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農業政策の見直しで
日本の水田農業はどうなる？

みやぎ登米農業協同組合
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東和町内で和牛の繁殖と稲作に取り組む佐藤清
さん
（59）
と息子の和義さん
（31）
。
和牛の繁殖では、主に清さんが親牛を、和義さん
が子牛を管理しそれぞれ作業の分担を図っています。
「子牛が産まれてからの２カ月間は特に牛の体調管
理に気を配っている」
と和義さん。
「現状を維持しな
がらこれからも農業に取り組んでいきたい」
とお二人
は話しています。
お互いへのメッセージ
清さん
「計画、
目標を持って一歩ずつ前向きに進んでほし
い」
和義さん
「還暦を迎えるので健康に気を付けて下さい」

東和町錦織
かずよし

佐藤さん親子
きよし

和義さん（31） 清さん（59）
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一年間の 活 動を振り返ろう!!
あぐりスクール『あぐリズム♬』
では、昨年5月の開校式から今年1月の修了式まで、
スクール生90人が登米市の自然に
触れながら田植えや稲刈りなど年間９回の活動を行ってきました。
今回は、
スクール生が行ってきた一年間の活動を振り返ります。

▶第２回あぐリズム♬︵６・ ︶

エコ キャップ を 使 い ク ラ ス の
キャラクターアートに挑戦︒花壇
の花植え作業も行い︑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︒

▼第１回あぐリズム♬（5.25）

平成25年度の活動がスタート！
開校式を行ったほか、田植えと
サツマイモ・スイカの苗植えを行
いました。

22

▼第３回あぐリズム♬（7.13）

南方町の渡辺忠雄さんを講師に、そば打ち
体験を行いました。麺の太さはまちまちでし
たが、おいしいそばが出来上がりました。

◀第４回あぐリズム♬（８.９）

台 風 接 近 のた め︑予 定 の 稲 刈 り を
変更し︑あらかじめ刈り取っていた稲
の束ね作業を行いました︒この他にク
ラス対抗のスポーツ大会を行い︑収穫
の秋︑スポーツの秋を満喫しました︒

▶第６回あぐリズム♬︵ ・ ︶

夏休みのお楽しみ企画として登米市を離
れ、
「仙台中央卸売市場」と「仙台市天文台」
の２ヵ所の施設を見学しました。
仙台中央卸売市場では、野菜や果物の流
通現場を見学し、市場の一日の流れについ
て学びました。

▼第5回あぐリズム♬（9.21）

地場産の食材を使い、
「ポテ
トサラダ」、
「サンドウィッチ」、
「クレープ」の３品を作りまし
た。お互いに協力しながら調
理し、完成後はみんなでおい
しくいただきました。
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▼第8回あぐリズム♬（12.16）
▲第7回あぐリズム♬
（11.16）

スクール生が植えた
米を使って長さ３０ｍの
ジャンボのり巻き作りに
挑戦しました。かけ声の
合図で一斉に巻き始め、
最後にみんなで持ち上
げると、大きな歓声が上
がりました。
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女性部の皆さんに協力をいただ
き、はっと汁と七草粥作りを行いま
した。両方の料理の由来などを学
習しながら、手際よく調理しました。

▲第９回あぐリズム♬（1.25）

４年目を迎えたあぐリズム♬の修了式。
スクール生一人ひとりが校長の榊原勇組
合長から修了証書を受け取りました。

農業政策の見直しで日本の
水田農業はどうなる？

政府が発表した水田農業政策の見直しにより、平成26年
度から経営所得安定対策等の政策が大幅に変更されます。
今号では、その制度の見直しの概要について説明します。

現

行

新

経営所得安定対策の見直し

米の直接支払交付金
（1.5万円／10ａ）

制

度

・26年産米から単価を7,500円／10ａに削減
・29年産米までの時限措置（30年産から廃止）
（対象者は、米の生産数量目標達成者及び水稲共済加入者）

米価変動補填交付金
（当年産の米の販売価格が標準的な販売
価格を下回った場合、差額を基に交付）

畑作物の直接支払交付金
（ゲタ）

米・畑作物の収入減少影響緩和対策
（ナラシ）

26年産から廃止

26年産は現行通り実施
（予算措置で全ての販売農家・集落
営農を対象に実施）

26年産は現行通り実施
（別途、ナラシの非加入者に対する
影響緩和対策を実施）

27年産からは法改正をした上
で新しい対象者用件で実施

（認定農業者、集落営農及び認定就
農者とし、規模要件は課さない）

27年産からは法改正をした上
で新しい対象者用件で実施

（認定農業者、集落営農及び認定就
農者とし、規模要件は課さない）

水田フル活用と米政策の見直し

水田活用の直接支払交付金

・26年産から飼料用米等への数量払の導入（上限値10.5万円／10ａ）
・地域の裁量で活用可能な産地交付金の充実など全体の拡充

米政策

水田活用の直接支払交付金の充実等を進める中で、定着状況を見
ながら、5年後を目途に行政による生産数量目標の配分に頼らず
とも、国が策定する需給見直し等を踏まえつつ生産者や集荷業
者・団体が中心となって需要に応じた生産が行える状況になるよ
う、行政・生産者団体・現場が一体となって取り組む

