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夏野菜と
カン タ ン よ だ れ 鶏

管内（山形市・上山市・山辺町・中山町）の組合員の方々にお届けします
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特集 JAの未来

ＪＡやまがた初のアンバサダー誕生！

夏野菜とカンタンよだれ鶏

醤油・黒酢（白酢）… 各大さじ3
上白糖・ごま油… 各大さじ1
白ごま… 大さじ2
ラー油… 適量
塩・胡椒・日本酒… 適量
カシューナッツ・山椒粉… 適量
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空気 穴を2〜3箇 所 空 け、600Wで4分レ
ンジにかける。
さらに鶏むね肉を裏返して、
ネギと生姜の皮を上にのせ直し、3分レン
ジにかける。ラップを外し、粗熱をとる。

3

キュウリはヘタをとり、スライサーで薄
切りにする。トマトも半分に切ってから、
薄切りにする。 ニンニク・生姜・長ネギ
はみじん切りにする。
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醤油・黒酢・上白糖を混ぜ、ごま油・白ご
ま・ラー油を加える。 刻んだニンニク・生
姜・長ネギも加えタレを作る。 鶏肉にたっ
ぷりかけ、夏野菜と一緒にいただく。

料理の味を思い出すと
よだれが出てくる、と
付いた名前「よだれ鶏」。
お好みで、山椒や
カシューナッツを
かけてどうぞ。
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。

購読申し込み
JAやまがた
公式
Facebook
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鶏むね肉をフォークで両面まんべんなく
刺す。 塩・胡椒・日本酒をすり込み、深
めの耐熱皿に入れ、長ネギの青味と生姜
の皮をのせラップをかける。

ワンポイントアドバイス

読書のススメ

玉利紗綾香さん
旬の料理

鶏むね肉（もも肉でもOK）…400g
キュウリ… 2本
トマト（大）… 1個
ニンニク… 10g、生姜… 20g
長ネギ（青味付）… 10cm

BOOK

旬の農畜産物を料理で発信

12

●材料

経済課
TEL.023-624-8567

プロが教える 超図解
野菜の生育診断＆回復ワザ
『やさい畑』菜園クラブ 編
不調の原因と対処法がイラストと写
真でひと目でわかる。病害虫だけで
なく過繁茂や成育障害による不調な
ど、プロが総合的に診断し状況を詳
しく解説。回復方法もていねいに紹
介。味＆収量アップのコツが満載。
定価（税込）1,620 円

ちょこっと楽しむ保存食
少量だから手軽でおいしい
伊藤玲子 著
梅干しやみそ、ジャム、漬け物、佃
煮など、季節の保存食も少量作りな
ら手軽にできる。すぐに作れてムダ
なし、手間もかからず、初めてでも
安心の80レシピ。食べたいものを少
しだけ作りたい人にオススメ！
定価（税込）1,080 円

