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農家の皆さん

まる まる
今月の○○

安全・安心な農作業に向けて農機の点検を！

www.ja-tajima.or.jp
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このコーナーでは、 但馬の話題や
JAの取り組みなどを紹介します。

皆さん、農機のお手入れをきちんとされていますか。いざ
使おうとしたら機械が故障して作業の計画が狂ってしまった
など、苦い経験をされた方はいらっしゃいませんか。
点検することで機械が長持ちし、安全で快適に作業で
きます。「事前に点検しておけば良かった」と後悔する前に、
お使いの農機を点検しておきましょう！
事前点検のメリット
①機械の性能を維持
作業の精度が改善され、生産効率が上がります。
②安全性の確保
作業中の故障や不具合の発生に対する不安が減り、
安全作業につながります。
③生産コストの低減
機械の寿命が延び、買い替えや修理による出費を抑えます。
農機の点検・修理・購入は、農機センター（TEL 079-662-3817）
までご相談ください。

農機センター

西田雅貴

[ 解答番号 ]
写真は、農機センターの初荷式の様子です。あれ？右と左を見比べると違
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う所があるみたい。間違いは 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、郵便番号、
3 4
9
住所、氏名、電話番号をお忘れなく。リレーションの感想も一言添えて。あて先は 17 ページをご覧ください。締 6
7
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め切りは、4 月 2 日（月）です。たくさんのご応募をお待ちしています。

写真で間違い探し

編集の出窓

腕の見せ所（S.N）

特集

ぱくぱく、パックご飯

今月のプレゼント

すりつぶしデコポン入りジュレ

表紙の紹介と
プレゼントの応募は17ページ

今回の特集は
カメラマンとして
の腕が試される
企画でした。
打ち
合わせで各ペー
ジをポスターの
ような誌 面にす
ることに。
イメー
ジにあった登場者や撮影場所探しなど準備がいろい
ろと大変でしたが、ご協力いただいた皆さんのおか
げで、
満足のいく誌面ができました。

みんなでつくる

さよなら 2017 年度産（D.T）

私の中で、好きな野菜
TOP3 に入るネギ。
先日、
人
の背丈を超すほどの巨大
ネギを発見したんですが、
段ボール製で食べられま
せんでした。
残念。
今季の
岩津ねぎ出荷は終盤。生
産には大変なご苦労で
しょうが、感謝とともに、
来季もおいしい岩津ねぎ
を楽しみにしています。

[ 2月号の正解]
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毎日の楽しみ（S.K）

最近の日課。それは、
仕事終わりにお気に入り
のマグカップでコーヒー
を飲むことです。気持ち
をリフレッシュで き 、
さぁ、明日も仕事をがん
ばるぞと、前向きな気持
ちになります。皆さんも
お気に入りのマグカップ
と飲み物で、心癒されませんか。ちなみにこれは
イギリス人の職人さんが造った備前焼です。

JA たじまの広報誌
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但馬の自慢をいただきます！
皮つきのウドは香りが良く
野趣たっぷり！

昭和
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谷村
一好さん

地域活性に努めて

生野支店管内

12

年３月︑旧朝来郡内の 農協が合併し︑朝来郡農協が

誕生しました︒ 月には生野支所事務所の新設とマーケット業

務の開始︑翌年６月には生野有線放送施設の完成と︑目まぐる

しく世の中が変化する中で︑生野地域に貢献できる新しい基盤

が次々とできた時代でした︒今はとても懐かしく誇らしく思い

出されます︒

生野支所マーケット

地域ふれあい活動の先駆けとして︑組合員︑地域の皆さんと

北海道旅行を計画したことは楽しい思い出です︒

生野支所

41

旬の食材：山うど
収穫時期：2 月中旬〜
4 月上旬
産
地：但東町

コウノトリ育むお米を対象に︑１
月 日付けで国際的な農産物生産工
程管理の格付け基準である﹁グロー
バルＧＡＰ﹂︵ＧＧＡＰと略︶をたじ
ま農協として取得しました︒
ＧＧＡＰというのは︑①安全な農
産物の生産と出荷②環境に配慮した
持続的な農業の実践③農業生産者の
労働安全と福祉の確保④信頼できる
販売管理体制の確立︑この四点を実
現するために必要な管理の要点を整
理して実践し︑記録します︒その記
録を基に︑適切な管理が行われてい
ることを第三者による審査で証明し
ていただいた︑というわけです︒
全国６５２のＪＡのうち︑主食用
の米での団体認証は︑初めての取得
です︒
ＧＧＡＰは︑１１８カ国以上︑
万件以上の農産物が認証を取得して
いて︑欧州では物流の７〜８割を占
めているほどです︒﹁コウノトリ育
むお米﹂とて︑生産側がいくら安全
安心で環境保全の素晴らしい取り組
みをしていると主張しても︑それを
証明するものがありません︒国内基
準も︑それは日本国内だけでしか通
用 し ま せ ん ︒そ の こ と を ︑昨 年 ２
月︑ドバイの国際見本市での商談で
バイヤーからも言われ︑痛感しまし
た︒
広報マ
無農薬・無化学窒素肥料でのコウ
ン
ノトリ育むお米栽培に取り組まれて
く
組合長が行 いる成田市雄さん︑村上彰さん︑植
田博成さん︑青山直也さんの四人に
昨年春からＧＧＡＰ取得に挑戦して
ギャップ