全体運 落ち着いた気持ちで過ごせる月。やるべき作業を済ませたら、自分の時間を楽しんで。気分転換には足湯が最適
健康運 たっぷり寝ることで体力＆気力回復へ 幸運を呼ぶ食べ物 カブ
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現

行

新

制

度

農業の多面的機能の維持・発揮のための地域活動や営農活動に対して支援。26年度は予算措置
として実施し、所要の法整備を行った上で平成27年度から法律に基づき実施

日本型直接支払制度の創設

地域内の農業者が共同で取り組む地域活動のコストに着目した新た
な支払制度を創設
①「農地維持支払」
農地法面の草刈りや水路の泥上げ、農道の砂利補充等の地域
資源の基礎的保全活動などを支援
②「資源向上支払」
現行の農地・水保管理支払を組換え・名称を変更。水路、農道、
ため池の補修等、地域資源の質的向上を図る共同活動を支援
【交付単価（円／10ａ】

農地・水保全管理支払

区

分

①農地維持支払

②資源向上支払

①と②に取り
組む場合

（※1、2）

田

3,000円

2,400円

5,400円

畑
（果樹園含）

2,000円

1,440円

3,440円

250円

240円

490円

草地

※１：現行の農地・水保全管理支払の5年以上継続地区については、従来と同様
75％単価が適用
※２：②の資源向上支払は①の農地維持支払と併せて取り組むことが必要。①、
②を一緒に取り組む場合②の単価は、従来と同様75％となる

※中山間地域等直接支払、環境保全型農業直接支払については、基本的枠組みを維持

平成26年度生産調整方針

平成26年度の配分率は65.65％
平成26年産の登米市の主食用の生産数量目標は58,107ｔ（前年比2,899ｔ減）、10,451ｈａ
（前年比443ｈａ減）となり、平成25年度と比較し大幅に減少します。
（登米市町域ごとの基準単収）
慣行栽培基準単収
（農家配分基準単収）①

直播栽培基準単収
②＝①×85％

有機栽培等基準単収
③＝①×80％

迫

551

468

441

とよま

554

471

443

豊里

560

476

448

石越

559

475

447

南方

554

471

443

よねやま

561

477

449

なかだ

577

490

462

東和

536

456

429

津山

524

445

419

町域名
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全体運 気になるジャンルについて調べたり、挑戦したりする好機。経験者に話を聞くと参考に。グループレジャーも◎
健康運 働き過ぎに注意。
しっかり休養を取って 幸運を呼ぶ食べ物 クレソン

豊 里

適 正 納 税に努 める 青 色 申 告 会決算講習会
適正納税に努めるため、豊里町農業青色申告会は１月29日、決算講習会
を豊里支店で行い、37人の会員の皆さんが参加しました。
講習会では、復興特別所得税の追加による申告様式の変更について、
ＪＡ
職員が注意を呼びかけました。
また来年度の消費増税への対応や申告上の
留意点などの説明に、会員らは真剣な様子で聞き入っていました。
質疑応答でも活発な意見が飛び交い、参加した会員の皆さんは適正納税
に努めることを確認しました。

とよま

今 月 いよいよ完成

とよま米検査場

昨年12月からとよま支店敷地内に建設を行っている米検査場が今月完成
します。
東日本大震災や老朽化の影響に伴い今回の新築に至った同検査場は、
鉄骨一部2階建てで建築面積は629.58㎡になります。
同じく敷地内に新しく建設を行った営農経済センター事務所と野菜集出荷
場は既に完成しており、同検査場が完成することで営農機能をより充実させ、
更なる指導の強化を図ってまいります。

遺伝子組換え作物の危険性などを訴える

南 方

南方町水稲部会は２月９日、実績検討会・講演会を迫町のサンシャイン佐
沼で開き、35人の部会員の皆さんが参加しました。
午前の実績検討会では、役員やブロック長が平成25年度の総括を行い、
午後は、各ブロックが生き物調査や魚道の設置など、今年の活動の成果を発
表しました。
その後、市民バイオテクノロジー情報室の天笠啓祐代表が「遺伝子組換え
作物と環境問題」
と題して講演。遺伝子組換え作物の危険性とＴＰＰによる
基準緩和の恐れなどを訴えました。

石 越

強 風に負けない品種を ネギ栽培講習会開催
石越支店営農経済センターでは２月６日、
ネギ栽培講習会を支店会議室で
開きました。今年度の同支店管内のネギの生産は、台風や強風などの影響で
昨年度を下回る実績となりました。
講習会では、㈱渡辺採種場の門田克則さんを講師に迎え、病気や強風に
強い品種の説明などを受けました。
また栽培ポイントなども確認し、
「ネギは過湿に弱く湿害を受けやすい。排水
対策と土作りを万全にしてほしい」
と生産者の皆さんに呼びかけました。

