
ロース芯面積
という枝肉成績とな
頭・

ハク サイの
播 種 準 備 を！
●畑の準備︵施肥例

ａ当たり︶

出品頭数

枝肉重量

ロース芯面積

BMS№

枝肉単価
（せり）
第１部
（去勢の部）

26頭
（150頭）

491.3kg
（522.7kg）

66.1
（65.2）

7.7
（7.9）

1,906円
（2,003円）
第２部
（雌の部）

7頭
（50頭）

442.3㎏
（453.0㎏）

69.9
（66.0）

8.5
（7.2）

2,581円
（1,933円）

〜

日

ポリポットの場合は３〜４粒種

を播きます︒育苗日数は

程度︒何回かに分けて間引きし︑

１本仕立てにして本葉３〜４枚で

定植を行います︒

●定植

㎝︑植え穴を掘り︑

十分に潅水させてから定植すると

穴に水または液肥︵５００倍︶を

〜

1・5〜２㎏︑加里⁝２〜2・5

活着が良くなります︒また根が細

株間は

㎏を施用します︒また根からの吸

窒素⁝２〜2・5㎏︑リン酸⁝

収が多いため︑カルシウム︑マグ

くて弱いため︑根傷みを起こさな

℃︑生育適温

㎝︑中生では

㎝と収穫までの

・追肥︵化学肥料１ａ当たり３㎏︶

●管理

期間が長くなるほど広くします︒

㎝︑晩生では

※株間は早生では

を行うことが大切です︒

午前中の涼しい時間帯に毎日潅水

※播種期は夏場の暑い時期のため︑

いように注意しましょう︒

ネシウム︑ホウ素等の微量要素も

㎝程度の畝を立ててお

必要となります︒合わせて︑幅
㎝︑高さ

きましょう︒
●播種

播種は７月下旬〜８月上旬頃に

かけて行います︒時期を逃すと結

〜

球しなくなる恐れがあるので注意
しましょう︒
発芽適温は

℃とな

１回目⁝本葉６〜７枚の頃

〜

は

〜

月上旬〜

２回目⁝２週間後︵本葉

３回目⁝結球開始前の

枚︶の頃

ります︒適温で播種後２〜３日で
発芽します︒
・直播き栽培

中旬頃

葉を結束しておきましょう︒

腐敗を防ぐために︑わらなどで外

収穫を遅らせる場合は︑寒害や

能となります︒

さえて固く締まっていれば収穫可

ます︒収穫は︑ハクサイの頭を押

結球期を過ぎると重量が増加し

※施肥後は土寄せを行いましょう︒

セルトレイの場合は１２８穴ま

・移植栽培

して１本仕立てにします︒

〜７枚になるまでにハサミを使用

しょう︒その後︑間引きは本葉６

きます︒播種後は薄く覆土を行い

〜

㎝間隔に４〜５粒播

℃︑結球適温は

30

雑基準︶№
頭︵去勢

50

50

りました︒
ＪＡからは計
雌７頭︶の出品があり︑第１部
︵黒毛和種・去勢の部︶において
登米町の千葉正憲さんが優秀賞

20

25

を︑第２部において南方町の日下

30

●収穫

10

正之さんが最優秀賞をそれぞれ受

40

60

畑が乾いたら潅水を十分に行いま

株間

16

たは２００穴のものに１穴１粒播
きをします︒

全体運 頑固になりやすい傾向が大。つまらない意地を張らず、常に素直な言動を心掛けて。気晴らしには生け花を
健康運 積極的に体を動かせば、体調に好影響 幸運を呼ぶ食べ物 キクラゲ

15

10

25

15

26

15

20

20

50

33

10

30

80

11

賞しました︒
▲名誉賞を受賞した津藤さん出品の枝肉。

20

10
38

ＪＡみやぎ登米出品牛成績（カッコ内は全体成績）

みやぎ登米農業協同組合

平成26年度採用職員募集(高校卒)

■募集職種 総合職（ＪＡ事業全般）
■採用予定人員
若干名
■応募資格
高校卒：平成4年4月2日以降に生まれ、
卒業･卒業見込みの者
（平成26年4月1日時点で21歳以下の者）
■採用試験の内容
▽筆記試験：適性総合試験及び作文
▽面接試験：筆記試験合格者に対して後日面接試験を行
います。
（面接試験受験についての詳細は直接本人に
連絡します)
■筆記試験日時
平成25年9月27日(金)午前9時から
■筆記試験会場
みやぎ登米農業協同組合 本店 2階会議室

