TION MA
GA

11

2013 NOVEMBER
VOL.188

〜来て 見て 感じて みんなのJA〜

第16回ＪＡみやぎ登米
アグリフェスタ
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登米町内で白菜やキュウリ、
ナスなど約１０種類の
野菜の栽培に取り組む芳賀定一さん
（54）
と息子の
翔太さん
（23）
。
芳賀さんの家では、農薬や化学肥料を慣行の半
分以下に減らした環境に優しい安全・安心な野菜作
りに取り組んでいます。
就農４年目の翔太さんは、貞一さんの指導を受け
ながら、農業の知識や技術などを日々勉強中だそうで
す。貞一さんは今年の９月に農業法人「㈱はさま自然
村」
を設立。
「後継者を育てながら、
ゆくゆくは若い人
たちに引き継いでいきたい」
と話します。
お互いへのメッセージ
定一さん
「おいしい食材、安全・安心な食材を届けることを
目標にこれからも頑張ってほしい」
翔太さん
「これからも色々と指導をお願いします」

登米町日根牛
しょう た

芳賀さん親子
ていいち

翔太さん（23） 定一さん（54）
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第16回 JAみやぎ登米

アグリフェスタ
▲庄司恵子オンステージ

雨模様にも
多くの来場者

１０月２０日、登米祝祭劇場（水の里

ホール）を会場に「第１６回ＪＡみやぎ
登米アグリフェスタ」を開きました。
当日はあいにくの雨模様となりました
が、多くの来場者の皆さんが訪れました。
今号の特集では、各ブースとも大いに
盛り上がった「アグリフェスタ」の様子
を紹介します。
▲環境保全米もちつきコーナー
03

今回は「来て 見て 感じて みんなのＪＡ」がテ
ーマ。環境保全米を使ったもちつきや、登米産牛
肉・豚肉の試食販売、地場産品の販売などで地産
地消の拡大を図りながら、組合員や地域住民の皆
さんとの絆を深めました。
開会セレモニーには、村井嘉浩宮城県知事や小
野寺五典防衛大臣をはじめ多くの来賓の皆さんに
お越しいただきました。
その他にも、ＪＡ管内のサークル団体による
「よさこいの競演」や、仙台市出身の民謡歌手・
庄司恵子さんのオンステージなど数多くの催しで、
来場した方々に楽しんでいただきました。

▲祝辞を述べる布施孝尚登米市長。

第16回 JAみやぎ登米

アグリフェスタ

▲祝辞を述べる小野寺五典防衛大臣。

▲祝辞を述べる村井嘉浩宮城県知事。

▲登米産牛肉と豚肉の試食販売。今年も ▲管内の生産農家、集落営農組織などが ▲今年はテーマにちなんだ「来て 見て
大盛況でした!!
地場産の新鮮な食材を販売しました。
感じて賞」2本を含む多数の豪華景品
を準備。当選された皆さんおめでとう
ございます!!
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▲玄米鑑定体験コーナー。鑑定結果の点 ▲独自商品第２弾の「野菜入りソーセー ▲ＪＡ南三陸の協力の下、ホタテやさん
数に応じて景品をプレゼントしました。 ジ」を皆さんに試食してもらいました。 ま焼きなどを販売しました。

▲カップラーメンの詰め放題。一つでも ▲劇団「ドリーム☆キッズ」の皆さんに ▲デイサービスセンター「まごころ」の
多くと皆さん必死です。
よるミュージカル。会場からは大きな
利用者と職員が共同で制作したかかし
拍手が送られました。
を展示しました。

▲ポン菓子を無料配付しながら「よい食 ▲環境保全米もちつきコーナー。今年も ▲石越小学校吹奏楽部の生演奏に、会場
の皆さんも聞き入っていました。
長蛇の列ができました。
プロジェクト」をＰＲしました。

▲若手職員による屋台コーナー。焼きそ ▲来場者した子どもたちに風船をプレゼ ▲あぐりスクール生が制作したエコキャ
ップアートを展示しました。
ント！
ば・焼きとり・かき氷を販売し、すべ
て売り切れとなりました。

▲管内の小学生が描いたＪＡカレンダー ▲輪投げやダーツなど子どもたちに大人 ▲登米市のゆるキャラ「はっとン」も会
掲載用の図画を展示しました。
気のちびっこ縁日コーナー。
場にお目見え！
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環境保全農業
農林産物品評会
品評会には、
ＪＡ管内で生産された
野菜や果実、切花をはじめ、特産品、
珍品など761点を展示しました。

農林産物品評会金賞受賞者
（敬称略）
きゅうり

吉

田

光

郎（中田町)

きゅうり

山

内

キャベツ

加美山

政

彦（豊里町)

キャベツ

佐々木

昌

勝（南方町）

な

す

二階堂

さつき（石越町）

ね

ぎ

加美山

京

勉（中田町)

子（豊里町）

りんご

猪

股

剛（中田町)