全体運 思うようにならないことが多くイライラしがち。いつも笑顔を心掛けて。古典文学や芸術を堪能すると刺激大
健康運 体調トラブルの心配ゼロ。元気に行動を 幸運を呼ぶ食べ物 ウド
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迫

水稲 直 播 栽培 生 産 者が情 報 交換
ＪＡでは2月19日、水稲直播栽培に関する情報交換会を北方支店で開き、
約20人の生産者の皆さんが参加しました。
事例報告として、迫町内で直播栽培に取り組む千葉胤幸さんと高橋充さ
んが、
それぞれの経験をもとにした栽培上の注意点などを説明しました。この
中で高橋さんは「倒伏への対策として根の張りを良くすることが重要。水管
理を徹底することである程度倒伏は防げる」
と強調しました。
参加した皆さんからは、除草体系や収量について様々な質問が寄せられ
ました。

東 和

色 鮮 やかなつるし雛を作成
女性部東和支部では２月19日、生活講座を東和支店特産センターで開き
ました。
参加した30人の部員の皆さんは、
つるし雛作りに挑戦。色鮮やかな布地を
材料に、針と糸を使いながら人形や花などの細工品を作り、
それを赤いひもに
繋げて雛まつりにぴったりなつるし雛を作り上げました。
完成した作品は、26日に同会場で行った女性のつどいで展示し、現在は東
和支店内に飾られています。

有利 販 売に部 会 員 一 丸

なかだ

胡 瓜出荷部会総会

胡瓜出荷部会では1月28日、
なかだ支店営農経済センターで平成25年
度通常総会を開き、部会員や来賓など約50人が出席しました。
同部会での昨年4月から12月までの出荷数量は、促成・夏秋・抑制合わ
せて1,874トンで、2,000トンを出荷した前年を下回ったものの、1㎏当たり
の平均単価が上昇したことにより、販売金額は前年比120%となりました。
総会では平成26年度、有利販売のための販売戦略の構築などに部会
員一丸となって取り組むことを確認しました。

よねやま

回 忌 法要の大切さ学ぶ

女性部のつどい

女性部よねやま支部では2月8日、
アグリピア館で
「女性部のつどい」
を開き、
約100人の部員の皆さんが参加しました。
今回は、南方町大嶽山興福寺の嶽内真弘住職を講師に迎え、
「回忌法要
の大切さ」
と題し講演いただきました。
嶽内住職は仏膳の意味や精進料理の食材と献立、節句の餅などについ
て詳しく説明し、
「その時々に合ったおもてなしの方法で良い印象を与えること
が大切」
と呼びかけました。
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全体運 保留になっていた事柄が動き始めるなど、好転の兆し。自分が思う通りに決断するのが成功の秘訣（ひけつ）
健康運 少しでも疲れたら休んで。無理は禁物 幸運を呼ぶ食べ物 ミツバ

青年部

健康管理の大切さを再確認
平成25年度アグリフォーラム

青年部では2月1日、女性部と合同で平成25年
度アグリフォーラムをＪＡ本店で開きました。
当日は青年部・女性部、来賓など約140人が参
加。講師には仙台産業医オフィス所長の清治邦章
氏を迎えました。
清治氏は「いつまでも元気に農業をするために、
心と体を健康に」と題し講演。趣味のマジックを
披露するなど時折笑いを交えながら、心と体それ
ぞれの健康を守るためのポイントを説明しました。
特に、うつ病・躁うつ病の患者数が増加している
ことを指摘し、「食事と睡眠が何よりも重要。ま
た、信頼して相談できる相手を作ることも大切」
と強調しました。
参加した皆さんは自らの生活習慣を振り返ると
ともに、日々の健康管理がいかに大切であるかを
再確認していました。

女性部

食文化の違いを学ぶ
女性部がテーブルマナー講習会

女性部フレッシュミズ部会は２月14日、迫町のホテル
ニューグランヴィアでテーブルマナー講習会を開きました。
部員の皆さんなど約20人が参加し、実食を通して西洋
料理の特徴や歴史、料理に応じた食事道具の使い方
など食文化の違いを学びました。
同ホテルの佐藤友則さんが講師となり、
イスの座り方
やナプキンの使い方、
ナイフやフォークの並べ方などを
説明しました。
食事時のマナーでは、魚介のカルパッチョや黒毛和
牛のヒレステーキなどフレンチのコース料理で実践。料
理のカットは食べる前に行うことや、
スープは音を立てず
に飲むなど、和食マナーとの違いに苦戦しつつも、教
わったことを活かしながら計８品の料理を口に運びました。
参加した部員の皆さんは
「今まで見よう見まねで覚え
てきたマナーを改めて学ぶことができてよかった」
と話し
ていました。

全体運 何事もマイナス方向に考えやすい時期。良い面を探すことで運を引き寄せられます。ヒーリング音楽も幸運
健康運 軽く体を動かせば、体調に好影響あり 幸運を呼ぶ食べ物 ニシン
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着々と進む建設工事

