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枝 豆の
紹興 酒漬け

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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発行／山形農業協同組合

〒990-8535 山形市旅篭町1-12-35

●材料

TEL.023- 641- 3121

枝豆…300〜350g
水…600cc
紹興酒…350cc
酒粕…大さじ1
砂糖…大さじ5
塩…大さじ1

ワンポイントアドバイス
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特集 JAの未来

応援しよう！
山形が誇る日本のブランド和牛
旬の料理

枝豆の紹興酒漬け

店。和の趣がある落ち着いた雰囲気の中で、
旬の素材を活かしたこだわりの中華料理を美
味しい日本酒とお楽しみいただけます／山形
市香澄町2丁目1-21／ TEL.023-665-5919
／平日・土・祝・祝前17：30〜21：00 営業／
予約制／定休 日曜日・祝日（貸切りのみ営業可）

漬け汁に酒粕をざるで濾しながら溶かし
入れる。 砂糖、塩を入れて泡立て器でよ
くかき混ぜる。
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鍋に湯を沸かし、沸騰したら枝豆を入れ、
約1分半煮てからざるに移す。 そのまま
粗熱をとる。
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漬け汁に枝豆を入れ、漬け込む。2時間半
くらいから味が染みてきますが、1日置くと
より風味を楽しむことができます。
今月の表紙 ／

オ

書
メ読
ス
ス

鈴木久之さん、靜子さん

季節の野菜を味わう
漬け物と常備菜
手づくり漬け物の会 編

購読申し込み
JAやまがた
公式
Facebook
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森谷秀和／「森の季」隠れ家的中華料理のお

「山形牛」
12

枝豆を流水でしっかりと洗う。 ボールに
水、紹興酒を入れ、漬け汁を作る。

紹興酒漬けは上海で
ポピュラーな料理です。
きゅうりなどを漬けても
美味しいので、ぜひ
応用してみてください。

FAX.023- 631- 4714
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1

経済課
TEL.023-624-8567

梅干し、ぬか漬け、きんぴら、つく
だ煮など、旬の野菜を使った自家製
漬け物と毎日の献立に便利な常備菜。
ご飯のお供はもちろん、おつまみや
お弁当にも使えて便利。手づくりす
るから安心・ヘルシー・経済的！
定価（税込）990 円

（山形市七浦）

お二人で大玉トマト、食用
菊、お米を生産されていま
す。7月いっぱいトマトの収
穫をし、その後食用菊の作業に移ります。また、おいし
さ直売所には新鮮な野菜を出荷されています。
靜子さんは現在、JAやまがた女性部副部長を務められて
「女性活動は畑仕事の息抜きになります」久之さん
おり、
は「仕事の後の疲れを癒す一杯が楽しみ」と話してくだ
さいました。