たまねぎ

菅

原

いさ子（中田町)

スプレー菊

浅

野

京

子（中田町)

トルコギキョウ

佐

藤

雅

記（中田町)
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よさこいの競演
登米市内のよさこいサークル
11団体が、気迫のこもった踊りと
威勢の良いリズムで、会場を魅了
しました。

庄司恵子
オンステージ
仙台市出身の民謡歌手・庄司恵子さん
によるオンステージ。途中で雨が強くな
り、庄司さんの意向で急きょ来場した皆
さんをステージの屋根の下に招いての特
別ライブとなりました。
見事な歌唱力とユニークなトークで会
場は大いに盛り上がりました。
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消費者など１００人が新米を堪能

平成２５年度登米市産新米試食会

１０月４日、
ＪＡや登米市などで組織する登米市農業振
興協議会の主催により
「登米市産新米試食会」
が開か
れ、消費者や米卸業者など約１００人が参加しました。

今回はより消費者に近い場所で開
催したいという考えから︑今年の６月

▲新米のおいしさについおかわり
する方多数見られました。

▲テーブルに並んだ
「ひとめぼれ」
と
「ササ
ニシキ」。おかずも登米産食材を使用し
た料理が提供されました。

◀会場内に登米産食材を
展示し︑安全・安心をＰＲ
しました︒
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全体運 親切にされても何か裏があるような気がしてしまう時期。素直さが運気好転のポイントに。気分転換には読書を
健康運 考え過ぎると体調に悪影響。笑顔が大事 幸運を呼ぶ食べ物 カブ

にＪＡ︑登米市と連携協定を結んだ
仙 台 市 泉 区の仙 台ロイヤルパークホ
テルを会場に行われました︒
試食したのはこの秋に収穫された
ばかりの環境保全米﹁ひとめぼれ﹂と
﹁ササニシキ﹂の２品 種 ︒参 加 者した
皆さんは︑茶 碗に盛られた新 米の香
りや粘り︑
つやなどを 確 認しながら
その味を堪能していました︒
今年の米は例年に比べ粒は小さめ
ですが︑粒張りが良くつやがあり︑食
味も非 常に良いという 事で︑新 米を
試食した米卸業者・㈱神明の鈴木章
人部長は﹁ 今年の出来は間違いなく
良好︒登米産ブランドを全国的に広
めていきたい﹂と話していました︒

▶新米の味を吟味する
消費者の皆さん︒

▼消費者の皆さんからも甘みがあっ
ておいしいという言葉をいただきま
した。

収穫の 秋！スポーツの 秋！
第6 回あぐリズム ♬
10月26日、
今年度6回目のあぐりスクール
「あぐリズム♬」
の活動を米山町吉田倉庫で行いました。残念ながら台風の接
近により雨となったため、
参加したスクール生57人はあらかじめ担任が刈り取っておいた稲を束ねる作業を行いました。
米穀課職員や協力者の方などから指導を受けて、
いざ挑戦。ひもを使わずに稲で束ねるのは難しく、
スクール生らは悪戦
苦闘の様子でしたが、
最後には大人顔負けの速さで作業する子も。
その後は、
吉田倉庫の下屋でクラス対抗スポーツ大会を行いました。
シャベルを使ったボール運びレースやグランドゴルフ
リレー、
長なわ飛びなど白熱した勝負を繰り広げました。

稲束ね

▲５月に植えた環境保全米ひとめぼれの稲を、
ひもを使わないで束ねました。

ツ
スポー
大会

▼今年はミニシャベルでボール運びレースとグランドゴルフリレー、長なわ飛びの３種目で
３クラスが激しい火花を散らしました。

←お昼は昨年のスクール生が育てた
「あぐリズム米」
で作った特製お弁当
にみんなにっこり。

09

全体運 発想が両極端になりやすいよう。信頼できる人のアドバイスに耳を傾けるのが賢明。集中力アップには散歩が吉
健康運 適度に体を動かすことで、体調万全に 幸運を呼ぶ食べ物 シュンギク

迫

商 店 街にかかし多 数 勢 揃 い
佐沼大通り商店街協同組合では、10月13日に迫町の七福大通り商店街
で登米市豊年かかし祭りを開きました。
今年で8回目を迎えるかかし祭りは、田んぼの象徴であるかかしを各商店が
制作し、店先に展示。米どころの田園都市「登米市」
を広くPRしようという催し
です。
当日は、登米市の観光PRキャラ
「はっとン」
や「アンパンマン」
など約100組
のかかしが展示され、地域住民や親子連れなど多数の来場所の目を楽しませ
ていました。