なかだ農業倉庫上棟式を挙行
なかだ農業倉庫の建設工事が着々と進
んでいます。
同倉庫は建築面積が3,637㎡の平屋造
りで、約８万俵を低温で保管でき、米山町の
吉田農業倉庫に次ぐ規模となっています。
１トン級のフレコンバッグを保管する専用庫
には遠隔操作による入出庫が可能なシス
テムを導入し、管理の安全性を確保します。
また、倉庫内には米の均質化装置も設
置し、品質の向上を図ります。
２月18日に行った上棟式には、全農宮城
県本部や工事施工関係者など約60人が
出席。
「上棟之儀」や「玉串拝礼」
などの神
事を執り行い、工事の安全を祈願しました。
完成は７月の予定で、同倉庫を中田町・
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。

防火意識の向上を

本店で防火訓練を実施

職員の防火意識を高めようと、
ＪＡでは２月５日に本店駐車場で防
火訓練を行いました。
訓練では登米市消防本部に協力いただき、消防士の方から指導
を受けながら、炎に見立てた的に向かい水が入った消火器で放水を
行いました。
指導した消防士は
「消火器の使用期限に注意するとともに、普段
から消火器の設置場所を把握しておくように」
と呼びかけ、榊原組合
長は
「日頃の防火意識を高め、万が一の場合に冷静に対処できるよ
うにしてほしい」
と話しました。

俵牛づくりに挑戦を 畜産講演会開催
ＪＡと和牛改良組合協議会は２月12日、迫地方農業共済組合を
会場に、畜産講演会を開きました。
ＪＡ全農ミートフーズ㈱東日本営業本部市場課の寺島豊明氏を
講師に招き、
「 俵牛づくりに挑戦しよう」
をテーマに講演を行いました。
寺島氏は
「市場で取引される素牛は、繁殖農家と肥育農家で期
待する内容が異なっており、繁殖農家は体重重視、肥育農家は腹
囲が良い子牛を要望する。ただ両者に共通していることは順調に発
育した子牛を求めているということ」
と述べ、病気をしない健全な子牛
づくりの重要性を訴えました。
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全体運 良いときと悪いときの差が大きい時期。失敗を引きずらず、開き直って。センスアップには、ギャラリー巡りが正解
健康運 すぐストレスを感じがち。運動で解消を 幸運を呼ぶ食べ物 サヨリ

※水温によって浸種日数の目安は変わりますのでご注意下さい。

15日間

12日間

10日間

8日間

120℃
まなむすめ

15日間

12日間

10日間

8日間

120℃
ササニシキ

13日間

10日間

9日間

7日間

100℃

ねらいです︒そのため催芽温度は
℃を厳守し︑十分にムラな

いという特徴があるため︑積算温

ともみ枯細菌病などになる恐れが

く行いましょう︒温度が高すぎる

〜
度で２割程度長めに浸種する必要

３．計画的な作業の実施

田植え予定日から逆算して作業

の計画を立てましょう︒播種が早

すぎると老化苗などになり初期生

育を大きく遅らせ︑収量・品質に
影響を及ぼす場合があります︒

日田植えの場合

︻各作業時期の目安︼
※５月

〜

日

浸種︵４月１日頃︶
浸種

日頃︶

催芽１日程度
播種︵４月

日頃︶

育苗期間１ヵ月

田植え︵５月

10

全体運 神経質になりやすく、小言が増えるかも。見守る気持ちを大切に。
リラックスするには好きな本を読むと効果的
健康運 体調管理が必須。栄養バランスを整えて 幸運を呼ぶ食べ物 アシタバ

種日数については︑以下の表を参

ひとめぼれ

考にして下さい︒

15℃

米穀課

年産の米づくりに向け︑

健苗育成に向け
事前準備をしっかりと
平成
本格的な準備が始まる時期となり
ました︒
昔から﹁苗半作﹂と言われるよ
うに︑健康な苗を作ることは米づ
くりの基本です︒
健苗育苗に向けて事前の準備を

２．催芽

12℃

催芽は出芽を均一にすることが

10℃

あります︒
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しっかりと行い︑安全・安心なお
米が消費者の皆さんに安定供給で
きるよう︑次の点に注意しながら
今後の作業を行いましょう︒
１．浸種
浸種温度が高いほどばか苗病が
発生しやすい傾向があります︒ハ
ウスの中や直射日光の当たる場所
℃程度︶でじっく

での浸種は避けるようにし︑やや
低い水温︵

り︑ゆっくりと行いましょう︒水
交換は２日に１回程度の目安で実
施しましょう︒
﹁ひとめぼれ﹂や﹁まなむす
め﹂は︑﹁ササニシキ﹂よりも発

8℃

があります︒品種・水温ごとの浸

15

12

15

15

積算温度
種
品

温
水

30

10

芽や出芽が遅く不揃いになりやす

【種もみの浸種目安】
28

26

東京都内で環境保全米をＰＲ
「特産品味覚だよりフェア2014」を開催!!