平尾 喜代春（ひらお きよはる）さん

大きな財産になったと思います。

営者としても勉強になり自分の

べて自分で行った経験が農業経
スをしたりはしていません。今

舎を分けていて、直接アドバイ

ことは伝えました。今は担当牛

は智也の方に少しずつ牛の割合
を増やしているところです。

です。当時、和牛の肥育は初め

の肥育を始めた１年目の時なん

ンピオン賞を受賞したのは和牛

平尾 私が初めて共進会でチャ

とうございます。

義息子の智也さんの入賞おめで

おりますね。そして、この度は

素晴らしい成績をおさめられて

── 平尾さんは共進会で何度も

後で分析をしています。その繰

かった牛はどんな風に育てたか

を記録していました。成績の良

導 入 し た 牛 ごとに 餌の与 え 方

だいぶ後で す ね。若い時 から、

よいかノウハウをつかめたのは

平尾

ですか。

で 、肥 育 のコツ をつか ん だの

物だと思います。経験を積ん

抜群の枝肉成績

て で 全 然 わ か り ま せ んで し た 。
り返しで得た知識で自家配合飼

── 偶 然 で は な く 、 努 力 の 賜

160坪の牛舎を建てて、 頭
料を作っています。また、全国

頭も導入し

の影響で牛肉の消費が落ち込み

── 今年は新型コロナウイルス

きたいと常に思っています。

出会いと繋がりは大切にしてい

得て技術を学びました。人との

そこで出会った人からも知識を

の肥 育 講 習 会 な ど に も 出 向 き 、

しましたし、幼い頃から生き物

の経験にはかなわないなと実感

平尾

に進まれたのですね。

すと若い時に独立し、畜産の道

── プロフィールをお聞きしま

の皆 さんに感じてほしいで す 。

他の国に依存していいのか国民

ナを通じて、日本国民の胃袋を

そういった中、今回の新型コロ

のトップが多くなってきました。

と、自国が第一主義という各国

ここ 数 年 の 世 界 情 勢 を み ま す

しました。

ず、その分を５月と６月に出荷

さんいる時ですが１頭も出荷せ

の需要 期で出 荷 する牛 がた く

ました。例年なら４月は連休前

を建て、経営の手続きなどをす

時の畜産農家になるために牛舎

ね。振り返ってみますと、この

いという一心で無我夢中でした

のですが、父から独り立ちした

肥育の知識はまったくなかった

談したのがきっかけです。牛の

おじさんに乳牛を飼いたいと相

が大好きで、乳牛を飼っている

を作れば作るほど、一般の消費

けていることですが、いいもの

に携わってきて、ずっと思い続

追求ですね。でも、和牛の生産

し、良質で美味しい牛肉作りの

平尾 これまで通り、日々勉強

ついて目標などありますか。

う力も必要ですね。これからに

す。自分の国は自分で守るとい

── 食料自給率も低迷していま

消費者に支えられ
困難を乗り越えてきた

に仕事をし、その時に伝えたい

我が家に来て、 、

とは違った嬉しさがありました。

智也の入賞は自分が受賞した時

かわかりますよね
（笑）

てですから、どれほど運が良い

で、言われるがままに飼ってい

ピオンになりました。無知なの

品したところ、まさかのチャン

た。皆さんから食べていただき

していただき乗り越えてきまし

ましたが、消費者の方から応援

ＳＥ問題の風評被害などがあり

新型コロナ騒動や、過去にはＢ

じゃないかと思いますね
（笑）

に は 酪 農 の 方 が 合 って い た ん

なことを考えてしまうので、私

ばと頑張ってきましたが、そん

ためにもいいものを作らなけれ

み、自分の経営を成り立たせる

餌をどのように与えたら

の子 牛 と回 転 を 良 く す る た め
カ月 齢の素 牛

てのスタートでした。始めて約
１年が経過した頃、その中の一

大変だったかと思います。

日本は何かあった時はすぐ食料

者の方からは遠い存在のものを

私たちは支えられているんだと

頭 を山 形県の枝 肉 共 進会に出

平尾 自分達ばかりではなく色

難になってしまいます。大事な

作っているというジレンマがあ

食料難の危機感を
持ってほしい

畜産農家は通年休みがないため、平成元年に

2
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高校で学んだことは、父

んな業界の方々も大変な思いを

食料を海外依存してしまうこと

略歴

年は一緒

されたと思います。４月はかな

いうことを頭に想い浮かべなが

早く父から
独り立ちするために

32

ります。また、世界では食料難

50年以上続けている合唱や登山、
自転車など

農家の父と約1年間一緒に仕事をしてみたが父

昭和42年に上山農業高校園芸課を卒業。野菜

の知らない分野の農業をしたいと思い、
20歳の

時に10坪ほどの牛舎を建て、乳牛の雄を飼い肥

育の道に進む。

て、
21歳の時に結婚。結婚式当日、近場での新婚

翌年、和牛の肥育も始め、約160坪の牛舎を建

を送る。その時、奥様には、将来必ず海外旅行に

旅行中も牛舎に通い餌を与えるなど多忙な日々

れたそうです。

連れて行くと約束し、
これまで5、
6回一緒に行か

始まった畜産ヘルパー制度の設立に貢献。平成

13年BSE問題の風評被害を受けた時は、
当時JA

やまがた肉牛組合の組合長だった平尾さんが中

心となり、消費者連合会に消費回復の協力を求

七日町で特別即売会を開いた。消費者連合会か

ら「かしこい消費者になろう！山形牛の灯を消

さないで！」というパンフレットを携え応援に
駆け付け大きな話題となった。

■喜代春さん

過去3年間の共進会受賞歴

めたさも感じてしまいます。若

えなければならないという後ろ

平尾さんの畜産記録ノート

気 の至 り で 和 牛 肥 育の 道 に 進

第1回JA総称山形牛枝肉共進会（平成30年6月18日）
…チャンピオン賞

第12回山形セレクション牛枝肉共進会（平成30年12月3日）
…優良賞

第2回JA総称山形牛枝肉共進会（令和元年6月24日）
…優良賞

第13回山形セレクション牛枝肉共進会（令和元年12月9日）
…優秀賞三席

■智也さん

第3回JA総称山形牛枝肉共進会（令和2年6月22日）
…優良賞
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め、
JA、行政、流通、消費者が一体となり、
山形市

