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北京風 漬 物

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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TEL.023- 641- 3121

白菜…半株
酢…1L
砂糖…15g
塩…少々
はっかく…2片
唐辛子…3本
粒山椒…少々
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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）
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伝統を守るために青菜栽培に挑戦！

旬の料理

白菜の北京風漬物

購読申し込み
JAやまがた
公式
Facebook
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②に酢、砂糖、塩、はっかく、唐辛子、
粒山椒を入れる。
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水分を飛ばした白菜を、 大きめのボウル
に敷き詰める。

森谷秀和／「森の季」隠れ家的中華料理のお

オ

特集 JAの未来

洗った白菜を縦に4等分にして、 半日ほ
ど冷暗所に放置し、 水分を飛ばす。

酸っぱさの中にピリッと
した辛さがあり、
食欲をそそります。
発酵させて鍋に入れても
とても美味しいです。

FAX.023- 631- 4714

02

1

経済課
TEL.023-624-8567

キッチンペー パ ーを被 せ、 冷 暗 所 で 漬
け込む。 3日後くらいから味がついてき
ますが、 1週間後からが食べ頃です。

ラクで、おいしく、健康になれる
すごい！ みそ汁

18歳からの自炊塾
九州大学 生き方が変わる3か月

小田真規子 著/前橋健二 監修

比良松道一 著

手軽な健康食として近年注目のみそ
汁。初心者向け料理が人気の著者が、
だしを使わない作り方のコツや、う
まみが出る食材の切り方を丁寧に解
説。旬の食材を使えば、アレンジも
無限大！効能別のみそ汁も紹介。
定価（税込）1,320 円

「3か月自炊をしてSNSに投稿」など
一風変わった授業で人気の九州大学
の講義「自炊塾」
。料理だけでなく、
生産者や環境問題など、食と社会の
結びつきを学ぶ。その取り組みと変
化する学生たちの生き方を綴る。
定価（税込）1,430 円