吉田裕昭さんの園地でいただいた
みずみずしく香り高いきゅうりと、
今まで味わったことのないミディ
トマトの甘さに感激！

お話をうかがった玉利紗綾香さん（右）
と
石山課長補佐。

玉利紗綾香さん
当ＪＡの農畜産物の活用を通じて、

山形のおいしさ・楽しさを幅広く伝える

5月２９日、本店で岡崎輝明組合長より認定書が授与され、
今後、玉利さんからＪＡやまがたの農畜産物を生かした
料理教室の開催やレシピをＳＮＳなどで紹介し

ました。ちょうど石

されたＦＯＯＤＥＸ２０１９で当ＪＡ

── 今 年 の ３ 月 に 幕 張 メ ッ セ で 開 催
このジュースが大

かけていただき「私、

が終わった時に声を

山さんのお客様応対

園芸販売課の石山課長補佐との出会
好きです！」と話し

玉利
ても良くて、自分

さんのお人柄がと

たことから、石山

ースを回っていた時、以前から大好き

山形の農畜産物を教えていただきな

が山形市出身であ

と 、ア ン バ サ ダ ー の 構 想

がら、私目線でも新しい発見ができ

で 愛 飲 し て い た「 山 形 代 表 」の ジ ュ ー

など、会話が盛り上がり、
きました。
── 石山課長補佐より正
式にアンバサダーの提案
をもらった時のお気持

── 今回、山形で生産者の園地を巡回
してみていかがでしたか。

ちは。
玉利

玉利

ても楽しみです。母も山形での生活

もっと知ることができると思うと、と

サダーに任命いただき、山形のことを

い想いがずっとありました。アンバ

って言えず、それがもどかしく悔し

ぎて、
「 山 形 市 出 身 で す 」と 自 信 を 持

たのですが、私の中の記憶が少なす

美味しさなどたくさん話を聞いてい

う気持ちがさらに大きくなりました。

だいたことで、それを広めたいとい

さんから農作物のことを教えていた

われたのは久しぶりでした。生産者

今回のように密接に生産者さんと関

ことができました。

謝の気持ち、大切なところを気づく

料理をする意識や食材の使い方、感

が生産者さんの思いや苦労を感じ、

楽しく

T aste

おいしさ

S mile

笑顔

はとても良い思い出として残ってい

A gricultural
products 農産物

皆さんとても気さくに接してくださ

Y amagata 山形

てすごく喜んでくれました。

以前、山梨県や宮崎県の農家

た で す 。母 か ら 、山 形

の方へ伺った時があり、わずかです

素直に嬉しかっ

生産者との出会いが
新たな刺激に

たらいいなと思います。

ることや 仕 事のこ

した。

山形市出身、東京都在住の玉利紗綾香さんを任命しました。

名刺を交換させていただ

スが目につき、また自分の生まれた

はい。ＦＯＯＤＥＸで日本のブ

「ＪＡやまがたＹ-Ｅａｔｓアンバサダー」に

山形のブースはとても気になってい

園芸販売課の石山和徳課長補佐が考案した、

での暮らしや食べ物の

ワイ・イーツ

Y-Eats

第一弾は
蔵王サファイヤ
→9ページへ
https://tamachan-no-ouchi-gohan.amebaownd.com
■インスタグラム @ja_yamagata_ambassador
JAやまがたの農畜産物を紹介しレシピを公開中

■ブログ「La Classe」

か

や

さ

り

たま

いがきっかけになったとお聞きしま

出身地山形への想いが
出会いに

ＪＡやまがた初の
アンバサダー誕生！
JAやまがたの農畜産物のおいし
さを幅広く消費者に知ってもらう
ため、料理を通して食材の魅力
をより多くの人に発信いただけ
る方や、豊富な人的ネットワーク
やSNS等により高い情報発信力
を期待できる方を委嘱します。

Y-Eatsレシピ

私の仕事の一つに子ども達へ

ますように、大好きな山形の旬な農

このご縁に感謝し、いつまでも続き

物を発信していきたいです。

を掲載していくことで山形の農畜産

介しながら、料理のレシピや栄養面

ます。山形の食材の魅力や特徴を紹

った郷土料理にもすごく興味があり

ると感じています。山形の食材を使

山形の味は全国どこでも受入れられ

いと考えています。

しい山形の農作物をＰＲしていきた

います。スポーツ食にも絡めて美味

ん食べてもらおうか悩んでいると思

母さん達はどうやって野菜をたくさ

のスポーツ栄養指導があります。お

玉利

物をＰＲしていきたいですか。

── これから、どのように山形の農作

山形の農畜産物を
どんどん発信したい

が、それがこの度、合致しました。

良いイメージを持っていた山形です

ただきました。元々、母からの話で

ご馳走になり贅沢な経験をさせてい

り、園地の中で採れたての農作物も

旬の美味しさを発信していただきます。
畜産物を精一杯PRしていきます。

特集 ── 2
── 特集
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特集 JAの未来

JAやまがた
Y-Eatsアンバサダー

大郷地区で生産されているハウスなす「蔵王
サファイヤ」
。
丹野菊男さんの園地を訪れ、
奥様
手作りの絶品なす漬けをいただき、
皮の柔らか
さに驚き、
ヘタまで食べることができました！

旬の農畜産物を
料理で発信
E njoy

山形県が全国一の生産量
を誇るさくらんぼ。ルビー
色の輝きに感動！伊藤英
宏さんの園地で収穫も体
験させていただきました。
出身：山形市沼木生まれ、
沖縄県、
宮崎県で育
ち。
東京上京13年目
仕事内容：料理家、
栄養士、
スポーツ栄養学講
師、
フードコーディネーター
スポーツ専門学校でスポーツ栄養医学の講
師、
CM、
書籍、雑誌、料理教室など多方面で活
躍中。
メディア：
マイナビおすすめナビ アドバイザー
デルモンテ365 アンバサダー
晋遊舎出版「MONOQRO」
「LDK」
など
プロフィール 玉利紗綾香

JA INFORMATION

加入 者募

集中

JA INFORMATION

「おいしさ」
「安心」
「新鮮」をお届けします！

JAのふれあい食材

■国産・鮮度にこだわり

記帳・税務申告を手軽に!!