ＪＡみやぎ登米産の環境保全米をＰＲするため、2月4〜5日の2日間、東京都中
央区晴海にある「晴海トリトンスクエア」で特産品味覚だよりフェア2014を実施し
ました。
昨年に引き続き実施した今回は、環境保全米ひとめぼれ・ササニシキのほかに
登米の特産品なども多数販売。多くの来場者でイベントは大盛況となりました。
消費者の皆さんからは「今年も楽しみにしていた」
「登米のお米は本当においし
い」などの感想が寄せられたほか、
「これからもおいしいお米を作り続けてほしい」
などといった応援メッセージも多くいただきました。

豚や哺乳豚に下痢や嘔吐︑食欲不
振などの症状が確認された場合は︑
出荷を停止し速やかに獣医師や東
部家畜保健衛生所に連絡しましょ
う︒

ばれいしょ
︵ 露 地 栽 培 ︶の
栽 培 ポイントについて

ばれいしょはナス科の根菜類で︑
生育適温が ℃前後と冷涼な気候
を好みます︒

●施肥例︵１ａ︶
元肥
作付けの１週間前までに行いま
しょう︒
元肥
４００㎏
苦土石灰
４㎏
ばれいしょ化成 ６㎏

芽を傷つけないよう注意し︑覆土
は５〜６㎝くらいにしましょう︒

●管理
︻芽かき︼
萌芽数が少ないとばれいしょの肥
大が悪くなるため︑芽が 〜 ㎝
くらいの時に芽を１〜２本に整理
しましょう︒

15

●追肥
１回目⁝萌芽直後に化成肥料を
追肥しましょう︒
２回目⁝草丈 〜 ㎝の時に化
成肥料を追肥しましょう︒

10

●収穫
品種・作型別に適期に行いま
しょう︒

●病害虫防除
害虫はアブラムシ︑病気は疫病
等が発生するため︑薬剤のロー
テーションを組んで防除を行いま
しょう︒

●中耕・土寄せ
中耕は霜害防止や雑草防除の効
果が高く︑通気性も良くなり生育
が旺盛となるので必ず行いましょ
う︒
１回目の土寄せは２回目の追肥
と合わせて行い︑２回目の土寄せ
は開花１週間前までに行いましょ
う︒

15

豚 流 行 性 下 痢の対 応の
徹 底について
昨年の 月に沖縄県において︑
豚流行性下痢︵ＰＥＤ︶が発生し︑
その後茨城県の２農場でも検出さ
れました︒
糞便を介して直接的または間接
的に経口感染するという本病の侵
入防止対策として︑飼養衛生管理
基準遵守の徹底等︑次の点につい
て留意して下さい︒
③農場内拡大防止対策
本病は哺乳豚に大きな被害をも
たらすことから︑農場内では繁殖
分娩舎への病原体侵入防止を図る
ことが重要です︒
・飼養管理対策
発病豚が確認された場合は︑保
温し︑自由飲水させ︑必要であれ
ば電解質の投与により脱水症状を
緩和させましょう︒
河川水や地下水を農場で使用す
る場合は︑家畜飲料水に限らず可
能な限り消毒をしましょう︒

追肥
燐硝安加里Ｓ６０４号
１回目 １．５㎏
２回目 １．５㎏

●種いもの準備
ウイルス病が発生するため︑種
いも用のばれいしょを購入しま
しょう︒
１ａ当たり 〜 ㎏が目安です︒
植え付けの３〜４日前までに︑
１片 〜 ｇ︑各片に２〜３個の
芽がつくように切り分けます︒

●播種
畝幅 ㎝︑株間 ㎝にし︑１穴
に種いもを１片植え付けます︒植
え付けの際は︑切り口を下にして

20

30

①病原体侵入防止対策
病原体の農場への侵入は︑感染
豚及び感染豚の糞便に汚染された
車両・物品の持ち込みなどがあり
ます︒
・豚導入時対策
素豚を導入する場合︑隔離検査
での健康状態の観察を行いましょ
う︒
・農場出入口の対策
車両消毒槽でタイヤや車体の噴
霧消毒を行いましょう︒
②農場間伝播防止対策
農場間伝播の主な原因の一つと
して出荷場所などに立ち入った豚
の運搬車両を介した汚染が指摘さ
れています︒
・感染豚の出荷による
感染拡大防止対策
出荷豚の臨床症状を観察し︑母

16

10

20

40

全体運 華やかなイベントや行事に縁があります。遊びに誘われたらフランクに応じて。幹事役もバッチリこなせそう
健康運 飲酒の機会が多い月。飲み過ぎにご用心 幸運を呼ぶ食べ物 ひじき

11

30

70
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ＴＰＰ閣僚会合閉幕 大筋合意ならず
急展開に警戒必要

