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車を買うなら、JA のマイカーローン
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和田利幸さん

乾燥ニンニク、黒豆、きな粉

私のこだわり
農薬をできるだけ使わないよう
にしています。ニンニクは無農
薬、黒豆はコウノトリ育む農法で
栽培。その黒豆を加工し、今年か
らきな粉としても販売を始めまし
た。

リレーション
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逸品調査隊が行く その37
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生産者の顔が見える安全・安心の直売所「たじまんま」

組合員の皆さんへ一言

「ごっくん馬路村」の巻
ユズとハチミツだけで作られた天然飲
料。ふたを開けた瞬間、柑橘ならではのさ
わやかな香りが広がります。どこか懐かし
い気持ちになれる、ハチミツのほのかな甘
さとユズの優しい酸味。後味がすっきりし
ていて、これから
の時季に一気に
「ごっくん」と飲
みたくなります。1
本(180ml)、126円
(税込)。

ニンニクを薄く切って乾燥させ
たニンニクスライス（1袋20g・
160円税込）は、水で戻すだけの
手間いらず。肉料理はもちろん、
カレーやパスタなどの隠し味にい
かがでしょう？

お知らせ

5月21日
（木）季節の寄せ植え教室
5月25日
（月）肉の店のお肉料理教室

写真で間違い探し
写真は、
農機ふれあいフェスティバルの様子です。
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あれ？上と下を見比べると、
違う所があるみたい。間
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違いは3つ。
間違っている所の解答番号を、
はがきか
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メールで送ってください。正解者の中から抽選で15
人の方に、
記念品を差し上げます。
応募の際は、
郵便 4 月号の正解
番号、
住所、
氏名、
電話番号をお忘れなく。
あて先は
5
8
1 2
6
19ページをご覧ください。締め切りは、
6月1日
（月）
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です。
たくさんのご応募をお待ちしています。

●営業時間 9時〜18時
●定休日 毎週火曜日
●豊岡市八社宮490
●TEL 0796-22-0300
お得な情報をホームペー
ジに掲載しています。ぜ
ひ、ご覧ください。

編集の出窓
最後の桜
この日が、とうとうやって来
ました。私は5月号で出窓を閉
めて、来月からは後輩が出窓
を開きます。逸品調査隊も、S
隊員から K 隊員に交代です。
取材先でたくさんの方に会え
て、本当に楽しかったです。あ
りがとうございました！（S）

いいかも？
たじまんまだよりで紹介し
ている「ニンニクスライス」。
出荷者の方から「いろんな料
理に試してみてください」と
言われたので、たこ焼きに入
れ て み まし た 。食 べ て み る
と、これが結構いける！使いた
い分を使って残ったら封をし
て冷蔵庫で保存。これは便利
です。（N）

旅立ちの目的
「名物に･･･」なんて言いま
すが、旅行に行くと、やっぱり
その地ならではのものが食べ
たい私。写真は広島の某お好
み焼き店。お好み焼きは庶民
の味代表だと思っていました
が、ちょっと高級な感じさえ
する店構えに少し圧倒されま
した。（T）

あぐりキッズスクール日記

グリーンピースの香り広がる、初夏ならではの味です

3月4日

スタッフ研修会

グリーンピースコロッケ

4月の開校に向けて、平成26年度に入組した職
員22人を対象に研修会を行いました。スクールで
は入組2年目の職員がキッズの先生役を務め、一緒
に農業を体験します。
研修会では、みんなと早く仲良くなるための「ア
イスブレイク」の方法を学んだり、職員同士のチー
ムワークをよくするために難しいゲームに挑戦し
たりしました。

とても簡単に作れま
した！食べるとグリーン
ピースの香りが口いっ
ぱいに広がりますよ

今月の料理人

野外活動の専門家から
教えてもらったの︒
みんな真剣な表情ね

ハンカチを使って︑
仲間を運ぶぞ︒
どうやったら
うまく運べるか︑
意見を出し合ったのじゃ

三江支店

加賀文隆
作り方

来月は
入校式の様子を
お伝えしまーす！

材料（4人分）

「私たちは平成27年度新入職員です。どうぞよろしくお願いします！」

粉チーズ
大さじ2
グリーンピース 2と1/4カップ（300ｇ）
塩
小さじ1
(さやを除いたもの)
タマネギ（みじん切り） 1/2個（100ｇ） B 顆粒洋風スープの素 小さじ1/3
コショウ
適量
豚ひき肉
100ｇ
牛乳
大さじ3
ジャガイモ
大1個（150ｇ）
塩
小さじ2 塩、オリーブオイル、しょうゆ、
A
水
2カップ コショウ、小麦粉、溶き卵、
パン粉、揚げ油
適量

目次

JAのマイカーローン
石原大輝

岡章太郎

北山佳奈

日下部祥平

ワンポイント
グリーンピースをしっかり
ゆがくと、つぶしやすくな
ります。

たじま JA 女性会

車を買うなら、

石田惟

❶ グリーンピースはAに15分つけて水気を切り、6〜7分塩
ゆでにして、ざるに上げる。
❷ フライパンにオリーブオイル小さじ2を熱し、タマネギが
しんなりするまで、弱火で２分炒める。ひき肉を加えて2
分炒め、しょうゆ小さじ1/2、塩・コショウ各少々ふる。
❸ ジャガイモはさっと水にくぐらせ、ラップに包んで電子レ
ンジに4分かける。粗熱が取れたら皮をむいて❶とともに
ボウルに入れ、つぶす。
❹ ❸に❷とBを加えて混ぜ、12
等分にして俵型に形づくる。
❺ 小麦粉、溶き卵、パン粉の順
に衣をつける。揚げ油を中温
に熱し、こんがりとするまで
3〜4分揚げる。