代表理事組合長

尾﨑市朗

長
組合ム
コラ

17
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いた だき︑このた び見 事に認証取 得
となりました︒
生産 者にとっても︑生産工程 を整
理して記録を残すシステムを確立す
ることで効率化とコスト低減にも大
きく成果があったと言われています︒
また︑昨 年 月に開かれたクール
ジャパンアワード２０１７では︑受賞
対象 組の一つに︑コウノトリ育むお
米・たじま農協が選ばれました︒これ
は百人の外国人審査員によって︑日本
にある驚くほど良いもの︵クール！と
発してしまうもの︶を選定する賞で︑
２月にニューヨーク︑8月に台湾で展
示発 表 会も開かれ︑国 際 的にも大々
的に情報発信がなされます︒
ＪＡとしては今後︑ＧＧＡＰの先駆
者として東京五輪の食材の採用や国
内外への販売戦略で大いに活用して
いきたいと思います︒
26
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こちらが GGAP の認定証

3

2018.3

※GGAP＝Global Good Agricultural Practice

【材 料 】
（4 人分）
山うど ・・・・・・・・2 本（400 〜 500g）
鶏もも肉 ・・・・・・・・・・・・・・・2 枚
ニンニク ・・・・・・・・・・・・・・・1 片
Ａ

但東町野菜生産組合山うど部会

生 産 者：8 戸
植 付 株 数：13,000 株
出 荷 量：約 5t（平成 28 年度）
主な出荷先：豊岡や京阪神の市場、
贈答用に全国発送

塩、コショウ ・・・・・・・・各適量
薄口しょうゆ ・・・・・・・大さじ 1

塩、コショウ ・・・・・・・・・・各少々
オリーブオイル・・・・・・・・・大さじ 2
白ワインまたは酒・・・・・・・・大さじ 1

家の光 2010 年 1 月号
別冊付録より

【作り方】

①山うどは小枝を切って産毛をこそげ、皮ごと
乱切りにする。小枝も食べやすく切る。
② 鶏肉はひと口大に切って塩、コショウを振る。
ニンニクは半分に割ってつぶす。
③ オリーブオイルとニンニクを中華鍋に入れ、
香りがたったら強火にして鶏肉を入れ、色付
くまで3分ほど焼く。
④ ③にウドを加えて混ぜ、白ワインまたは酒を
振ってふたをし、1分ほど蒸らしたらAで調味
する。汁気を飛ばすように混ぜながらいため
て器に盛る。

井上 吉信さん

ウドは日本原産の山
菜の一つで、春の味覚
として親しまれていま
す。
ウドには、光をさえ
ぎって育てるために全
体が白い「軟化ウド」と、
光を当てて葉先を緑色
にする「緑化ウド」があ
ります。
部会ではビニー
ルハウスなどを利用し
て緑化ウド（山うど）を
栽培し、茎が白い「白ウ
ド」と茎がほんのり赤く
風味が強い
「赤ウド」
を出荷しています。
山うどは、自生の
ウドより柔らかく、茎、皮、葉のすべてが食べられること
が特徴です。
自生のウドは晩春から初夏に旬を迎えますが、部会で
は 2 月半ばからの出荷を目指しています。
1月初旬にハウ
ス内に株を伏せ込み、
もみ殻や電熱線で加温し発芽させ
ます。
収穫までの微妙な温度管理で出荷時期を早めるこ
とができます。
山うどのおいしさや食べ方をより多くの
人に知ってもらおうと、直売所や道の駅の店頭で試食販
売するなど、PR 活動に力を入れています。
ウドは葉先ま
で張りがあり、茎が変色していないものが新鮮です。
保
存する場合は新聞紙に包んで冷暗所か冷蔵庫へ。
山うどのすべてを使った料理を紹介します。
独特の香
りと歯応えをお楽しみください。

山うどと鶏肉の
ニンニク炒め

平成14年6月、北海道小樽市にて

グローバルGAPの取得と
米販売戦略

今月の生産者

C よい食プロジェクト
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離れていても
つながるおいしさ

﹁あの子︑ちゃんと
ご飯食べてるかな
何歳になっても︑
親は子どもが心配なもの︒
離れていると︑
食生活は特に気になります︒
ご飯を炊くのが面倒でも︑
忙しくて時間がない朝でも︑
パックご飯なら
電子レンジで加熱して
すぐに食べられます︒
地元を離れて都会で暮らす子どもへ︑
パックご飯を贈ります︒

おいしさ︑手軽さ
予想以上
いつでも手軽に
炊き立て同様のおいしいご飯が
食べられるのが魅力で︑
主婦にとってありがたいです︒
パックご飯といえば﹁非常食﹂
というイメージを持っていましたが︑
大きく変わりました︒
家族にも好評です︒

JR 養父駅）
（撮影協力

4
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養父市 山下 和恵さん
楓香さん
西宮市 甲斐 裕之さん
充代さん
美裕ちゃん
裕大くん

ぱくぱく︑
パックご飯

特集

ぱくぱく︑
パックご飯

これが
パックご飯
うまいなぁ

初めて食べた時は︑
これがパックご飯なのかと驚きました︒
炊き立てに近い味と香りで︑
想像していたより何倍もおいしいと感じました︒
軟らか過ぎず︑硬過ぎず︑
幅広い年代に好まれる程よい食感です︒