■応募手続
▽応募用提出書類
全国高等学校統一応募書類 1通
※既卒者
履歴書(自筆、写真貼付) 1通
卒業証明書 1通
成績証明書 1通
受験票貼付用写真(縦4㎝×横3㎝)1枚
▽募集締切日
平成25年9月9日(月)
▽応募書類提出先（問い合わせ先）
〒987−0511
宮城県登米市迫町佐沼字中江三丁目９番地の１
みやぎ登米農業協同組合 人事教育課
TEL：0220(22)8211（代）
■試験実施通知 直接応募者本人に通知します。

農業者年金
農業者年金は
は老後生活
老後生活を
をがっちりサポート
がっちりサポート
農業者年金のメリット
●少子・高齢時代に強い積立方式の年金！
●終身年金で80歳までの保証付！
●支払った保険料は全額社会保険料控除！
●手厚い政策支援！ 保険料に国庫補助も

○農業者年金受給額の試算
加
年

入
齢

納
期

付
間

20歳

40年

30歳

30年

40歳

20年

50歳

10年

〜農業に従事する方なら広くご加入いただけます〜
一定の要件を満たす方に月額最高１万円、
通算すると
最大で216万円の国庫補助が受けられます。

○保険料支払いによる節税効果の試算（所得税・住民税）
保 険 料 の 額
税

率

月額1万円

月額2万円

月額6.7万円

(年額12万円)の場合

(年額24万円)場合

(年額80.4万円)場合

15％の場合

１万８千円

３万６千円

１２万１千円

20％の場合

２万４千円

４万８千円

１６万１千円

30％の場合

３万６千円

７万２千円

２４万１千円

（注）保険料支払後も保険料支払前と適用される税率に変更がないものとして試算しています。

農業者年金に
加入しよう！

性別

男性
女性
男性
女性
男性
女性
男性
女性

試
算
保険料２万円

額
保険料3万円

９１万円 １３６万円
７９万円 １１８万円
６０万円
９０万円
５２万円
７８万円
３５万円
５３万円
３１万円
４６万円
１６万円
２３万円
１４万円
２０万円

※この試算は、65歳までの付利利率が2.30％、65歳以
降の予定利率が1.55％となった場合の試算です。
付利利率2.30％は農業者年金において期待される運
用収益をもとに設定した率、予定利率1.55%は農林
水産省告示(H21.4.1施行)により定められている率です。

老後の備えは、
農業者年金で安心！

詳しい内容については、お近くの基幹支店へお問い合わせ下さい。

※8/18は昼の部のみ

仙台市泉区寺岡6−2−1

全体運 アクティブに動き回ることで、新たな発見や自分自身の可能性が見つかる気配。楽天的な発想がツキを呼びそう
健康運 クーラーの使い過ぎは厳禁。自然が一番 幸運を呼ぶ食べ物 サトイモ
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鈴木敬浩さん栄冠

第７回登米市家畜共進会開催
ＪＡや登米市などで組織する登米市畜産共進会実行委員会
では７月１０日、南方町の農畜産物集出荷場内で「第７回登米
市畜産共進会」
を開きました。
今回の共進会には、
１区若雌など７部門に延べ１０７頭が出
品され、発育や体型などを競いました。
審査の結果、
４区経産に出品した南方町の鈴木敬浩さんが
チャンピオン賞に選ばれました。

▲発育や体型など厳正に審査されました。

各区の最優秀賞受賞者は下記の通りです。
（敬称略）
▲１区 若雌
（１４ヶ月以上１７ヶ月未満）

▲５区 経産群
（４頭セット）

（有）
Ｎ・Ｏ・Ａ
（中田町）
▲２区 若雌
（１７ヶ月以上２０ヶ月未満）

中田町和牛改良組合
▲６区 高等登録群
（２頭セット）

小野寺 正人
（迫町）
▲３区 若雌
（２０ヶ月以上２４ヶ月未満）

（有）
Ｎ・Ｏ・Ａ
（中田町）
▲７区 父系群
（４頭セット）

（有）
Ｎ・Ｏ・Ａ
（中田町）

南方町和牛改良組合

▲４区 経産
鈴木 敬浩
（南方町）

▲チャンピオン賞を受章した鈴木敬浩さん。

多くの来場者でにぎわう

農機・自動車・生活サマーフェア開催

ＪＡでは７月１２、
１３日の２日間、登米祝祭劇場を会場に「中古互
市＆農機・自動車・生活サマーフェア２０１３」
を開きました。
会場にはトラクターやコンバインなど、秋作業に欠かせない農機を
はじめ、
自動車なども多数展示しました。
来場した皆さんは、農機メーカー担当者やＪＡ職員から機種の特徴
などの説明を受けながら、慎重に吟味していました。
その他にも、会場内では登米産豚肉のＰＲコーナーや生活用品の
展示などを行い、連日多くの来場者でにぎわいました。