とよま

サツマイモ大豊作

女性部と園児が収穫作業

女性部とよま支部では１０月１５日、登米町内の畑で地元の保育園児と一
緒にサツマイモ掘りをしました。
この活動は、子どもたちに収穫の喜びを感じてもらおうととよま支部が毎年
行っているもので、
この日は北上保育園の園児など３８人が参加しました。
イモ掘り開始の合図とともに一斉に畑に駆け込み、夢中で作業を行う園児
たち。
「大きいイモがとれたよ」
などと歓声を上げながら、収穫の喜びを体感した
様子でした。

南方産農畜産物をＰＲ みやぎまるごとフェスティバル

南 方

宮城県の特産品や加工品などを販売し
「食材王国みやぎ」
をＰＲするイベ
ント
「みやぎまるごとフェスティバル２０１３」
が１０月１９、
２０日の２日間にわたっ
て仙台市内で開かれました。
今年で１４回目を迎えた同イベントには、南方町域の水稲、園芸、畜産の各
部会から約３０人の生産者の皆さんが参加し、南方産農畜産物をＰＲしました。
当日はもっこりニラやキャベツの販売、牛肉の試食などを行ったほか、
ジャン
ボチャーハンの実演販売で来場者の皆さんに喜んでいただきました。

豊 里

被 災 地へおいしいお米を

豊里小で稲刈り

豊里小中学校の５・６年生１２４人が１０月１日、学習田で稲刈りを行いました。
地域ボランティアの皆さんの指導を受けながら稲を手刈りし、
その後棒掛けを
行いました。
同校では、
２年前に南三陸町志津川から被災した転入生２人を受け入れた
際に、登米の稲作を体験して貰おうと学習田を始めました。以来、収穫した米
を南三陸町志津川の仮設住宅に贈っており、児童は
「去年、仮設住宅に米を
贈ったらとても喜んで貰えたので、今年も届けるのが楽しみ」
と話していました。

全体運 小さなことを気に掛けて、物事を停滞させる結果に。開き直りの気持ちが必要。気力回復には自然に触れると◎
健康運 イライラに注意。
リラックスが健康のもと 幸運を呼ぶ食べ物 山芋
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焼き上がりが楽しみ

ろくろを使って陶芸体験

石 越

女性部石越支部では10月8日、石越支店農産加工室で今年度5回目の
女性講座を開き、25人の部員の皆さんが参加しました。
とう わ やきみず き がま

今回の講座では、東和町にある
「東和焼瑞樹窯」の笠政彦さんを講師に
迎え、
ろくろを使った陶芸を体験。笠さんからろくろの使い方、上手に仕上が
るポイントなどを教わりながら、粘土を皿や茶碗の形に整えていきました。
焼き上がりは12月頃だそうで、参加した皆さんは完成を心待ちにしている
様子でした。

なかだ

町内の小学生がきゅうり選果場を見学
食や農業への理解を深めようと、中田町内の小学生がきゅうり選果場「グリ
ンポートなかだ」
を見学に訪れました。
10月15日には上沼小学校の3年生36人が訪れ、職員の説明を受けなが
らきゅうりの選果作業が行われている施設内を見て回りました。
規格ごとの選果などが機械によって自動的に行われる様子に児童は驚き
の表情を見せ、
「この施設は何のために作ったの？」
「 機械が壊れたらどうする
の？」
など、
たくさんの質問を寄せていました。
10月24日には石森小学校の３年生児童25人が見学に訪れました。

バケツ稲

町 内３小 学 校で一 斉刈り取り

東 和

１０月８日、東和町内３小学校でバケツ稲の刈り取り作業が行われました。
児童たちは５月にバケツ稲の田植えを行い、苗から稲になるまでの過程を観
察ノートにまとめてきました。当日は東和町青年部の指導のもと、
ポリ容器のマ
イバケツに実った稲を鎌で１株ずつ刈り取っていきました。
今年は例年よりも稲の出来が良いそうで、児童たちは収穫の秋を実感しな
がら楽しそうに作業を行っていました。

よねやま

箱詰め時の注意点、適期収穫などを呼びかけ
秋キャベツの本格的な出荷シーズンを前にキャベツ部会では１０月２２日、西
部野菜集出荷場で出荷査定会を開きました。
査定会には部会員２０人が参加し、収穫や箱詰め時の注意点をはじめ、
キャベツの販売情勢などについて確認しました。
今年は夏場の長雨の影響で定植が遅れたため、例年よりも出荷のピーク
が２週間程遅れる見込みだそうですが、病害虫などの被害もなく品質は良好と
のことです。
鈴木敬一部会長は
「適期に収穫し１ケースでも多く出荷してほしい」
と部会
員の皆さんに呼びかけました。
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全体運 生き生き過ごせそう。積極性が増すので、やりたいことにどんどんチャレンジを。アウトドアレジャーにもつき
健康運 健康情報に注目。確実に役立つ知識あり 幸運を呼ぶ食べ物 さんしょう