■パックご飯の
おいしさの秘訣■

︵TEL 0796 22 0300︶
︑

マーズマーケットたじまんま

お 買 い 求 め は︑J A た じ ま フ ァ ー

コウノトリ育むお米パックご飯の

く手軽に味わえます︒

パックご飯なら一食分でもおいし

ご く 少 量 の お 米 を 炊 け ま せ ん が︑

パックご飯︒一般的な炊飯器では︑

なく︑年々おいしさを増している

炊飯の手間が掛からないだけで

えます︒

食感︑炊き立てご飯の香りが味わ

2分間の加熱で︑ふんわりとした

のまま楽しめます︒電子レンジで

おらず︑ご飯が本来持つ風味をそ

の超軟水を使用︒添加物は使って

地湧水群﹂︵環境省選定名水百選︶

い ま す︒炊 飯 水 に は﹁黒 部 川 扇 状

がさず︑おいしいご飯に仕上げて

時間での高温殺菌で︑うま味を逃

クリーンスチームを利用した短

コウノトリ育むお米生産部会
部会長 大原 博幸さん

もしくは営農生産部米穀課︵TEL
0796 24 2205︶まで︒

農家民宿・善）
（撮影協力

6
2018.3
2018.3

7

？
！

コウノトリ育むお米の
おいしさをそのまま
パックにしました

1 パック
130 円（税込）

特集

1月18日

地域農業の発展へ
先進事例学ぶ
養父市農業再生協議会・朝来市農業再生協議会

総合営農センターで開かれた「南但
地域の集落の農業を考える研修会」
で、広島県で自治会組織と連携して中
山間地農業を活性化する農事組合法人
ファーム・おだの吉弘昌昭顧問から中
山間地域における地域農業の存続・活
性化に向けた仕組みづくりを学びまし
た。また、養父市高柳広域水土里会の
矢野尾清佑さんが、小学校区などを単
位とした広域活動組織の効果などを紹
介しました。

クール

コウノトリ育むお米、Cool！

クールジャパン協議会の太田雅人会長（左）から西陣織の賞状を
受け取る尾﨑市朗組合長（1月15日本店で撮影）
養父・朝来市の集落や営農組織の代表者、
JA 職員ら約 150 人が参加

1月10日

今年初の子牛せり市に320頭
但馬家畜市場

1月20日

組合員を対象に
確定申告セミナーを開催

コウノトリ育むお米が、日本の優れた文化や産
業などを国際的な視点で評価する（一社）クール
ジャパン協議会（京都市）主催の「クールジャパ
ンアワード2017」を受賞しました。世界各国の外
国人100人が審査員となり、選考対象となった104
点から26点を選びました。

1月8日

ボランティアライブ開催
豊岡東デイサービスセンター

今年の子牛せり市が開場しました。この日は、
淡路地域を除く兵庫県内の繁殖農家が雌牛142
頭、去勢牛178頭の合計320頭を上場。市場全体
の平均価格は92万5,887円で、昨年同月を8万
6,724円上回りました。

平成29年度の確定申告を前に、豊岡営農
生活センターでセミナーを開きました。管
内の組合員が、㈱ジェイエイサポートと提
携する税理士事務所の税理士から確定申告
の基礎や農業所得の帳簿の作り方などを学
びました。

とり
声にうっ
素敵な歌

アマチュア歌手の高島保代さんの歌声を堪
能しました。利用者は手拍子をしたり、一緒
に歌ったりしてライブを楽しみました。

わかりやすい呉幸哲税理士の説明

1月23日

小まめな栽培管理で
収量と品質を高めよう

場内は県内外からの多くの購買者でにぎわいました

JA たじまピーマン協議会みかた支部

出荷反省会を開いて、平成30年度は、暦
に沿った栽培、病害虫などの早めの防除、
排水対策を徹底し、収量と品質のさらなる
向上を目指すことを決めました。
反省会ではこのほか、優秀なピーマン生
産者を決める「P-1グランプリ」の表彰式も
あり、最優秀賞に村岡区の天良達也さん
（写真右）と新温泉町の竹中道明さんを、栽
培を始めて3年未満の優秀な生産者に贈る新
人賞に同じく天良さんを選びました。

9

1月11日

農作業事故ゼロを願う
農機センター

JA全農兵庫、農機メーカー、
JA役職員など関係者ら約20人
が、今年の農作業の安全と豊作
を祈願し、農機の初出荷を祝い
ました。
ざいます
おめでとうご
農機を積んだトラックを
拍手で見送りました

2018.3

2018.3

8

1月25日

営農相談員と TAC の活動を評価

1月27日

元気いっぱいに
環境学習の成果を発表

営農相談員26人とTAC5人の計31人の中から書
類による1次審査を通過した10人が、農家所得の
増大と農業生産の拡大に向けた1年間の取り組み
を活動成果発表会で発表。中谷農事組合法人（豊
岡市）の小島昭則代表理事組合長や（有）あした
（但東町）の霜倉和典代表取締役、JA役職員ら7
人の審査員が、組合員や関係機関などと協力して
いるか、熱意や努力が感じられるかなどを審査し
ました。
審査の結果は次のとおり。

JA バンク兵庫

1月27日

生産意欲の向上と所得増へ
マルシェ開催
㈱エーコープ近畿・JA たじま朝来農産物直売部会

赤とんぼホール（たつの市）で開かれた「小学生の環境
チャレンジ発表大会」（地区大会）に、4JA（兵庫西、あ
いおい、ハリマ、たじま）の6小学校が出場しました。
管内からは豊岡市立日高小学校と同市立資母小学校が
出場。資母小学校は、2月24日に神戸国際会議場で開かれ
た県大会にも出場しました。