特集 ── 2
── 特集

3

14

はとても恐ろしいことです。

趣味も楽しみながら、
仕事に励んでおられます。

応援しよう！山形が誇る
日本のブランド和牛
「山形牛」
−プロフィール−

20

り価格が低迷しましたので、枝

120頭の和牛を肥育している。

ら、安全で美味しい牛肉を育て

は義息子の智也さんが担当する牛舎も含め、約

の国もあるのに、１㌔の肉を作

形学園には毎年、クリスマスプレゼントとして

肉 市 場に出 して も売 れ 残るん

山形牛を贈るなど地域への貢献も大きい。現在

ていきます。

ン賞に輝く。市内の小中学校で食育の講演や山

るのに ㌔以上の穀物を牛に与

和牛の肥育をメインに、稲作、野菜も手掛け

じゃないかという危機感を感じ

る農家。山形牛の共進会では何度もチャンピオ

きなダメージがありました。そのような情勢のなかでも牛に愛情を注ぎ、美味しい和牛を育て

新型コロナウイルス感染拡大の影響で牛肉の消費が落ち込み、畜産農家の方々には大
環境にも恵まれた平尾さんの牛舎
【農耕房 ひらお】
（令和2年春撮影）

・JAの未来
特集

てくださっています。今回は数々の共進会でチャンピオン賞を受賞し、山形牛のブランドを
長年牽引されている山形市吉原の平尾喜代春さんにお話を伺いました。

JA INFORMATION

JA INFORMATION

JAやまがた 金融移動店舗『ふれあい号』

よりぞうに清き一票を。
2019年54位だった雪辱を果たすために、そ

JAやまがたでは、組合員の皆様の利便性向上にむけ、

して多くのみなさまによりそいたいという想い

金融移動店舗「ふれあい号」の運行を下記のスケジュー

のもと、今年もJAバンクキャラクター「より

ルのとおり行っております。ぜひ、ご利用ください。

ぞう」がゆるキャラグランプリ2020に出場し

乗務員 JAやまがたの金融窓口職員が対応いたします。

ています。

お取扱業務 普通貯金の入出金、通帳記帳、通帳繰越

ゆるキャラグランプリでは1日1回投票ができ

発行、各種税金・公共料金の収納

ます。

※定期性貯金、為替による振込みはお取扱いできませんので
ご了承ください。

巡回地域スケジュール
午前中
営業時間

曜日

地区

月曜日

ふれあい山元

火曜日

ふれあい相模

地区

午後
営業時間

ふれあい中山 １３：００～
ふれあい山寺 １４：３０

東沢地区
９：３０～
宝沢中央公民館
１１：００
木曜日 ふれあい中山

水曜日

金曜日
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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

2

● 報告事項

2

・JA財務モニタリングの報告
・令和 年度第一四半期
余裕金運用状況報告

2

・令和 年度第二四半期
余裕金運用計画

vol.14

2

・令和 年度旅行事業における
全体企画旅行の一部中止

役員より

・令和 年産米穀売渡委託契約数量
・令和元年度果樹団地（桃）
第 期工事（決定額）

5

● 協議事項

・令和 年度 月末仮決算
・令和元年度ディスクロ ージャー誌の
縦覧等にかかる対応

・
「果 樹
（もも）団地利用規程」の一部変更

2

1

ふれあい山寺

オンラインで販売力強化

ふれあい山元 １３：００～
ふれあい相模 １４：３０

『参観デー』の中止について
例年開催している山形県農業総
合研究センター園芸農業研究所
の『参観デー』は、新型コロナ
ウイルス感染拡大防止のため中
止いたします。