■簡単・便利・健康

野菜・精肉は国産優先使用。魚
介類は天然物を中心に、鮮度を

必要な食材をご自宅までお届け。
栄養バランスもしっかり配慮して

重視。国内工場で製造している
ので安全・安心です。

います。

■低添加にこだわり

ご家族の人数、ご年齢、お好みに
合わせて、さまざまなコースをご

健康と安心・安全にこだわって、
加工品は低添加の食材を厳選し
てお届けします。

お申し込み、お問い合わせは

週3回お届けします

Bコース

火・木・土

各支店または本店経済課 TEL.023-624-8567

27

農業を取り巻く環境は厳しいものがあります。政治的軋轢ばかりではなく、近年は異常気象に

よる農業施設、農産物の被害が頻発化してきております。

農業生産技術の向上により良質で特色ある農産物が各産地で生産されているなか、このように

は近隣のJAに大きな被害も出ております。災害は突然襲ってきて、丹精込めて育てた作物が一

瞬でダメージを受ける事となります。気象災害による農作物被害を防ぐ手立てはないのだろうか。
それには、出来得る対策を講じておけば最悪の結果は回避できると考えます。園地・施設の維

持管理、気象情報をいち早く読み取り自己分析力を高める。これらを行う事で起こりうる被害を

5

最小限にとどめる事が可能になり、よりアンテナを高く持ち情報を共有する事により大切な農作

物を守ることが所得向上にもつながります。JAやまがたは組合員の皆様にしっかりと寄り添っ

てまいります。

── JA Information ／理事会だより／役員より

システムの利用について

●決算書類の作成、青色申告決算書・白色申告収支内訳書の
作成支援を受けられます。（適正な納税を行い、青色申告で
最大65万円控除を目指しましょう。）
●電子（e-Tax）申告ができます。
●収入保険制度や税制改正などにも対応しており、制度等に
則した記帳と申告ができます。
●経営実態を分析・把握することで、経営計画の樹立・実行・
検証・改善をすすめる「PDCAサイクル」に基づいた経営改
善を図れます。
●日々の記帳・経理事務から解放され、業務・経営に専念で
きます。

●自らの経営をより正確に把握するためには、
日々の作業を行ったほかに、取引を記帳し、
決算処理をして経営数値を把握し、税務申告
書類を作成するなど、全てご自分で行うこと
が理想的です。
●しかし、これらを独力で行うことは大変困難
で膨大な労力を必要とします。JAがそれら
を代行して資料の形にすることで、農家の皆
さんにはご自分の経営を思い描いていただく
ことができます。