エーコープ和田山店では昨年12月から毎月1
回、新たに「マルシェ」を開いています。マル
シェとは、フランス語で市場のことです。
1月のマルシェでは、イチゴ、ミズナやシイ
タケなど季節の農産物、漬け物などの加工品、
春を感じさせるフキノトウなど、多くの農産物
を同社員とJA職員が販売しました。

「生産者の増収、生産量の増加、産地振興のため、労力を減らして品質
を高める栽培方策を検討、提案して農家を支えていきたい」と話す石井
相談員

1月26日

道具を持ち寄って

最優秀賞 ＝ 石井 淳（八鹿営農生活センター・写真左）
澤田英昭（担い手支援課）
優 秀 賞 ＝ 森垣広次（出石営農生活センター）
相地久和（八鹿営農生活センター）

そば打ちに挑戦

出石支店・出石営農生活センター

「コウノトリが教えてくれたこと」と題して発表した日高小学校

今年度3回目の男の料理
教室に、組合員ら11人が参
加しました。今回のテーマ
は 、出 石 町 の 名 物「 そ
ば」。麺板、麺棒、こね鉢
などの道具は、参加者が持
ち寄りました。
参 加 者 は 、「 太 か っ た
り、細かったり、そばの太
さ は い ろい ろだ が お いし
い」と話していました。

に
いよう、慎重
生地が破れな

1月27日

イベント通し
消費者らに村岡米を宣伝

雪の降る中、安くて新鮮な農産物を求める来店者でにぎわい
ました

1月26日

良質な酒米を届けよう
総会で確認
浜坂兵庫北錦生産部会

総会を浜坂支店で開き、平成30年度は、
「オール1等米を目指そう」「適期刈り取
りを励行しよう」「契約先に良質な兵庫北
錦を届けよう」を合言葉に、作付面積の拡
大に努め、29年度より30t多い250tの出荷
を目指すことに決めました。

村岡米生産組合

「資母大好き

自然の恵に感謝」と題して発表した資母小学校

1月29日

大阪府の小売店・米蔵人おくむら米穀が大仙寺（大阪
府）で開いた餅つき大会に、村岡米の生産者とJA職員が
協力。村岡米の宣伝や、但馬地域から持ち込んだ雪で遊
び場を作るなどして盛り上げました。
ん
ぺった
ん
ぺった

次年度の運営に意見を反映
香住果樹園芸組合

坂本凱章会長が、
「兵庫北錦を求める声は大きい。
需要に応えるために作付面積を拡げ、今後も良質
な兵庫北錦を作ろう」と呼びかけました

香住支店で懇談会を開き、平成30年度の
運営方針について話し合いました。組合員
からは、鳥獣害対策の必要性について意見
が寄せられました。
約 30 人が出席しました

11
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1月31日
2月1日〜16日

約30点の剪画作品がずらり
港支店

コミュニティみなと未来では毎年、
「港かるた」
大会が盛大に開かれています。
「港かるた」は、豊
岡市気比の剪画家 坂田陽一さん（写真右）の指導
のもと、県民交流広場事業により、港地区の皆さ
んが製作したものです。今回その原画を店内に展
示しました。和紙の多彩な色合いを取り入れて丹
念に描かれた作品に来店者は見入っていました。

16集落で営農組合を設立

1月29日

出荷量増やし
消費者の期待に応えよう

竹野南営農組合

16集落からなる豊岡市竹野町南地区が、竹野南営農
組合を発足しました。組合員が助け合いながら農地を
守り、活力ある地域づくりを目指します。竹野南地区
コミュニティセンターで開いた設立総会で、岡田隆男
さんが組合長に就任しました。

浜坂朝市婦人会

浜坂支店で開いた総会に、会員や
JA職員ら約20人が出席。平成30年は
盆用の小菊を中心とした農産物の計
画的な栽培と、出荷量の増加に力を
入れることを決めました。
役員改選で新たに会長となり、意気込みを語る奥田英子さん（中央）

1月30日

共同で育苗

接ぎ木作業順調

豊岡そ菜部トマト委員会

土づくりや播種、接ぎ木などの育苗
作業を毎年、会員で行っています。こ
の日は、たじま野菜育苗センター（養
父市）に会員8人が集まり、台木に穂木
を接ぎ合わせて接ぎ木苗約7,000本を仕
上げました。

地区内の農家や農地所有者ら103人が組合員。総会出席者で記念撮影

2月2日〜26日
港地区の歴史や文化などを描いた作品を展示しました

2月15日

当選者決まる！
但馬の農産物をプレゼント

寒い冬をおいしく乗り切りましょう

たじま JA 女性会豊岡ブロック

豊岡、日高、出石、但東の4会場で開いた
「いきいきセミナー」2月教室のテーマは、
「寒い冬を乗り切る旬野菜のあったまる料
理」。管理栄養士の岡崎典子さん（写真左）
を講師に、サトイモの玉味噌グラタンやギン
ナンのおこわなど5品を作りました。

平成29年12月1日から平成30年1月31日まで実
施した「冬の選べる定期貯金キャンペーン」の
抽選を行いました。
抽選結果はJAたじまのホームページおよび各
支店に掲示していますので、ご確認ください。