山形県農業総合研究センター
園芸農業研究所
TEL.0237-84-4125（代）

Director's opinion
2020

今、世界中でコロナ禍の中、社会の生活様式が変わってきています。オンラインで農作物の生
産状況、特に生産量、品質、出荷時期の情報を正確にタイムリーに伝えられます。そして、それ
が販売力強化に繋がります。
また、オンラインを利用し生産者と消費者の「感染防止の対策と経済活動の両立」を目指します。

5

JAやまがたでは、園芸作物の生産強化へ向け、施設整備を行っています。これからも、地域農
業の振興、農家組合員の経営力強化に力を入れていきます。
こんな時だからこそ、思考力と情熱を持って「新しい歴史への挑戦」をしていきましょう。

── JA Information ／理事会だより／役員より

で各種サービスをご利用
いただけます。
（残高・入
出金明細照会、振込・振
替、税金・各種料金の振

■投票期間
7/1
（水）
10:00～9/25
（金）
18:00

込み、定期貯金）
メリット2 お客さまの大
切な情報のセキュリティ
確保・維持に努めてます。

■投票方法

ゆるキャラグランプリ
公式サイトにアクセス
▼
ID登録
（初回のみ）
▼
発行された
IDでログイン
▼
よりぞうに投票

応援よろしく
お願いいたします！

メリット3 個人のお客さまは、定期貯口座をその場で
開設、預け入れができます。
メリット4 ローン繰上返済サービスをご利用いただけます。
メリット5 カードローンの借入や返済などもサービスを
ご利用いただけます。
メリット6 マネーフォワードアプリに連携し、もっと
簡単に、家計の管理、入出金の管理が可能になりました。

お申込みは簡単！
本店・各支店窓口または
オンラインでのお申込みができます。

詳しくはこちら▶ http://www.jabank.jp/

グリ－ンやまがた

棚卸休業、お盆期間中の
営業時間変更のお知らせ
常日頃より、グリ－ンやまがた（中央、西部、南部）
をご利用いただき誠にありがとうございます。グリ－
ンやまがたの棚卸、お盆期間中の営業時間は下記のよ
うになります。よろしくお願いいたします。
棚卸実施日

そして、新しい生活様式を定着させ、新しい日常を作り上げていきましょう。

栗原秀行

メリット1 来店の手間
が省け、インターネット

お問い合わせ

今年も各地で、豪雨被害が発生しています。農業被害も甚大となっています。

理事

いつでも、どこでも、手軽で便利！
便利なJAネットバンク

お盆期間中の
営業時間

令和2年9月1日（火）
終日休業
8月12日
（水）～8月16日
（日）の
5日間は
8：15から15：00までとなります

グリーンカードご利用の皆様へ

グリーンカードを利用してお得に
お買い物を！
●ポイントは貯まっていませんか？
●ポイントはグリーン店舗にて

１ポイント１円で
ご利用いただけます。

●グリ－ン店舗職員がポイント利用のご案内をい
たしますので、是非ご利用ください。

お問い合わせ

グリーンやまがた中央 TEL.023-684-2724
グリーンやまがた西部 TEL.023-646-5556
グリーンやまがた南部 TEL.023-679-8656
JA Information ── 4

JAやまがた
NEWS
TOPICS

6月27日
（土）

吉村知事さくらんぼPR動画撮影
山形市黒沢にある渡邉洋二理事の園地に吉村美栄子県知事が訪れ、さく
らんぼのPR動画撮影が行われました。さくらんぼ柄のかすり姿で撮影をさ

管内の主な出来事をご紹介

れた吉村知事は渡邉理事と会話を弾ませながら、収穫を体験し、もぎたて
のさくらんぼを試食されました。

JAホームページでも随 時 トピックスを更 新中！

JAやまがた

吉村知事は動画で「さくらんぼはピカピカに光ってとても愛らしい果物で

検索

す。甘酸っぱさが口の中に広がって心も体もキュンとし幸せな気分になりま
す。新型コロナが全国的に収束しておりませんので、今年はお取り寄せをい
ただいてお家でさくらんぼをお楽しみください」と呼びかけていました。