２月２２〜２５日の４日間、
ＴＰＰ交渉参加１２カ国による閣僚会合がシンガポールで開かれました。各
国は目標の「大筋合意」には至りませんでしたが、
知的財産、
国有企業などルール分野では進展が
あり、
今後は関税を含む市場アクセス
（参入）分野での協議が加速するとみられています。
日本はアメリカから農産品など全品目の関税撤廃を求められており、
他国との間でも
「聖域」は確
保されていません。
４月のオバマ大統領アジア歴訪に向け、
ＴＰＰ関連の主な日程
交渉が急展開する恐れもあり、政府には改めて国会決議
内容
日程
の順守が求められます。
各国は今回の会合を「最後の閣僚会合」
と位置付け、
オバマ大統領来日
４月下旬
政府判断が必要な論点を決着させる
「大筋合意」を目指
安倍晋三首相と会談
していました。
その結果、知的財産などルール分野では大
ＡＰＥＣ貿易担当相会合
５月１７、
１８日
きな進展があった一方、
日米両国の農産物や自動車をめぐ
（中国・青島）
る会談は物別れに終わりました。各国間でも、関税のほか
アメリカ議会中間選挙
11月4日
投資やサービス、政府調達を含む市場アクセス分野の協
議は遅れ気味で、
ルール分野とのバランスを取るため、今 １１月１０、１１日
ＡＰＥＣ首脳会議
後市場アクセス分野の協議が２国間で加速するのは必至
(中国・北京）
です。
※2/26付日本農業新聞より抜粋

未 くん（5）
大久保 拓
さん の 次 男 ）
（大久保広幸

絵を描くことが大好きな拓未くん︒幼稚園では
友達と﹁ふやしおに﹂
や
﹁こおりおに﹂をして遊ぶのに
夢中です︒
そんな拓 未くんの将 来の夢は︑地 域を守る消 防
士になることだそうです︒

寺
善王
米 山 町たく
み

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

迫町森

鈴 木 柊 里 ちゃん（4）琉
晟 くん
し ゅり

（ 鈴 木 和 明さ

りゅうせ い

ん の 長 女・長 男

（0）
）

柊里ちゃんは弟の琉晟くんの面倒をよく見る優しい
お姉ちゃんです。今夢中なのは、
プリキュアやＡＫＢ、
きゃりーぱみゅぱみゅの歌やダンスをすること。
「大きくなったら看護師になりたい」
と話しています。

全体運 珍しく感情的になりやすい期間です。反論する場合は、ひと呼吸置いてからに。
リフレッシュには料理が有効
健康運 ストレッチなどで柔軟な体を目指して 幸運を呼ぶ食べ物 シイタケ
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平成26年4月1日より

消費税率が5％から8％へ引き上げとなります

平成24年8月の消費税法の改正により、平成26年4月1日より消費税率が現行の5％から8％へ引き
上げられることとなりました。
ＪＡみやぎ登米の事業をご利用いただいているなかで、適用される税率に特に注意が必要なものに
ついてお知らせいたします。

主な取引と適用される税率
為替手数料

その他の資材の販売

○平成26年4月1日以降にお取り扱いいただく為替
（振
込など）
にかかる手数料につきましては、消費税率
8％が適用されます。
※これまで無料でお取り扱いいただいていた取引につ
いては、これまで通り無料でお取り扱いいただけます。

ＡＴＭ利用手数料
○平成26年4月1日以降に管内ＡＴＭをご利用いただく
際の手数料につきましては、消費税率8％が適用され
ます。
※これまで無料でご利用いただいていたご利用時間帯
については、
これまで通り無料でご利用いただけます。

肥料の販売
○平成25年10月に共同購入の申込をいただいた肥料
につきましては、平成26年4月1日以降の配送分で
あっても申込時の価格
（税込）
で対応いたします。
○平成26年4月1日以降に配送・お渡しとなる店舗注文
分につきましては、平成26年3月31日までにご注文
をいただいた場合であっても消費税率8％が適用と
なります。

農薬の販売
○平成25年12月に共同購入の申込をいただいた農薬
につきましては、平成26年4月1日以降の配送分で
あっても申込時の価格
（税込）
で対応いたします。
○平成26年4月1日以降に配送・お渡しとなる店舗注文
分につきましては、平成26年3月31日までにご注文
をいただいた場合であっても消費税率8％が適用と
なります。

農業機械

新型農業機械・各種作業機
中古農機などを特別価格で！
！

生活総合展示会

ガソリン等燃料油の販売
○ご予約・ご注文の時期によらず、平成26年3月31日
までの配送・スタンド給油分につきましては消費税率
5％が、平成26年4月1日以降の配送・スタンド給油
分につきましては消費税率8％が適用されます。

農機具・自動車の販売
○ご注文の時期によらず、平成26年3月31日までに納
車・お渡しとなる分につきましては消費税率5％が、平
成26年4月1日以降に納車・お渡しとなる分につきま
しては消費税率8％が適用されます。

農機具・自動車の整備・車検
○ご予約・ご注文の時期によらず、平成26年3月31日
までに整備等が完了しお渡しとなる分につきまして
は消費税率5％が、平成26年4月1日以降にお渡しと
なる分につきましては消費税率8％が適用されます。

上記以外の取引
○特例措置が適用される一部の取引を除き、原則とし
て平成26年3月31日までにご予約・ご注文をいただ
いた場合であっても、品物の納品等が平成26年4月
1日以降となる取引については、新税率の8％が適用
されることとなります。

自動車

※ご不明な点は、最寄りの支店等へお問い合せください。

セダン、
ミニバン、軽自動車など
新車中古車を展示販売！
！

最新省エネ家電など、豊富な品ぞろえ!!