輝いてます 私たち［今月の表紙］

特集

伊澤智宏

家の光
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清水理紗
料〜理どん！

グリーンピース

2

輝いてます 私たち
あぐりキッズスクール日記
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新入職員紹介
できごとアルバム

白川理沙

舩谷拓也
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滝本香那

増馬大吾

竹澤篤

松本陽菜

田中春菜

山口達也

西口玲子

山崎出美

橋本悠

山根摩耶

藤井圭人

世登慶大
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部会紹介 出石野菜生産組合実えんどう部 14
畜産通信

新田 拡樹さん

菜園学園

ゴーヤ
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ＪＡインフォメーション

16

やさいの不思議

18

タマネギ

くみあいひろば
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たじまんまだより
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写真で間違い探し

グループ名
会員数
地域
活動内容

国府音頭を広める会 代表 奥仲康子さん
17人
豊岡市日高町 国府地区
国府地区の歴史や良さを多くの人に知ってもらおうと、
「国府しゃあしゃあ音頭」を作って21年目。祭りや運動
会など地区の行事で地域の皆さんと一緒に踊っていま
す。「しゃあしゃあ」は「〜してみませんか」という誘
い言葉。メンバーは20代〜60代で構成し、笑顔の絶え
ない元気で楽しい仲間です。公民館に集まって練習に
励んでいます。新曲「恋するひだか」もできました。

「薔薇」

2015.5

2

特集

店頭表示金利

年5.005％
キャンペーン中の借り入れなら
借入期間3年以内

まずは…

ここから

年0.505％軽減
借入期間3年超（最長7年）

年0.405％軽減
さ・ら・に！

車を買うなら︑
JAのマイカーローン

昔と比べて車を持たない若い人
た ち が 増 え︑〝車 離 れ〟が 進 む こ の
ご ろ で す が︑そ れ は 交 通 の 便 が 良
い 都 会 の 話︒や は り 但 馬 で は︑車 は
必需品です︒
あ ん な 車︑こ ん な 車︑乗 り た い 車
はいろいろとあるけれど・・・・・︒

JAマイカーローン
キャンペーンやってます！

JAたじまでの取引状況によって

最大年3.5％軽減

金融部金融推進課

融資専任 奥田丞一（八鹿支店駐在）

軽減後の適用金利は、なんと！！

借入期間3年以内

借入期間3年超（最長7年）

年1.000％ 年1.100％
金融部金融推進課

融資専任リーダー 笠垣淳一 （八鹿支店駐在）

ご利用いただける方
●組合員または組合員になれる方。
●満18才以上で返済終了時70才以下の方。
●前年度の年収が150万円（税込）以上の方（准組合員の場合は200万円以上）。
●勤続年数が1年以上の方（新卒者の場合は3カ月分の給与明細を提示いただきます）。ただし、年金受給者の方は除きます。
●兵庫県農業信用基金協会の保障が受けられる方。

取引状況による金利の軽減
1 次のいずれか1つで 年2.0％軽減
・本人または配偶者の方の給与振込
・年金振込（ご家族含む）
・販売代金の振込 年間50万円以上
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2015.5

2 次の項目で合計 最大年1.5％軽減
・公共料金の口座振替（JAカードでの決済含む）0.2％×公共料金の件数
・JAカード（本人カードに限る） 0.3％
・口座振替での定期積金（契約額12万円以上）0.3％
・定期貯金（20万円以上）0.3％
・カードローン契約（マイカーローン返済口座と同一の口座）0.5％
・JA自動車共済・自賠責共済の契約 0.5％

撮影場所
（株）ジェイ・アクロス
オートパルむらおか
2015.5

4

特集

車の購入だけじゃない！
マイカーローンは、
こんなことにも使えるんです

車の購入よりも先に…
運転免許の取得資金に

まだ、ローンを借りることを
ためらうあなたへ
ローンを借りる

マイカーローンだけど…
バイクにも使えます！

貯金を取り崩す

貯金は「いざ！」
という時のためのもの

「車の調子が悪くて…」、
「もうすぐ車検だ〜！」…
自動車、バイクの
修理・車検の費用に

車に関することなら…
タイヤ＆カーナビ等の購入に、
車庫やカーポートの建設資金に

国土 交通 省

28

3
金融部金融推進課

融資専任 長谷川雅史

あこがれのマイカー、夢のマ
イホーム、お子さんの教育資金
など、ローンは目的に応じて借
りることができます。一方、病
気・ケガの治療費や冠婚葬祭に
まつわるお金は、
「自己資金」が
必要です。ローンは上手に使っ
て、大切な貯金は急な出費や計
画外の出費のためにとっておき
ましょう。

融資専任 萬谷俊輔

農業に関する資金は、
アグリマイティー資金をどうぞ

返済シミュレーション

毎月の返済を想像してみよう

JAたじまでは但馬の農業を支える農家の皆さんを支援するため、「担い手応援アグリマイティー資金」を
ご用意しています。農機具の取得、農産物の加工・流通・販売に関する設備資金、農業生産に直結する運転
資金など、幅広い用途にお使いいただけます。