── 青菜栽培をすることになっ
食べて 時半頃になり、その後、

収穫・出荷をして、朝ごはんを

と重なります。朝、キュウリの

がキュウリとトマトの収穫時期

月 日にあったエーコープの目

まで減少したと聞きました。

あった青菜の出荷が、半分近く

の減少でかつては２００㌧以上

耕作放棄地で伝統野菜を

たきっかけはありますか。

家が空いている土地に家庭用で

で思い返してみると、青菜は農

てみたいと話したことです。後

耕 作 放 棄 地 を利用 して 栽 培 し

佐藤

青年部の仲間にも協力していた

した。

の暑い時間に青菜の作業をしま

穫を行います。その合間の午後

の涼しくなってからトマトの収

お昼まで消毒などの作業、午後

佐藤

かったですか。

── 初 め て の 栽 培 は 難 し く な

思いました。

たので頑張らなくてはと改めて

加しましたが、私が最年少でし

ぞろえ会と出 荷 説明会にも参

青 年 部の仲間と地域の

栽培しているというのが多い印
だき、無事出荷を迎えることが
ら作業を進めていきました。疑
相談し、青菜畑を見せていただ

問点はエーコープの三浦部長に

栽培管理表を確認しなが

象があります。それぞれの家庭
できました。

の耕作放棄地でまとめた面積を
栽 培 し て み よ う と 思い ま し た 。

あり、山形の農家として伝統に

らやってみたいなという想いは
佐藤

わに決めた理由はありますか。

── 出荷先をエーコープもとさ
組むことができました。

べたりできたので安心して取り

き、自分の青菜と成長具合を比

携わるということに魅力を感じ
種苗屋さんに相談した時、エー

青菜は伝統野菜ですし、以前か

ていました。
コープもとさわを紹介していた
── 青 菜 栽 培 に 取 り 組 ん で 良

り事業継承することになってい

祖 父の家（ 神 保 家 ）に 養子 に入

佐藤

しました。不思議と青菜は人生

て 、「 神 保 家 を 継 ぐ ！」と 決 意

菜も家の伝統も一緒だなと思っ

を継ぐという風に考えたら、青

野菜に携わるんだったら、自分

ていることを知りました。伝統

佐藤 青菜栽培に関わったから

りますか。

── 今後のビジョンや目標はあ

栽 培 してみ よう と思い

── メインとして生産している
だきました。本沢の青菜漬は全
かったことは。

るのですが、その決断のきっか
の大きな転 機となる作 物とな

も 次の 世 代 に バトン を 渡 す 役

には、責任を持って取り組んで

スタード作ってブランド化とか
してみたいとか。栽培すること
も楽しいですが工夫して販売に
も注力していきたいと思ってい
ます。そして、自分の取り組み
を多 くの人に知ってもらい「 あ
いつ 楽 し そ う な こ と し て い る

人生の大きな決断

農作物との作業の兼ね合いは大
国 的 に も 有 名 で す が、生 産 者

生産者の減少を知った

で身近にあった野菜を私の祖父
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丈夫でしたか。
佐藤 キュウリ、トマトをメイ
ンに生産していますが、青菜と
作 業のピーク 時 期 は ず れるの
で、年間のスケジュールで考え
ると仕事がしやす く 作 業時間
がとりやすかったです。
しかし、８月下旬から始めた青
菜の土づくり、９月上旬の播種、

けとなったのが、この青菜栽培
りました。

その後の間引き作業くらいまで

でした。

目を果たしたいと感じました。

いきたいなと思います。最初の

農業に新しい
ムーブメントを起こしたい

そう考えるのだったら、自分の

スタートはおこづかい稼ぎ感覚

佐藤さんの取り組みが同世代の方にも広

な」と周りから思われることで、

も頑張ってください。

みとなると思います。これから

が増えたことで他の生産者も励

── 青菜を栽培する若い生産者

きたいです。

に、農業と地域を盛り上げてい

をしたいなという気持ちを大切

出すのは大変ですが新しいこと

増えたら嬉しいです。一歩踏み

で3～4日間漬け込みます。今年は昨年より40トン

意欲的に青菜づくりに取り組んでいただ

農業をやってみようという人が

水洗いしたものを醤油や昆布ベースの秘伝のタレ

担当部長より

所を作り、漬物や青菜の種でマ

け込み槽に2トンの青菜を入れ、2日間塩漬けし、

りバックアップして応援していきます。

かつての本沢農協婦人部がつくりあげた味を次世代へと繋いでいきます。

き感謝しています。エーコープでもしっか

ました。地元産の素材を使い、減塩に気を配り、手づくりにこだわって、

佐藤拓磨さんへメッセージ

もとさわの青菜漬・おみ漬は、生産・販売をはじめて今年で37年を迎え

実 は 来 年 、農 業 を 営 む
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三浦克裕エーコープもとさわ