上沼
中 田は町
な

1）
後 藤 花 ちゃのん長（女 ）

（ 後 藤 一 郎さ

ん

中田町石森

熊 谷 幸 嬉 くん
（ 1）
こう

（ 熊 谷 幸 弘さ

き

んの長男）

大好きなひいおばあちゃんとのツーショット写真。
最近歩き始めたばかりの花ちゃんは、
お気に入りのアン
パンマンの三輪車に乗って外で遊ぶのが大好きな女の
子です。

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

アンパンマンが大好きな幸嬉くん。歌と踊りも大好きで、
テレビなどから音楽が聞こえてくると自然と体が動き、
オリ
ジナルダンスを踊って周囲を楽しませてくれます。
「元気で健康に、
そして誰にでも思いやりのある子に
育ってほしい」
とお父さんは話しています。

南方町沼崎

後藤輝彦さん（47）
水稲８ｈａ、部分委託水稲
８ｈａを生産する兼業農家。

「安全・安心な米作りはもちろんのこと、
田んぼに棲む
生き物にも配慮した栽培を心がけている」
と話すのは、
南
方町沼崎集落で水稲栽培に取り組む後藤輝彦さん
（47）
。南方町水稲部会の生産副部長を務めており、
同
部会では、
生物対応性戦略に部会員が一丸となって取
り組んでいます。平成23年度に行われた米・食味分析
鑑定コンクールでは、
2次審査を通過した生産者の称号
「グットファーマー」
にも認定されました。

今年は同コンクールが宮城県で開催されるということ
で後藤さんは、
「 部会からも3〜4名出品する予定なので、
部会の米を幅広くＰＲしたい」
と話します。
「当たり前のことを当たり前にするのが難しい現在、
胸
を張って米を売るためには生産基準をしっかり守り、
食の
安全を徹底することが大事」
と後継者にアドバイスしてく
れました。

全体運 おせっかいになりやすく、身近な人ともめてしまう傾向に。自分がやるべき作業に集中するのがベスト
健康運 暴飲暴食にならないよう、適度に節制を 幸運を呼ぶ食べ物 カマス
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青年部

手づくり看板で思いをアピール
町域青年部６支部で取り組む

青年部活動の重要性や農業のある地域づくりの大
切さ、農業の果たす役割などを地域住民の皆さんに広く
アピールしようと、青年部では手づくり看板制作に取り
組みました。
今年は迫町青年部、南方町青年部２支部、米山町
青年部２支部、東和町青年部の計６支部が看板を制作
しました。
消費者や次世代の子どもたちへの思いを込めたもの
や地域の自然を守る意気込みが描かれたもの、
さらには
ＴＰＰの危険性を強く訴えるものなど、
目を引く力作が揃
いました。
青年部では、宮城県農協青年連盟が開催するＪＡ青
年部手づくり看板コンクールへ出品し最優秀賞を目指し
ます。

女性部

米粉入りはっと650食を販売
フランクフルトも大人気

女性部では、
１０月２０日の第１６回アグリフェスタで
はっとやフランクフルトなどの販売を行いました。
女性部アグリ部会の皆さんが前日から丹精込めて仕
込みをした登米地域の郷土料理はっと。米粉を混ぜた
生地は、
もちもちとした食感が大好評で、
アグリフェスタ
には欠かすことのできない名物となっています。
フレミズ部会の皆さんはフランクフルトとソフトドリンク
を販売。焼きたてジューシーなフランクフルトは特に子供
たちに大人気で、
「おいしい！」
と口いっぱいにほお張って
いました。
食欲をそそる香りに誘われて、
テントの前にははっとと
フランクフルトを買い求める人が列を作り、
それぞれ用意
した６５０食と５００本が完売するほどの大人気でした。
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全体運 コミュニケーション運が活性化。初対面の相手ともすんなり親しくなれるはず。サークル活動に励むのも正解
健康運 疲れを蓄積しないよう、休息を心掛けて 幸運を呼ぶ食べ物 サツマイモ

94.36％

南

方

73,325俵

70.62％

90.37％

と よ ま

18,998俵

81.40％

94.54％

よねやま

100,502俵

74.16％

97.55％

豊

里

58,771俵

82.28％

96.37％

な か だ

105,816俵

76.73％

95.78％

石

越

51,825俵

84.88％

94.76％

東

19,179俵

78.99％

95.57％

526,160俵

77.66％

95.02％

※これらのことから︑稔実が良く
粒も厚くなります︒また︑カリや
苦土と併せて使用することで︑品
質の良いおいしい米作りに役立ち
ます︒
●有効な施用方法
ケイ酸を含んだ肥料は︑基肥・
す︒特に︑転作復元田や葉色が濃

81.13％

14

全体運 趣味など、好きなことに時間をかければ、充実感を味わえる予感。共通の楽しみを持つ仲間との交流にも幸運が
健康運 なんとなく不調を感じがち。無理は禁物 幸運を呼ぶ食べ物 カリン