固定金利型

※適用金利年1%で計算

〜もしも、私がマイカーローンを借りたら 2015・春〜
●借入額 150万円
●期間 3年
●ボーナス月（年2回）はちょっと多めに返済 + 8万円

借入期間7年以内

店頭表示金利

金融部金融推進課

年1.475％

リレーションを見て窓口に相談に。
とても親身になってもらい、
無理のない計画を
立ててくれました。

あり
がと
う

固定金利型 借入期間7年超（最長17年）
店頭表示金利

年1.675％

3年間の利息の
合計は

返済終了！
やりくり上手に
なったかんじ。
車検もローンで
考えてみようかな？

キャンペーン中の借り入れなら

年0.825％軽減

23,018円！
年5.005%で借りると
利息の合計は117,475円。
その差額はなんと

月々28,772円
お金に余裕が
ある月は、ボーナス
月の返済のために
とっておこうっと

94,457円！

固定金利型

借入期間7年以内

年0.65％
固定金利型 借入期間7年超（最長17年）

年0.85％

新車？

各生産者部会の方、
ファーマーズマーケット出荷部会の方、
産米出荷が概ね100袋以上の方、
集落営農組合が対象です。

タイヤ？

返済後
の残高
ボーナス月

150万円

ボーナス月

このキャンペーン
とってもおすすめ♪

車検？

だから、
無理なく返せそう！

ボーナス月
ボーナス月

車も
ローンも
出発進行！

100万円

ボーナス月
50万円
ボーナス月

返済終了

3年目

2年目

1年目

返済開始

今回の特集の内容は各ローンを簡単に説明したもので、実際のお借り入れには所定の審査や条件が
あります。詳しくは最寄りの支店・担当者にお問い合わせください。
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3月3日

港支店

寄贈

できごと
アルバム
3月7日・8日

最新農機を一堂に展示
農機フェスティバル盛況
第 回JAたじま農機ふれあいフェス
テ ィ バ ル に ︑ 2 日 間 で 約 1ʼ1 0 0 人 が 来
場しました︒
会場のＪＡ全農兵庫但馬センターに︑田
植え機やコンバイン︑管理機などを数多く
展示︒来場者は目当ての農機の前で足を止
め︑メーカー担当者の説明を熱心に聞き
入っていました︒

浜坂介護センター

日

温泉営農生活センター

10

豊岡北部ブロック

日

3月

利用者の田淵鶴江さんが3月 日に
100歳の誕生日を迎えられました︒職員
らが田淵さんのもとを訪れ︑万歳をしてお
祝いしました︒田淵さんは﹁心の交流はお
金には代えられません︒ヘルパーさんが来
るのが楽しみ﹂と話していました︒

利用者の百寿をお祝い

3月

21

肥料や資材などの売り出しをしました︒
会場では朝倉さんしょの栽培講習会も開
き︑約 人が参加︒参加者はメモをとりな
がら真剣に職員の説明を聞いていました︒

売り出し日に講習会

13
10

3月7日

男子の部＝増田陽さん
女子の部＝上田七海さん
男子の部＝西坂優也さん
女子の部＝今岡未貴さん
男子の部＝中村駿汰さん
女子の部＝正垣愛來さん
男子の部＝亀村拓生さん
女子の部＝今井真琴さん

10

窓口コンテストで
対話力の向上目指す
窓口担当者の対話力の向上と︑法令やマ
ニュアルに基づいた事務処理の徹底を目的
に︑豊岡北部ブロック窓口接遇コンテスト
を開きました︒窓口担当者5人が︑来店者
への対応力を競い︑最優秀賞には本店営業
部の𠮷谷瑞穂︵写真︶を選びました︒

3月8日

卓球大会で小学生が懸命プレー
JAたじま杯第 回但馬小学生卓球大会
が豊岡市総合体育館で開かれ︑但馬地域の
小学生約 人が熱戦を繰り広げました︒
ホープス︵5 ︑6年生︶︑カ ブ︵ 3 ︑4
年生︶︑バンビ︵1 ︑2年生︶と初心者
の4種目に分かれて戦い︑日ごろの練習の
成果を発揮しました︒
各種目の優勝者は次の通り︒
ホープス
カブ
バンビ
初心者

42
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2015.5
2015.5
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港中学校よりプルタ
豊岡市立港中学校の生徒会から︑プルタ
ブ ㎏ を受け取りました︒会計委員長の田
中颯馬さんと会計副委員長の伊田萌香さん
は︑﹁集会で協力を依頼したり︑学年ごと
にプルタブ回収コンクールを開いたりし
て︑回収を呼び掛けました︒今後も頑張っ
て回収したい﹂と話していました︒
JAたじまの高齢者助けあい組織﹁ひま
わりの会﹂では︑プルタブの回収に取り組
んでいます︒
48

3月

日

3月

日

伝統の囲碁大会

178人が熱戦

地区対抗親善囲碁大会に︑ チーム
178人が参加しました︒4ブロックに分
かれて行った総当りの予選と︑予選で一位
になったチームによる決勝トーナメントの
結果︑豊岡北Bチーム︵写真︶が優勝しま
した︒
結果は次の通り︒
優 勝 豊岡北Bチーム
準優勝 大屋チーム
第3位 日高チーム
敢闘賞 港チーム

日

3月

日

ＪＡたじま岩津ねぎ部会

生産者大会で︑品評会の受賞者を表彰し
ました︒最優秀賞の兵庫県知事賞には︑栽
培歴4年の藤本義美さん︵写真・和田山
町︶を選びました︒藤本さんは栽培年数が
浅いながらもほ場の状態がよく︑出荷の規
格にあった良質の岩津ねぎを生産したこと
が高く評価されました︒
品評会の結果は次の通り︒

