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集荷目標63万俵の達成に向け

平成２５年産米全量集荷大会

みやぎ登米農業協同組合
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石越町内で和牛の一貫経営に取り組む金野康さ
ん
（54）
と長男・司さん
（29）
、次男・操さん
（27）
。
金野さんの家では肥育牛120頭、繁殖牛65頭を
飼育。康さんと司さんが肥育牛、操さんが繁殖牛と、
それぞれ作業を分担しながら和牛の生産を行ってい
ます。
「今後は、11ヵ月１産を目標にしながら牛の繁殖に
取り組んでいきたい」
と次男の操さんは話しています。
お互いへのメッセージ
康さん
（父）
⇒司さん・操さん
（息子）
「経営安定を目指してお互い頑張っていこう」
司さん
（息子）
⇒康さん
（父）
「あまり無理をしないようにして下さい」
操さん
（息子）
⇒康さん
（父）
「健康に気を付けて下さい。
これからも色々とよろ
しくお願いします」

石越町南郷
つかさ

こう

金野さん親子
みさお

司さん（29） 康さん（54） 操さん（27）
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みんなで楽しくクッキング
第5 回あぐリズム ♬
９月２１日、
今年度５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、
８０人のスクール生が参加しました。
今回は、
ポテトサラダ、
サンドウィッチ、
クレープ作りに挑戦。材料のジャガイモは同スクールの畑で収穫した物を使用し、
ニ
ンジン、
キュウリなどもすべて地場産の物を使いました。お互いに協力し合いながら３品の料理を作り、
完成後はみんなでおい
しくいただきました。
◀▼まずは材料の下準備。包丁などの
道具の使い方も様になっています。

▲今回は農林中央金庫仙台支店の研修生２人もスタッフとして
一緒に活動しました。
▼クレープ作り。先生の手本を良く見てね！

たまごやハムチーズなど３種類
のサンドウィッチを作りました。

５月の開校式で植えたスイカも一緒に。
作って食べてと大満足の一日でした。

03

クレープの皮は焦がさないよう
慎重に！
トッピングは色とりどりの果物を
のせました。
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ガンバロー三唱を行った
実行組合長会会長

宏益氏

菅原

決意表明を行った
青年部委員長

裕康氏

及川

章夫氏

菅原

孝尚氏

布施

潔氏

年産米全量集荷大会
米の収穫時期を目前に控えた９月
日︑ＪＡでは米山町の吉田農業倉
庫で平成 年産米全量集荷大会を開
きました︒ＪＡ宮城中央会菅原章夫
会長や布施孝尚登米市長︑JA全農
みやぎ菊地潔副本部長などの来賓を
はじめ︑受検組合長︑稲作部会代表︑
青年部・女性部など約５００人が参
加しました︒
大会では平成 年産米の概算金や
全量集荷奨励対策などを確認したほ
か︑生産者を代表して青年部の及川
裕康委員長が﹁良食味・高品質１等
米づくりを実践し︑ＪＡみやぎ登米
産米の地位向上と稲作農家の所得向
上を図る﹂と力強く決意表明しまし
た︒
また︑JA全農みやぎ米穀部の成
田順次次長が平成 年産米の情勢報
告を行ったほか︑ＪＡ宮城中央会営
農農政部の安齋明修部長がＴＰＰ交
渉の情勢などを報告しました︒
最後に参加者全員でガンバロー三
唱を行い︑集荷目標 万俵の達成に
向け︑生産者とＪＡが一体となって
取り組むことを確認しました︒

ＪＡ宮城中央会会長

菊地

25

25

63

登米市長

JA全農みやぎ副本部長

集荷目標 万俵の達成に向け

平成

25 63
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◆平成２5年産米集荷対策◆
●全量集荷奨励対策

①集落実行組合への奨励 １００％以上 １俵３０円
集落全体で出荷契約作付面積に対し7俵／10ａ以上の出荷実績を基準とし、100％を達成した集落実
行組合で、500俵以上の出荷実績がある集落実行組合に、1俵(60㎏)あたり３０円の奨励金をお支払いし
ます。
出荷実績については、平成25年12月末までに出荷した数量を基本とし、平成26年１月末にお支払いし
ます。
②表彰(総代会で上位３組合を表彰)
奨励の対象となった集落実行組合の中で、2,000俵以上の出荷実績があり、
うるち米の上位等級比率
が高い上位３組合を総代会において表彰します。尚、同率の場合は出荷数量が多い組合を上位とします。

●庭先集荷対策助成

平成25年産出荷契約米の全量集荷推進及び過積載による事故防止の観点から、庭先集荷対策の強化
に取り組みます。1俵(60㎏)あたり４０円の庭先集荷対策助成金を平成26年１月末までにお支払いします。

●カメムシ被害等による落等米対策

①未検査預かり米への概算払い
米検査においてカメムシ被害等により一時預かりした米について、
「未検査預かり米」
基準により独自の
概算払いを実施します。ただし、預かり米は全量ＪＡ出荷を原則とします。
②カントリーにおける色彩選別の無料実施
栽培基準に基づき栽培したにもかかわらず、米検査時にカメムシ被害等により３等以下に下見され検査
保留となった場合は、栽培履歴を確認の上、全量出荷を条件に色彩選別を無料で実施します。