エーコープもとさわの青菜漬

がっていけば嬉しいです。

エーコープもとさわでは、深さ2.4ｍの専用の漬

「 山 形 青 菜 」という 伝 統野 菜 を
調 べた り 、色 ん な 方 と 話 を し
て 、す ご く 昔 か ら あ る 野 菜 な

23

多い160トンを漬け込みをしています。

のに生産 者の減 少 が懸 念され

家の伝 統はどうなんだろうと

運んでみてください。

だったんですけど、実際に取り

ぜひ、SNSをチェックして直売所に足を

思いました。今までは祖父のと

コリーとカリフラワーも出荷されています。

組んでみて伝統とか考えている

神保」でキュウリやトマトをメインにブロッ

ころに働きに行っている感じで

おいしさ直売所には
「名前のない農園

と夢が膨らんできました。加工

子を発信しています。

特集 ── 2
── 特集

3

佐藤拓磨
No Name Farm
-名前のない農園-

Facebook▼
Instagram▼

伝統を守るために青菜栽培に挑戦！
大

く青
き

農業をしていたのですが、伝統

佐藤さんはSNSでも日頃の農作業の様

・JAの未来
特集

青菜
育った
と
々

山形県には、地域の人々が古くから大切に守り受け継いできた伝統野菜が数多く残っています。

青菜漬・おみ漬で人気の「山形青菜」もその中の一つですが、年々生産者・生産量、共に減少しています。

今月は、伝統を守るため今年から青菜栽培に取り組んだ、若手農家 ＪＡやまがた青年部飯塚支部・佐藤拓磨さんに
お話を伺いました。

JA INFORMATION

JAやまがたローンキャンペーン
マイカーローン・教育ローン
最大引き下げ後変動金利

年

1.4％
+保証料率

JA INFORMATION

んSS年末感謝祭
あぐり

年末年始のATMご利用について

１５ℓ以上 給油の方に

鏡もちプレゼント！

（自動車燃料給油のお客様限定）

１6 水17 木

・あぐりんランド３４８
・あぐりんランドなかがわ
・あぐりんランドさがみ

18 金19 土

・あぐりん西公園前SS
令和2年 １２/

19 土20 日

１月3日（日）

９：００～１７：００

９：００～１７：００

９：００～１７：００

９：００～１７：００

休止（利用不可）

県外のＪＡ
ゆうちょ銀行

8：００～21：００

8：００～21：００

8：００～21：００

8：００～21：００

他金融機関

8：００～21：００

8：００～21：００

8：００～21：００

8：００～21：００

コンビニＡＴＭ

8：００～21：００

8：００～21：００

8：００～21：００

8：００～21：００

（上記以外ＡＴＭ設置場所）
ＪＡビル

理事会だより

内容 より
日開催】
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回理事会

月

10 9

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

・令和
 ２年度上半期監事監査概要

・ 令和２年度上期定期監査の意見書
・第７
 次中期経営刷新計画に
係る常勤役員との対話活動

・令和
 ２年産米集荷状況

TEL.023-624-8269

● 協議事項

各支店 または 本店 農業・ローン支援課

・ATM再編に係る対応経過
並びに今後の取組み方針

お問い合わせ

１月2日（土）

（自動運行ＡＴＭ設置場所）
本店、滝山支店、東沢コミュニティセンター、宮浦支店、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、ふれあい作谷沢店、
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。但し、１２月３１日のみ９時からのご利用となります。

・あぐりんえまたSS

●実施期間
令和2年11月4日～令和3年4月30日

１月１日（金）

上記以外のＡＴＭ

令和2年 １２/

令和2年 １２/

自動運行のＡＴＭ

１２月３１日（木）

県外のＪＡ・他金融機関のＡＴＭご利用について
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が、 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。

コンプライアンス基本方針
JAやまがたは、相互扶助の理念に基づき、農畜産物の供給源としての役割や、金融機関としての役
割など、協同組合組織として組合員や地域社会に必要とされる事業を通じて、その生活の向上や地域社
会の発展に貢献するという基本的使命・社会的責任を担っています。
JAやまがたは、この基本的使命・社会的責任の実現に向けて、以下のコンプライアンス基本方針に

役員より
vol.18

理事

猪野良勝

5

今後のJAのあり方
少しずつ冬の便りも届く季節を迎え、農作業もほぼ終盤となっている状況です。
今年はこれまで経験したことのないコロナ禍の中で、自然災害（大雨）に見舞われ、果樹・野
菜等に甚大な被害をもたらす結果となりました。JAにおいては迅速な対応、復旧支援と各専門部
が一体となって対処に取り組んだ年でもあります。
今、取り上げられている「自己改革」におきましては、組合員の減少、農家離れとＪＡが設立し
た時代とは真逆の状態となり、当時と同じ経営方針、方向性では先細りしか見えない状況です。
当JAは二市二町が管轄であるため、各地域の特色・特徴を生かして他産業からも参入できるよう
な体制が理想だと思います。直売所の利活用をはじめ、農産物の生産性向上、販売体制の梃入れ
が必要であり、役職員一体となって頑張ります。
組合員の皆様におかれましても、共同ではなく協同の精神を認識いただき、農業協同組合をよ
り元気で活発な組織にしていただきたいと思います。

