〒990-8535 山形市旅篭町1-12-35
TEL.023- 641- 3121
FAX.023- 631- 4714
ht t p: // www . j a y am a g a t a . or . j p /

02

特集 JAの未来

第２１回全国農業担い手サミットin やまがた

咲かせよう農の花！
実らせよう豊かな日本！
12

旬の料理

麻婆大根

●材料 （3〜4人前）
大根…¼本
豚ひき肉… 100g、長ネギ… ¼本
生姜・ニンニク… 少々
中華スープ… 100cc
日本酒・醤油… 各大さじ2
甜麺醤（または上白糖）… 中さじ1
豆板醤… 中さじ1
サラダ油… 大さじ1
片栗粉… 適量
ラー油… お好みで

1

大根は皮をむき、5ミリ幅の輪切りにして
から、 短冊切りにする。 長ネギ・生姜・
ニンニクはみじん切りにする。

2

中華鍋を熱してサラダ油を入れる。 みじ
ん切りにした生姜・ニンニクと、豆板醤を
入れる。 よく混ぜて香りがでてきたら、
豚ひき肉を入れ炒める。

3

豚ひき肉の色が変わったら、日本酒・醤油・
甜麺醤を入れ、煮立たせる。温めた中華
スープと大根を加え、強火で20分ほど煮
込む。

4

大根が飴色に変わったら、 長ネギを入れ
る。 長ネギの食感が残るうちに、水溶き
片栗粉でとろみをつけ、仕上げに鍋肌か
らラー油を入れる。

ワンポイントアドバイス
甜麺醤で、味にコクが
出ます。大根は繊維に
沿って切ると、味が
しみやすいです。
冷めても美味しく
いただけますよ。
萬谷 誠司／あじあんダイニング『YOROZU.

屋』／陳麻婆豆腐が逸品。夜の時間帯にもか
かわらず、リーズナブルな価格で、地元の季
節食材を使った本格中国料理が味わえる。／
山 形 市 香 澄 町1-6-5、TEL.023-632-0618、
営業時間18：00〜2：00。日曜・祝日・不定休。
宴会・コース料理も承ります。

読書の
ススメ
新しい発見を
あなたに

JAやまがた
公式
Facebook

プ ロに 学 ぶ
や まが た
旬の料 理

4ページをご覧ください

麻婆大根

生産者募集
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経済課 TEL.023-624-8567

超元気になれる！
あゆみ食堂のワンプレート
大塩あゆ美 著
定価（税込）1,512 円
「食べると元気になれる！」と評判
の人気料理家によるワンプレートレ
シピ。春夏秋冬のテーマごとに旬の
野菜をたっぷり使い、見た目もカラ
フルに仕上げた楽しいごはん。おい
しく食べて心も体もハッピーに！

今月の表紙 ／
山形地区女性部青菜加工グループ
（右から 有海栄子さん、齋藤律子さん、
吉田美砂子さん、吉田良江さん）

同グループでは約35年前から加工
事業に取り組んでいます。種まきから刈り取りまで丹精込めて栽培し
た青菜を長年引き継いできた味付けで真心込めて漬け込んでいます。
現在のメンバーは11名で長年一緒に活動してきた絆が強く、姉妹以上
に仲が良いそうです。今年は11月上旬から12月下旬までに約27㌧の
青菜を漬け込み、全国へ発送する予定です。

全大会
11月8日
■ 会場：山形国際交流プラザ
■ 内容：全国優良経営体表彰・農林
水産大臣賞表彰式／パネルトーク：
テーマ「夢のある農業」／サミット
宣言：「次代を担う農業者の確保・
育成に努め、豊かさとにぎわいの
ある地域社会の構築に貢献する」

A-3 野菜コース

A-3 野菜コース

JAやまがたおいしさ直売所 紅の蔵店

JAやまがた野菜ハウス団地

旬菜旬果

生産者こだわりの食材を直接販売

山形の魅力が堪能できる空間である「山形まる
ごと館 紅の蔵」内にある農産物直売所として、
古くから親しまれてきた希少な伝統野菜をはじ
め、採れたて新鮮な農産物や農産加工品を販売
しています。
A-4 花きコース