神事を執り行い秋作業の安全願う
秋の農作業安全祈願・安全宣言大会開催
ＪＡでは９月12日、本店で「秋の農作業安全祈願・安全宣言大会」を開きました。祝詞奏上や玉串
拝礼などの神事を執り行い、秋作業が無事に終了することを
祈願しました。
祈願祭には集落実行組合長会の代表者や役職員など約１３０
人が参加。榊原組合長は「自分自身の安全はもちろん、組合
員の皆さんの安全も確保しつつ、効率的な作業にあたってほ
しい」と挨拶しました。
最後に職員代表２人が「労働者の安全確保は自らの責務で
あることを強く認識するとともに、組合員・ＪＡ役職員一人
ひとりが積極的に農作業安全の意識向上と労働災害防止に向
けて取り組む」と力強く宣言しました。
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公正かつ誠実な検査を 農産物検査員出陣式

安全・安心で良品質 平成２５年産米初検査

ＪＡでは９月12日、本店で農産物検査員の出陣式
を行いました。今年度は、新たに資格取得した2人
を含め20人体制で管内24ヵ所のカントリーエレ
ベーターや農業倉庫で検査を行います。
出陣式では、検査員を代表して米穀検査課の田中
洋平職員が「公正かつ
誠実に検査を行い、農
家経済の発展と農産物
消費の合理化に寄与で
きるよう検査に取り組
んでまいります」と決
意表明しました。

ＪＡでは９月24日、管内13ヵ所の農業倉庫など
で平成25年産米の初検査を行いました。
15,115袋分を検査し、１等米比率が93.1％という
上々の結果となりました。
今年は夏場の猛暑
などの影響で心白粒
や腹白粒といった未
熟粒の発生が心配さ
れただけに、組合員
の皆さんからも安堵
の表情が見られまし
た。

す。

◀ヒットを打って会心の
ガッツポーズ︒

失点を防ぎま

▼前進守備で

▶一球入魂︒力の限りボールを投げ
込みます︒

▲フライアウ
トでチェンジ
。
さぁ次は攻撃
の番です。
▼手堅い攻撃

で得点を狙い

ます。

◀ゲームセット︒大変
お疲れ様でした︒

▲アウトかセーフか。判定は？

!!

フルスイング

▲力いっぱい

決勝は佐沼小ジャイアンツＶＳ加賀野ジュニアハリケーン。両
チームとも存分に力を発揮し、
白熱した試合展開となりました。

●最優秀賞・優秀賞・敢闘賞に
選ばれた選手の皆さん。
（右）
●優勝旗が佐沼小ジャイアンツ
に贈られました。
（左上）
●３位までのチームにメダルが
贈られました。
（左下）

大会結果
優

▲優勝した佐沼小ジャイアンツの選手・監督・保護者の皆さん。
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勝
佐沼小ジャイアンツ
準優勝
加賀野ジュニア
ハリケーン
第3位
南方バリキーズ
宝江ビッキーズ

決勝戦スコア
チーム

回 1 2 3 4 5 計

加賀野 2 0 0 0 1 3
佐沼

3 2 0 0×5

低温で８万俵が保管可能

なかだ農業倉庫 の建設工事 がスタート
ＪＡでは中田町 内に新た
な 農 業 倉 庫の建 設 を 決 定
し ︑９月８日から 建 設工事
が始まりました︒
今 回 建 設 す る なかだ 農
業倉庫は︑建築面積が３︐
６
３７㎡の平 屋 造りで約８万
俵を低温で保管できます︒
さらに︑紙 袋で約６︐
３０
０袋 の 検 査 を 行 う 検 査 場
を 併 設 するほか︑倉 庫 内に
は米の均 質 化 装 置 も 設 置

至東和

398

人が出 席 ︒
﹁ 玉串拝
事を執り行い工事の安全を
祈願しました︒
なかだ農 業 倉 庫は︑来 年
６月に完 成 する予 定で︑約
８万俵保管可能なこの農業
倉 庫を︑中田町・石 越 町・東
和 町 の 中 核 農 業 倉 庫 とし
て位 置 付け︑米の効 率 的な
集 荷 と 有 利 販 売 を 目 指し
ていきます︒
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全体運 珍しく優柔不断になりがち。なかなか決断できず、周囲に迷惑を掛けてしまうかも。開き直りが開運の鍵
健康運 徐々に下降気味。適度な休息を心掛けて 幸運を呼ぶ食べ物 ギンナン

346
中田総合
支所
●
●
石森郵便局

礼 ﹂や﹁ 鍬入之儀 ﹂などの神

など

4

JA
なかだ支店
●

200

上沼高
●

なかだ
農業倉庫
石森小
●
至石越

60

し品質向上を図ります︒
同日に建設敷地内で行っ
た 新 築 工 事の安 全 祈 願 祭
並 びに起工式には︑J A 全
農みやぎや工事施工関係者
のほか︑地 域 住 民の皆 さん