── JA Information ／理事会だより／役員より

基づく事業を展開していきます。
１．当組合は、JAの担う基本的使命・社会的責任を果たし、組合員や利用者の多様なニーズに応える
事業を展開し、社会の信頼を確立するため、当組合の役職員一人ひとりが、高い倫理観と強い責任
感を持って、日常の業務を遂行します。
２．当組合は、創意と工夫を活かした質の高いサービスと、組合員の目線に立った事業活動により、地
域社会の発展に貢献します。
３．当組合は、関連する法令等を厳格に遵守し、社会的規範に基づき、誠実かつ公正な業務運営を遂行
します。
４．経営情報の積極的かつ公正な開示をはじめ、広く地域社会とのコミュニケーションの充実を図ると
ともに、透明性の高い組織風土を構築し、信頼の確立を図ります。
５．社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、確固たる信念をもって、排除の姿勢を
堅持します。

JA Information ── 4

JAやまがた
NEWS
TOPICS

10月24日
（土）

モンテディオ山形を激励！
！農産物贈呈
天童市のNDソフトスタジアム山形で開かれたサッカーJ2の試合に合
わせ、モンテディオ山形と東京ヴェルディの両チームと審判団へ大粒

管内の主な出来事をご紹介

ぶどう「シャインマスカット」1箱ずつ（2.5㌔入り）と来場者に「つや姫」
の新米20袋（1袋3㌔入り）をプレゼントしました。モンテディオ山形企

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

画の市町村応援デーに合わせたもので、試合前の贈呈式で岡崎輝明組

検索

合長がモンテディオ山形の相田健太郎社長に「シャインマスカット」を
手渡しました。山形市はモンテディオ山形に強化資金としてリボンマグ
ネット募金の40万円を贈りました。