大規模園芸団地化による
産地拡大に向けた取組み
県内最大のきゅうり産地の発展を目指し、新
規生産者を育成するため、平成29年に32棟
のハウスを整備し、平成30年4月より6名が
栽培に取り組んでい
ます。

JAやまがた広域啓翁桜部会 斎藤稔部会長

一足早い春をお届けしています

東南村山地域

情報交換会

11月8日

山形では冬の寒さを利用し、年末年始に花を咲かせる啓翁桜を生産して
います。需要の多い年末年始に出荷するには温度管理が大変重要で高地
に持って行ったり、冷蔵庫で管理したりしています。部会では園地巡回、
目ぞろえ会などを行い、技術の高位平準化を図っています。

特集 JAの未来

第２１回全国農業担い手サミット iｎやまがた

■ 地域テーマ：～蔵王の豊かな恵
を受け、多彩な農業を未来へつな

咲かせよう農の花！
実らせよう豊かな日本！

ぐ～ 県内 8地域に分かれて開催さ
れ、東南村山地域には県内外から約
260名参加しました。
■ 会場：パレスグランデール

～樹氷のように輝き、たくましい未来へ～

A-4 花きコース
（株）千歳園 池野博聡取締役

, 100名
担い手 サミットが 開 幕し、全 国 から 集 まった 約 2

11

月

8

日に山形市の山形国際交流 プラ ザで第

21

回 全国 農 業

の担い手が農業の未来について考え交流を深めました。

同 サミットは１９９８年 に山 形 県 酒 田 市 で 初 開 催 さ れ て 以

降、各 県で毎 年 行 わ れてお り、全 国の意 欲 ある 農 業の担い

Ａ ー１ 土地利用型生産・畜産コース

（株）和農産→おしの農園→
（農）村木

沢あじさい営農組合→オリエンタル

果樹コース

カーペット
（株）

Ａー

Ｊ Ａ て ん ど う ラ・ フ ラ ン ス セ ン タ ー

→
（株）高橋フルーツランド→
（有）蔵

王ウッディファーム→楢下宿丹野こ

んにゃく番所→上山城

野菜コース

2

手が一堂に会し、交流や情報交換を通じて、自らの経営改善

32

や地域農業・農村の発展を目指すことを目的としています。

9

東南村山地域交流会

現地研修会

地域 コースに分

8

月 日

11

県内

かれ現地研修会が行われま

した。全国の担い手関係者

が、山形の生産者や県職員、

JAグループ職員らの案内

Ａー

ＪＡ山形市セルリー団地→ＪＡやま

3

で各地域の農業や文化に触

れながら、先進的な取り組

がた野菜ハウス団地→最上川中流土

地改良区→おいしさ直売所紅の蔵店

みを学びました。

→山寺

4

コース

には当JAの施設や組合員

東南村山地域の

の方々の取り組みが紹介さ

4

花きコース

── 特集

Ａー

3

ＪＡやまがた啓翁桜→（株）大築園芸

野菜コース■ 息子が将来は自分で農業をしてみたいと言っ
ているので、野菜ハウス団地の取り組みは大変参考になった。
リース料も安く、新規就農には羨ましい環境。県や市町村、
ＪＡのバックアップがあり安心して取り組める。
（静岡県より参加）■ 直売所は地元のもの、珍しいものがたくさんあ
って楽しい。ハウス団地は若い担い手が身体と経験で培った先輩方からの技術習得体制、ＩＴやモニタリングを活用し
ての自分達で交流し合って技術を伸ばす、素晴らしい取組みだと思う。
（埼玉県より参加）
花きコース■ 高知は温暖で、冬も柑橘類の手入れをしなければなりませんが、農閑期の収入確保の参考になった。(高
知県より参加)

→
（株）千歳園→ふもとや本店→山寺

参加者の感想

れ、県外から来られた多く

ユリは冠婚葬祭やホテルなど大きな空間の需要の影響を受けます。また、
好まれるユリの需要も変化しており、色や大きさなどを先読みして作付
けしています。品質向上を図るため、空気熱ヒートポンプ、大冷蔵庫設
備等を導入して施設環境を整備し、生産から流通まで適正に品質管理す
る体制強化に取り組んでいます。池野さんは駐日オランダ王国大使から
「リリーアンバサダー」に認定され、ユリの魅力を伝えるＰＲ活動を行っ
ています。