6月30日
（火）

山形市へ
「広告入り窓口用封筒」贈呈

動画は山形県公式動画チャンネル『やまがたchannel』
で視聴できます。

6月28日
（日）

アーモンドの切り枝
全国初出荷！

山形市役所市民課窓口や各コミュニ

6月中旬〜7月上旬

おいしさ直売所
さくらんぼ祭り
おいしさ直 売 所3店 舗では、6月

ティーセンターに置かれ、各種証明書

中旬から7月上旬まで「さくらんぼ祭

入れに使われる「 広告入り窓口封筒 」

り」を開催し、贈答品からご自宅用ま

3万9千枚を当JAとJA山形市が共同で

で種類豊富な朝採りの新鮮なさくら

6月25日
（木）

JA世田谷目黒で
さくらんぼ即売会

6月24日
（水）

山形県さくらんぼ品評会

友好組合協定を結ぶJA世田谷目黒

夏の味覚
デラウェア出荷スタート
山形市の本沢集荷場でぶどうの出

では毎年さくらんぼの時期に観劇会を

荷出発式が開かれ、加温ハウス栽培

開き、当JAの農作物を販売していただ

の ぶ ど う「 デ ラ ウ ェ ア 」400㌜（1㌜

いています。今年は新型コロナウイル

2㌔）が関東方面に出荷されました。

作製し山形市へ贈りました。贈呈式で

んぼが毎日入荷されました。期間中

スの影響で観劇会を中止し、本店前で

生産者やJA役職員ら約30名が参加し、

は両組合長から佐藤孝弘市長へ封筒が

はお気に入りの商品を選び、旬のさ

即売会を開いていただきました。当JA

2020年度の計画、出荷量1130㌧、販

手渡され、受け取った佐藤市長は「団

くらんぼを県内外に発送されるお客

から直送されたさくらんぼ「佐藤錦」

売高8億3840万円の必達を誓いまし

地の地図もわかりやすく、市民へ両JA

さまで賑わいました。
また、落合店では6月27日、28日

の取り組みのPRになると思う」と話し

にお子様限定で「ミニ流しさくらん

ていました。

ぼ大会」を実施しました。割りばし

封筒の表面はJA山形市の山形セル

は掴むのみの使用、相互に間隔を空

リー団地とJAやまがた野菜ハウス団地

けるなどのルールを作り行いました。

を総称した「おいしいサラダ団地」の地

子ども達は次々流れてくるさくらん

図をイラストでわかりやすく紹介、裏

ぼを割りばしで上手にキャッチし楽

面は両JAの不動産センターを案内して

しんでいました。

います。封筒のデザインはJA山形市の
齋藤萌さんがデザインしました。

山形市成安の果樹農家伊藤英宏さ
んは、アーモンドの切り枝を中央営農

640パックと中玉トマト「シンディー

た。JA広域ぶどう部会の蛇子正一部

スイート」100袋、ナス「蔵王サファ

会長は「生産者の努力で今年も甘くて

イヤ」100袋を販売していただきまし

おいしいぶどうに仕上がった。消費者

た。JA世 田 谷目黒 の 飯 田 勝 弘 会 長、

の皆様に喜んでいただきたい」とあい

中杉誠理事長、床爪晋相談役ら役職

さつされました。JA役職員、生産者

員の皆さんと元読売巨人軍鈴木尚広さ

らがテープカットを行い、参加者全員

ん、巨人大好き芸人おくまんさん、当

で関東に向かうトラックを拍手で見送

JAからは新型コロナ感染予防を万全

りました。

にした経営管理部・羽角克之部長が駆

講評：出品されたもの
は甲乙つけ難く、鮮
度、
着色、
粒ぞろい申
し分ないものでした。
これからも安全安心
なさくらんぼを全国
に届けてほしい。

け付け、約2時間で準備した農作物が
完売しました。

センターから（株）大田花きに初出荷
しました。
（株）大田花きにアーモンド

県産さくらんぼのより一層の品質向

の切り枝が出荷されたのは初めてとの

上と消費者へ安全安心な美味しいさく

ことです。約５㎝の楕円形の産毛で覆

らんぼを提供するため、山形市の霞城

われた黄緑色の実が初夏から秋を感じ

セントラルビルで「佐藤錦」の品評会

させる魅力があり、フラワーアレンジ

が開催されました。

などで使用されているようです。

県内の主産地6JAから「佐藤錦」1㌔

伊藤さんは桃の花に似たピンク色の

パック詰めの部に19点、1㌔裸詰めの

可愛らしいアーモンドの花に魅了され

部に36点が出品され、詰め方、着色、

約10年前栽培を始められました。
「アー

にくく丈夫で、アーモンドという珍し
山形市と両JAは2019年8月5日、
3団体で農業振興