岩津ねぎ品評会
最優秀賞に藤本義美さん

19

最優秀賞 兵庫県知事賞 藤本義美さん
優秀賞 朝来市長賞
玉川政明さん
同 朝来農林振興事務所長賞
高本尊礼さん
同 朝来農業改良普及センター所長賞
田中正広さん
同 兵庫県農業協同組合中央会長賞
福島康彦さん
同 全国農業協同組合連合会兵庫県本部長賞
三浦祐治さん
同 たじま農業協同組合長賞
池野清さん
優良賞 JAたじま岩津ねぎ部会長賞
小谷正市さん
小山斉さん
嵯峨山義博さん
福富道康さん
努力賞 JAたじま岩津ねぎ部会長賞
西垣宜和さん

ＪＡたじまあさご黒大豆部会

合い言葉は﹁転作は黒大豆で！﹂

3月

24

朝来市黒大豆振興大会を開き︑平成 年
度の振興方針を確認しました︒大会には部
会員のほか︑JA役職員︑行政関係者ら
人が出席︒
兵庫県産丹波黒の迎春用の人気は高く︑
高値での販売が見込めることから︑部会で
は栽培面積の拡大に取り組みます︒作付面
積
を目標に掲げ︑
﹁転作は黒大豆
で！﹂を合い言葉に︑農家へ丹波黒の栽培
を呼びかけます︒
大会では共励会の表彰も行いました︒結
果は次の通り︒

片岡さんの丹波黒大豆

出石営農生活センター
出石支店

20

14

最優秀賞 兵庫県知事賞 片岡行男さん
優秀賞 朝来市長賞
坂田哲一郎さん
同 朝来農林振興事務所長賞
松本忠義さん
同 朝来農業改良普及センター所長賞
石田敏一さん
同 兵庫県農業協同組合中央会長賞
西澤嘉明さん
同 全国農業協同組合連合会兵庫県本部長賞
農事組合法人ファームくだわ
同 たじま農業協同組合長賞
衣川茂之さん
優良賞 JAたじまあさご黒大豆部会長賞
藤原寿雄さん
西恭一さん

27
70

20

70
ha

﹁男の料理教室﹂で中華料理に挑戦
支店管内の男性を対象にした料理教室に
組合員や地域住民 人が参加し︑地元産の
食材を使って調理を楽しみました︒参加者
は会話を楽しみながら︑中華丼︑ニラ入り
焼きまんじゅうや杏仁豆腐など5品を約一
時間かけて完成させました︒
参加者は﹁レシピだけでなく︑材料の切
り方や分量の量り方も教えてもらえて良
かった﹂と話していました︒

3月 日・ 日
ＪＡたじま朝倉さんしょ部会養父支部

70

樹形を整えて作業の効率上げよう
せん
剪定を実演

20

18

10
2015.5
2015.5

11

10

19

剪定の適期に合わせて講習会を開き︑4
会場で約 人の部会員が参加しました︒
日の午後は養父市大屋町のほ場で開
き︑ 人が参加︒八鹿営農生活センターの
職員が樹形を確認しながら残す枝を見極め
て剪定する様子を︑参加者は熱心に見学し
ていました︒

新商品「朝倉さんしょカレー」をた
じまんまで販売中です。1袋200ｇ入
りで、486円（税込）。
収穫直後にゆでて冷凍した朝倉さん
しょを粒のまま使用。化学調味料を使
わず、スパイシーな中辛のカレーにサ
ンショウが効いた一品です。

13

おすすめです!

朝倉さんしょカレー

3月

日

ピーマン協議会但東支部

3月 日
但東町野菜生産組合但東山うど部会

来季の伏せ込みに向け講習会
来季に伏せ込む株の栽培についての講習
会を但東支店で開き︑生産者ら8人が参加
しました︒株を掘り取った後は乾燥させな
いように管理するなど︑今後の栽培の注意
点を学びました︒

みかた棚田米生産部会

3月

日

香住営農生活センター

3月

日

出石野菜生産組合実えんどう部
但東町野菜生産組合実えんどう部会

エンドウの管理を学ぶ
豊岡市但東町畑のほ場で開いた栽培講習
会に生産者 人が参加しました︒JA職員
と豊岡農業改良普及センターの職員が︑雨
風に備えてほ場の排水をよくしておくこと
や︑しっかりと支柱を立ててネットやひも
で支えておくことなどを呼び掛けました︒

4月1日

人が決意新た

10

安全で安心なピーマンを作ろう

葡萄部

ほ場の準備に向けた講習会に生産者ら
人が参加しました︒講習会では︑農薬を正
しく使い︑安全で安心なピーマン栽培に取
り組むことを確認しました︒また︑協議会
で導入を進めている拍動潅水装置を紹介
し︑省力化と収量増のために積極的に導入
するよう呼び掛けました︒

日

日

本店で平成 年度の新規採用職員の入組
式を開き︑尾﨑市朗専務が新入職員一人一
人に辞令を手渡しました︒新入職員を代表
し︑温泉支店の藤井圭人︵写真中央︶が
﹁組合員と地域のために︑常に向上心を
持って業務に取り組みます﹂と力強く誓い
ました︒
27

3月

3月

今︑
﹁手作りコンニャク﹂が熱い！

23

21

23

栽培指導を強化
量と品質の向上を目指す

26

65

50

管理しっかり
栽培技術の向上目指す
春の栽培講習会を豊岡営農生活センター
で開きました︒部員 人が参加し︑不要な
芽を取り除く際の注意点などを学びまし
た︒また︑部員の栽培技術の向上と産地づ
くりのため︑作成を進めている産地構造改
革計画や栽培管理マニュアルについても検
討︒研修生の積極的な受け入れや︑食育や
農業体験のイベントを通じた人材の育成な
どについて協議しました︒
27