なかだカントリー
エレベーター
●

適期刈り取りなどを呼びかけ

ササニシキ栽培塾技術研修会を開催

ＪＡでは９月９日、中田町内と米山町内で今年度２回目となる
「ササ
ニシキ栽培塾研修会」
を開き、高品質のササニシキ収穫に向けて、適
期の刈り取りなどを生産者の皆さんに呼びかけました。
環境保全米の指導機関であるＮＰＯ法人環境保全米ネットワーク
より講師を招き研修。講師は管内のササニシキの生育状況について
「ＪＡ試験ほ場の調査結果から生育は順調に経過しており、品質、収
量ともに十分期待ができる」
と話していました。
また、
「ササニシキは胴
割れしやすいという特徴もあるため、乾燥調整にも配慮し、仕上げを
しっかりと行ってほしい」
などと呼びかけました。

農林水産祭参加 宮城県総合畜産共進会開催
登米産肉豚・肉用牛ともに好成績!!
９月６日
（肉豚の部）
と９月１４日
（肉用牛の部）
、
それぞれ米山町の㈱宮城県食肉流通公社と美里町のみ
やぎ総合家畜市場を会場に宮城県総合畜産共進会が開かれました。
肉豚の部では、豊里町の
（有）
ピッグ夢ファームが第１区名誉賞
（農林水産大臣賞・宮城県知事賞）
を受
賞したほか、迫町の伊藤範義さんが第２区名誉賞
（農林水産省生産局長賞）
を受賞しました。
肉用牛の部では、迫町の小野寺正人さんが名誉賞
（農林水産省生産局長賞）
を受賞するなど、肉豚・肉
用牛ともに素晴らしい成績となりました。
共進会の成績は以下の通りです。
（敬省略）

●肉豚の
▲第１区

▲第２区

部
名誉賞
（農林水産大臣賞・宮城県知事賞）
（有）
ピッグ夢ファーム
（豊里町）
最優秀賞
（東北農政局長賞）
佐々木 昭
（迫町）
優秀賞
三塚 正惠
（迫町）
星
俊之
（迫町）
（有）
狩野畜産
（中田町）
名誉賞
（農林水産省生産局長賞）
伊藤 範義
（迫町）
最優秀賞
佐々木 昭
（迫町）
優秀賞
佐竹 忠洋
（迫町）

▼第２区名誉賞
（農林水産省生
産局長賞）
を受賞した伊藤範
義さん。

▲ 第１区 名 誉 賞（ 農 林 水 産 大
臣賞・宮城県知事賞）
を受賞
した（有）
ピッグ夢ファーム代
表の佐々木章一さん。

の部

● 肉用牛
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▲第３区
▲第４区
▲第５区
▲第６区

最優秀賞 一席
（有）
Ｎ.Ｏ.Ａ
（中田町）
最優秀賞
登米和牛育種組合
最優秀賞 一席
（東北農政局長賞）
登米和牛育種組合
最優秀賞
登米和牛育種組合

◀第１区で最優秀賞一席を
受賞した船島一芳さん。

全体運 神経質になってしまいそう。完璧を目指そうとせず、気楽に構えた方が好転の兆し。つぼ押しでリラックスを
健康運 ストレスを感じやすい。気分転換が大事 幸運を呼ぶ食べ物 シメジ

◀名誉賞
︵農林水産省生産局長
賞︶
を受賞した小野寺正人さん︒

▶第３区で最優秀賞一席を
受賞した
︵有︶
Ｎ．
Ｏ．
Ａ︒

▲名誉賞
（農林水産省生産局長賞）
小野寺正人
（迫町）
▲第１区 最優秀賞 一席
船島 一芳
（中田町）
最優秀賞
佐藤 浩志
（米山町）
（有）
Ｎ.Ｏ.Ａ（中田町）
▲第２区 最優秀賞 一席
小野寺正人
（迫町）
最優秀賞
千葉 啓克
（迫町）

支店力向上へ

とよま

通学路付近を除草作業

ＪＡでは平成２３年度のとよま支店を皮切りに、管内全支店で支店力強化
運動に取り組んでいます。
その取り組みの一環としてとよま支店では９月６日、登米中学校前通学路
付近の除草作業を行いました。参加した職員は、草刈り機などを使って道路
脇など約３００㎡の範囲を除草。職員同士作業を分担しながら２時間程行いま
した。
ＪＡでは今後も理想の支店を目指しながら、全支店で支店力強化運動を展
開していきます。

南 方

苗 作りが重要

非結球レタス栽培講習会

JAでは９月１１日、非結球レタスの栽培講習会を南方支店で開きました。
（有）
兵藤種苗商事の熊谷直洋さんを講師に迎え、
グリーンカールとサニーレ
タスの播種や定植時の注意点などについて説明を受けました。非結球レタス
栽培では苗作りが重要となるため熊谷さんは
「苗を丈夫にするためトレーは風
通しの良い所に置くこと。徒長を防ぐために日当たりが良い所で育て、
夕方の
水やりは控えてほしい」
などと呼びかけました。

ＪＡの業務に触れる

豊 里

中学生が職場体験

９月１８日から２０日までの３日間、豊里小・中学校の生徒２人がＪＡを訪れ、
カ
ントリーエレベーター業務や野菜の集荷、
あぐり店舗業務などの職場体験を行
いました。