営農経済部 営農米穀課 TEL.023-624-8562

お問い合わせ

（株）ジェイエイあぐりんやまがた

あぐりん西公園前SS 10周年記念祭

下記の日に２,000円 、
ガソリン・軽油を給油の
お客様にプレゼント！

プレゼント
タイムは
午前８時～

令和元年
第１弾 ●6月14日（金）サラダ油
終了（土）マヨネーズ
●6月15日

第3弾 ●8月9日（金）10日（土）
パイナップル
さらに

豪華景品 大抽選
キャンペーン開催中

無くなり次第終了

６月に開催されたプレゼント第１弾では多くのお客様にお越しいただきま
した。ありがとうございました。

抽選で
30名様に
当たる！

●令和元年 6月14日
（金）〜8月31日（土）
イベント期間中2,000円以上、
ガソリン・軽油を給油のお客様にスタンプ１個！

スタンプ満タンで応募できます。

あぐりん西公園前SS
山形市富神台36 TEL.023-647-5911
お問い合わせ

以上

Director's
opinion
2019

みても、降雹、突風、豪雨、地震等、自然の驚異が多発傾向にあります。去る6月5日の降雹で

岡崎 輝明

システムで可能になること

第2弾 ●7月12日（金）砂糖
●7月13日（土）塩

技術は大きく進歩しましたが気象災害に対しての課題克服には至っておりません。当JA管内を

組合長

という）を導入し、農業経営を支援します。日々の記帳・経理事務をJAが代行し、決算書等の形でお返し
するとともに、必要に応じ営農・経営相談を受け付けます。

以上

5

理事会だより

回理事会【 月 日開催】内容 より

5

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。

第

● 報告事項

vol.01

・（株
 ）ジェイエイあぐりんやまがた
役員の推薦

役員より

・JAやまがた地域農業振興計画の
取り組み

組合員の大切な農産物を守る

・JAやまがた果樹団地

30

● 協議事項

・平成 年度定期決算監査
個別改善意見に対する回答書

・運営協力委員の委嘱

・役員賠償責任保険の継続加入
・第 回通常総代会の開催日
（仮スケジュール）

黒田さんは2003年に就農し、さくらんぼと
ラ・フランスを約１haずつ栽培されていて、
今年から南部営農センター果樹部会さくら
んぼ部会の部会長を務められています。
さくらんぼはY字仕立て（表紙）を中心に栽
培されていました。この栽培方法は日光が
下枝のさくらんぼまでまんべんなく当たり、
甘く美味しいさくらんぼに仕上がり、管理
や作業効率も良く、品質の良いものが揃い
ますと話してくださいました。

月・水・金

・果樹（シャインマスカット）ハウス団地
利用規程の設定

黒田 潤さん
（上山市皆沢）

Aコース

・令和元年度果樹ハウス団地・果樹団地・
野菜ハウス団地事業の取り組み及び
固定資産の取得

今月の表紙 ／

毎月10～11回

23

日々の記帳、税務申告について、負担に感じることはありませんか？
JAグループ山形では、組合員の事務負担軽減のため、新たに農業経営管理支援システム（以下「システム」

■ライフスタイルにあわせて

用意しました。

農業経営管理支援システムを導入します!!

毎年恒例の

JA-SS

パイナップル
キャンペーン！
！
各店で実施します！

２,000円 、
ガソリン・軽油を
給油の方に

パイナップル 数量
プレゼント！ 限定

（木）、9日
（金） ● ランド348
8月8日

● ランドなかがわ
● ランドさがみ

（金）、
（土） ● あぐりん西公園前SS
8月9日
10日

● あぐりんえまたSS

JA Information ── 4

6月4日
（火）
〜10日
（月）

さくらんぼを
盗難から守ろう！
夜間パトロール

JAやまがた
NEWS
TOPICS

中央果樹組合はさくらんぼの盗難を
未然に防ぐため、山形警察署と生産者
が協力して、夜間パトロールを実施し
ました。出羽地区のパトロールでは車
や人通りの少ない園地もくまなく巡回
し、途中、車を降りて園地の中や周辺

管内の主な出来事をご紹介

に不審な車両や人影がないかを注意
毎年実施している
出羽、明治、大郷地
区の他に今年から
東金井地区も夜間
パトロールを行い
ました。

深く確認しました。同組合の鈴木徳一

インマスカットの管理講習会を開き、
生産者ら約40名が参加しました。
県村山総合支庁の工藤信プロジェ

JAやまがた

組合長は「生産者は年に一度の収穫の
手塩にかけて育てたさくらんぼを守り
たい」と話されました。

6月12日
（水）

高品質な
シャインマスカットを
目指して

南部営農センターで農作物盗難防
止広報車出発式を開き、生産者、上
山警察署員、JA役職員ら約60名が参
加しました。岡崎輝明組合長は「昨年
た。引き続き、盗難防止に備えてほし

糖度な果房にするためのポイントとし

い」と呼びかけ、盗難防止対策として、

て、新梢管理（摘心）や花穂の整形法

防犯チラシを配布し声掛け運動の実

などを学びました。

施、防犯のぼりの設置と警戒中の腕

目標果房品質を房重700gを中心に
高品質生産を目指します。

シャインマスカットは種なしで皮ごと食べ
られ、甘みが高く酸味が少ない人気の大粒
品種です。

県新採職員が研修の一環として、

6月14日
（金）

農作業体験で
県民視点を磨く

さくらんぼの農作業を体験しました。
農作業を通じて県民視点、現場主
義、対話重視という県職員としての基
本姿勢を習得するため２年前から行っ
の農家13戸に29名の研修生を受入れ