肉の絞まり具合などを審査

肉豚枝肉共進会

養豚部会では７月19日、米山町の㈱宮城県食肉流通公社で
肉豚枝肉共進会を開きました。
共進会には74頭の枝肉が出品され、肉の締まり具合や脂肪の
付着具合などを審査しました。審査の結果、迫町の三塚正惠さん
がグランドチャンピオン賞に輝きました。
また、同時に開催された「肉豚枝肉上物コンクール」では、年間
出荷頭数8,515頭のうち5,619頭が「上物」
として格付けされた
豊里町の
（有）
ピッグ夢ファームが第１位となり表彰されました。
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全体運 マイナス思考しやすいよう。意識的に笑顔を作り、気分を盛り上げてみて。気力回復にはアロマテラピーが有効
健康運 疲れをため込まないこと。まめに休息を 幸運を呼ぶ食べ物 シソ

第3回理事会【 6月25日】
①総代会運営及び総代会特別決議について
…第15回通常総代会の運営及び総代会特別決議について協議しました。
②平成24年度決算定期監査報告書に対する回答について
③行政庁に提出する業務報告書について
④宮城県農業信用基金協会に対する増資について

第4回理事会【 6月27日】
①理事の順位及び部門別委員会等の委員の選出について

◆部門別委員会
委員会名・開催日

主 な 協 議 事 項

第2回 生活福祉部門委員会
（6月4日）

○平成24年度事業実績及び部門別場所別分析について
○平成25年度5月末主な事業の進捗状況について

J A の 概 況（ 平 成 2 5 年 6 月 末 現 在 ）
組

合

員

数
正組合員…………… 14,122人
合計………………… 16,446人

付
購 買 品 供 給 高…………………31億9,766万円
販 売 品 販 売 高…………………39億7,026万円

金 ……………… 66億2,593万円

共 済 保 有 高（ 保 障 ）…………… 7,202億5,596万円

准組合員……………
出

資

金 ……………1,320億5,751万円
金 ………………309億2,684万円

貯
貸

2,324人

役員２名が永年勤続表彰されました

組合員資格確認のお願い

ＪＡの役員として永年にわたりＪＡ運動発展に寄
与されたとして、宮城県農協中央会より本ＪＡ２名
の役員が表彰されました。

組合員の皆さん
●氏名に変更はありませんか？
●住所に変更はありませんか？
●組合員資格の区分（正・准）
に
変動はありませんか？
組合員資格に変動が生じた場合は、
ＪＡに書面で申
し出いただくこととなっています。
組合員資格についての詳しい内容は、最寄りの支
店にお問い合わせ下さい。
また、贈与にかかる非課税限度は110万円となってお
りますので、出資金の贈与についてもご留意願います。

人事異動

︶内は旧所属

全体運 優柔不断になる暗示。迷ったときは、独りで悩まず、身近な人に話してみて。気分転換には芸術鑑賞がグッド
健康運 胃腸をいたわると体調が回復してきそう 幸運を呼ぶ食べ物 梨

︵

︵７月１日付︶

孝

主任

○ 東和支店営農経済センター 調査役

修

子

調査役︶

藤

主任

︵燃料課

加

○資金課

文

主任︶

葉

︵融資課

千

○よねやま支店金融課

愛

調査役︶

ＪＡグリーン

寿

幸

主任︶

木

︵資金課

鈴

修

○あぐり推進課

田

共済課

美

︵人事教育課付︶

青

○迫支店

石

︵普及保全課︶

千

美奈子

○人事教育課付

金

職︼

日付︶

摘

︵よねやま支店金融課

︻退

︵6月

菜

○なかだ支店金融課

佐々木

課長

ゆう子

︵７月７日付︶

藤

○とよま支店共済課

加

30

▲武山節雄理事（豊里町） ▲阿部芳之監事（米山町）
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ヨコのカギ
①ざるそばに合う緑色の薬味
②能ある──は爪を隠す
④後ろの反対側
⑤水金地火木土天海といえば
⑥贈り物に掛けたり髪に結んだり
⑧雲の──から日が差す
⑪後から書き足しました
⑬ゴーヤーともいいます
⑭五線や音符が書かれています
⑮和服の袖のポケット代わりになる部分
⑰大きな口と長いひげが特徴である魚
⑲奈良ではほうじ茶で米を炊いて作るこ
ともあります
㉑タコが吐きます

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。

8月末日（当日消印有効）

当選者は10月号で
発表します。

先日、隣の農家で 仮面ライダーきゅうり の箱を見ました。
登米のブランド野菜をもっともっとアピールしていけるとい
いですね。
（榊原さん／中田町・男性）

JAより ＪＡでは生産者の皆さんが育てた安全・安心でおいしい登米
野菜を、
これからも積極的にＰＲしていきます。
「プロフェッショナル」の川口さんは70歳で500頭の肥育牛
を育てているなんて驚きです。おいしい仙台牛を出荷して下
さい。
（杉森さん／南方町・女性）