12
2015.5
2015.5

13

28

コンニャク作り教室を香住支店で開きま
した︒センターでは︑平成 年度から生芋
コンニャク作りに取り組んでいて︑ 年度
は女性会員だけでなく︑組合員や地域住民
にも呼びかけ︑5会場合わせて約 人がコ
ンニャク作りを楽しみました︒使ったのは
新温泉町産のコンニャク芋で計 ㎏ ︒参加
者からは﹁こんなにおいしいなんて︑びっ
くり﹂と好評でした︒
25

30
新温泉町民センターで定期総会を開き︑
部会員︑JA役職員︑行政関係者ら合わせ
て約 人が出席しました︒平成 年度は︑
地区別に講習会を開いたり︑ほ場巡回や食
味分析などをして︑収量と品質の向上を図
ります︒約300人の生産者で390tの
出荷を目指します︒
27

25
50

23

24

菜園
学

ゴーヤ

25
時間目

近年、ゴーヤなどのつる植物を使って日差しを遮る「緑のカーテン」をさまざまな所で見かけるよう
になりました。一方で、
「うまく育たなかった」
「カーテンにならなかった」という声を耳にします。
今回は、
「ゴーヤの栽培」と「緑のカーテン作り」のポイントをお伝えします。夏に向けて、ゴーヤで
緑のカーテン作りに挑戦してみましょう。
植 え 付 け は 5 月 中 下 旬 ごろに 行 い ま
す︒しっかりと根を張るように︑植え付けは
良く晴れた日の午前中に行いましょう︒株間
は m間隔で植えます︒定植の前には十分に
水をやり︑植えるときは根鉢が約1㎝︑畝の
表面に出る程度の浅植えにします︒早植え
の場 合は︑ホットキャップで保 温しましょ
う︒

定植後︑2m程度の支柱を立て︑キュウ
リネットを張っておきます︒

2

1.5

ホットキャップ

1.5m

20cm

15

1

がんばる畜産農家

豊岡市中郷 新田 拡樹さん

定植の7日前までに、
セルカ100〜120g／㎡、
堆肥2〜3kg／㎡と、元
肥として作物名人500g
／㎡を入れ、深くおこし
て畝立てを行う。
畝は20cm程度の高畝
にする。畝幅は90cm程
度が良い。

担任：営農企画課

澤田 英昭

3

2m

出石野菜生産組合実えんどう部

安全・安心は生産者の努力の証し
生産者数：7人 栽培面積：27a

畑の準備

─始めたきっかけは
私が3、4歳の頃、父が畜産業を始めました。私が小
さいころは父について牛舎へ行き、よく牛と触れ合って
いましたね。中学、高校と進むにつれて牛と触れ合う機
会は減りましたが、大学生になり、夏休みなどで帰省し
た時は牛の世話を手伝っていました。触れ合っている
と、やはり牛は可愛くて、次第に畜産業を仕事として意
識するようになりました。
大学卒業後は父の手伝いをしながら畜産業を勉強
し、去年の11月に独立。育成牛10頭と規模は小さいで
すが、本格的に就農しました。
─大変なことは
経営はなかなか思うようにいかないこともあって難し
いです。ただ、牛の世話に関しては、大変だとか苦に思
うことはないですね。懐いて甘えてくるとうれしいです
し、やりがいを感じます。

20

緑のカーテンを作ろう

ゴーヤは夏に生育が旺盛で︑葉の大きさ︑厚さ︑茂り方が
日差しの吸収に適しています︒生育が旺盛といっても屋内が
真っ暗になるほど日を遮るわけでなく︑柔らかい緑陰を作っ
てくれます︒また︑病害虫が発生しにくいので︑初心者でも
栽培しやすい植物です︒
ゴーヤ以外に︑アサガオもおすすめです︒

緑のカーテン作りのポイント

①大きな容器で育てましょう！

庭 な どに直 接 植 える場 合は気に
しなくも大丈夫ですが︑プランター
等 に 植 える 場 合 は 大 き な 容 器 を 選
びましょう︒深さのあるプランター
が理想です︒ゴーヤのように生育旺
盛な植物は︑根も旺盛に伸びます︒
容器が小さいと︑すぐに根が詰まっ
てしまい︑地上部の伸びも止まって
しまいます︒プランターに植えつけ
以上離して植えま
る場合︑苗は
しょう︒

②水を切らさないように注意！

30
cm

部会紹介

家庭菜園のコツを
分かりやすく解説

定植から1週間もすると︑ぐんぐんと
親づるが伸びてきます︒葉が5︑6枚になっ
たら︑一番勢いよく伸びている︑つるの先の
芽を摘みましょう︒芽を摘むことで︑ゴーヤ
が横に広がるようになります︒つるがネット
の3分の1くらいまで伸びたら︑つるをネッ
トに巻きつけます︒

4

ゴーヤは︑葉からの蒸散作用が活発です︒気温が高くなれ
ばなるほど活発に蒸散が行われるため︑多くの水を吸収し
ます︒プランターの場合︑夏は朝にたっぷり水をやり︑午後
は様子を見ながら︑葉がしおれてきたら水をやるようにしま
しょう︒庭植えの場合でも︑水やりをしたほうが安心です︒

今年はぜひ︑ゴーヤを栽培して緑のカーテンに挑戦！
夏バテ予防にゴーヤを食べて︑暑い夏を乗り切りましょう︒

野菜作りで分からないことがあれば︑
最寄りの営農生活センターまでお問い合わせください︒
2015.5

ゴーヤの実はみるみるうちに大きくな
ります︒とり遅れると熟れて黄色くなり︑果
肉がなくなってしまうので︑開花から 〜
日くらいを目安に収穫しましょう︒暑くなっ
てから収穫すると︑実の温度が上がって鮮度
が落ちやすくなるので︑収穫は晴れた日の朝
の涼しいうちに行います︒