研修生はそれぞれ
の園地で収穫や葉
摘み作業などを経
験しました。

東京都JA世田谷目黒の金融部、金
子征史さんと資産サポート部の新竹
穣さんが17日本店を訪れ、18日から
4日間、山形市柏倉の村山實さんの園
地でさくらんぼの収穫や葉摘み作業

合支庁に勤務する職員は「ちょうど良
く葉っぱを残すのが難しい。繊細な作
業だと思った」と初めての体験を慎重
に行っていました。

６月17日
（月）
～21日
（金）

JA世田谷目黒より
農作業体験

などを経験しました。金子さんは「自

大盛況！
おいしいサラダ団地
即売会

圃場でGPSを活用した自動操舵トラク
ターによる大豆播種作業とドローンに
よる薬剤散布の実演会を開きました。
実演では、GPSで受信した位置情報
動制御し、設定された経路を自動走

切にしたい」と話していました。
── JA NEWS TOPICS

取組みを市民に紹介するとともに、
当JAはきゅうり、トマト、ナス、お
かひじき、JA山形市さんは山形セル
した。試食会や調理実演も実施され、
大勢の買い物客で賑わいました。ま
た、JA山形市さんより作成いただい
た、きゅうりとセルリーの「おいしい
サラダ団地の団地レシピ」を来場者
へ配布しました。

西部営農センターは山形市黄金の

行しながら耕耘同時畦立播種を行い

を深めて、普段できないこの経験を大
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JAやまがたの野菜ハ
ウス団地とJA山形市
の山形セルリー団地
を総称して「おいし
いサラダ団地」
と名付
け、農 産 物 の 消 費 拡
大や担い手育成を目
指します。

を利用してトラクターのハンドルを自

JA世田谷目黒とJA
やまがたは2013年
6月に 友 好 協 定 を
締結しています。

消消費者交流会が開かれ、団地化の

リーを提供し旬の野菜販売を行いま

組合員さんの仕事、収入に関わってく
るので丁寧に作業したい」新竹さんは

稲毛泰一専務より生産者へ警戒中ののぼりと
帽子が手渡されました。

山形市役所の正面玄関で地産地

5月31日
（金）

然豊かな広大な場所での仕事が新鮮。

「さくらんぼは大好き。山形との交流

農作物盗難を
未然に防止しよう！

章装着、広報車での園地巡回をする
などを確認しました。

ています。当JAでは山形市と中山町
ました。葉摘み作業を行った最上総

5月28日
（火）

度は管内のさくらんぼ盗難はなかっ

クト推進専門員より、粒張りよく、高

糖度17％以上、果粒重13g以上とし、

検索

チャンスのために切磋琢磨している。

JAやまがた西部営農センターぶど
う部会は、山形市長谷堂の園地でシャ

JAホームページでも随 時 トピックスを更 新中！

ました。自動操舵補助システムを活用
することで播種制度の向上と作業オペ
レーターの労力軽減が期待されます。

6月1日
（土）

スマート農業に向けて

自動操舵トラクター
実演会

（株）南東北クボタと
くぬぎ営農組合が協
力して開催され、
約40
名が参加し性能を確
認しました。

JA NEWS TOPICS ── 6

帽子

石

ル

会オリジナ
ころ
っ

石っころ会

6月7日
中山町立長崎小学校
５年生78人

小学校で田植え体験
若手農家が田植え指導の中心となり、
小学校で食農教育が行われました！

南沼原農政対策協議会
5月27日
山形市立南沼原小学校
５年生152人

さくらんぼの出荷最盛期を迎え、
各地区で出荷説明会や講習会が開かれました

約10㌃の水田に「つや姫」の
苗を丁寧に植えました。

田植えと会員のトラクターを
使って、綱引き大会と
試乗会が行われました。

５月２１日

●広域さくらんぼ部会
さくらんぼ出荷協議会
生産者や市場関係者らが参加し、さくらんぼ
（生食）の販売高9億2,800万円必達のため一致
団結しました。

大好きなお米を作る
大変さがわかった。
つや姫はたまにしか
食べないので、
収穫が楽しみ !