米穀課

年産米の集荷も終盤を迎

ケイ酸︵微量要素︶効果で
来年度も良質な米作りを
平成
えました︒下記の１等米比率から
も分かるように︑今年も高品質米
来年度も高品質なお米を生産す

く茎数が多いほ場では︑ケイ酸資

区

追肥どちらで施用しても効果的で

るため︑今回は稲の生育に重要な

材を施用することで倒伏防止にも

97,744俵

和

１等米比率

契約対比

地

が多く生産されています︒

ケイ酸︵微量要素︶の効果や施用
繋がります︒

その他にも丈夫な籾がらを作
り︑米の品質低下や収量の減少を
抑える効果にも期待できます︒
号

JAで取り扱う肥料では︑ケイカ
ル︵粒︶やようりんケイカル
︵粒︶などがおすすめです︒

迫

計

方法などを紹介します︒
●ケイ酸が稲にもたらす効果
①根の活力向上
稲はケイ酸を多く吸収します︒
特に︑根に良く吸収されるので稲
が丈夫に育ちます︒

すので︑包装の表示を参考にする

施用量は肥料によって異なりま

稲がケイ酸を吸収することによ

ぐり店舗へご相談ください︒

とともに︑営農経済センターやあ

待できます︒

もち病菌糸の侵入を防ぐ効果が期

稲の茎葉が丈夫になるため︑い

④耐病虫性の向上

され光合成が盛んになります︒

立ちが良くなり︑受光体制も改善

倒伏に強くなることで稲の葉の

③受光体制改善・光合成促進

ます︒

り︑茎が固くなり倒伏に強くなり

②耐倒伏性の向上

13

集荷数量

１等米比率

契約対比

集荷数量

区

地
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全 量 集 荷 運 動 実 施 中 で す !!

〜お米は全量ＪＡへ〜

集荷目標63万俵を掲げスタートした平成25年産米の検査は、組合員皆さんのご協力により順調に進んでいます。
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俵でも多くのお米をＪＡ
へ出荷して頂きますようお願いいたします。

●10月24日現在の集荷進度率及び１等米比率(倉庫・カントリーエレベーター・均質化装置)

※うるち米ともち米の合計

子 牛の防 寒 対 策 を
行いま しょう
酷暑に見舞われた今夏でした

促しましょう︒寒冷期の対策とし
ては︑ハロゲンランプ・カーボン

ホウレンソウ
ハウス栽 培のポイント

〜４㎝に間引きします︒
・２回目⁝本葉３〜４枚の時に５
〜７㎝に間引きします︒
︻灌水︼
播種前後の灌水で収穫まで生育
させることが基本となりますが︑
水分不足の場合は本葉４枚目以降︑
晴天時の早朝に行いましょう︒
●病害虫防除
・立枯病⁝高温多湿条件で発生し
やすいので︑高畝や明渠などの排
水対策を行いましょう︒
・べと病⁝低温多湿条件で発生し
やすく︑夜間の多湿が発生源とな
るので夕方の灌水や防除は避けま
しょう︒
・アブラムシ⁝ほ場周辺の雑草か
ら飛来する恐れがあるので︑雑草
等の除去を行いましょう︒
●収穫
葉丈 ㎝程度を目安に収穫を行
い︑茎・葉が折れないよう注意し
ながら収穫して下さい︒
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ヒーターなどを活用しましょう︒
幼若牛ほど効果が高くなります︒
②対流
冷風等によって体温が奪われて
いく状態︒
牛舎内の牛の行動をよく観察

が︑そろそろ防寒対策を考える季

し︑冷気等の侵入を防ぎましょ

︻対策︼

様に暑さには弱く食欲の低下＝栄
う︒防寒ベストの着用も効果的で

節になりました︒子牛も人間と同
養不足＝抗病性の減少︵抵抗力の

冷たい物に触れて体熱が奪われ

③伝導

す︒

減退︶という危険性が生じます︒
秋口になると呼吸器感染症︵肺
炎・風邪︶の発生が多くなる傾向
にありますが︑その原因として夏

常に敷料を乾燥した状態にして

ていく状態︒

るストレスが子牛の抗病性を低下

おきましょう︒また飲み水は温

場における採食量の減少と秋口の

させていることが挙げられていま

め︑体温の低下を防ぎましょう︒

︻対策︼

す︒また︑防寒対策として換気を

④蒸散
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気温差︵昼夜の気温差︶拡大によ

少なくした結果︑アンモニアガス

呼吸や体表の気化熱により体熱
が奪われていく状態︒

等が高濃度となり気管粘膜に障害
を与え︑相対的に病原性を高める

︻対策︼

施することで軽減されます︒

の侵入防止や敷料の交換などを実

策を講じる事は困難ですが︑冷気

呼吸・体温の気化においては対

結果となります︒
●体熱の主な放散経路と対策
体熱が外部に放散される経路は
４経路︵放射・対流・伝導・蒸
散︶あります︒
①放射
寒い所でじっとしていても体が
冷えていく状態︒