を通じ山形市の一層の地域活性化に資する協定
を締結しています。

── JA NEWS TOPICS

さも良かったのかな」と笑顔で話して
いました。

「デラウェア」の
出 荷 は6月22日
に始まり、新 盆
の7月中旬に出
荷ピークを迎え
ます。

熟度など9項目が評価されました。

モンドの切り枝に需要があるとは想像
もつかなかった。大きめの実だが落ち

7

6月24日
（水）

7月8日
（水）
にも即売会を開
い て い た だ き、紅 秀 峰500
パック、
シンディースイート
100袋、蔵王サファイヤ100
袋があっという間に完売し
ました。

当JAからは1㌔パック詰めの部で上
山市皆沢の黒田実さんが優賞、1㌔裸
詰めの部で上山市権現堂の齋藤惇弘さ
んが優賞に輝きました。
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7月3日

日本農業新聞購読のご案内

農政対策協議会

食・農をめぐるニュースを多角的に深堀りし、

■国および県農業施策にかかる意思反映活動
新たな「食料・農業・農村基本計画」を踏まえた基本政策の実現に取り組む。
また、新型コロナウイルスの影響を踏まえ、農業生産の継続に必要な施策と
十分な予算確保に向けた農政運動を展開します。
●

生産現場からの意見積み上げを踏まえ、水田農業、園芸、畜産・酪農等、作
目別の経営安定対策や予算・税制対策、農業・農協課税対策や気象災害対策、
農作物盗難防止対策等の課題解決に向けた取り組みを行います。

（単位：円）

項目

農業・農村の価値観を共有し、県域組織と連携を図り
農教育を展開します。
「子ども食堂」への食材提供等、
JAグループをあげた支援を推進します。

5,586,500

一般会計繰入

2,250,000

繰越金

46,876

雑収入

418,242
8,301,618
（単位：円）

安全・安心確保対策の産地全体の底上げに向けて、
「やまがた農産物安全・安

金額

負担金

2,266,900

会議費

568,690

宣伝費

1,207,459

施設費

0

活動費

■県産農畜産物の安全・安心確保対策

金額

拠出金

項目

ながら、地域農業や「食」と「農」の重要性にかかる食

●

収入の部

支出の部

農政運動にかかる情報発信や大会開催等を通して、組
合員のJAへの結集に向けた対内広報活動を強化します。

●

■ 令和元年度（平成31年度）
農政対策協議会 決算書

合計

■農業・JAに対する理解促進活動の展開
●

本部

2,380,242

支部

1,080,800

雑費

6,000

心取組認証制度」に導入された山形県版GAPの取り組みを支援するとともに、

合計

第三者認証体制を構築した山形県GAPの認証取得を支援します。

差引金額

7,510,091

岩澤

均

東一川崎中央青果株式会社
代表取締役社長

鳥津 忠安

横浜丸中青果株式会社
代表取締役社長

後藤 正明

京都青果合同株式会社
代表取締役社長

内田

隆

大阪北部中央青果株式会社
代表取締役社長

三木 博司

富山中央青果株式会社
代表取締役社長
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安井

豊

東京青果株式会社
代表取締役社長

川田 一光

東京多摩青果株式会社
代表取締役社長

富田 雄一

東京シティ青果株式会社
代表取締役社長

鈴木 敏行

金港青果株式会社
代表取締役会長

池田

満

大阪中央青果株式会社
代表取締役社長

中島 啓太

名古屋青果株式会社
代表取締役社長

吉田 真太郎

遠藤 貢司

株式会社
代表取締役社長

石巻青果

近江 惠一

山形丸果中央青果株式会社
代表取締役社長

二ノ戸 長作

岐阜中央青果株式会社
代表取締役社長

岡部 宏行

仙台中央青果卸売株式会社
代表取締役社長

火曜日～日曜日は 東北版！

毎週木曜日は 山形県版！

JAやまがたの組合員の皆さまも
登場します。

ローカルニュースが
盛りだくさん。

多彩な紙面
■
【農業】×ビジネス

農業は食品や製造、情報通信など様々

な産業と関連し、多種多様なビジネスチャンスがあります。
アグリビジネスに挑戦する企業の奮闘を追いかけ、チャン
スをつかむヒントをお伝えします。
■
【農業】×ICT