南方カントリーエレベーター特設会場
花菖蒲の郷
公園

←

←

イオン様

←

←

ツルハ様

Yショップ南方店

登米
村田
製作所様

←

至迫町新田

至瀬峰

←

←

至瀬峰

日 時：3月８日
（土）午前9時〜午後４時
3月９日
（日）午前9時〜午後３時
場 所：ＪＡみやぎ登米
南方カントリーエレベーター特設会場
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○ご予約・ご注文の時期によらず、平成26年3月31日
までに配送・お渡しとなる分につきましては消費税率
5％が、平成26年4月1日以降に配送・お渡しとなる
分につきましては消費税率8％が適用されます。

道の駅
みなみかた
登米市
JAデイサービスセンター 南方総合支所
まごころ
至登米合同庁舎

全体運 フットワークが軽くなり、いろいろな分野に興味を感じそう。習い事を通じて、新たな世界が開ける可能性も
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 ワケギ

第11回理事会【 1月24日】
①役員選任に関する規定等の一部変更について
…第15回通常総代会において、定款並びに定款附属書役員選任規程、規約の一部変更が承認さ
れ行政庁から認可を受けており、次期役員改選期には変更後の定数による役員選任が実施される
ため役員選任に関する規定等の一部変更ついて協議しました。
②投資信託受益権振替決済口座管理規程の一部変更について
…平成26年1月6日より開始された、小額投資非課税制度
（NISA：ニーサ）
に合わせて関連する規定が
整備されております。
これに伴い、投資信託受益権振替決済口座管理規程の一部を変更すること
について協議しました。
③劣後ローンの書替について

◆部門別委員会
委員会名・開催日

主 な 協 議 事 項

○第6次中期3か年計画について
（中間協議）
○JAみやぎ登米平成26年産フル活用の取組み
（案）
について
○平成26年米作付方針
（案）
について

第9回 営農経済部門委員会
（1月28日）

J A の 概 況（ 平 成 2 6 年１月 末 現 在 ）
組

出

合

員

資

数

金 ……………1,280億1,734万円
金 ………………301億 537万円

貯
正組合員…………… 14,140人

貸

准組合員……………

合計………………… 16,530人

購 買 品 供 給 高 ……………… 99億3,242万円
販 売 品 販 売 高 ………………147億3,626万円

金 ……………… 66億 2,593万円

共 済 保 有 高（ 保 障 ）……………7,079億9,125万円

2,390人

付

組合員資格確認のお願い

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。

集落座談会を
開催します!!
●と き
●ところ
●内 容

３月１７日（月）から
各集落集会所・生活センターなど
役員選任日程
及び選任手続きについて
「地域営農ビジョン」づくり
運動について 他
組合員皆さんの出席をお願いします

東日本大震災の教訓を活かす

３月11日は「ＪＡ震災の日」

▲昨年、一昨年に行った災害訓練の様子

東日本大震災からもうすぐ丸３年。
ＪＡでは
震災から得た教訓を活かそうと、毎年大地震
の発生を想定した災害訓練を実施していま
す。
今年も３月11日を
「ＪＡ震災の日」
として災
害訓練を行い、災害時の迅速かつ適切な行
動を確認するとともに、職員の防災意識向
上を図ります。

全体運 強気で攻めるのには向かないものの、何かにじっくり取り組むと好変化が。特に趣味や得意なことに打ち込んで
健康運 体力アップが可能。ダンスやスポーツを 幸運を呼ぶ食べ物 タマネギ
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ヨコのカギ

①神棚に供える緑色の葉

①大学芋や芋けんぴの材料

③前の反対側

②リュックサックもポシェットもこれの

⑤梅干しを見ると飲む人も

仲間

⑥親鳥が温めるもの

③平成26年のえとは

⑦端っこではありません

④職場に行ってこなすもの

⑨「駅から──3分だよ」
「近いね」

⑥武士は食わねど──

⑪旧暦3月の異称

⑧工具や農機具をしまっておく建物

⑬3月3日は──の節句

⑩漢字では時鳥、不如帰などと書く鳥

⑮英語で東はイースト、西は──

⑫一生で一番高い買い物だといわれ

⑰大正の一つ前

ます
⑭──豆腐と絹ごし豆腐

⑳Ｈ2ＯやＣＯ2のＯ

⑯春の小川のほとりに咲きそうな花

㉑洋装の花嫁がお色直しで替えるもの

⑱海岸で──釣りを楽しむ

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5月号で
発表します。

わが家の夕食のおかずに一品を加えることができるので、地
産地消レシピを毎回楽しみにしています。
（髙橋さん／迫町・女性）

すまいるニュースの記事を見て、登米産カボチャ「お登米さ
ん」のネーミングにびっくりしました。登米のブランド商品とし
て多くの皆さんに食べてもらえるといいですね。
（榊原さん／中田町・男性）
JAより 名付け親は素晴らしいセンスの持ち主ですね。名前も味も全
国に誇れるカボチャです。
お便り