れん

今回実際にＪＡの業務を体験した中学２年生の武山蓮くんは、農業という
仕事に関心があることからＪＡでの職場体験を希望したそうです。同じく大江
あおい

碧海くんは、
カントリーエレベーターを見学した感想として、
「外観のイメージより
広い内部と豊富な機械設備に驚いた」
と話していました。

石 越

病 害 虫対策確認

なす部会現地検討会

なす部会では９月１０日、石越町内のほ場で現地検討会を開き、部会員など
約２０人が参加しました。
管内のなすの出荷は、
７月下旬から８月にかけてピークを迎えたものの、
１０
月中旬頃までは安定した量の出荷が続く見通しです。今回はこれからの時期
に発生しやすくなる病害虫の防除対策について確認しました。
講師に迎えた㈱渡辺採種場の早坂善晴さんは
「今後はなすが消耗してし
まう時期に入り、
うどんこ病などの病気にかかりやすくなる。早めの消毒を心が
けてほしい」
とアドバイスしました。

全体運 楽しいことに縁がある時期。
レジャーや飲み会などに誘われたら気軽に参加して。幹事役を引き受けるのも吉
健康運 口コミで体調に合う健康法を発見しそう 幸運を呼ぶ食べ物 ユズ
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秋晴れ の 中

なかだ

グラウンドゴ ルフ大会

年金友の会なかだ支部では9月19日、中田町内で
「第２回グラウンドゴル
フ大会」
を開き、同支部の会員の皆さん約90人が参加しました。
参加した皆さんは16組に分かれ、中田球場と隣接する諏訪公園の２か所
で計16ホールを回り、
その打数を競いました。
ホールインワンも数多く出るなど白熱した試合が展開された結果、浅水地
区の佐々木栄一さん
（80）
が見事優勝しました。
今大会で上位に入賞した男性16人、女性8人は、今月30日に南方町内
で開催する
「第２回ＪＡみやぎ登米組合長杯年金友の会グラウンドゴルフ大
会」に同支部の代表として出場する予定です。

東 和

土作りなどを学ぶ

にんにく栽培講習会

にんにく部会では9月11日、東和支店特産センターで栽培講習会を開きまし
た。約30人の部会員の皆さんが参加し、来年の作付けに向けた土作りや栽
培管理などを確認しました。
講習会では㈱渡辺採種場青森支店の小室隆信氏などを講師に迎え、土
壌酸度の調整、堆肥の必要性、畝立てのポイントなどについて説明を受けま
した。小室氏は「高品質なにんにくを栽培するには土作りが特に重要となる。
土壌分析を行い、
ほ場の状態にあった肥料の散布を心がけてほしい」
と呼び
かけました。

適度な運 動と規 則 正しい 食 生 活を

よねやま

米山町青年部と女性部よねやま支部では9月14日、
アグリピア館で
「平成
25年度ふるさと講演会inよねやま」
を開き、青年部や女性部の皆さんなど約
40人が参加しました。
今回は登米市役所米山総合支所市民課の佐藤美智子課長補佐を講師
に迎え、
「健康づくり」
をテーマに講演いただきました。
登米市内では悪性新生物
（がん等）
、脳血管疾患、心疾患が死因別死亡
割合の65％を占めていることから、佐藤さんは
「喫煙、飲酒に気をつけ、適度
な運動と規則正しい食生活を送ることが重要」
と呼びかけました。

迫

秋 の 彼岸にトルコギキョウ出荷ピーク
秋の彼岸を前に管内でトルコギキョウの出荷がピークを迎えました。9月17
日に迫町の大瀬集出荷場で行った出荷作業では、
白やピンク、紫など約25種
類のトルコギキョウが生産者の手によって運び込まれました。
一元集荷・全量検査による品質平準化を徹底し、有利販売を実践している
花卉部会トルコギキョウ専門部は、仙台、石巻方面のほかに今年度より東京
の世田谷市場にも出荷し、市場関係者から高評価を得ています。
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全体運 ささいなことで感情的になりやすいみたい。身近な人に八つ当たりしないよう、ご用心。趣味に励み、気晴らしを
健康運 運動不足になりやすいので、散歩にGO 幸運を呼ぶ食べ物 マツタケ

ん（ 0）
猪 股 佑 愛んちのゃ長 女 ）
（猪股

徹さ

アンパンマンが大好きな佑愛ちゃんは︑
アンパンマンのう
ちわが大のお気に入り︒
いつも肌身離さず持っています︒
そんな佑愛ちゃんにお父さんは
﹁ 元気で心の優しい女
の子に育ってほしい﹂と話しています︒

町錦織
東和
め
ゆ

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

淺野

中田町加賀野
み

澪 緒 ちゃん（ 1）

（ 淺 野 浩 樹さ

お

んの長女）

絵本を読んだり外を走り回ったりするのが大好きな澪
緒ちゃん。澪緒ちゃんの家ではトルコギキョウの生産を
行っており、最近はお花にも興味津々。
好奇心あふれる元気な女の子は、妹の面倒をよく見る
優しいお姉ちゃんでもあります。