情報通信技術（ICT）や人工知能（AI）といっ

た最先端技術を使い、省力化や作物の品質向上など効果を
挙げているサービスを紹介します。
■
【農業】×若者

次世代の担い手である若者の行動と意識を

追いながら、若者が活躍できる農業の在り方も追及します。
■【農業】×地方創生

地域ににぎわいを生む「まち・ひと・

しごと創生」の取り組みを追います。

月額購読料

2,623円（税込）

お近くの新聞販売店から、
毎日お届けします。
購読をご希望される方は、
営農経済部 営農米穀課、もしくは
お近くの支店へお問い合わせください。
お問い合わせ

営農経済部 営農米穀課

TEL .023-624-8562

斑点米カメムシ類急増！ 穂いもち病感染リスク高！

東京新宿ベジフル株式会社
代表取締役社長

地域の話題を集めた地方版で、身近な情報も届けます。

稲作緊急情報

JAやまがた青果物販売協力会

東京千住青果株式会社

農家だけでなく消費者にも分かりやすく解説。

791,527
（次年度へ繰越）

JAやまがたの農産物を 責任持って販売します

代表取締役社長

Agricultural
Information

国内唯一の日刊農業専門紙、発行部数は約32万部。

令和2年度活動計画
●

農業
情報

安藤 堅太郎

今こそ病害虫防除の徹底を！！！

斑点米カメムシ類の発生については7月27日現在で2回の注意報が発表さ
れ、近年にない発生量となっています。共同防除実施地域でも安心はで
きません。“共同防除プラス１回” の防除を行い、斑点米被害を未然に防ぎ
ましょう。
また、7月からの天候不順により葉いもち病の感染好適条件が多数観測さ
れています。一部ではすでにその発生が見られていることから、穂いもち
病への移行が懸念されます。穂いもち病は収量減に直結します。圃場を
観察し適確な防除対応により被害を最小限に抑えましょう。

■ 防除薬剤
対象病害虫
カメムシ類

いもち病

薬剤名

使用量

使用時期

スタークル豆つぶ

250g/10a

スタークル粒剤

3kg/10a

ノンブラス粉剤DL

3～4kg/10a

収穫7日前まで

使用回数
3回以内

使用方法

散布

2回以内

※詳しくは各営農センター営農企画指導員へお問い合わせください。
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読者の広場
8月号のテーマ

七夕

● 七夕の7月7日は初孫の誕生日。
毎年「ハッピーバースデートゥー
ユー」でお祝いしています。
（山形市 Iさん）

編 七夕の日にお孫さんの誕生、素敵ですね。7月7日の誕生
○
花は「アべリア」で花言葉はなんと「強運」だそうです！きっ

と幸せな人生になりますね。
● 子どもが生まれてから、7月7日に短冊を書くようになりま
した。毎年だと仙台七夕へ行くのですが、今年は辞めます。
（山形市 Ｍさん）

福祉センター青田

おいしい
農産物をどうぞ

健康
コラム

編 仙台の七夕祭り残念でしたね。
「コロナウイルスの終息！」
○

める通常の生活に戻ってほしいです。
●「祝・百歳」を拝見しました。7年前に亡くなった私の父も

話です。

10年生まれの祖父母を思い出しました。
1

2

3

はみんな太陽を求め出かけるのです。高齢者でも

5

幸せホルモンとも呼ばれるセロトニンの増加、さら
にはビタミンDが作られ免疫機能がアップするとい
今年はフランスでもコロナの影響で移動が制限

6
7

されており、自宅でプールを作る人が増えているよ
うです。
６月８日、佐藤吉子理事より
新鮮な野菜を
たくさんいただきました。

➡

タテのカギ

2 振り返ってその方を見ること。
関心を示すこと。
3 アルコールが入っている飲み物。
4 国の最高権力者。君主。
5 貸家の持ち主。おおや。
6 血液が足りなくなった人の体の中に
血を補うこと。
7 意見。考え。