JAより 500頭はすごいですよね！仙台牛・登米産牛ブランドの益々の
振興に向けてこれからも頑張っていただきたいです。
米山町チューリップまつりに行って孫の好きな色の花をたく
さん買いました。来年も行きたいです。
（柴崎さん／登米町・女性）

JAより 色とりどり一面のチューリップが素敵ですよね。お孫さんも喜ば
れたことと思います。

JAより

19

E

あぐリズム♬の記事は、次世代を担う子どもたちがキラキラ
した姿で農業している様子など、とてもよかったです。体験を
通して農業の大切さを知ってほしいです。
(吉野さん／東和町・女性)
今年度は91人のスクール生が一緒に、様々な体験を通じて
食と農業の大切さを学んでいきます。

B

C

D

E

●迫 町／小野寺 崇 さん
●豊里町／伊藤 初江 さん
●南方町／徳永 タマ さん
●米山町／千葉 節子 さん
●中田町／伊藤 千春 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45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

お便り

B

ナ ツ ヤ スミ

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 6 月 号 当 選 者

応募方法

応募締切

え

①夜店でふわふわの──菓子を買った
③夏に咲く黄色い花
⑦神棚に供える緑色の葉
⑨にっこり笑うとへこみます
⑩人が並んで作るもの
⑫10を3回掛け合わせると
⑬シジミやアサリ、ハマグリなど
⑮おけやたるにはめるもの
⑯タンポポもコスモスもこの仲間
⑱激しく燃える火のこと
⑳押し入れと部屋とを仕切ります
㉒世界三大珍味の一つ 香り高いきの
こです
㉓クラゲの体は90%以上がこれ

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

表紙を見るのが楽しみです。親子が力を合わせて農業してい
る姿を見ると、すごく癒されます。
（小野寺さん／中田町・女性）
今年度の表紙は「次代へ」がテーマです。
ＪＡでもベテラン農
JAより 業者から若い担い手へと強い登米農業を伝えるため、様々な
形でお手伝いしていきます。
お便り

お便り

夕市に出かけた際、お店の人にわらびの食べ方を教えてもら
いました。色々話せて楽しいひとときでした。
（高橋さん／南方町・女性）

JAより 生産者の方と直接お話できるのが朝市・夕市の醍醐味ですよ
ね。私も色々教えていただくことも多いです。
お便り

集落実行組合長をしています。組合員とＪＡとのパイプ役とし
て頑張りたいと思います。
（及川さん／豊里町・男性）

JAより 皆さんにより親しんで貰えるＪＡを目指して二人三脚で頑張っ
ていきましょう。
これからもよろしくお願いします。
お便り

「ＪＡおしごと」を見て改めて、
ＪＡはこんな仕事もしているん
だと思いながら、楽しく見ています。
（小野寺さん／中田町・女性）

JAより 今月号はお休みですが、来月号からまたＪＡの色々な事業を紹
介していきますのでよろしくお願いします。

全体運 やたらと人のことが気になるかも。余計な口を挟んで、もめないよう、ご用心。自分がやるべき作業に集中して
健康運 特に問題なし。スポーツを始めてみては 幸運を呼ぶ食べ物 カワハギ

なすの
カレー風味炒め

✿カレー粉を片栗粉と一緒に水で溶いて
入れることで全体に味がまわり、風味が
飛ぶのを防ぎます
✿カレー粉の量はお好みで増減して下さい
レシピ提供／中田町石森

三上 京子さん（60）

①なすは皮をむいて縦半分に割ってからスライスし、水
に浸けてアクを抜く。玉ねぎはくし切り、油麩は半月
状に切る。
②フライパンに油をひき、切ったナスと玉ねぎを炒め、
Ⓐを加えて味付けする。
③油麩を入れて少し煮る。
④片栗粉とカレー粉を水
（分量外）
で溶き入れ、
とろみ
が付いたらできあがり。

（５〜６人分）

なす…………………… １０本
玉ねぎ………………… 小１個
油麩…………………… 1/2本
酒…………………… 大２
Ⓐ

砂糖………………… 少々
しょうゆ…………… 大３
みりん……………… 大２

片栗粉…………………大１.５
カレー粉………………… 小２
油………………………… 少々

編集
後記

「空梅雨」、
「猛暑」の予想から一転、
７月はすっき
りしない天候が続きました。暑いのが苦手だと、
この
編集後記を通じてたびたびアピールしてきた私に
とっては、
７月の気温はうれしい誤算となりました。

8

2013 AUGUST
VOL.185
平成25年8月1日

さて話は変わり、佐沼の夏祭りはもう終わってしま
いましたが、
これからが夏祭り本格シーズンです。豊
里のよさこい・ねぷたや長沼の花火など、
ぜひ皆さ
んも地元の夏祭りを満喫してみて下さい。
（ＳＳＫ）
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