11月7日
（土）

JRホームに
上山市特産
「紅柿」

佐藤孝弘市長が代表して「J1昇格を目指し、
快進撃を続けてほしい」
と激励
のあいさつをされました。

11月3日
（火）出羽地区青菜畑にて

ふるさとの味
女性部青菜加工グループ

10月29日
（木）

シャインマスカット
剪定講習会

上山市のJRかみのやま温泉駅の1番

西部営農センターぶどう部会は、山

ホームに、市特産の紅柿をつるした

形市長谷堂の高橋秀雄さんの圃場で

「紅柿のれん」が飾り付けられました。

ぶどう「シャインマスカット」の剪定講

地元の干し柿生産者らが約2,000個の

習会を開きました。同部会の「シャイ

紅柿をつるし、オレンジ色の鮮やかな

ンマスカット」出荷量は年々増加して

果実がのれんのようにホームを彩りま

います。技術向上を図るため、講習会

した。

には生産者ら約40人が参加しました。
県村山総合支庁農業技術普及課の鈴

「紅柿のれん」は同市本庄地区を中
心に紅柿の屋外乾燥の時に現れる、初

木雅満主任専門普及指導員が講師を

冬の風物詩。特産の紅干し柿を多くの

務め、結果母枝を１～２芽にする短梢

人にPRしようと約15年前から展示を

剪定の実演をしながらポイントや注意
点をアドバイスしました。また、例年

行っています。

より多く発生したぶどうの生理障害

同駅前の観光案内所などにも飾ら

「縮果症」と「未熟粒混入症」について

れ、来年1月6日まで展示予定です。

も説明がありました。
山形地区女性部青菜加工グループ
の青菜の収穫と漬け込み作業が11月
5日から始まりました。約40年前から

10月16日
（金）

JAグループ山形
山形県知事と意見交換

10月14日
（水）

「地域安全活動に関する
覚書」
の締結

10月7日
（水）

悪戸いもを使って芋煮給食
山形市農業振興協議会は、子ども達
に農業や食への関心と地元農作物への

JAグループ山形は県庁で吉村美栄子
知事と「山形県農業・農村施策にかか

理解を深めてもらうため、市立第八小

る県知事との意見交換会」を開き、県

学校の2年生を対象に「山形市産芋煮

農林水産部の幹部、JAグループからは

給食お話会」を開きました。

各組合長と各団体の代表ら約40名が出

芋煮給食に山形市伝統野菜の「悪戸

席しました。JA山形中央会の長澤豊会

いも」を提供した、農事組合法人村木

長が、新型コロナウイルス対策やコロ

沢あじさい営農組合の森田誠一さんと

ナ禍を踏まえた食料安全保障の強化な

渡邊勝実さんが同校を訪れ、お話会を

ど本県農業・農村施策の充実・拡充に

実施。大きな葉が付いた「悪戸いも」

向け政府への働き掛けや県支援を求め

を見せながら、栽培方法、栄養などを

た要請書を吉村知事に手渡しました。
当JAの岡崎輝明組合長は新規就農者
の育成、生産量拡充のために生産現場
への農業技術指導の支援、県女性協代
表として出席した女性部の有海栄子部
長は子ども達への食農教育活動の取り
組みとして学校給食にさらなる地場産
食材の活用を要望しました。

山形県警察本部で行われた調印式に
岡崎輝明組合長とJA山形市の大山敏弘
組合長が出席し、安全で安心な社会の
実現を目指すため、山形県警察本部と
「地域安全活動に関する覚書」の締結を

説明し、収穫までの苦労や喜び、おい
しさを児童に伝えました。
芋煮給食は10月12日までに市内の
小中学校46校で実施され、同組合の
「悪戸いも」1,171㌔が提供されました。

しました。
活動内容は ①特殊詐欺を始めとする
各種犯罪被害防止を目的とした声掛け
及び広報啓発活動 ②防犯カメラの設置

加工事業を開始し、長年引き継がれた

等による防犯環境の整備 ③子ども等

秘伝のタレで漬け込んだ「青菜漬」と

の緊急時における避難場所の提供活動

青菜、ニンジン、干し大根、カライモ

④青色回転灯装備車両による自主防犯

などを細かく刻み、紅花の乱花を一緒

パトロール活動の4項目です。

に漬けた「おみ漬」を全国へ発送して
います。今年はメンバー 10人で種ま
きから刈り取りまで24トンの青菜を栽
培しました。堀井信子委員長は「青菜
は大きく順調に仕上がった。青菜漬は
ご飯と相性抜群、おみ漬は納豆と混ぜ
て食べるのもおすすめ。毎年、全国の
方が楽しみに待っていてくれる。心を
込めて漬け込んでいきたい」と話して
写真提供：古頭稔弥さん、
山田久雄さん
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── JA NEWS TOPICS