3 日間で約 2 万本を接ぎ木しました

軽くて丈夫なプラかご

たじま JA 女性会豊岡ブロック出石地区

1月30日

野菜の栽培講習会
日高営農生活センター

大人気

す！
ざいま
とうご
おめで

野菜の栽培講習会に、直売所の出荷者など24人が
参加しました。種苗会社の担当者から春夏に収穫す
る野菜の栽培方法などを学びました。

抽 選 会

1月30日

平成28年に結成したグループ「輪つなぎ」は、
手芸用のPPバンドを編んでかごバックを作ってい
ます。結成当初10人だった会員は現在22人。ひと
月に１度、出石営農生活センターに集まって活動
しています。
PP
な色の
いろん 作ると
で
バンド
れよ
おしゃ

2月2日の出石会場には11人が参加

お詫びと訂正

リレーション2月号11ページ掲載の美方大納言
小豆品評会の記事に誤りがありました。「優秀賞
＝寺坂敏さん」とあるのは、正しくは、「優秀賞
＝寺谷敏さん」です。大変ご迷惑をお掛けいたし
ました。心よりお詫び申し上げます。
13
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お薦めの品種も教えてもらいました
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てくるほど︑古来から日本人になじみ

カブ︵蕪︶は︑古事記や日本書紀に出

軟 らか く なるので︑ダイコンのよ うに

ません︒また︑カブを加熱すると非常に

れてしまい︑甘みが低下しやすくなり

根の部分の水分や養分を葉に吸い取ら

そのようにしても︑葉の部分は数日で

ます︒切り離した後はポリ袋に入れて

肥大した根の部分はビタミンＣやミ

品質 が低下します︒早めに食べてくだ

じっくり煮込むと軟らかくなり過 ぎま

一般的には肥大した根の部分を食用

ネラル類︑食 物 繊 維を多く含むととも

さい︒

の深い野菜です︒春の七草の﹁すずな﹂

としますが︑葉の部分も浅漬けなどで

に︑でんぷんの分解を助ける酵素︵アミ

は︑カブのことです︒

おいしく 食 べること がで きます︒とこ

但馬でも︑甘くておいしいカ ブ が栽

第

下半分に芽がない

永井 耕介さん

大きめの芽を
2〜3 本残す

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。
私が紹介する、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。
神戸大学大学院 自然科学科修士課程修了
昭和53年
昭和53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22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。
平成26年3月 退職。

密 封 し︑冷 蔵 庫 で 保 存 して く だ さい︒

農学博士

す︒ご注意ください︒

残す芽を
手で押さえる

色野菜で︑
βカロチン︑ビタミンＢ１︑
Ｂ

1 本ずつ抜き取る

２︑
Ｃ等のビタミン類や各種ミネラル類

等を豊富に含んでいます︒栄 養 学 的に

見れ ば︑肥 大した根の部分よりも葉の

部分の方が各種栄養成分を多く含んで

いま すので︑有 効 に 活用 したいもので

す︒

良いカ ブの 選 び 方 をご 存 じで す か︒

品質の優れたカブは①葉がみずみずし

種イモが腐るのを防ぐため
切り口を下にする

く︑緑 色 が鮮 やかなもの②肥 大した 根

覆土 5 ㎝程度

カブの
不思議
の部分は肌につやがあり︑さわった感触

70〜80 ㎝

が硬いもので す︒保 存 する 際は葉の部

15 ㎝

47話

平成11年3月 博士（農学）神戸大学「青果物の品質評価・品質保持技術の開発」
2018.3

ラーゼ︶も含んでいます︒アミラーゼは

2つ切り

野菜づく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。

15

ろで︑
﹁肥大した根の部分﹂は本当に根

間違った切り方

30㎝

深さ 10 ㎝

培されています︒ぜひ︑
ご賞味ください︒

3つ切り

生で食べることで︑消化・吸収を助ける

4つ切り

なのでしょうか ？ 実は︑肥大した部分

正しい切り方

働きがあります︒また︑葉の部分は緑黄

40 ～ 60g

の下にチョロンとひげ状にくっついた部

切らない
（そのまま）

分︑これが本来の根なのです︒肥大した

S （40 ～ 60g）

部分は︑植物学的には根と双葉の間の

30 ～ 60g

胚軸︵茎︶です︒胚軸は多くの場合白色

2 つ切り

です が赤 色のものもあり︑赤 色のもの

M （60 ～ 120g）

は赤カブと呼ばれています︒

40 ～ 63g

k

カブの大きさは ５ ｇ程度の巨大なも

3 つ切り

のから数ｇの小さなものまであり︑大・

L （120 ～ 190g）

中・小の多種多彩なカブが全国各地で

48 ～ 65g

約百品種も栽培されています︒その中

4 つ切り

分を根元から切り離し︑肥 大した根の

4. 収穫と貯蔵
茎葉が半分以上枯れたころ、 土が乾燥している晴天の日に
掘り起こします。 掘り起こした後は、 半日程度天日で乾かしま
しょう。 収穫したイモは、 風通しのよい日陰 （暗所） で貯蔵
します。 イモを重ねて保存したり、 袋などに入れて密封状態
にしたりすると腐りやすくなるので注意しましょう。

2L （190 ～ 260g）

部分と別々に保存することをお勧めし

3. 芽かきと土寄せ
植え付け後、 芽が出てきたら芽かきを行います。 大きめの
芽を 2 ～ 3 本残して、 ほかの芽は根元から抜き取ります。 残
す芽の根元を押さえ、 抜き取る芽を横に引っ張るように取りま
す。 芽かきが終わったら1回目の土寄せを行います。 追肥は、
おいものめぐみ 200g/ 坪を土寄せ時に生育を見ながら行いま
しょう。 2 回目の土寄せは、 出芽後 20 日を目安に行います。