わが家のすくすくきっず！いつも楽しみにしています。やはり
子どもの笑顔は癒されますね〜。 （石川さん／迫町・女性）

「子どもの笑顔に勝るものは無い」
と私も強く思います。家族や
JAより 近所にお子さんがいましたらぜひ写真を送って下さいね。

C

D

E

●迫 町／鈴木領大郎 さん
●登米町／鈴木しげ子 さん
●石越町／千葉 孝子 さん
●南方町／後藤 佳南 さん
●米山町／岩渕 友哉 さん

宛にお送り下さい。厳正な抽選の上、
5名の方に

3月末日（当日消印有効）

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75通）

JAみやぎ登米 総務課

JAより 今月号では牛乳を使ったマーボー豆腐のレシピを掲載しまし
た。ぜひレパートリーの一つに加えてみて下さいね。
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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

リッシ ュン

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 1 月 号 当 選 者

応募方法

応募締切

え

⑲日本では多くの人の利き手はこちら

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

あぐリズム♬ではっとと七草粥作りに挑戦されたそうで、
このような郷土料理を代々引き継いでもらいたいですね。
（千葉さん／中田町・女性）
農業のことはもちろん、地域の伝統や料理を子ども達に伝承
JAより する役目がＪＡだと自負しています。
これからも広く長くこの活
動を行っていきたいと思います。
お便り

お便り

米にけーしょんは登米市の様子がよく分かり、また多くの人
の意見を読み取ることができるので、学校の小論文を書くの
に参考にさせてもらっています。（赤松さん／東和町・女性)

JAより 本誌が皆さんの役立てに少しでも貢献できれば、広報担当の
一人として嬉しく感じます。
これからもご愛読お願いします。
お便り

ＹショップＪＡ西郷店が地区の人と会える楽しみの場所になっ
ています。
（杉森さん／南方町・女性）

JAより 「Ｙショップに行けばお友達に会える」と思ってもらえるような
店舗を目指していきたいですね。

お便り

今年も子どもを連れてどんどんＪＡの行事に足を運びたいと
思います。
（瀬川さん／迫町・女性）

お便り

県南の方から嫁に来たため町外のことはあまり分かりません
でしたが、本誌で他の町のイベントや様子が分かり、毎回す
ごく楽しみにしています。
（佐々木さん／石越町・女性）

JAより

アンパンマン交通安全キャラバンなどお子さんも一緒に参加
できるイベントが多数ありますので、ぜひご参加くださいね。

JAより

米にけーしょんを通じて登米市の素晴らしさをもっともっと伝え
ていければと思います。

全体運 自分に自信が持てる気配。やりたいことを始めたり、自己主張したりするのがラッキー。ぜひ過去のリベンジを
健康運 運動不足気味。体重増を招かないように 幸運を呼ぶ食べ物 ニラ

白い
マーボー豆腐

✿ラー油をかける量で辛さが調節
できます。辛いものが苦手なお子さん
やお年寄りにもぜひ。
✿ごまや牛乳がたっぷりで栄養満点の
一品です。

レシピ提供／米山町中津山

鈴木 ます子さん（59）
準

備

☆豆腐を軽く水切りしておく。

①豆腐を２㎝角に切る。長ねぎ・にんにく
・
しょうがはみ

（４人分）

じん切りにする。
②牛乳とスキムミルクを混ぜ合わせる。
③フライパンにサラダ油を熱し、刻んだ長ねぎ・にんに
く
・
しょうがを入れ、香りが出たら豚ひき肉を加えて炒
める。肉の色が変わったらⒶを加えてさらに炒める。
④豆腐と②を入れてひと煮立ちしたら、塩で味をととの
えⒷを加えてとろみをつける。
⑤器に盛りつけ、
すりごまとお好みでラー油をかければ
できあがり。

編集
後記

豆腐……………………１丁
豚ひき肉…………… 100ｇ
長ねぎ………………… 40ｇ
にんにく………………１かけ
しょうが……………… １かけ
牛乳……………… 200ml
スキムミルク……… 大さじ２
酒……………… 大さじ１
Ⓐ
中華スープの素… 大さじ２
片栗粉………… 大さじ２
Ⓑ
水…………… 大さじ1/2

全国的に多大な被害と混乱を巻き起こした大雪
もようやく落ち着いたでしょうか。車の運転を考えると
除雪や路面凍結など、
どうしても雪＝ゆううつなイ
メージを持ってしまいます。小さな頃は雪合戦やソリ
遊びなど、雪が積もると嬉しくて仕方がなかったはず
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サラダ油……… 適量
塩…………… 少々
すりごま… 大さじ1/2
ラー油……… 適宜

なのにと、思い返すと少し淋しい気持ちになったりも
します。
今年の様に記録的な豪雪になっては困ります
が、来年は雪が積もったら心に少し余裕を持って、
雪を楽しむ気持ちを思い出せればと思います。
（I）
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