いました。

県警察本部よりJA共済連山形に防犯カメラの設
置等の働き掛けがあり、
両JAが防犯CSR（社会的
責任）
活動の一環として協力を承諾しました。

芋煮の牛肉は新型コロナウイルス感染症で需要
が停滞した県産和牛肉「山形牛」
を使用し消費回
復につなげました。

JA NEWS TOPICS ── 6

家の光協会開催

第18回
「ザ・地産地消 料理コンテスト」
出品レシピ
おいしさ直売所落合店のスタッフが「スイーツ」部門に出

令和２年秋の褒章
黄綬褒章受章 開沼 雅義さん
える中、地域農業、地域全体が衰退する懸念から、地元山
い営農組合を設立し、初代の代表理事組合長を務められま

リー」でしたが、秋冬におすすめのリンゴを使ったゼリーの

した。組合では農業後継者を雇用し育成ながら農地の団地

レシピもご紹介します。

化を進め、水稲や転作作物の作業受託と園芸作物の生産、
6次産業化や地産地消の推進、子ども達への食農教育にも

サクランボとセロリの二層ゼリー
材料（4人分）
●サクランボゼリー

りんごのキラキラゼリー
材料（4人分）

●セロリのミルクゼリー

サクランボ…300g
グラニュー糖…40g
アガー…4g
レモン汁…大さじ1/2
水…200cc

セロリ…200g
（葉の部分を多めに使う）
グラニュー糖…10g
アガー…4g
牛乳…350cc

作り方（40分）
❶〈サクランボゼリー〉
☆乾いたボウルにグラニュー糖10gとアガー 4gを入れ
よく混ぜておく。
・タネを抜いたサクランボ300gにグラニュー糖30gと
レモン汁大さじ1/2を入れ、電子レンジ600Wで7分
加熱する。
・鍋に移し替え、トッピング用に少量とりわけておく。
・水200ccを加え火にかけ、あたたまってきたら火を
消し、☆をまわし入れよくかき混ぜる。
・器に均等に分け、氷を張ったバッドに乗せて冷蔵庫で
冷やし固める。
❷〈セロリのミルクゼリー〉
☆乾いたボウルにグラニュー糖10gとアガー 4gを入れ
よく混ぜておく。
・ミキサーにセロリ200gと牛乳350ccを2回に分けて
入れ、拡散する。
ざるでこしながら鍋に移しあたためる。鍋のまわりが
・
ふつふつしてきたら火を消し、☆をまわし入れ、よく
かき混ぜる。

りんご（紅玉）…1玉
グラニュー糖…60g
アガー…4g
白ワイン…大さじ1
水…200～300cc
作り方（40分）
❶☆乾いたボウルにグラニュー糖10gと
アガー 4gを入れよく混ぜておく。
 をむいて食べやすく切ったりんごと
・皮
グラニュー糖50ｇ、白ワイン大さじ1
を鍋に入れ火にかける。
 ラニュー糖が溶けてきたら水200～
・グ
300ccを加え、好みの固さになるまで
りんごを煮る。
❷冷 蔵庫からセロリのミルクゼリーを取り
出し、固まったゼリーの上に❶のりんご
を盛りつけ、❶の煮汁に☆をまわし入れ
よくかき混ぜたら、盛りつけたりんごの
上から注ぎ入れる。
❸冷蔵庫で再び冷やし固めたら出来上がり。
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開沼さんは「これからも地域農業をしっかり守っていき
たい。後継者育成への協力、政策的な発言を続け、国民が
安心して食料を食べていける社会を目指し、農業、食料の

開沼 雅義さん（山形市村木沢）
前・農事組合法人 村木沢あじさい営農組合 代表理事組合長

主な受賞歴

■昭 和59年7月20日から平 成29年7月19日
まで11期33年間山形市農業委員会委員と
して活躍し、平成30年3月、農業委員とし
て『農林水産大臣表彰』を受賞。
■県の農業振興に大きく貢献したとして、平

大切さを伝えることで農業者としての責務を果たしたい」

成30年に山形県知事表彰である『大高根農

と決意を新たにされました。

場記念山形県農業賞』を受賞。

11月20日

第９回ラ・フランスセレクション
上山市のかみのやまブランド推進協議会は、同市の西郷地区公民館で
第9回ラ・フランスセレクションを開きました。地元産の西洋梨「ラ・フ
ランス」78点が出品され、同市阿弥陀地の関野繁雄さんが県知事賞に輝
きました。
当JAの岡崎輝明組合長、横戸長兵衛市長ら審査員8人と最終審査に進
出した生産者と糖度賞を受賞した生産者8人が最終審査に残った7点を試
食し、味や香りを比べ審査しました。
県村山総合支庁産業経済部の瀬野幸一次長兼農業技術普及課長