６月１０日

●南金井集荷場で
「紅さやか」初出荷

●西部果樹組合桜桃部
出荷説明会、着色管理講習会

露地栽培のさくらんぼ
「紅さやか」を初出荷し
ました。

出荷説明会で作柄状況、出荷受付体制
を確認後、さくらんぼ園地で県村山総
合支庁の工藤信プロジェクト推進専門
員より、着色管理のための摘心、
葉摘み、
摘果作業のポイントを学びました。

●南部営農センター
果樹部会さくらんぼ部会
さくらんぼ目揃い会
並びに出荷打合せ会
生育、販売概況や出荷要領を
確認後、
目揃い会を行いました。

農業情報

みんなで頑張って
田植えをしたので
美味しい
お米ができると思
う。
綱引きでは
想像以上にトラク
ターの
力が強かった。
油断していた !

６月５日

Agricultural

５月３０日

Information

6月２１日

Y-Eatsレシピ

● 山形県さくらんぼ品評会

蔵王サファイヤの煮浸し素麺
材料   2人分
蔵王サファイヤ…8本
油…大さじ２
だし醤油…１カップ
（しょうゆ１：だし３）
  ※麺つゆでも可
おくら…４本
絹さや…５個
しめじ（白）…1/2袋
素麺…お好きな分量で

9

── 農業情報

煮浸し作り方

①蔵王サファイヤを縦半分に切り、斜めに隠し包丁
をいれる。
②フライパンに油をなじませ、皮の面を下にして焼
き色をつけながら、焼く。
③だし醤油に②をいれ、粗熱がとれたら、冷蔵庫に
いれ、味を馴染ませる。
素麺作り方

④素麺をゆで、表示時間１分前になったら、薄切り
にしたオクラ、絹さや、しめじを鍋にいれ、一緒
にさっと茹でる。
⑤流水にさらし、盛りつけ、③と汁をかける。

おくらの粘りが素麺とからみ、
食べやすい。
合わせるきのこは、
舞茸でもお好みのきのこでOK。

県産さくらんぼのより一層の品質向上と消費者
に喜ばれる安全で安心な美味しいさくらんぼを
供給するため開催されました。
県内さくらんぼの主産地から「佐藤錦」57点が
出品され、1kgパック詰
（500g×2パ ック ）の 部
で上山市皆沢の黒田実さ
んが優賞を、1kgバラ詰
めの部では上山市権現堂
の齋藤惇弘さんが優賞と
最高糖度賞（27.5度）を
受賞されました。

講評より：出展された「佐藤錦」
は、
いずれも玉の肥大が良好で、
着色、
玉揃い、
光沢ともにすばらしいものでした。

農業情報 ── 8

読者の広場

● 近くに直売所ができて、新鮮な

梅雨

まして購入しています。夏の果物

7月号のテーマ

野菜やめずらしい品物が多く並ん

でいるので「ちょこちょこ」おじゃ

第2回/6月15日
●喜三郎さくらんぼ狩り園
●おいしさ直売所落合店
「さくらんぼ狩りを体験しよう！
おいしさ直売所を見学しよう」

もきっとおいしいでしょうね。期

待しています。
（山形市 Mさん）

編 ご利用いただきありがとうございます。果物が美味しい
○
季節が始まりましたね。新鮮な野菜と果物をたくさん食べ

W

AN

PAKU KID
S

て暑い夏を元気に乗り切りたいです！

!

たくさん採れたよ

どれが
甘いかなぁ

● 表紙の写真が生き生きとしています！（上山市 Sさん）

意外とすごいスイカの栄養と効能！
！

福祉センター青田

健康
コラム

スイカの美味しい季節になりました。この時期キンキンに冷えたスイカにかぶりつ
いた時の至福感は何ともいえません。今回はスイカの効用について紹介したいと思い
ます。
スイカはウリ科の植物です。同じ仲間にはキュウリやゴーヤなどがありますが、こ
れらの植物にはシトルリン（Citrulline）というアミノ酸を含んでいるのが特徴です。
また赤肉スイカの色素にはβカロテンとリコピンが大量に含まれています。これらは
すばらしい健康効果を持っています。