種イモ一片の重さ

ます︒切り 離 さないでいると肥 大 した

2. 植え付け
植え付けの 10 日前までに、 元肥として 1 坪 （3.3 ㎡） 当たり
おいものめぐみ 800g、 堆肥 1.5kg をまき、 深く耕しておきます。
畝幅は 70 ～ 80cm で、幅 15cm、深さ10cm の植え溝を掘ります。
株間は 30cm 間隔とし、 溝の中央に切り口を下に向けて植え付
けましょう。 植え付けたら 5cm 程度の厚さに土を掛けます。
株間を 25cm 以下にすると、 使う種イモの量が増え、 多収に
なっても小粒のイモが多くなります。 逆に 35cm 以上では、大粒、
変形、 中心空洞のイモが多くなりますので注意しましょう。
地温が 10℃以上になり、 畑が乾いて耕起できれば植え付
けできます。 冷涼な気候を好むため、 春作では晩霜害の恐
れのない限り、 できるだけ早く植えましょう。

切り方

には地域特有の在来品種も多く存在し

◎種イモの芽
種イモの優勢な芽は頂部に多く基部に少ないので、 各切片
に優勢な芽が必ず入るように、 頂部から基部にかけて切りま
す。 メークインのような長形の品種でも、 横切りは避けて縦切
りしましょう。

規格 （サイズ）

ていて︑地域の特 産品として 生野 菜の

◎切り方と一片の大きさ
種イモが芽を出すための養分供給は、 出芽後も葉が展開
するまで続きます。 一般的に種イモは大きいほど初期生育が
良く、 茎数が増えてイモの数が多くなりますが、 種イモの重量
が 60g 以上あれば収量に差が無いといわれていますので、 一
片の大きさは、 40g ～ 60g あれば十分です。

宮部 正信

みならず︑千枚漬けや煮物などの加工

1. 種イモの準備
◎切る時期
種イモは、 植え付けの 3 ～ 5 日前に、 種イモの芽が各切片
に 2 ～ 4 個あるのを確認して切り分けます。 切り口が乾くまで、
風通しの良いところで陰干しします。

担任：
香住営農生活センター

品も販売されています︒

がくえん

ジャガイモ

ジャガイモは、風邪の予防や疲労回復、
肌荒れの改善などに良いとされるビタミン
Cを多く含みます。一般にビタミンCは熱
に弱く壊れやすいですが、イモのビタミン
Cはでんぷんに包まれているので熱を加え
ても壊れにくいです。健康にも良いジャガ
イモを作ってみましょう。

カブは甘くて︑あくの成分 が少ない

さいえん

58

時間目

ので︑下ゆで︵あく抜き︶の必要はあり

家庭菜園のコツを分かりやすく解説

2018.3
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営業時間 9時〜18時
豊岡市八社宮490
●TEL 0796-22-0300
●
●

増田さんと同じ思いの方は多いと思います。もっと
多くの人に興味を持ってもらえるよう、広報誌を通じ
て但馬の農業の魅力を発信していきます。

プレゼントのお知らせ
今月は「すりつぶしデコポン入りジュレ」
リレーションに関するアンケートにお答えいた

だいた方の中から抽選で5人の方に、今月号の

を
こちら ト
ン
プレゼ

逸品調査隊で紹介した「すりつぶしデコポン入

りジュレ」を3個セットでプレゼントします。

携帯電話のカメラで右の「QRコード」を読み

取り、アンケートページへアクセスしてくださ

い。当選者の発表は、商品の発送をもって代え

させていただきます。

※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

リレーションには但馬の魅力が満載です。楽しく拝見し
ています。若者よ、但馬はいいよ、帰ってきて。但馬牛の
声を聞いて!!コシヒカリを作ろうよ。サンショウにネギ、イ
チゴも、若者を待っているよ！
増田幸子さん（山東町）

QRコード

リレーション1月号特集の「但馬の農業〜私たちが支え
ます〜」を読んで、但馬の農業の未来に希望が持てまし
た。自然の環境はますます厳しくなっていますが、若い人
たちのがんばっている姿や意見を聞くと元気をもらえま
す。これからもがんばってほしいと思いました。
篠坂みゆきさん（日高町）
皆さんそれぞれ、但馬の農業に対する熱い思いを
持っていらっしゃいましたね。篠坂さん、引き続き但
馬の農業の担い手を応援お願いします。

牛の持つエネルギーで
いつまでも元気に

有本さん、野菜作りで分からないこと、困った事が
あればＪＡに相談してくださいね。菜園学園を参考に、
いろんな野菜に挑戦してみてください。

さん︵ ︶

熊本県産デコポンの濃
厚な甘みと香りが感じられ
るゼリーです。そのまま食
べても凍らせて食べてもお
いしいですよ。食 後のデ
ザートにぴったり！1個105
円（税込）

幸正

「すりつぶしデコポン入りジュレ」の巻

やさいのふしぎと菜園学園を特に楽しみにしています。
分かりやすく、懇切丁寧な内容が素晴らしいと思います。
野菜作りに取り組んでいますが、趣味の範囲ですのでせっ
かく植えたハクサイを虫に食べられてボロボロになるなど
失敗の連続ですが、これからもがんばっていこうと思って
います。
有本かな江さん（新温泉町）

67

良かったことは
毎日することがあるので︑生活に張り
が 出 ま し た ︒ま た ︑﹁ 今 日 は し ん ど い
な﹂と思っていても︑牛の世話をしてい
るといつの間にかしんどくなくなってい
ます︒牛の持つエネルギーというか︑元
気をもらえるんでしょうか︒自然と︑私
も元気になります︒