気候変動が非常に大きいなか適正な管理をしていただいた。上山産のラ・
フランスは平棚仕立て無袋栽培で果実に太陽の光を十分に浴びて糖度が
高く芳醇で品質が高い。甲乙付け難い審査だった。県産のラ・フランス
をリードする産地としてこれからも高品質なものを生産してほしい。
■最優秀賞
山形県知事賞 関野 繁雄 さん
上 山 市 長 賞 鈴木 清一 さん
かみのやまブランド推進協議会長賞 佐竹 達夫 さん
■優 秀 賞
横田 浩生 さん
大澤 裕司 さん
直売所に出荷いただいた
サクランボ：東海林 貞悦 さん

レシピ提供：チーム落合
（鹿目純子さん・塚原民雄さん）

取り組まれました。

講評

❸冷蔵庫からサクランボゼリーを取り出し、固まった
ゼリーの上にセロリのミルクゼリーを注ぐ。
スプーンで泡を取り除き、冷蔵庫で再び冷やし固めて、
トッピング用のサクランボを飾れば完成。

りんごのゼリーはクリスマスを
意識して作りました。
星型にしたりんごを盛りつけ、
ゼリー液を注ぐとき
少し泡を残すと雰囲気が出ます。

Agricultural
Information

農業者の高齢化、後継者不足が加速し、耕作放棄地が増
形市村木沢地区に平成25年4月農事組合法人村木沢あじさ

品しました♪出品されたのは「サクランボとセロリの二層ゼ

農業
情報

リンゴ：大津 規彰 さん
セロリ：奥山 雄太 さん の農作物を使用しました。

佐藤 司郎 さん
齋藤 浩基 さん

■糖 度 賞（16.0度）
髙瀬 直也 さん
■芳 香 賞
鈴木 清一 さん

農業情報 ── 8

読者の広場
12月号のテーマ

家活

● 家では時々玉コンを煮て食べま
す。おいしさ直売所紅の蔵店は近
くで本当に重宝しています。米や
果物を東京の娘家族、大阪の息子

家族へ送り、いつも大喜びの返事です。
（山形市 Oさん）
編 私の祖母も大きな鍋に大量の玉コンを煮てくれたのを思い
○
出します。直売所のご利用ありがとうございます。喜んでい

ただき嬉しいです。
● 産直に置いてある広報紙を初めて拝見しました。JAではこ
んな活動をしているのだなぁと知ることが出来て面白かったで
す。ごぼうを使ったパスタのレシピが美味しそうだったので、

福祉センター青田

10月3日

健康
コラム

みかんの健康効果
これからますます寒くなり、日本人にとってもなじみ深
い、
「みかん」が旬を迎えます。実は「みかん」にはたく
さんの健康効果が期待できます。

編 11月号の旬の料理
「ごぼうパスタ」好評です！レシピ提供の
○
玉利さんも喜んでおられました♪

みかんにたっぷり含まれるビタミンCは紫外線によっ

呼吸法ためします。
（中山町 Tさん）
編 11月号の表紙、齋藤さんの笑顔もラ・フランスもとても素
○

敵でしたので、手に取っていただき嬉しいです！健康コラムは
人気コーナーですので次号も見てください♪

息抜き

1

2

3
4

7

➡

2 1年の最終の日。12月31日
3 空気を伝わって、音波によって
耳に伝わる響き。
4 女性が自分を指す言葉。
ややくだけた言い方。
7 公共の団体・事業や神社などに
金品を差し出すこと。

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。

郵便

効果が期待できます。
みかんに含まれるビタミンCやβｰクリプトキサンチン
には、
「活性酸素」から細胞を守る抗酸化作用があ

食物繊維は、便通の改善に役立ってくれます。
みかんには、血流を促す作用がある「ヘスペリジン」
が含まれています。
1日2～3個を食べるのが理想です。美味しく食べて、
寒い冬を乗り切りましょう。
11月の通所介護