一回目の収穫が終わったら︑追肥として
作物名人を100g／ ㎡︑株間にやります︒
ゴーヤは高温や乾燥に強い作物です が︑収
穫最盛期は気温も高く︑しおれが続くと生
育不良をおこし果実の肥大が悪くなったり︑
曲がり果 が多くなったりします︒定期的な
水やりを心掛けましょう︒

5

15

植え穴は
大きく

畜産
通信

出石野菜生産組合には、キャベツやピーマンなど作
物別に5つの部があり、その中の一つが実えんどう部で
す。
エンドウの栽培は、但馬地域で広く作られていた
ピーマンの後作に適していたことから始まりました。エ
ンドウは、ピーマンを栽培した畝や、マルチなどの資材
を有効に活用して栽培します。ピーマンの収穫が落ち
着いた11月ごろに種をまき、雪が解けた3月から芽かき
などの作業に取りかかります。5月下旬から6月中旬ま
で、地元の市場に出荷しています。
部では、芽かきや剪定などの時期に合わせて栽培の
講習会をほ場で開き、部員の栽培の技術向上に取り組
んでいます。出荷の前には、市場関係者と一緒に出荷
説明会を開いて、規格などを確認したり、部員の意思
統一を図ったりしています。
現在、安全で安心な農産物の証しである「ひょうご
安心ブランド」や「コウノトリの舞」の認定を全員が受
けています。この認定面積をさらに広げられるように、
後継者の確保や若い担い手の育成への取り組みが、今
後の課題です。
安全で安心なエンドウを少しでも多くの人に味わっ
てもらうため、仲間を増やし、さらなる出荷増を目指し
ます。
せん

─気をつけていることは
どんな時もあきらめるなと、師匠である父に教わりま
した。病気などで危ない時でも、あきらめずにできるだ
け牛のそばにいてやることが大切だと学びました。牛は
手をかけた分、それに応えてくれるということを実感し
ています。
─今後の夢は
経営の規模を、50頭くらいにまで広げたいです。その
後、経営が安定してきたら、牛と一緒に散歩やお昼寝し
ながら、のんびり暮らすのも良いですね。

あん

部長 多田 雅善さん（出石町）
「おこわやエンドウご飯、汁物のほか、餡にしても
おいしいですよ。ぜひ、味わってみてください」

2015.5
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JA INFORMATION JA INFORMATION

JAインフォメーション

農業資材店・休業日のお知らせ（5/10〜
6/10の予定）
（木）
は、
休みます。
農業資材センター（豊岡店）5 月 28 日
（金）
は、
休みます。
農業資材センター（八鹿店）5 月 29 日
（木）
は、
午後から休みます。
グリーンセンター（和田山） 5 月 28 日

肉の店 本店 営業時間変更のお知らせ
いつもご利用いただきありがとうございます。4 月より肉の
店本店（美方郡新温泉町細田）の日曜日の営業時間を変更しま
した。
今後ともご愛顧くださいますようお願いいたします。
変更後営業時間 日曜 9 時 30 分〜 18 時
（平日・土曜・祝日 10 時〜 18 時 30 分）

理事会報告

3月26日に本店で平成26年度
第13回理事会を開催しました。

【提出議案】
①平成26年度第３回定期監事監査指摘事項に対する改
善措置回答について
②平成27年度内部監査計画について
③平成27年度コンプライアンス・プログラムについて
④平成26年度決算方針について
⑤平成26年度債権償却について
⑥平成27年度事業計画について
⑦職制規程の変更について
⑧定款の変更について
⑨不在組合員の組合員資格喪失について
⑩解散法人に係る兵庫県信連および兵庫県農業信用基
金協会に対する出資持分の引受けについて
⑪固定資産「市道豊岡南高線拡張工事及び敷地造成工
事」の取得について
⑫正職員就業規則の変更について
⑬平成27年度職員賞与に関する基本方針について
⑭信用事業規程の変更について
⑮平成27年度信用の供与等の最高限度額について
⑯平成27年度余裕金の運用計画について
⑰大口貸付の条件変更について
⑱大口貸付について
以上の議案が承認されました。
【協議事項】
①分店の業務機能の見直しについて
②支店の金融店舗コード変更について
③平成27年産米出荷契約について
④固定資産「ピーマン自動選別包装機」の更新取得に
ついて
以上が協議されました。

JAたじまの概況
正組合員数
准組合員数
貯
金
貸
出
金
借
入
金
共済保有高
購買品供給高
販売品販売高
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2015.5

平成27年3月31日現在

26,317人
23,307人
342,768百万円
57,638百万円
98百万円
1,364,526百万円
3,329百万円
7,799百万円

クールビズを実施します
ＪＡたじまでは、地球温暖化の防止と電力不足
への対応として、使用電力を節約するために事
務所内の冷房の温度を高めに設定し、男子職員
は軽装「クールビズ」で業務を行います。
実施日
は、
6 月1日
（月）
から 9 月 30 日
（水）
までです。
ご理解とご協
力をお願いいた
します。

兵庫県内JA限定
自動車共済お見積もりキャンペーン
ＪＡで自動車共済のお見積もりを依頼いただ
いた方、県内で先着 20,000 人に、自動車ボディ用
クリーナーを差し上げます。
現在ご加入の証券を
お見せいただくか、
「自動車保障点検依頼シート」
にご記入いただくだけで、
簡単に見積もれます。
詳しくは、最寄りの支店・担当者にお尋ねくだ
さい。