vol

59

6月の通所介護

編 表紙の写真は皆さんの素敵なお人柄が表情に出ています
○
よね！旬な農作物の時期に撮影しますので、仕事がお忙し

いところ撮影にご協力いただいています。本当にありがた
いです。

いろんな色の
さくらんぼ

● 農作物に水をかけなくて良いのはいいのですが、雨が降

り続くと気分は沈みがちに…。でも梅雨明けと聞くととても
ウキウキするのは私だけでしょうか。
（山形市 Tさん）

グーンっと
背伸び

三つ子のさくらんぼ
見つけた！

●シトルリン
①利尿作用 … スイカに含まれるカリウムも加わって尿と共に、様々な老

ボランティア（交通安全教室）

廃物がスムーズに排泄されます。
②血圧抑制効果 … 血管拡張作用により血圧を下げる効果が期待でき
ます。

編 梅雨明けは私も気分が上がります！外にいるのが好きな
○
ので夏が待ち遠しいです。

●βカロテン
抗発ガン作用や免疫賦活作用で知られています。
●リコピン

運動・音楽教室

息抜き

1

クロスワード

4

2

3
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。

ップに
水筒のコし
ま
れ
入 た

6

□□□□

8

このように万病の予防に役立つスイカ、旬を味わい暑い夏をのりきりましょう。

こんなにな
食べれるか

7

活性酸素を減らす働きがあり、老化予防に効果的と言われ、
更に呼吸器系の免疫力を高めるともいわれています。

お問い合わせ

9

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

畑・プランター教室

クロスワードパズル＋ /TAKAHASHI's HOMEPAGE

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

1
4
5
7
8
10

織女星。
千の10倍。

無感覚です。
バチで打ちます。
大阪。
クライアント。

タテのカギ

♪
ウーマン
チアフル

➡

➡ヨコのカギ

10
1
2
3
6
7
9

ちちんぷいぷい。
人魂の原料。

くらくらっ…。
牽牛星。
○○○ない──とりとめのない。
偏平で細長い植物
──レバーと一緒に炒めることも。

喜三郎の小笠原さんに
たくさん教えてもらいました

フレッシュ
ミズ部

質問タイム

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。

郵便

8月号のテーマ

多肉植物の寄せ植え講習会＆
新聞紙でエコバック作り
5月23日
（木）

多肉植物の講師は部長の岸裕美子さんと
副部長の菊地恵さんが務め、
「家の光」も
参考にしながら、各自持ち寄った入れ物に
約10種類の多肉植物を組み合わせ、とて
も可愛い寄せ植えが完成しました。

は
覚えたことモ
メ
り
か
っ
し

好きな夏野菜

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

直売所って楽しい♪

Eメール

新聞紙エコバック作りは部員の浦山千佳子さん
が提案し講師を務めました。自分の好きな記事や
写真を正面にくるように工夫しながら作成し、丈
夫で便利なエコバックを作りました。おすそ分け
する時のバックに使ったり、台所での野菜保存に
も大活躍しそうです！

●締切／ 7月25日（木）
（当日消印有効）
●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。
6月号のクロスワード答え：あまやどり

特集でも紹介させていただいていますが、Y-Eats
アンバサダーの玉利さん♪私は山形に来ていただ
いた時が初対面でしたが、山形愛にあふれたとても素敵な方です！
玉利さんのブログとインスタグラムには山形の農畜産物を使った
料理がたくさん掲載してあります。ぜひ、覗いてみてください！
きっと玉利ファンになりますよ♪

ポイント
●土の上に置いて置くだけで、根
が出てくるが、刺す感じで植える。

試食コーナー
おいしそう～

●植え方は自由。ぎゅっとまとまっ
て植えてもかわいいし、鉢に余白
があっても趣がある。

あとがき

11 ── わんぱくキッズ／読者の広場／クロスワード

アイス冷た～い

●管理は、水を与えすぎると腐っ
てしまう。干からびた感じになった
ら水をたっぷりあげる。

フレッシュミズ部は部員を募集しています！
食や農に興味のある方、ぜひ一緒に楽しみましょう！

営農経済部 経済課
TEL.023-624-8567

お問い合わせ

健康コラム／組織活動の紹介 ── 10