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。

7月の通所介護

6月24日
（水）

あさがお子ども食堂

認定こども園
さくらんぼ幼稚園

ぶどう
「デラウェア」
、
さくらんぼ
贈呈

7月6日
（月）

本沢小学校

ぶどう
「デラウェア」
贈呈

広域ぶどう部会
（出荷出発式）

6月30日（火）

本沢果樹部会

山形市
青年農業士制度
とは…

り、将来とも有望な農業者を認
定し、山形市の農業者を育成・
確保していくことを目的として、
1978年に制度化しました。

旬果教室(梅シロップ）

●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

今年度は今回の3名を含め、20

佐藤市長は「若い人ならではのチャレンジ精神を発揮し、やりがいを持って農業

歳から45歳までの農業者50名

に取り組んでいることを発信して仲間を増やしてほしい」と激励されました。

が認定されています。

■推名 俊一さん 飯塚町
スイーツ教室

山形市の若い農業者の模範とな

3人に認定書が手渡されました。

郵便

JAやまがた野菜ハウス団地１期生として就農し、地域に合っ

た栽培・経営を学びながら、きゅうり栽培を行っています。
■金子 直人さん 上椹沢

身近に尊敬する
先輩女性農業者が
たくさんいるので、
そういう人に近づきたい。
女性農業者を増やして
いきたいです。

若さを生かして
頑張っていきます。

山形のきゅうりを
リードしていけるような
農家になりたい。

安全安心な果物生産をモットーに祖父が経営していた果樹

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。
7月号のクロスワード答え：あさがお

子ども達への農産物プレゼントで今年も小学校
あとがき
へ取材に行くことができました。新型コロナ感
染防止のため、給食はみんな前を向いておしゃべりも最小限。楽
しい給食もちょっと寂しいなと感じましたが、カメラを向けると
満面の笑みで「おいしい！」と言ってくれました。コロナや異常
気象の中で農家の方は大変なご苦労をされていると思いますが、
広報紙を通して子ども達の笑顔を皆さんに届けていきたいです。

大郷小

山形市の青年農業士への認定書交付式が市役所で開かれ、佐藤孝弘市長から

夏の楽しみ

●締切／ 8月25日（火）
（当日消印有効）

高瀬小

頼もしい後継者
山形市青年農業士認定書交付式

9月号のテーマ

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

JAグループ山形

子ども食堂「楽」

小麦色にこんがり日焼けした姿をたくさん見かけま

われています。

4

さくらんぼ、
ランチョンマット
贈呈

山寺小中

ます。休みのために一年間頑張って働くといっても

8

── 健康コラム／読者の広場／クロスワード

みんなの広場
「えがお」
子ども食堂
「楽」
あさがお子ども食堂

フランスは夏休み(バカンス)を一か月くらい取り

した。日光浴をすると骨を丈夫にし、
発ガンの抑制、

クロスワード
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6月25日
（木）
～30日
（火）

出羽小

あたり、陽ざしはあまり望めません。そのため、夏

編 鈴木さんには100歳誕生日を機会に初めてお会いしたので
○
すが、本当にお若く元気で過ごしておられました。私も大正

1 住む所。動物などが住んでいる所。
4 板を円筒形に組み合わせて、
底を付けた器。
5 ベースボール。
8 その土地の生まれであること。
その学校・団体などの出であること。

みんなの広場「えがお」

福祉センター青田で、調理を担当している、田村と申

のことを色々思い出させてもらいました。
（上山市 Iさん）

➡ヨコのカギ

中央果樹部会

健康の秘訣は日光浴

過言ではないくらいです。フランスの冬は雨季に

□□□□

さくらんぼ贈呈

各地の食育活動を紹介します

vol

70

大正9年生まれでした。生きていれば百歳なんだと思い、父

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。

出羽小学校／明治小学校／大郷小学校
高瀬小学校／楯山小学校／山寺小中学校

します。私が若い時フランスへ修行に行っていたときの

という世界中の人の願いが叶って、来年こそは夏祭りも楽し

息抜き

6月23日
（火）
～30日
（火）

園を引き継ぎ、さくらんぼ、西洋梨、桃、リンゴなどを生産
されています。
ドライブツアー (紫陽花）

福祉センター青田
TEL.023-616-8002

お問い合わせ

介護サービス事業／通所介護・訪問介護・福祉相談窓口

■石澤 伶菜さん 下椹沢

県外で仕事をしていたが、祖父母が経営していた農地を守
りたいという気持ちから、Ｕターン就農。少量多品目の野菜
栽培をし、JAおいしさ直売所を中心に販売されています。
左から石澤さん、
佐藤市長、
金子さん、
推名さん
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