シロアリから大切な家を守りましょう！

JAカレンダー
5 月13
（水）
子牛市
但馬家畜市場
（養父市大藪）
5 月17 日
（日）
あぐりキッズスクール第 2 回
竹野会場
（豊岡市竹野町小城）
5 月19 日
（火）
組合員ゴルフ大会
山東カントリークラブ
（朝来市山東町大月）
神鍋高原カントリークラブ
（豊岡市日高町東河内）
5 月 24 日
（日）
あぐりキッズスクール第 2 回
香住会場
（香美町香住区香住）
和田山会場
（和田山町立ノ原）
5 月 28 日
（木）
、
29 日
（金）
6 月1日
（月）
〜 4日
（木）
地区別懇談会
全 23 会場

JA たじまでは、
専門業者によるシロアリ調査、
診断、
防除施工を行っています。
シロアリはエサになる木材を求めて絶えず活動し、床下の地面から建物の基
礎などを経由してどんどん侵入してきます。
特に 4 月から 7 月にかけては、繁殖
のために玄関、浴室、トイレなどから姿を現すことがあります。
シロアリの姿を見
たら、
早めに対処しましょう。
詳しくは、
最寄りの営農生活センターまでお問い合わせください。
これを見たら要注意！！

往復とも稚内空港便！
魅力の離島めぐりと日本最北端の地
礼文島と利尻島に泊まる旅
礼文島と利尻島に泊まる 3 日間の旅の参加者を募集してい
ます。
礼文島は北海道の北部、稚内の西方 60km の日本海上に位置
します。
地名語源はアイヌ語のレプン・シリ（沖の島）
。
礼文水道
を挟んで利尻島の北西に位置します。0m 地帯から 200 種類以
上の高山植物が咲き乱れていることから、別名
「花の浮島」
と呼
ばれています。
利尻島のオタトマリ沼では日本最北端のアカエゾマツの原
生林が広がり、海から直接そびえ立つような標高 1,721m の利
尻山は山容から別名
「利尻富士」
と呼ばれています。
但馬より発着、もちろん添乗員同行の旅行となります。
ご家
族、
お友達お誘いあわせのうえご参加ください。

（木）
より3日間
旅行実施日 平成 27 年 6 月 25日
旅 行 代 金 139,000 円
掲載のツアーは、この広告でのお申し込みを受け付けてい
ません。
資料
（専用チラシ）
を下記までご請求ください。

一緒に楽しく歩きませんか？
たじま JA 女性会では、第 13 回ウオーキング
大会を開催します。
みんなで一緒に歩いて、体力づくりをしましょ
う。
参加を希望される方は、最寄りの営農生活セ
ンター・生活相談員にお申し込みください。
多く
の方の参加をお待ちしています。
開 催 日 平成 27 年 6 月 6 日
（土）
場
所 豊岡市気比
（約 5km のコース）
申込締切 平成 27 年 5 月 22 日
（金）
2015.5
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ず︑これだけ多く食べられるの

理が必要です︒それにもかかわら

ものの︑ほとんどは加熱などの調

して使われる割合は増えつつある

マネギは近年サラダなどで生食と

位はタマネギとなっています︒タ

の献立に使われる野菜の品目の１

ある民間の調査によると︑夕食

ちですが︑驚くべきことに真夏の

まって品質が低下すると思われが

ので︑普通に考えると呼吸が高

タマネギは収穫直後に夏を迎える

な養分を使ってしまうからです︒

よって︑それまで蓄えてきた大切

品質が低下するのです︒呼吸に

ものですが︑実は︑呼吸によって

いるのです︒仮に外皮を取り除く

鱗片が乾燥して︑内部を保護して

なって球となっており︑最も外の

備えです︒タマネギは鱗片が重

これが品質を保つ重要な二つ目の

優れた﹁外皮﹂を備えています︒

す︒タマネギは水分の減少を防ぐ

もうひとつの要因は︑しおれで

でしょうか︒野菜が日持ちしない

部分の糖含量が低くなると腐敗し

れています︒タマネギは球の中心

生品種のタマネギほど貯蔵性に優

糖に占めるショ糖の割合が高い晩

いて︑一般的に糖の含量が高く︑

割合は品種によってほぼ決まって

糖︶で構成されています︒各糖の

ショ糖と還元糖︵ブドウ糖︑果

ん︒タマネギの糖分は主として

ると︑呼吸量が高まってきます︒

下旬〜9月にかけて休眠が浅くな

とができるのです︒そして︑8月

とんど無く︑暑い夏を乗り切るこ

ため︑蓄えられた養分の消耗はほ

量は極めて少なくなります︒その

Ｅよりもはるかに優れた機能性

が ︑ タ マ ネ ギ の 外 皮 は 人 工 的 なＰ

おれの抑制効果の高い資材です

Ｅ ︶フィルムは野菜の呼吸量とし

保護します︒ポリエチレン︵Ｐ

と次の鱗片が外皮となって内部を

平成

平成

昭和

昭和

年
神戸大学大学院 自然科学科修
士課程修了
年4月 兵 庫 県 庁 入 庁 ︑ 兵 庫 県 津 名 農 業
改良普及所 普及員︒以降︑県
内の農業技術センターでの主任
研究員などを経て︑平成 年4
月︑北部農業技術センター︵和
田山町安井︶農業・加工流通部
部長に︒
年3月 退職︒

北部農業技術センターで長年︑野菜や
果物の味や栄養価さらには鮮度保持の技
術を研究してきた﹁トマト博士﹂です︒
これから紹介する︑但馬特産農産物の
すばらしさを感じていただければ︑ま
た︑1つでも﹁へー﹂と思われることが
あればうれしいです︒