米山町斎藤

及川健吉さん（64）
キャベツ2.7ｈａ、水稲６ｈａ
を生産する専業農家。

「自分の考えで物事を進められるのが農業の良いとこ
ろ」
と話すのは、
米山町斎藤集落でキャベツと水稲栽培
に取り組む及川健吉さん
（64）
。
キャベツを栽培し始めて
２０年以上という及川さんは、
ほ場内の雑草が伸びすぎ
ないようこまめに除草作業を行い、
品質維持を心がけて
いるそうです。
今年は定植後に雨が降らない日が続いたため、
灌水

チューブを導入し散水。生育は例年よりも良好との事で
す。
「虫や病気は何とかなるが、
自然災害、
特に水害はどう
にもできない」
とキャベツ作りの苦労を話す及川さんは、
「農業はやればやるだけ結果が返ってくる。技術どうこう
ではなく基本に忠実な気持ちで農業に取り組んでほし
い」
と後継者にアドバイスしてくれました。

全体運 好奇心旺盛になり、いろいろなことに挑戦したくなる月。習い事を始めたり、体験教室を受講したりしてみて
健康運 疲労をため込みやすいかも。睡眠が大事 幸運を呼ぶ食べ物 ごま
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青年部

南方町の安藤さんが最優秀賞
平成２５年度ＪＡ青年大会

青年部では９月７日、迫町内で平成25年度青年大会
を開き、青年の主張発表で最優秀賞に南方町青年部
の安藤亮さん、優秀賞に迫町青年部の千葉俊宏さんが
それぞれ選ばれました。
最優秀賞に選ばれた安藤さんは
「一本の草刈機」
と
題して発表。祖父から教えを受けながら農業に携わった
ものの、
自分の甘さから米作りに失敗してしまった経験
や、地域の後輩とともに自然消滅同然だった地区青年
部の復活に取り組んだエピソードを交え、
「祖父から受け
継がれた農業と地域の絆を大事に育てていきたい」
と力
強く発表しました。
安藤さんと千葉さんは、11月24日、25日に開かれる
宮城県ＪＡ青年大会にみやぎ登米青年部代表として出
場します。

女性部

「いつまでもお元気で」
女性部が一人暮らし高齢者宅を訪問

女性部石越支部では、一人暮らしの高齢者とコミュ
ニケーションを図ることを目的とした「ふれあい訪問活
動」
を毎年行っています。
敬老の日を間近に控えた９月１０日、同支部の佐藤た
み子支部長をはじめとした１９人の部員の皆さんが、石
越町内で一人暮らしをしている高齢者宅５１軒を訪問。
部員の皆さんは
「いつまでも元気いっぱいでいて下さい
ね」
などと声がけをしながら、
ナデシコの花をプレゼントし
ました。
同町の第８集落に住む樋口みよ子さんは
「毎年女性
部の皆さんが来るのを楽しみにしている。来てくれてあり
がとう」
などと満面の笑顔で話していました。
女性部では今後もデイサービスセンター訪問など、社
会福祉活動を積極的に行っていきます。
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全体運 のんびり過ごせる期間です。中途半端なまま放置していることは、この機会に片付けて。清掃も好運の呼び水に
健康運 不規則な生活は体調に悪影響が。改善を 幸運を呼ぶ食べ物 小豆

米穀課

産地の信頼確立のため
異品種混入防止に
努めましょう

※これらの事項に注意して異品種

混入防止に努めましょう︒

◆異物混入の防止

近年︑異物混入によるクレーム

が多くなっています︒各種機械の

清掃を徹底するとともに︑稲刈り

ンによるガラス片・金属片・石・

◎異品種混入︵コンタミ︶

入していると判断された場合︑銘

ゴム手袋など︶を取り除き︑異物

前にほ場を巡回し︑異物︵空きビ

柄としての表示ができなくなり︑

混入の防止に努めましょう︒

ＤＮＡ鑑定の結果︑異品種が混

米卸や消費者に対して産地として

◆胴割れ米の防止について

胴割れ米は精米歩留まりや食味

が低下することから︑米卸に最も

嫌われています︒そのため︑乾

燥・調製時に以下の点に注意し︑

品質の良い米に仕上げましょう︒

①乾燥

急速高温乾燥は︑胴割れ米発生

の原因となるので注意しましょう︒

また︑倒伏した稲や未熟粒が多い

稲を乾燥する場合は︑二段乾燥を

実施しましょう︒

②調製

籾すりは︑肌ずれ防止のため十

分に放冷し籾の温度を下げてから

行いましょう︒

の信用を失うことになります︒

◎異品種混入の原因

一般に︑異品種混入の原因とし

て左記の点が挙げられます︒

①こぼれ籾

前年産とは異なる品種を作付け︒

②種苗の入手

銘柄︵品種︶の間違い︒

③種子処理

塩水選・種子消毒等の際の品種

混同︒

④育苗時

育苗時の苗のとり間違い︒

⑤田植時

苗の植え間違い︒

⑥収穫時

コンバイン等の機械の清掃不備︒

⑦乾燥調製

乾燥調製機等の清掃不備︒

共同乾燥施設への張り込みミス︒

!!