の参加者が興味深く熱心に

周年でユリをお届けします

見学されていました。

雪の多い山形県から

特集 ── 2

第 回 ＪＡ山形県大会

「創造的自己改革の実践」

月５日、山 形テルサで 第
回 ＪＡ 山

28

― 組合員とともに農業・地域の未来を拓く ―

ＪＡ グ ルー プ 山 形 は

形県大会を開き、県内ＪＡから約７５０名が参加しました。

■ 大会決議

ＪＡ グルー プは、① 人口減 少 や 高 齢 化 による 農 業・農 村

の危機 ②地域社会・経済の疲弊とともにＪＡの組織・事業・

経営の危機 ③世界の潮流と逆行する協同組合の危機の３つの危機に直面しています。

これらの危機を突破し、今後とも組合員の負託に応え、農業・地域になくてはならな

い存 在として役 割を発 揮していく ため、
「 農 業 者の 所 得 増 大 」
「 農 業 生 産の 拡 大 」
「地

域の活性化」の基本目標の実現に向けたさらなる取り組みと、その実践を支える盤石

なＪＡの経営基盤の確立を重点課題とし、さらに邁進することを採択しました。

具体的には、地域・担い手支援体制の強化、主産地としての需要に応じた米生産推

進、支所・支店活動の充実、食農教育の展開および地産地消の推進、組合員のアクティ

11月の通所介護

ブメンバーシップ強化などに取り組むことが決まりました。

53

【ＪＡグループがめざす姿】

vol

① 持続可能な農業の実現

コラム

消費者の信頼にこたえ、安全で安心な国産農畜産物を持

健康

続的・安定的に供給できる地域農業を支え、農業者の所

得増大を支える姿。

② 豊かでくらしやすい地域社会の実現

総合事業を通じて地域の生活インフラ機能の一翼を担い、

協同の力で豊かでくらしやすい地域社会の実現に貢献し

ている姿。

③ 協同組合としての役割発揮

次 世 代 とともに、
「 食 と 農 を 基 軸 と して 地 域 に 根 ざ し た

協同組合」として、存立している姿。

福祉センター青田

11

28

JA INFORMATION

年末年始のＡＴＭご利用について
１２月３１日（月）

１月１日（火）

上記以外のＡＴＭ

休

止

休

季節は冬に差し掛かり、本格的に寒くなってきました。そんな冬の風物詩として欠か
せないのが、軒下に吊るされる干し柿です。干し柿は、渋柿を乾燥させることにより
渋みがなくなり、甘みが強く感じられるようになり、風味や食感も大幅に異なります。
今回はその干し柿の栄養についてご紹介したいと思います。

コンビニＡＴＭ

8：００～21：００ 8：００～21：００ 8：００～21：００

（上記以外ＡＴＭ設置場所）
滝山支店、 宮浦支店、ＪＡビル

９：００～21：００

不稼働日
(利用不可)

９：００～18：００
8：００～21：００
8：００～21：００

※ＪＡビルの１月４日以降の平日の利用時間は１９時までとなります。

県外のＪＡ・他金融機関のＡＴＭご利用について
山形県内ＪＡのキャッシュカードをお持ちのお客様が、年末年始期間中に県外のＪＡ・他金融機関・ゆうちょ銀行のＡＴＭおよびコンビニＡＴＭ（セ
ブン銀行、イーネットＡＴＭ、ローソンＡＴＭ）をご利用される場合は、 上記のとおりとなります。
（注）金融機関によってはご利用いただけない日（時間帯）がございますので、ご利用される金融機関にお問合せください。