その71

気をつけていることは
牛 の 体 調 管 理 に は 特 に 注 意 してい ま
す︒朝一番に全頭の様子を見て︑わずか
な変化も見逃さないように︑一頭一頭の
体調に合わせた飼養管理を心掛けていま
す︒牛は手を掛けた分︑良い牛になって
恩を返してくれると感じています︒いつ
までも健康で牛飼いを続け︑たくさん手
を掛けて少しでも良い牛を育てていきた
いです︒

2018.3
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冬の海

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、但馬の風景などを多く
掲載しますので、どしどし投稿ください。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。ペンネーム・匿名の方の掲載は行っていませ
ん。ご了承ください。多くの投稿をお待ちしています。

たけりくるいて

〒668-0051豊岡市九日市上町550-1
ＪＡたじま組織広報課
Ｅメール relation@ja-tajima.or.jp

岩を打つ

郵送

谷口きくゑさん︵日高町︶

間違い探しの解答、
お便りお待ちしています！

おろし餅

逸品調査隊が行く

豊岡市立日高小学校（日高町岩中）
3年生95人は総合的な学習の時間に、身近な食材のダイズ
について学んでいます。祢布地区老人会の皆さんにお世話に
なり、ダイズの栽培
から収 穫したダイ
ズで豆腐を作るま
で を 体 験 。こ の日
は、乾かしたさやか
らダ イズ を取り出
す作業「豆かち」を
しました。

最後の味つけ

表紙紹介

米田須美惠さん︵竹野町︶

色華なり

後藤秀士さん︵豊岡市︶

南天誇る

1月26日に本店で第11回理事会を開催しました。
【提出議案】
①信連に対する劣後ローン(金融機関貸付)の繰上
償還金を後配出資として引き受けることについて
②「FinTech企業等との連携及び協働に係る方針」
の決定について
③「お客様本位の業務運営に関する取組方針」の
決定について
以上の議案が承認されました。
【協議事項】
①平成30年度JAたじまの一部機構改革について
以上が協議されました。

杵つきの

箱庭の

理事会報告

松井和代さん（香住区）

西

三宅都美子さん（山東町）

畜産
通信

︵新温泉町中辻︶

25,154人
24,444人
353,520百万円
52,403百万円
46百万円
1,224,944百万円
2,065百万円
2,925百万円

始めたきっかけは
父が牛を数頭飼っていて︑私は勤めな
が ら 父 を 手 伝って い ま し た ︒父 が 亡 く
なったときに牛を手放そうかと思ったん
ですが︑結局残しました︒やっぱり牛が
好きなんですよね︒退職後︑まだまだ元
気だったので︑牧場公園で働いてみよう
かなと妻に相談したところ︑﹁よそで牛
の世話をするなら︑自分たちでしよう﹂
と言ってくれました︒そこで牛舎を建て
て︑手の掛けられる範囲で少しずつ増や
し始めました︒今は母牛6頭と子牛3頭
を飼っています︒

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

平成30年1月31日現在

大変だったことは
勤めていると︑仕事で一週間ほど家を
空けたり︑病気や発情を発見しても家族
や獣医さんに任せて仕事に行かなければ
ならなかったりと︑思うように手を掛け
てやれないことが多くて大変でした︒慣
れていない人が近付くと牛にストレスを
与えることになり︑事故の危険が増えま
す︒専業になってからは︑餌やりや手入
れに今まで以上に時間を取れ︑気になる
ときはいつでも様子を見に行けるので︑
心配が減りました︒

JA たじまの概況

ここで一描き

くみあいひろば

組合員の皆さんからのおたよりコーナー
昨年秋、台風の影響で岩津ねぎに多大な被害が出たこと
をニュースで知りました。哀れな姿に、このネギはどうな
るのだろうと心配していました。しかし、生産者やJA等の
努力により見事に回復したとのことで、ほっとしました。
リレーション1月号掲載の見るからにおいしそうな「岩津
ねぎたっぷり焼きそば」、早速作ってみます。
川端文子さん（香住区）
川端さん、ご心配いただきありがとうございます。生
産者の方々の懸命な管理作業で、今年もおいしい岩津
ねぎを出荷することができました。
お正月の餅を、久々に臼と杵を使って作りました。母
が上手に取り手をしていたのに、私はうまくできず、杵
を持つ人は困った事だったでしょうが、なんとかできま
した。いつになったらうまくできるんでしょうか。で
も、とてもおいしくいただきました。
森田智津子さん（日高町）

餅を返している最中に杵が下りてきそうで怖いで
すよね。声を掛け合いながらすると呼吸が合って、上
手にできるらしいですよ。森田さん、次回は声を出し
てやってみてください。

2018.3

16

募集

但馬空港発着！
北東北三大「桜の名所」と
八幡平「雪の回廊」めぐり3 日間の旅

募集

青森県の弘前公園、岩手県の北上展勝地、秋田県の角館。北東北3県にはそれぞれの
県を代表する桜の名所があります。開花時期がほぼ同じであることから、北東北三大桜
名所と呼ばれ、各地を巡るコースが人気を集めています。
弘前公園は日本を代表する桜の名所で、外濠、内濠、本丸と公園全体が桜色に染まる
その姿は圧巻です。北上展勝地は、北上川沿い約2kmにわたってソメイヨシノの桜並木
が続きます。桜祭りの期間中は、樹齢約80年の桜並木の中を歩く観光馬車が運行される
ほか、北上川の船上から桜を愛でる観光船も運航します。角館は、佐竹北家の城下町と
して栄えた「みちのくの小京都」。藩政時代の面影が色濃く残る武家屋敷のシダレサクラ
と、桧木内川沿い約2kmに咲くソメイヨシノの桜並木が楽しめます。
但馬空港発着、もちろん添乗員が同行します。ご家族、お友達をお誘いあわせのうえ、
ご参加ください。