10

●畑の準備
ホウレンソウは湿害に弱い作物
のため︑ハウス内の風通しを良く
し︑ハウス周辺に床面より深い排
水路を掘っておきましょう︒また︑
酸性にも弱いので石灰資材を使用
し︑ほ場ＰＨ６．５〜７にします︒
床土に凹凸があると発芽が不揃
いになるので︑床土を平らにし︑
播種の４〜５日前に潅水して水分
を蓄えてから播種しましょう︒
●施肥例︵１ａ当たり︶
︻元肥︼
作付けの１週間前までに施用し
て下さい︒
・堆肥⁝２００〜４００㎏
・苦土石灰⁝ 〜 ㎏
・ようりん⁝５㎏
・燐硝安加里Ｓ６０４号⁝５〜 ㎏
●播種後の管理
︻除草︼
ハウス周りは草刈り機や除草剤
を使って雑草防除をして下さい︒
播種直後︑雑草防止のため除草剤
を全面に散布しましょう︒
︻間引き︼
株同士の生育を均一にし︑収量
性と調整作業の効率化のために間
引きをします︒
・１回目⁝本葉１〜２枚の時に３

全体運 自分に自信が生まれ、未体験の事柄にも果敢にチャレンジしたくなる期間。大胆な行動が可能性を広げる鍵に
健康運 ヨガなどで体をほぐせば、良い影響が 幸運を呼ぶ食べ物 ボラ
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︻対策︼
出生直後は体表の乾燥と活性を

10

ＴＰＰ
「聖域」除外
調製品や加工品２２０品目検討へ
政府・与党は１０月１０日、米や麦など重要 ■農産物の重要５項目で関税見直し対象と
なる主な品目
な農産物５８６品目のうち、複数の原料を混ぜ
米
るなどした調製品や加工品の約２２０品目の
米粉調製品の一部（砂糖・でんぷんの含有量
関 税を無くすことができるかを、検 討 する方
15％以上など
針を固めました。
日本はＴＰＰの関税交渉で、
麦
関税率がゼロの品目を増やすよう求められて
ケーキミックス、小麦粉調製品の一部
いるため、
自民党は年内妥結を念頭に、今月
（砂糖など15％以上混合など）
中旬にも検討結果を取りまとめる予定です。
砂糖やその他原料
政府・与党は、米、麦、砂糖、乳製品、牛肉・
キャラメル、チューインガム、キャンディー
豚肉を農産物の「重要５品目」として関税を
類、乳糖
無くさない「聖域」にしてきました。今回、砂糖
乳製品
やでんぷんを混ぜた米粉調製品の一部、砂
アイスクリーム、フローズンヨーグルト、
未熟成のフレッシュチーズの一部
糖類のキャラメル、チューインガム、牛タンやレ
バーなどについて関 税をゼロにしたり、関税
牛肉・豚肉
率を減らしたりできないかを検討するとされて
牛タン、レバー、豚の冷凍肝臓、牛タン加工
品の一部
います。

圧倒的な歌唱力で会場を魅了
組合員のつどい「水森かおりコンサート」
ＪＡでは１０月２４日、組合員のつどい
「水森かおりコンサート」
をなかだア
リーナで開き、昼の部・夜の部の２回公演で、延べ４，
２００人が来場しました。
水森さんは何度も衣装を替え楽しいトークを交えながら、代表曲
「鳥取砂
丘」
や
「五能線」
、
「松島紀行」
など計２１曲を熱唱。色鮮やかな衣装と圧倒的
な歌唱力で、会場に詰めかけた皆さんを魅了したほか、会場内を回りなが
ら一人ひとりと握手しました。
コンサートの途中には、
ＪＡ管内の生産者がみやぎ登米産の農産物をプ
レゼント。水森さんは大変喜んでいました。

プレゼンターの皆さんと一緒に記念撮影。

全体運 優しくなれるので、自然と人気者に。周囲から何かと頼りにされそう。サービス精神を発揮すると、なおグッド
健康運 スポーツをするなら十分な準備体操を 幸運を呼ぶ食べ物 長ネギ
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チラシは管内各ＪＡ‐
ＳＳに設置しております。 お問い合せ先

農機自燃部

燃料課

0220-34-2024

ＪＡ年金無料相談会開催
社会保険労務士による無料相談です。これから年金をもらう方、
現在年金をもらっている方などどなたでもお気軽にご相談ください。
※相談には、以下のものがあると便利です。
①ご夫婦の年金手帳（基礎年金番号通知書添付）
②年金証書（請求者または配偶者が受給中の場合）
③雇用保険被保険者証（コピーでも結構です）
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④認め印
⑤年金加入記録（日本年金機構から通知された方）
⑥給与明細票など（勤務中の方）