おいしさ直売所

グリ－ンやまがた
年末年始営業日のお知らせ

会員
（生産者）
募集
説明会のお知らせ

平成30年12月28日
（金）まで

JAやまがたおいしさ直売所の会員（生産者）募

● 年末年始の休業日

集説明会を行います。おいしさ直売所落合店の来

平成30年12月29日
（土）～
平成31年1月3日
（木）まで

年4月のオープンに向け、会員を募集いたします。
参加を希望される方は、電話でお申し込みのうえ

● 年始の営業開始日

ご来場ください。

平成31年1月4日
（金）より

●安 全・安心、良質な農産物、加工品を出荷して

10
29

今回の報告・協議された項目
から抜粋して掲載しています。

回理事会【 月 日開催】内容 より

10

理事会だより

第

● 報告事項

・ ＣＣ
 Ｓ定期確認結果およびコンプライアンス
関連諸規程等に係る定期報告（半期）

・利益
 相反取引に関する報告

● 協議事項

── JA Information ／健康コラム

福祉センター青田 TEL.023-616-8002

介護サービス事業／通所介護・訪問介護・福祉相談窓口

１月4日（金）

（自動運行ＡＴＭ設置場所）
本店、東沢コミュニティセンター、西部支店、鈴川支店、高楯支店、千歳支店、東金井支店、江俣ＳＳ、天神支店、南館支店、さくら支店、
山形南支店、 蔵王支店、 上山北支店、 上山南支店、 ひまわり支店、 豊田ブース、 山辺支店、 作谷沢店、 山形市立病院済生館
※天神支店、 千歳支店は、８時から利用できます。１２月３１日のみ９時からのご利用となります。
※東沢コミュニティセンター、 高楯支店、 豊田ブースの１月４日以降の平日の利用時間は２０時までとなります。
※作谷沢店、 山形市立病院済生館の１月４日以降の平日の利用時間は１８時までとなります。

・内部監査規程の一部改正
・農林中央金庫からの自己資本対策に係る
要請への対応

お問い合わせ

5

止

8：００～21：００ 8：００～21：００ 8：００～21：００

・固定資産の取得
【おいしさ直売所落合店 器具備品】

干し柿に含まれている栄養素の内、βカロテンには強い抗酸化作用があり、活性
酸素を除去する働きがあります。また、必要に応じて体内でビタミンAに変わり、
粘膜を強くして体の抵抗力を高める効果もあります。その他にもタンニンも豊富に
含まれていて、アトピー性皮膚炎と花粉症の症状も和らげる効果もあります。

干すことによって栄養価が上がって体にとても良い食べ物になります。
今年の冬の元気の源として、干し柿はいかがでしょうか？
旬果教室（干し柿）

休

県外のＪＡ
他金融機関
ゆうちょ銀行

・固定資産の取得
【おいしさ直売所紅の蔵店リフォーム工事】

干し柿は、干すことによって水分が抜け凝縮されることで、ビタミンAが二倍に
なり、食物繊維とカリウムとβカロテンは三倍にもなります。更に干し柿は胃腸
を丈夫にして内臓を温めてくれる効果もあります。

効果や効能について

外食ツアー（香琳）

止

● 年末の営業終了日

知っていますか？ 干し柿の健康パワー？

１月3日（木）

自動運行のＡＴＭ ９：００～１７：００ ９：００～１７：００ ９：００～１７：００

変化する栄養素について

ジャンボキャベツ品評会より贈呈

１月2日（水）

いただける方を募集しております。
●自分で作った農産物に、自分で値段をつけ販売
できる直売所です。
日時場所

平成30年

●12月27日
（木）13：30〜本店会議室
申込期間
平成30年 12月10日
（月）〜12月21日（金）
9月25日、山形市総合スポーツセンター西側に
て、おいしさ直売所落合店の起工式が行われ、
10月から建設工事に入りました。南館店の約1.7
倍の規模の直売所が完成予定です。

営農経済部 園芸販売課
TEL.023-624-8568

お問い合わせ

JA Information ／理事会だより ── 4

上山市の山元体育館で山元そば祭

11月11日
（日）

上山市山元地区で
第35回そば祭り

りが開かれ、市内外から多くの来場者
が訪れ、風味豊かな打ちたてのそば
を味わいました。この日準備されたそ

JA NEWS TOPICS

ばは、標高500ｍに位置する上山市狸
森菅地区で栽培された「でわかおり」
。

11月16日に山元地区で開か
れた新そば食味会では、そ
ばの刈り取りが無事終了し
たことに感謝し、上山市職
員や当JA職員らに山形県
産新品種「山形BW5号」
と
「でわかおり」
の打ちたてそ
ばが振舞われました。