平成25年産米の概算金について
平成25年産米概算金について、下記の通り決定いたしました。安定生産・安定出荷を実践することが、卸や消費者からの信
頼向上につながりますので、１俵でも多くＪＡへ出荷していただきますようお願いいたします。
●うるち米

（単位：円／60㎏）

銘柄
ひ と め ぼ
サ サ ニ シ
つ
や
ま な む す

れ
キ
姫
め

１等
11,200
11,500
11,200
10,700

環境保全米（ＪＡ米含）
２等
10,600
10,900
10,600
10,100

３等
9,600
9,900
9,600
9,100

１等
10,700
11,000
10,700
10,200

一般米
２等
10,100
10,400
10,100
9,600

●もち米

３等
9,100
9,400
9,100
8,600
（単位：円／60㎏）

銘柄
みやこがねもち
も ち む す め

１等
11,700
10,700

環境保全米（ＪＡ米含）
２等
３等
11,100
10,100
10,100
9,100

●加工用米
銘柄
加工用うるち米
加工用もち米

１等
11,200
10,200

一般米
２等
10,600
9,600

３等
9,600
8,600

（単位：円／60㎏）

１等
10,000
10,000

加工用
２等
9,400
9,400

３等
8,400
8,400

●政府備蓄米
政府備蓄米についてはＪＡ米に準じます。

●平成24年産出荷契約米（うるち米・もち米）概算金追加払いについて
平成24年産出荷契約米
（うるち米・もち米）
に対し概算金の追加払いを下記の通り行いましたので、
お知らせいたします。
平成24年産うるち米・もち米 60㎏当たり500円
（9月10日に口座振り込みにてお支払いいたしました）

全体運 試したことがないことでも思い切ってやって。自分に自信が持てるはず。
リーダーシップを発揮するのも大賛成
健康運 軽い運動やマッサージが健康に好影響大 幸運を呼ぶ食べ物 サンマ
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㎜伸び

削蹄と除角で
病 気 ︑怪 我 を 防 ぎ ま しょう
●削蹄
牛の蹄は１ヶ月で５〜
ると言われています︒堅い地面と
の摩擦で自然な状態を保っていれ

もしくは畝幅１２０㎝︑株間

日の２日間︑三重県四日市市内

初めて栽培するという方は苗を
購入することをお勧めします︒

ａ当たり︶

●畑の準備
施肥︵

完熟堆肥⁝２〜３ｔ
石灰質資材⁝１２０〜１５０㎏
㎏

３㎝見える程度に植え︑株元を軽

く押さえておきましょう︒

※黒ポリマルチを使用すると除草

の手間が省け︑良質なタマネギが

生産できます︒

※植付け後︑乾燥している場合は

潅水して根の活着を促進させます︒

●管理︵追肥・土寄せ︶

月中旬

生育期間が長いので追肥が大切

です︒追肥は冬越し前の

に中耕し株元に土寄せします︒春

と３月上旬に行い︑３月には同時
ＭＭＢ燐加安

になり気温の上昇とともに病害が

苦土重焼燐

㎝

角することによって怪我を防ぐこ

の４条植えにし︑白い部分が２〜

ることが多くなると爪が必要以上

で﹁仙台牛フェア﹂を開きまし

タマネ ギの
栽 培 ポ イ ント

とができます︒
また︑管理が容易になり角によ
る事故を防ぐ役割もあります︒

︑

除角をする際は︑獣医師に相談
してから行いましょう︒

もっこ り 和 牛 大 好 評
三 重 県 四 日市 市 内 で 販 促
肉牛部会南方支部では９月

に伸びて歩くことも不自由にな

た︒フェアでは︑仙台牛のサーロ

ば問題はありませんが︑牛舎にい

り︑爪の病気になることさえあり

※これらを全面散布してよく耕し︑

㎏

などを販売︒もち米を与えて肥育

幅

号⁝

そこで削蹄︑つまり爪を切る必

した﹁もっこり和牛﹂も大好評

程度の畝を立てます︒

㎝または120㎝︑高さ

ため︑冬のうちに排水をよくして

おき︑防除が必要な場合は適期防

にワラやモミガラを敷くと防寒対

除を心がけましょう︒冬場は条間

９月上旬に播種したものが発芽し

策にもなります︒

㎝︑１００本の

㎝の２条植え︑

％前後倒れた

て草丈が５〜６㎝になったら︑苗

〜

植付け時期です︒

前日に十分潅水し︑なるべく根
㎝︑株間

を切らないように苗を掘ります︒
畝幅

70

しょう︒

しの良い日陰に吊るしておきま

３日畝の上で乾燥させてから風通

晴天が続いた後に抜き取り︑２〜

くなります︒貯蔵用は３〜５日間

は腐敗球が多くなって長持ちしな

ら収穫します︒葉が枯れてからで

５月頃に茎葉が

●収穫

さい︒
●植付け
苗の草丈

25

重さが４００ｇくらいになったら

20

らに液肥等で定期的に追肥して下

苗を株間１㎝程度に間引きし︑さ

が混み合っている所や生育が悪い

品種により時期が異なりますが︑

発生する可能性が非常に高くなる

要があります︒削蹄は１年に２回

で︑試食した買い物客の皆さんも

㎝

が目安ですので︑削蹄師に定期的

ました︒

●間引き︵直播きの場合︶

インステーキやすき焼き用の牛肉

12

﹁すごくおいしい﹂などと話しな

ます︒

12

10

がら︑多くの牛肉を買い求めてい

70

14

に手入れをしてもらいましょう︒

●除角
牛は他の牛に対して角突きを行

10

14

12

うことがあるため︑牛舎内での怪
我が発生しやすくなりますが︑除

80

80

全体運 強運とはいえないものの、人と協調すれば、運を引き寄せられます。親切心も大切に。相談には親身になること
健康運 同じ姿勢を続けず、血の巡りを良くして 幸運を呼ぶ食べ物 リンゴ
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40