11月 9：00〜15：00 南方支店
6日（水） ☎（0220）58-2311

11月 9：00〜15：00 迫支店
10日（日） ☎（0220）22-8217

11月 9：00〜15：00 石越支店
7日（木） ☎（0228）34-3111

11月 9：00〜15：00 東和支店
11日（月） ☎（0220）44-3211

11月 9：00〜15：00 とよま支店
8日（金） ☎（0220）52-4111

11月 9：00〜15：00 豊里支店
12日（火） ☎（0225）76-4141

11月 9：00〜15：00 よねやま支店
9日（土） ☎（0220）55-2231

11月 9：00〜15：00 なかだ支店
13日（水） ☎（0220）34-3511

全体運 好奇心が旺盛になる月。興味を引かれるジャンルがあれば、情報を集めてみて。ネットサーフィンも良い刺激に
健康運 運動を楽しむと心身とも活性化しそう 幸運を呼ぶ食べ物 のり

第 7 回 理 事 会【 9 月 1 2日】
①平成25年産出荷契約米の概算金の決定について
…全農宮城県本部が平成25年産JA米ひとめぼれ1等11,200円・ササニシキ1等11,500円と決定したこと
に伴い、本組合の平成25年産米の概算金について協議し、同様に決定しました。
②株式会社宮果の監査役就任の承諾について
…平成25年9月開催の株式会社宮果の株主総会において、当組合榊原勇代表理事組合長が監査役に選
任されることについて協議しました。

◆部門別委員会
委員会名・開催日

主 な 協 議 事 項

第5回 営農経済部門委員会
（9月9日)

○平成25年産出荷契約米の概算金について

第2回 総務部門委員会
（9月20日)

○理事定数の変更等による選任方法について

J A の 概 況（ 平 成 2 5 年 9 月 末 現 在 ）
組

出

合

員

資

数

貯

金 ……………1,275億7,736万円
金 ………………313億9,594万円

正組合員…………… 14,121人

貸

准組合員……………

合計………………… 16,470人

購 買 品 供 給 高…………………60億5,091万円
販 売 品 販 売 高…………………88億2,201万円

金 ……………… 66億 2,593万円

共 済 保 有 高（ 保 障 ）…………… 7,156億4,238万円

2,349人

付

病害虫や雑草、農薬などの情報の役立てに
各あぐり店舗に「ＪＡ版農業電子図書館」を設置しました!!
各町域のあぐり店舗やＪＡグリーンなどの窓口に
「ＪＡ版農業電子図書館」
（タッチパネルディスプレ
イ）
を設置しました。
写真や解説文による病気・害虫・雑草の診断や、農業や生産技術・気象等についての情報検索がで
きます。農業事故を未然に防ぐためにも農薬検索で登
録内容の確認にお役立てください。
操作はタッチパネルになっておりますので、画面に触
れるだけでどなたでも簡単に検索ができます。
今月より使用開始となりましたので、店舗にお立ち寄
りの際は、ぜひご活用ください。
設置店舗は下記のとおりです。
●迫あぐり店舗
●とよまあぐり店舗
●豊里あぐり店舗
●石越あぐり店舗
●南方あぐり店舗

●よねやまあぐり店舗
●なかだあぐり店舗
●東和あぐり店舗
●ＪＡグリーン
●Ｙショップ西郷店

▲データは随時更新。パソコンが苦手な方も
画面をタッチするだけで簡単に操作するこ
とができます。

全体運 つまらない意地を張り、孤立しがち。人の意見に耳を傾ける謙虚さを大切に。クラシック曲を聴いて心を静めて
健康運 小まめに動くことで、体調が上向く気配。 幸運を呼ぶ食べ物 ナメコ
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ヨコのカギ
①和装の花嫁さんが頭に着けます
②親指だけが離れている手袋
③ドングリのなる木
④年賀状用にそろそろ買おうかな
⑥食欲の秋、増えないか心配
⑧停留所で止まりながら乗客を運びます
⑩頭上のゴールに球を投げ入れる──
ボール
⑫手の平や足の裏の反対側
⑭キツネやタヌキ、
イノシシ、猿など
⑯家を守るという爬虫
（はちゅう）類
⑱この文章は──18のヒントです

官製ハガキにクイズの答え・住所・氏名・年齢・電話番号・

D

E

図書カードをプレゼントいたします。
当選者は１月号で

11月末日（当日消印有効） 発表します。

迫ふるさと市「盆市」に行ってきました。野菜も新鮮ですごく
良かったです。
（渡辺さん／迫町・女性）

C

D

E

●登米町／髙橋ちゑ子 さん
●石越町／佐藤 睦子 さん
●米山町／伊藤 七斗 さん
●中田町／佐々木里葉 さん
●東和町／岩渕 貞子 さん

宛にお送り下さい。厳正な抽選の上、
5名の方に

米山町で高級メロン（アールスメロン）が作られ出荷されて
いるのに驚きました。
（工藤さん／東和町・女性）

B

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56通）

JAみやぎ登米 総務課

私も取材に行って何度かいただいた事がありますが、
とにか
JAより く果汁が多くて甘いのが特徴です。皆さんにもぜひ味わって
いただきたい逸品です!!