食、
かいもち300食が提供されました。

は上山市本庄地区を中心に紅柿の屋

で、山元地区民一丸となって行ってい

11月12日
（月）

JRかみのやま温泉駅に

紅柿のれん

青年部南沼原支部と農政対策協議
会南沼原支部は、山形市飯沢の田ん
ぼで山形市立南沼原小学校５年生153
名に稲刈り指導を行いました。
一緒に田植えをした「つや姫」は順調

物詩。上山市特産の紅柿を多くの人

に生育し、児童らは稲刈り鎌を使って
同駅前の観光案内
所、
JR山形駅、上山市
内の各文化施設など
にも飾りつけられ、
来
年1月8日まで展示予
定です。

を実施しています。南部営農センター
干し柿部会の須田善昭部会長は「上山
名産の紅柿を目で楽しんで、舌で味
わってほしい」と話していました。

旬の農産物を販売
感謝祭

この感謝祭はエーコープもとさわ直売所とファミ
リーマートもとさわ店が道路向かいにあるため、
旬の農作物を多くの人にPRしようと初めて合同
で開きました。

(株)ジェイエイあぐりんやまがたと
ファミリーマート＋全農ふれあい広場
もとさわ店は同ファミリーマート敷地
内で感謝祭を開きました。
冬の味覚本沢の青菜漬とおみ漬の

刈り取り、収穫の喜びを体験しました。
食卓に届くまではこんなに時間と手間
がかかることを考えて、たくさん食べ
てほしい」と児童らに呼び掛けました。

若手職員
マナーアップ研修会

飯を作っていただきました。利用者の
方は「いつも旬の美味しいものが食べ
ることができて本当に嬉しい」と喜ん
で話してくださいました。
── JA NEWS TOPICS

JAという組織を理解するとともに、
JAの看板を背負って働いていること

売、秋果実、野菜の販売、根菜汁の

参加した職員はグループ討議をしな

振る舞いなどが行われ、市内外から

がら、チームワークの重要性やより良

多くの人が訪れました。

いコミュニケーションのとり方など、

本沢の青菜漬はエーコープもとさ
わ、JR山形駅構内で1月下旬頃まで販
売予定です。

福祉センター青田へ
旬の農作物

ただき、美味しくご馳走になりました。
女性部の野口順子さんら３名の方々に

ナーアップ研修会」を行いました。

を改めて意識する機会となりました。

研修後は懇親会
が開かれ、
職員同
士の親睦を深め
ました。

天神果樹組合はリンゴの盗難を未

は、利用者の皆さんと一緒にくるみご

から３年目の職員を対象に本店で「マ

試食販売やつや姫、雪若丸の新米販

然に防ぐため、山形市出羽地区を夜

よりセロリやきゅうりなどの野菜をい

参加した児童は「手作業での稲刈りは大変
だと思った。
心に残る貴重な体験ができて楽
しかった」
と話してくれました。

中央会から講師を招き、入組1年目

11月7日
（水）

からの温かいご協力で、旬の農作物を
鏡惠子理事より柿、佐藤吉子理事

南沼原小学校
稲刈りを体験

青年部の小角嵩之支部長は「ご飯が

福祉センター青田へは組合員の方々
プレゼントしていただいています。

10月12日
（金）

今年５月に同青年部と同小学校が

外乾燥の時に現れる、初冬を彩る風

11月17日
（土）

検索

ます。

にPRしようと約10年からこの飾りつけ

7

JAやまがた

栽培、収穫、そば打ちから振る舞いま

元の干し柿 生 産 者の方々が140連、
が飾りつけられました。
「紅柿のれん」

JAホームページでも随 時 トピックスを更 新中！

このそば祭りは1984年から始まり、

JRかみのやま温 泉 駅 構内に、地
2240個紅柿を吊るし、
「紅柿のれん」

JAやまがた管内の主な出来事をご紹介

当日の早朝からそば打ちをし、そば500

間パトロールしました。生産者と山形
警察署漆山駐在所、JA職員が同行し、
園地の中に不審な人影や車両がない

組合員、利用者の方々から信頼と親
しみをもっていただける職員を目指
し、活発な意見交換がされました。

11月9日
（金）

リンゴの盗難防止
夜間パトロール

かを注意深く確認しました。広域りん
高野生活相談員
「組合員の方々が福祉セ
ンターをいつも見守っ
てくれてありがたいで
す。
いただいたものを見
たり、
食べたりして利用
者同士の会話も弾んで
います」