弘前公園

北上展勝地

角館

車を買うなら
JAのマイカーローンで！
借り換え、車検にも！
金利軽減キャンペーン実施中

3月30日（金）までにマイカーローンを申し込みい
ただいた場合、JAとのお取引利用度等に応じて、お
借入時の店頭表示金利より最大年3.0%軽減いたしま
す。ぜひ、この機会にご利用ください。
詳しくは、お近くの支店窓口、または、渉外担当者
までお問い合わせください。

農業資材店の休業日

（3/10〜4/10の予定）

農業資材センター（八鹿店）
3月21日（水・祝）・30日（金）は休みます。
4月からは、土・日の午後は休みます。
グリーンセンター（和田山）
水曜日は休みます。
3月30日（金）は休みます。
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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）を用意しています。
詳しくは旅行センター（TEL 0796-24-8200）までお問い合わせください。

損害調査課の事務所を移転します

金融共済部損害調査課の事務所を、総合営農セン
ター（八鹿町）から本店へ移転します。
移転日
4月2日（月）
移転先
ＪＡたじま本店
〒668-0051
豊岡市九日市上町550-1
TEL 0796-24-6777 FAX 0796-24-6501
ご連絡等、お間違いのないようお願いいたします。

JA カレンダー

3月30日（金）
平成30年度正職員入組式
本店（豊岡市九日市上町）

臨時休業のお知らせ

受付期間
平成30年4月2日（月）から5月7日（月）まで

提出先
〒668-0051 豊岡市九日市上町550-1 たじま農業協同組合 総務部 人事課 宛
受付期間内に郵送、または持ち込みにて提出してください。

3月30日（金）は年度末棚卸しのため、農業
資材センター、グリーンセンター、営農生活セ
ンターの購買業務を休みます。ご不便をお掛
けしますが、よろしくお願いいたします。

二次試験：面接試験

就職説明会など
平成30年3月中旬から4月上旬にかけて、自治体等の就職セミナーに参加予定
平成30年4月中旬に神戸および豊岡で就職説明会を開催予定
※詳しくは当JAホームページ等でお知らせします。
※企業訪問も受け付けますので、希望される方は事前に人事課までご連絡ください。
採用に関しては、総務部人事課（TEL 0796-22-7266）までお問い合わせください。
キャン
ペーン

春も、城崎温泉あさぎり荘へ！

城崎温泉あさぎり
荘では4月1日から6月
30日まで、戌年ワンワ
ンプランをご用意して
います。但馬の旬を味
わえるお食事と城崎
の温泉を心行くまで
ご満喫ください。

戌年ワンワンプラン

JA バンク兵庫
ローン・年金・JA 共済
休日相談会のご案内

ローン・年金・JA共済休日相談会を開
催します。日程は、次のとおりです。

ワンワン

料金 平日 お一人 11,000円（1室4名以上・税込）
※土曜日・休前日は＋3,000円。
ゴールデンウィーク中は対象外。

宿泊のご予約、お問い合わせは、JAたじま旅行センター（TEL
0796-24-8200）または城崎温泉あさぎり荘（TEL 0796-32-2921）まで
お願いいたします。

得

お知
らせ

さらにとく得！

城崎温泉あさぎり荘では、兵庫県内のJA組合員を対象と
した「JA組合員宿泊割引券」を発行しています。あさぎり荘
の宿泊料（1泊2食付）から2,000円（小人・幼児料金の場合は
1,500円）を割り引きます。
詳しくは、お近くのJA支店窓口にお問い合わせください。

3月17日（土）9時〜12時
日高支店、村岡支店、美方支店
3月24日（土）9時〜12時
豊岡北支店、豊岡南支店、港支店、
香住支店、但東支店、温泉支店
ローンや年金、JA共済の事でわから
ないことはありませんか？お気軽にご
相談ください。詳しくは支店窓口か渉
外担当者までお尋ねください。

年金
ン
ロー 済
共
JA

農業資材センター（豊岡店）
3月30日（金）は休みます。

応募資格
①昭和63年4月2日以降に生まれ、短大同等以上を卒業した方、ならびに平成31年3月31日までに卒業見込みの方。
②昭和63年4月2日から平成10年4月1日までに生まれ、高校を卒業された方。

今後の採用スケジュール
書類選考後、ご案内します。
一次試験：筆記試験、面接試験

※お住まいの市町により、但馬空港利用の助成金が異なります。

お知
らせ

新規採用正職員を募集します

提出書類
エントリーシート（当JAホームページより入手可能）、卒業（見込）証明書、成績証明書 各1通

旅 行 代 金 96,800円〜105,800円

キャン
ペーン

平成31年度

職種と採用予定人数
総合職 30人

旅行出発日 4月25日（水）

〒668-0051 豊岡市九日市上町550-1

JAインフォメーション

※旅行センターならびにあさぎり荘では、割引券の手配がで
きません。必ず支店にお申し込みください。

2018.3
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