お便り

国益にそぐわないなら妥結しないと言っていますが、情報開
示のないＴＰＰ交渉はとても不安です。
（酒井さん／登米町・男性）

JAより 先行き不透明なＴＰＰ問題ですが、今後も引き続き本誌で現状
などを紹介していきたいと思います。
お便り

もっこり和牛の丸焼きの写真を見てとってもおいしそうに
見えました。来年は絶対に行きたいと思います。
（千葉さん／迫町・男性）

これほど安心できる買い物
JAより 生産者の顔を見ながらの買い物。
はありませんよね。

JAより もち米を与えて肥育したもっこり和牛の丸焼き。見た目も味もイ
ンパクト大ですので、ぜひ来年は会場に行ってみて下さいね。

お便り 「わが家のすくすくきっず」とてもかわいいですね。うちにも

お便り

JAより 今年度からの新コーナーですが、皆さんからたくさんの好評を
いただいています。ぜひお孫さんの写真もお送り下さいね。

JAより これからも色々な野菜の作り方をご紹介していきたいと思い
ますので、おじいさんと一緒に作ってみてはいかがでしょうか。

初孫が生まれました。

お便り

（山田さん／南方町・女性）

Ｙショップ西郷店の豆いっぱい大福は本当に豆がいっぱいで
大満足のおいしさでした。
(小林さん／迫町・男性)

豆いっぱい大 福はお店の中でも一 番を争う人 気 商 品です 。
JAより 私を含めつい食べ過ぎてしまう方も多くいるのではないでしょ
うか。
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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

クリカ ノコ

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 9 月 号 当 選 者

応募方法

応募締切

え

①イワシのすり身で̶̶汁を作った
③その日一番最初に駅を出ていく電車
⑤朝市や漆器で知られる輪島市がある
̶̶半島
⑥古代文明にはこのそばで発達したものも
⑦すべての商品に買い手が付きました
⑨マンモスには巨大なものが生えていたとか
⑪ほぐして味を付ければイクラに
⑬強風や大雨で海上が荒れること
⑮空を真っ赤に染めます
⑰無地のものには付いていません
⑲牛・豚・鶏などの内臓のこと
⑳王様はマツタケ？ ポルチーニ？
㉑かしこみ、
かしこみ申す〜

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

おじいさんが営農情報を参考に野菜を作ってくれています。
（千葉さん／東和町・男性）

東和支店の「『ウェルカム』笑顔とあいさつでハートをキャッ
チ」というキャッチフレーズがすごく気に入りました。
（主藤さん／東和町・女性）
理想の支店を目指すため各支店でキャッチフレーズを掲げま
JAより
した。
このキャッチフレーズに沿いながら今後も支店力強化に
取り組んでいきたいと思います。
お便り

全体運 行動力が増してくる兆し。守りより攻めの姿勢で思い切ったアクションを。海外に関する事柄にもチャンスが
健康運 肌荒れの季節。スキンケアを怠らないで 幸運を呼ぶ食べ物 ニンジン

鶏と豆腐の
ヘルシーからあげ

✿揚げる時に油がはねないように、
しっかりと豆腐の水切りを
して下さい。
✿おかずにもおつまみにも。
冷めてもおいしいです。

レシピ提供／迫町新田

伊藤 ちみ子さん（69）
準

備

☆豆腐はよく水を切っておく。

（４人分）

①鶏もも肉を５㎜程に細かく切って、酒・塩・こしょうをも
み込み下味をつける。

鶏もも肉
（皮をはずす）
…… 200ｇ

②水切りした豆腐とすりおろしたしょうが、
みじん切りし
た長ねぎを①に混ぜ合わせる。

しょうが……………… お好みの量

③片栗粉、
しょうゆを加えて混ぜる。

酒……………………………適量

④スプーンなどですくって形を整え、油で揚げればでき
あがり。

片栗粉……………………大さじ２

豆腐………………………… １丁
長ねぎ……………… お好みの量
塩・こしょう………………… 適量
しょうゆ……………………大さじ２
揚げ油………………………適量

編集
後記

今まで何度も挫折してきたダイエットですが、著し
い体重の増加に伴い、懲りずにまた始めました。
ま
ずは恰好から入ろうと新しいランニングシューズと
ウェアを購入。珍しく長続きしていますが、周りから
見た目の変化に気付いてもらえるにはもうしばらく努
力が必要かもしれませんね。
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さて今号の特集でもご紹介した第１６回アグリ
フェスタ。あいにくの天候にもかかわらず多くの方々
にご来場いただき、
スタッフの一人として嬉しい気持
ちでいっぱいです。来年も皆さんに楽しんでもらえる
催事を企画していきますので、ぜひご期待くださ
い。
（ＳＳＫ）
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