永井耕介さん

農学博士

萌芽が始まります︒

やすくなり︑次世代を残すために

間はタマネギは休眠に入り︑呼吸

タマネギの
不思議

は︑多様な料理に適しているだけ
でなく︑おいし
く︑健康にも良い
と考えている人が
多いからではない
でしょうか︒
多くの野菜は数
日間で品質が大き
く低下するのに比
べて︑タマネギは
うまく貯蔵する
と︑翌年の春まで品質の高い状態
を保つことが可能です︒どうして
でしょうか︒タマネギには品質を
保つためのすばらしい備えがある
からです︒そのひとつは収穫後の
﹁休眠﹂です︒関西ではタマネギ
フィルムだったのです︒
とはいえ︑すべてのタマネギが

それにしても︑夏の高温期に戸
外で数カ月もつるしておいて︑ど

53

53

浴びる

お題

ここで一句︑ここで一描きの

リ レ ー ション は ︑﹁ み ん な
でつくるＪＡたじまの広 報
誌 ﹂をテーマに発 行 していま
す︒皆さんからお寄せいただ
く 季 節 の 話 題 や 川 柳 ︑絵 手
紙 ︑イ ラ ス ト ︑ お 子 様 の 写
真 ︑但馬の珍しい風景 な どを
多く掲載しますので︑どしど
し投稿ください︒

お便り
お待ちしています！

年3月 博 士 ︵ 農 学 ︶ 神 戸 大 学 ﹁ 青 果 物
の品質評価・品質保持の開発﹂

26

11

は春から夏にかけて収穫されま
す︒野菜は生きているので︑収穫

新緑の

真っ只中の
ログハウス
岡田実さん︵新温泉町︶

種蒔けば みどり子つぎつぎ
生まれ出づ 小菜園の
園長は楽し
岡田恒子さん︵豊岡市︶

古希迎え 心の洗濯
はじめます
稲津幸子さん︵養父市︶

イノシシも 鹿も上手に
実を奪う
藤原恒昌さん︵養父市︶

鯉のぼり 洗濯日和
空泳ぐ
谷口あや子さん︵朝来市︶

年毎に

貯蔵性に優れているとは限りませ

ここで一句
冬越しの ニンニクの芽に
力あり
西村操さん︵和田山町︶

山笑う

こぞって芽ぶく
役者たち
田中幸子さん︵和田山町︶

春の陽に 背伸びしている
つくしたち
藤井和子さん︵和田山町︶

水仙の

花芽が知らす
春の風
水岡道明さん︵豊岡市︶

親の七くせ
上手くなり
榎本和江さん︵竹野町︶

うしてタマネギの水分は保てるの

毎日なにげなく飲んでいるお茶
4月号の﹁お茶の不思議﹂を読み︑
あらためて兵庫県産のヤブキタを味
わってみたいなあと思いました︒た
じまんまにありますでしょうか？
谷口和代さん︵豊岡市︶

後も呼吸をします︒呼吸は必要な

おたより

谷口さん︑残念ながら﹁ヤブキ
タ﹂は取り扱っていませんが︑同じ
く兵庫県産の﹁朝来みどり﹂という
品種がありますので︑ぜひ味わって
みてくださいね︒

リレーションには︑いつも身近な
ことがいっぱい載っていて︑野菜作
りの参考に役立てています︒料〜理
どん！も毎月楽しみにしていて︑必
ず作って食べています︒
佐藤悦子さん︵朝来市︶

南天の実 いつしか鳥の
餌になり
池坊あい子さん︵豊岡市︶
ちらし寿司
木の芽の香り
母想う
中村照子さん︵日高町︶

ここで一描き

22

採用された方には記念品を差し上げます。投
稿の際は住所・氏名・電話番号を必ずご記入く
ださい。多くの投稿をお待ちしています。

春になりました︒健康であること
が何より大切だと思うこのごろで
す︒彼岸が過ぎるとやっと暖かくな
り︑春めいて︑小松菜やキャベツな
ど青い野菜がほころび始め︑畑に活
気が出てきました︒これから心身と
もにがんばりたいと思います︒
伊井令子さん︵村岡区︶
春は心も体もウキウキと軽くなる
良い季節ですね︒伊井さん︑無理な
さらずがんばってください︒

毎月︑料理に挑戦していただき︑
ありがとうございます︒佐藤さんの
お気に入りは見つかりましたか？こ
れからも健康に良くておいしいお料
理と身近な話題を紹介していきま
す︒

﹁写真で間違い探し﹂いつも楽し
く︑必死です︒4月号の⑧は時間が
かかりました︒料理どんで紹介され
ていた巻きカツ︑とてもおいしかっ
たです︒
山根順子さん︵香住区︶

〒668-0046
豊岡市立野町20-2
ＪＡたじま組織広報課
Ｅメール
relation@ja-tajima.or.jp

！
！

18
2015.5
2015.5
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郵送

あて先

リレーション3月号に載っていた
﹁ゆずまんじゅう﹂を作ってみまし
た︒新しいものに挑戦したくなる性
分です︒ユズがもう無かったので︑
畑のカボスで代用しました︒載って
いた写真のようにはできませんでし
たが︑おいしかったです︒ユズの
シーズンに再チャレンジ！
習田隆子さん︵山東町︶
習田さんのチャレンジ精神︑尊敬
します︒ユズのシーズンに作られた
ら︑またおたよりくださいね︒

谷口佐惠子さん（村岡区）

13 話

第

間違い探しの﹁間違い﹂作りに︑
こちらも毎月必死です︵笑︶︒5月
号から当選者が 人に増えましたの
で︑山根さん︑これからも応募して
くださいね︒
15

組合員の皆様からの
おたよりコーナー