ご部会の伊豆田周悦部会長は「天候
不順でとても苦労して育てたが生産
量は昨年より減るだろう」
、天神果樹
組合の鈴木徳一組合長は「県外でリン
ゴ盗難のニュースがあった。豊作とは
言えない年ほど盗難に気を付けなけ
ればいけない」と気を引き締めました。

同組合は11月12日に、明
治地区、大郷地区も夜間
パトロールを実施し警戒
を呼び掛けました。

JA NEWS TOPICS ── 6

ふれあい
コンサートは
大盛況

11月11日

地域ふれあいまつり・農協まつり

第７回 上山市 ラ・フランスセレクション

餅つき、
楽しいね

上山市民公園赤レンガ広場で「第７回上山市ラ・フランスセレ
クション食味コンテスト」が開かれ、地元産西洋梨「ラ・フランス」
64点の中から同市細谷の秋葉真作さんが山形県知事賞に輝きま
した。
果実の糖度、硬度の基準をクリアし、最終審査に進んだ７点
を横戸長兵衛上山市長ら審査員8名と同日に行われたサイクリン
グイベント「第29回かみのやまツール・ド・ラ・フランス」の参

【7月21日】上山北支店・上山南支店・

【9月1日】鈴川支店

【8月18日】ひまわり支店・

南部営農センター・グリーンやまがた南部

北部営農センター

加者ら30名が試食して、味や香りをチェックしました。
審査委員長を務めた、村山総合支庁産業経済部の今田邦信農
林技監兼農業技術普及課長は「上山市のラ・フランスは平棚仕

宮浦支店・南館支店

【9月8日】滝山支店

落合
八木節保
存会

食
雪若丸の試
！
ね
い
し
美味

11月10日

ジャンボキャベツコンクール
穫感謝祭でジャンボキャベツコンクールの表彰式

組合員さ
の生ライブん
♪

が行われました。

【9月8日】千歳支店

【9月8日】高楯支店

キャベツは「札幌大球」の苗を7月中旬頃、同セ

ふるまい餅

青山友貴シ
ョー

女性部の内野京子副部長、鈴木静子副部長が
講師となり、さつまいも入り黒豆おこわ、伊達巻、

出品のために大きく育てていただきました。約20

チョコムースの5品を調理し、郷土の味に親しみ

名の出品者の中から、五十嵐恒二さんが最重量の

ました。

勝できるとはびっくりしました」と話されていました。
出品されたジャンボキャベツは山形市の総合福

【9月8日】西部支店

の郷土料理講習会を開きました。

納豆汁、大根とリンゴのゴマ酢和え、豆腐入り

その後の長雨で育てるのに苦労しました。まさか優

【9月8日】蔵王支店

本店で女性部、フレッシュミズ部合同で山形

ンターより地元農家の希望者へ配布し、コンテスト

10.38㌔で優勝。五十嵐さんは「今年は夏の暑さと

【9月8日】山形南支店

郷土料理講習会

祉施設いきいきの郷とJAの福祉センター青田へ
10個ずつ贈呈されました。

迫力ある

ほなみ童太鼓

Information

中央営農センターとグリーンやまがた中央の収

10月25日

農業情報

【9月8日】

立てで太陽の光を十分に浴びた高品質なものを生産している。 最優秀賞（山形県知事賞）秋葉 真作 さん
味、香り、柔らかさ、甲乙つ
上山市長賞 大澤 裕司 さん
上山市総合農政推進協議会長賞 黒田 潤 さん
け 難い 審 査だった。このコ
優秀賞 佐藤 智則さん/佐藤 昭治さん
ンテストを通じてさらに品質
金原 正一さん/枝松 祐太朗さん
向上を目指し切磋琢磨して
糖度賞 鈴木 清一さん
ほしい」と講評されました。
芳香賞 大澤 裕司さん