15

10

国益が守れぬなら即時撤退を
2,000人が結集し反ＴＰＰ県民集会開催

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Ｊ
Ａグループ宮城では９月２日、反ＴＰＰを訴える県民集会を仙台市内で開きました。
集会には県内のＪＡをはじめ消費者団体など約2,000人が結集。
ＪＡ宮城中央会の菅原章
夫会長は「ＴＰＰは農業だけでなく、国家の主権を揺るがしかねない重大な問題を含んでいる。
聖域を守れない場合は、政府が交渉参加を撤回、断念するまで強力な運動を展開していこ
う」
と参加者に呼びかけました。
また、
「政府に交渉内容の開示と、国益を守れない場合には交
渉から即時撤退を強く求める」
とした決議を満場の拍手で採択しました。
集会終了後には小雨の降る中、のぼりや横断幕を手に一番町商店街でデモ行進を行い、
「食の安全と安心を守れ！」などとシュプレヒコールを繰り返しながら、仙台市民にＴＰＰ反対運
動を力強くアピールしました。

J

A

の

お し ご と

『ＬＰガスセンタ ー 』
ＬＰガスセンターってどんなお仕事をして
いるの？

皆様に安心してご利用いただけるガス設備を
ご提供しています。

ガスセンターでは災害に強く環境に優しいＬＰガスを提供し、皆様
の安全で快適なガスライフを守り続けています。ガス器具の取り付
け工事は国家資格を持つ液化石油ガス設備士が行い、お客様に安
心してご利用いただけるよう安全性をに心がけながら満足いただけ
るサービスをお届けします。
また、電気のヒートポンプ給湯器とガスのエコ給湯器を組み合わ
せた「ハイブリット給湯器・暖房システム」などの省エネ器具も取り
扱っておりますので、リフォームなどの際はぜひご相談下さい。
◎ＬＰガスの保安管理
◎ガス器具の修理、販売
◎ガス器具の取り付け工事

◎ＬＰガスの充填、販売
◎ガスの配管工事
◎太陽光発電システム一式の取り扱い

ＪＡみやぎ登米
燃料課 ＬＰガスセンター
住所：中田町石森字蓬田180-3
電話：0220-34-8585

全体運 知的興味をくすぐられることが多いよう。資格取得や特殊技能の習得を考えるのも良い刺激に。読書もお勧め
健康運 下降線をたどる暗示。無理するのはNG 幸運を呼ぶ食べ物 イクラ
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第 6 回 理 事 会【 8 月 3 0日】
①平成25年産米全量集荷大会の開催について
…消費者の期待と信頼に応える産地として、J Aへの結集による全量集荷を目的とした平成25年産米全量集荷
大会の開催について協議しました。
②平成25年産米庭先集荷対策について
…平成25年産出荷契約米の全量集荷推進及び過積載等による事故防止の観点から、庭先集荷対策の強化に
取り組むことについて協議しました。
③農産物検査業務規程の一部変更について
④販売業務規程の一部変更について
⑤JA直販米取引における未収金上限額等の設定について
⑥職員の懲戒について

◆部門別委員会
委員会名・開催日

主 な 協 議 事 項
○平成25年産米全量集荷大会開催について
○平成25年産米庭先集荷対策について
○農産物検査業務規程の一部変更について
○販売業務規程の一部変更について
○JA直販米取引における未収金上限額等の設定について
○平成24年産出荷契約米の追加払いについて
○平成22年産出荷契約米
（もち米）
の追加精算について

第4回 営農経済部門委員会
（8月13日）

J A の 概 況（ 平 成 2 5 年 8 月 末 現 在 ）
組

出

合

員

資

数

貯

金 ……………1,277億7,206万円
金 ………………315億4,365万円

正組合員…………… 14,122人

貸

准組合員……………

合計………………… 16,470人

購 買 品 供 給 高…………………49億6,381万円
販 売 品 販 売 高 …………………69億 871万円

金 ……………… 66億 2,593万円

共 済 保 有 高（ 保 障 ）…………… 7,162億8,417万円

2,348人

付

ＪＡカレンダーの掲載作品を決定
１１４点の力作を審査
ＪＡでは９月17日、
「2014年版ＪＡカレンダー」
に掲載する図画
の審査会を本店で開き、入選作品を決定しました。
農業に関する体験や思い出など、
「一年を通じての農作業風
景」
をテーマに募集したところ、管内18の小学校から、114点の
力作が寄せられました。
榊原組合長らが一枚一枚慎重に審査し、それぞれの季節に
合った図画12点と、カレンダーの表紙を飾る20点を選びました。
12点の入選者は以下の通りです。(敬称略)
こ す も