女性部では、新型コロナウイルス感染症防止、参加人数の制限など、工夫しながら活動を行っています。

はれやか！
女性部

9月17日
（木）本店

山形地区シーダー講習会（家の光活用）
「17色のビーズブレスレット」
国連の持続可能な開発目標（SDGs）の17の目標にちなんで
色や素材が異なる17個のビーズで作成。

冬休み

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

10月19日
（月）上山南支店

宮川・西郷支部合同講演会「介護制度の概要について」
鏡恵子理事より柿の贈り物

十周年 お祝い膳

●締切／ 12月25日（金）
（当日消印有効）

日本と上山市の高齢者の現状、介護保険制度で利用できるサービスなどの説明と上山市
宮川支部の漆山啓子支部長
「介護は家族だけでなく自分自身の問題にもなってくる。これからの老後生活を安心して送
るために、今日学んだことを家族にも話し、みんなの問題として考えてほしい」

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：さざんか
旬果教室(干し柿作り）

稲作のテレビゲームが流行っているというニュー
あとがき
スを見ました。
「天穂のサクナヒメ」というゲー
ムで、田植え、育成、刈り取りなどの工程を経ながら、ゲーム
史上類を見ない深さで米作りを体験することができるようです。
米作りを知るために農水省のHPへのアクセスも増えているとの
こと。農業を伝えるツールにゲーム！とても興味深いです♪

講師：上山市地域包括支援センター 主任兼看護師 認知症地域支援推進員 堀田 直美 さん
内で高齢者が入所可能な施設を紹介。

●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

── 健康コラム／読者の広場／クロスワード

収穫した作物の一部は福祉センター青田へ寄贈しました。
本店職員の深瀬綾乃さん（２年目）と笹原稜一さん（新採）
が福祉センターを訪れ、利用者の方へ手渡しました。

1月号のテーマ

Eメール

11

５ヵ月間
お疲れさまでした！

抵抗力をつける働きがあり、風邪などの病気予防の

血流を促す

タテのカギ

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。

ビタミンＣには免疫力を高め細菌やウイルスなどの

みかんには食物繊維もたっぷりと含まれています。
6

●応募方法／「JAやまがた広報係」まで

福祉センター青田へ贈呈

免疫力を高め風邪予防

便秘対策

8
1 温度が下がらないように
保つこと。
4 後ろ。背中の方。
時間が経ってから。残り。
5 頭髪の形。ヘアスタイル。
6 春・夏・秋・冬のこと。
8 ココア・チョコレートの原料。

上手に採れ
た

り、老化対策に役立ちます。

5

□□□
➡ヨコのカギ

白効果が期待できます。

（他の研修と重なり、
１５名参加・１２名欠席）

老化対策

クロスワード
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。

慎重に
さつまいも掘り

て発生するメラニンの生成を抑制する力があり、美

【里芋・さつまいもの収穫】
協同の杜に隣接する園地にて

作業の記録
5月30日 野菜の定植
～交代制で水かけ・除草作業～
7月28日 記録的大雨により水没
8月29日 枝豆の収穫
10月3日 里芋・さつまいもの収穫

やったー！

美肌効果

● ラ・フランスの表紙にひかれて初めて手にした「JAやまが

親芋から
子芋を
切り離し
ます

スコップを
使って

vol

74

ぜひ作ってみたいです。
（山形市 Hさん）

た」
。クロスワード好きなのに少し苦労しました。健康コラム

新採職員・２年目職員 農作業研修

創作教室(米袋バッグ）

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

10月28日
（水）本店

女性部・フレッシュミズ部交流事業「手芸講習会」
講師：女性部 板垣 まさ子 副部長「着物地で作るブローチ」
フレッシュミズ部 冨田 理恵子 さん「米袋バッグ」
女性部の有海栄子部長
「コロナ禍で例年のように活動するのが難しいが、感染予防をしっかり
しながら、支部活動でも今日の作品を作ってみてほしい」
農作業研修・はれやか！女性部──
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