Agricultural

人気の
西蔵王高原
野菜

伊達巻を作ってみよう！
材料：１本分
●卵………6個
●山芋（すりおろした物）
…………………大さじ1
●はんぺん……大1枚
●油……………少々
☆酒……………大さじ2
☆みりん………大さじ1
☆砂糖…………60ｇ
☆しょうゆ……小さじ1
☆塩……………小さじ1/5
作り方

【11月3日】東金井支店

【11月10日】中央営農センター・グリーンやまがた中央

まつりの運営にご協力いただいた組合員の皆様、ご来場いただいた皆様ありがとうございました。
9

── 農業情報

第１位
第2位
第3位
第4位
第5位

五十嵐 恆二さん（10.38kg）
渡辺 浩司さん（9.23kg）
前田 信雄さん（8.40kg）
佐藤 光悦さん（8.39kg）
堀 弘一郎さん（8.30kg）

❶はんぺんをフードプロセッサーにかける
❷①に山芋と☆を加えて混ぜる
❸② に卵を2～3回に分けて入
れる
❹ホットプレートにクッキング
シートをのせ、上に油を少々
ひき③を弱火で焼く。

農業情報 ── 8

読者の広場
12月号のテーマ

今年の思い出

● 97歳になった母の誕生日祝い

に、兄と三人で秋田～庄内のドライ
ブ旅行に行きました。由良温泉のホ

第7回/10月27日
最後の授業です！
閉校式＆みそを作ろう♪

テルの部屋から見た、海にしずむ夕

陽は最高でした。
（山形市 Ａさん）

編 ご高齢のお母さんも旅行に行けるくらいお元気で、素敵な
○
お誕生日でしたね。お母さんもＡさんご兄妹もとても良い思

い出ができましたね。

● 里芋を収穫し、JAやまがた10月号の「旬の料理」がちょ

塩と米麹を
混ぜます

うど里芋の料理でしたので作ってみました。優しい味で高級
な気分になり、ほっこりしました。
（山形市 Ｓさん）

編 里芋団子、作っていただき嬉しいです。里芋をつぶして団
○
子にすると、さらにモッチリして何個でも食べてしまいます！

● 雪若丸を購入したので特集の記事を興味深く読みました。

食べた印象としては、
今までにない新しいお米だと感じました。

上手に潰せたね

県外の知人にも送りましたが、とても好評でした。これからも

資産サポート
ナビ Support
navigation VOL.29

確定申告の準備を進めましょう！

平成30年分の所得税の確定申告より
配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額等が改正されます！				
配偶者控除の変更点
■ 申告者の合計所得金額に応じて控除額が異なります。
■ 申告者の合計所得金額が1,000万円を超えると適用できません。

の
り講師
みそ作さとみさん
新関

変更前

変更後

（単位：円）

（単位：円）

控除額

控除額
申告者本人の合計所得額

美味しいお米の生産、販売をお願いします。
（山形市 Ｋさん）

900万円以下

編 つや姫と雪若丸を食べ比べると特徴がまったく違って面白
○
いですよ。両方とも山形県が誇れる自慢のお米です！

息抜き

1

クロスワード

5

あみがけの■ 部分に入る文字を
並べ替えて言葉を作りましょう。

7

□□□□

てがかり・かぎ
演芸会の会場
○○麦──
クロムギとも呼ばれます。
10 片目を閉じて合図。

最後の
仕上げ！

食べ頃は
来年の９月

控除対象配偶者

380,000

控除対象配偶者

380,000

260,000

130,000

0

老人控除対象配偶者

480,000

老人控除対象配偶者

480,000

320,000

160,000

0

配偶者特別控除の変更点
■ 配偶者の合計所得に加えて、申告者の合計所得金額に応じて控除額が異なります。
■ 配偶者の合計所得の上限が123万円に引き上げられます。
変更前