り ん

かず き

▲１月＝佐藤小寿百(佐沼小４年)

▲５月＝及川 涼音 (浅水小３年)

▲ ９月＝後藤 千葵 (西郷小４年)

▲２月＝新田 朋華 (南方小４年)

▲６月＝森

駿天 (南方小５年)

▲10月＝菅原 遥奈 (佐沼小３年)

▲３月＝亀川 乃愛 (東郷小３年)

▲７月＝木村みずき(登米小５年)

▲11月＝丹野 陽菜 (佐沼小５年)

▲４月＝永浦 絋季 (南方小５年)

▲８月＝藤原 海璃 (新田小３年)

▲12月＝千葉 空都 (石森小４年)

とも か
の あ

こう き

はやて

かい り

はる な

ひ な

そら と

全体運 アクティブモード全開。やりたいことに果敢に取り組んで。保留になっていた事柄が動き始める予感も
健康運 過激なダイエットは×。適切なペースで 幸運を呼ぶ食べ物 サケ
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ヨコのカギ
①チョキがハサミならグーは
②ベテランに教えを請う──芸人
③スチール製とアルミ製に分別してリサ
イクル
④ヤッホーと叫べばヤッホーと返る
⑤片目をパチリとつむって
⑦立てば──、座ればボタン、歩く姿は
ユリの花
⑨緊張したときにゴクリと飲み込むもの
⑪眠る気はなかったのにうとうと
⑬臭いものにはしてしまいたい
⑮ピタゴラスの──を使って問題を解く
⑰生きとし生けるものに一つずつ
⑲海の── ──屋敷
㉑目玉焼きの目玉の部分

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。
当選者は12月号で

10月末日（当日消印有効） 発表します。

７月に行われた農機の展示会に行ってきました。記念品もい
ただけてちょっと得した気分でした。
（小林さん／迫町・女性）

JAより 自動車・生活と合同で行う展示会は年２回行っています。掘り
出し物を見つけに、ぜひ次回もご来場下さいね。
クロスワードパズルのファンです。これからも良いクイズをお
願いします。
（及川さん／東和町・女性）

JAより ちょっとした頭の体操には最適ですよね。私も頭を悩ませなが
ら毎回問題を解いています。
地産地消レシピは割と簡単に作れてすごく助かっています。
（田口さん／米山町・女性）

JAより 手軽に作れる上に味の方も抜群!!読者の方から「献立の参考
にしています」
というお便りが毎回多く寄せられています。
アンパンマン交通安全キャラバンに行ってきました。マラカス
やペンケースなどいただき、子ども達も楽しく過ごしていまし
た。
(伊藤さん／中田町・女性)

JAより みんなのヒーローアンパンマンと一 緒に学んだ交 通マナー。
参加した子ども達は絶対に忘れることはないでしょうね。
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E

B

C

D

E

Ｆ

●迫 町／伊藤 たみ さん
●南方町／梅津 和子 さん
●米山町／島瀬 望歩 さん
●中田町／及川千枝子 さん
●東和町／畠山美佐子 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52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

ケ イ ロ ウ ノヒ

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 8 月 号 当 選 者

応募方法

応募締切

え

①魚のうろこのような──雲
③川が海へ流れ込む所
⑥奈良公園にたくさんいる動物
⑦ベッドが取り付けられている──列車
⑧朝まで一睡もしませんでした
⑩一、十、百、千……次は？
⑫鎌倉、室町、江戸といえば
⑭あなたが今読んでいるのは──の鍵
⑯夜になると博多の中洲に並ぶもの
⑱10月の第2月曜は──の日
⑳雨宿りのために借りることも
㉒こねこねして、小鳥にあげたり、釣り針
に付けたり
㉓座らずに芝居などを楽しみます

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

あぐリズム♬に参加しています。毎月の活動がとても楽しみ
です。
（及川さん／豊里町・女性）

これから
JAより スクール生の笑顔がスタッフの励みになっています。
の活動も楽しみにしていて下さいね。
お便り

「集落座談会Ｑ＆Ａ」が分かりやすくて参考になりました。
（宮崎さん／中田町・男性）

集落座談会は組合員の皆さんの声を直接聞ける貴重な場で
JAより す。寄せられた意見・要望をＪＡ事業に反映させていきたいと
思います。
お便り

ＪＡみやぎ登米組合長杯少年サッカー大会で優勝したチーム
の皆さんおめでとうございます。ぜひ未来の日本代表になっ
て下さい。
（佐々木さん／中田町・男性）

今年で７回目を迎えたこの大会。近い将来、
この大会に出場
JAより した選手が日の丸を背負って世界で活躍しているかもしれま
せんね。
お便り

いつも楽しく読んでいます。農業の事について色々と勉強に
なります。
（伊藤さん／迫町・女性）

JAより 農業の情報をはじめ地域のホットな話題をこれからも掲載して
いきたいと思います。

全体運 ネガティブな発想で、自ら運気低下を招いてしまう恐れ。意識的にプラス思考を。ヒーリングアイテムにもつき
健康運 健康法に凝り過ぎる傾向が。ほどほどが賢明 幸運を呼ぶ食べ物 トウガン