9

（単位：円）

配偶者の合計所得額

控除額

変更後

（単位：円）

配偶者の合計所得額

1
2
3
4
6
9

900万円以下

白銀に彩られた木々。
"セーフ"の反対。

年明けに恩返し──○○地蔵
相手の努力に感謝する。
ヴィーナス。
苦労のないこと。

修了証書とお米の授与

当広報紙へのご意見・ご感想に加え、テーマに関するエピソード・
写真・絵葉書なども募集しています。
●応募方法／「JAやまがた広報係」まで

下記のいずれかの方法でご応 募くださ
い。応 募 者の「氏名、住 所、電話 番号」も
忘れずにご記入ください。

1月号のテーマ

感想文の発
ありがとう表

冬の食べ物

〒990-8535 山形市旅篭町一丁目12-35
Eメール kikakukanri@jayamagata.or.jp
郵便

た
みんなで育てりスクール米
ぐ
あ
く
ぱ
ん
わ

スライドショーで授業を振り返りました

38万円超 40万円未満

380,000

38万円超 85万円以下

380,000

260,000

130,000

360,000

85万円超 90万円以下

360,000

240,000

120,000

45万円超 50万円未満

310,000

90万円超 95万円以下

310,000

210,000

110,000

50万円超 55万円未満

260,000

95万円超 100万円以下

260,000

180,000

90,000

55万円超 60万円未満

210,000

100万円超 105万円以下

210,000

140,000

70,000

60万円超 65万円未満

160,000

105万円超 110万円以下

160,000

110,000

60,000

65万円超 70万円未満

110,000

110万円超 115万円以下

110,000

80,000

40,000

70万円超 75万円未満

60,000

115万円超 120万円以下

60,000

40,000

20,000

75万円超 76万円未満

30,000

120万円超 123万円以下

30,000

20,000

10,000

0

0

0

76万円以上

0

今年は色んな行事などに「平成最後の～」とい
うフレーズがついていました。30年前はまだ子
供でしたが平成という元号が発表されたニュースはとても印象
に残っています。2018年も終わりに近づき、平成最後の年末で
す。何かと慌ただしい時期ですが、体調管理に気をつけて、良
き新年をお迎えください。

123万円超

お問い合わせ

●プレゼント／「クロスワード」正解者、またはご
意見、ご感 想を下さった方の中から抽選で３名の

方に「おいしさ直売所商品券」1,000円分 を
プレゼント。当選者の発表は賞品の発送をもって
かえさせていただきます。
11月号のクロスワード答え：たんちようづる

山形税務署からのお知らせ

でとう！
修了おめ

900万円超
950万円超
950万円以下 1,000万円以下

40万円超 45万円未満

●締切／ 12月25日（火）
（当日消印有効）

非常勤職員募集中！

あとがき

11 ── わんぱくきっず！／読者の広場／クロスワード

控除額
申告者本人の合計所得額

タテのカギ

➡

やや沈んだ赤──○○○色。
目は南天、耳はユズリハ。

4

10

http://crossword.sakura.ne.jp/

2
5
7
8
9

3

6

8

クロスワードパズル＋ /TAKAHASHI's HOMEPAGE

➡ヨコのカギ

2

大豆を
きれいに
潰します
大豆は
を
み」
ほほえた
の
「里使
し
ま
い

900万円超
950万円超
1,000万円超
950万円以下 1,000万円以下

まずはお気軽にお問合せください！
お問合せ先：
山形税務署 総務課（担当 島田）
TEL.023-622-1611

（音声案内に従って「2番」を選択してください。
）

資産サポート部 TEL.023-624-8260

■ 勤務地 ① 山形税務署（山形市大手町1-23）
② 山形テルサ（山形市双葉町1-2-3）
■ 内容
一般事務（書類整理等）、確定申告案内事務、パソコン操作指導補助
データ入力事務、受付事務
■ 資格
パソコン操作（文字入力が出来る方）
■ 給与
時給880円～900円
■ 時間
8：50〜17：00までの間の4時間または5.5時間
■ 休日
土・日・祝（※②のみ 2/24と3/3は出勤となります）
■ 待遇
交通費支給（片道2km以上・上限あり）
■ 勤務日 平成３1年１月・２月～ ３月末日まで
資産サポートナビ ── 10

