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まる まる
今月の○○

但馬の農業を一緒に体験しよう！！

あぐりキッズスクール 第10 期生 生徒募集中

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。

お米やピーマンの栽培を中心に、各地域の特色ある農業を体験して
みませんか？元気いっぱいな子どもたちの参加をお待ちしています。

www.ja-tajima.or.jp
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但東会場

香住会場

八鹿会場

奥矢根地区公民館
（きずな）周辺

香住営農生活
センター周辺

八鹿営農生活
センター周辺

対 象 者： 平成30年4月に3年生～6年生になる但馬管内の小学生
締め切り： 平成30年2月28日（水）
活動の詳しい内容や日程などを記載した申
し込み用紙を、各支店に用意しています。申し込
み用紙に必要事項を記入の上、JA職員にお渡
しいただくか、組織広報課までお送りください。
お問い合わせは、組織広報課（TEL 0796-24-6602）までお願いします。
[ 解答番号 ]
写真は、フレッシュミズ・ママ友合同の親子クリスマスイベントの様子
5
1
です。あれ？右と左を見比べると違う所があるみたい。間違いは 3 つ。間
6
違っている所の解答番号を、はがきか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
2
8
7
差し上げます。応募の際は、郵便番号、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。
9
あて先は 17 ページをご覧ください。締め切りは、2 月 28 日（水）です。たくさんのご応募をお待ちしています。 3 4

写真で間違い探し

編集の出窓

楽しく学ぼう（S.N）

特集

どうなる？どうする？今年の米作り

今月のプレゼント

コウノトリ育むお米

表紙の紹介と
プレゼントの応募は17ページ

表紙は合橋小
学校恒例のかる
た大会。
読み札に
あわせた「絵札」
を取る一般的な
かるたではなく、
「四字熟語」の札
を取るもの。3 〜
6 年生混合の 5、
6 人で班を作り100 枚の札を取り合
う。
校長先生が四字熟語の意味を読み上げると、児
童らは素早く反応して札を取っていました。

みんなでつくる

マメ コネクション（D.T）

毎年この時期になると、
厄や邪気を払うために豆
をまき、恵方巻きを食べて
無病息災を願う私。
おかげ
でいつも健康なのかな？
なんて思っていると、友人
が「鬼退治のスペシャリス
トと友だちだからだろう」
と。
なるほど確かに。
よく一
緒に写真を撮る、彼らの力
もあるのかも知れません。

[ 1月号の正解]
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痛みと引き換えに（S.K）

挑戦シリーズ第2弾。
前回のボルダリングに続
き、スノーボードに初め
て挑戦しました。スキー
と比べてバランスを取る
のが難しく、最初は何度
も転倒しましたが、友人
に滑るこつを教わりなが
ら黙々と練習すること半
日。全身筋肉痛という代
償が伴いましたが、なん
とか滑れるようになりま
した。

JA たじまの広報誌
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但馬の自慢をいただきます！

坂本
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進さん

年4月 日に竣工

48

役職 が総力結集し
機能を発揮

竹野支店管内

写真の建物は旧竹野町農協会館で︑昭和

したものです︒当時はオイルショックの影響もあって建物の完

成が危ぶまれましたが︑無事に完成しました︒

旧竹野町農協会館は農産物集荷施設としての機能も持ってい

たため︑職員は組合員の営農や生活の防衛と向上を目指して︑

購買事業にも力を入れていました︒老朽化が進んだ建物は取り

壊され︑平成 年に現在の竹野支店に移転となりました︒
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肉厚のシイタケで
ジューシーな味わい

シイタケの
粉チーズ揚げ

竣工時のパンフレットより。旧竹野町農協会館は
鉄筋コンクリート造 3 階建でした

先月︑浜坂の七釜デイサービスセ
ンターを訪問し︑私も一緒にレクリ
エー ション な ど を 楽 し ん で き ま し
た︒フロアいっぱい 人もの利用者
の皆さんが︑楽しそうに過ごしてお
られました︒七釜の施設は温泉地に
あることから︑入浴時に温泉が利用
できます︒また︑地元の食材を使っ
た食事もおいしいと︑とても好評で
す︒
ＪＡたじまの高齢者介護施設は︑
豊岡に定員 人のショートステイと
豊岡東デイサービスセンター︑そし
て浜坂に七釜デイサービスセンター
の３カ所を運営しています︒おかげ
さ ま で ︑い ず れ の 施 設 も ほ ぼ 定 員
いっぱいのご利用をいただいている
ところです︒
また︑こうした介護施設だけでは
なく︑ヘルパーによる訪問介護や居
宅介護支援も豊岡︑浜坂︑八鹿︑和
田山と4カ所の介護センターを設置
し︑現在︑訪問介護では 人のヘル
パー・職員 が毎月３１０人︑居宅介
護支援では 人のケアマネジャーが
４３０人もの要介護者の介護支援活
動を行っています︒
ＪＡたじまでは︑地域から信頼さ
れ親しまれるＪＡとして︑また︑健
やかですべての人に優しい共生社会
づくりに貢献するため︑高齢者介護
広報マ
事業は大切な事業と位置付けていま
ン
す︒
く
いま︑但馬地域の人口は約 万７
組合長が行
千人ですが︑ 歳以上の高齢者が約
３万２千人と全人口の２割を占め︑

ＪＡの高齢者介護施設で
元気いっぱいに
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代表理事組合長

尾﨑市朗

長
組合ム
コラ
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県内でも高齢化の進んでいる地域で
す︒元気な高齢者も多くいらっしゃい
ます が︑要 介 護認 定 者は１万１千１
７４人︵県統計 年１月現在︶もおら
れます︒但馬の人口が５年ごとに１万
人減るのに対して︑要 介 護認定 者は
１千人ずつ増えています︒
人口減少が進む中で︑介護保険法
は介護事業負担の増加に対応してい
くことが制度的にも大変難しくなり
つつありますが︑今後︑介護福祉事業
はますます重要になっていくものと
思われます︒
ＪＡたじまはこれからも︑利用者の
皆さんに心から満足していただける
ように がん ばっていきたいと思いま
す︒介護のことでお困りのことがあり
ましたら︑ご相談・ご利用をお願いい
たします︒
29

昼食後のレクリエーションは利用者さんの楽しみのひとつ

3

2018.2

旬の食材：シイタケ
収穫時期：9 月下旬〜
5 月上旬
産
地：豊岡市

「菌床」の表示があり
ます。
この表示は栽
培方法のことで、伐
採した広葉樹（ナラ
やクヌギなど）のほ
だ木にシイタケの菌
を植え付けて杉 林
などで 栽 培する原
木栽培と、広葉樹の
木くずなどを混ぜて
固めたブロックにシ
イタケ菌を植えて空調設備などを整えた施設内で栽培す
る菌床栽培があります。
菌床シイタケは大きさや形などが
均一的で見た目が美しいのに対し、自然の中で育つ原木シ
イタケは菌床シイタケに比べて傘の茶色が濃く、肉厚で味
と香りが強いのが特徴です。
きのこ部では栽培の講習会を開いたり、生産現場を巡回
したりして品質の良いシイタケの栽培を目指しています。
原
木シイタケは主に乾燥させたものを全農を通じて販売し、
菌床シイタケは主に生のまま地元の市場やたじまんまへ出
荷しています。
乾燥させることで栄養価が増すとされる干
しシイタケは長期保存が可能で、水に戻すだけで調理でき
ます。
原木か菌床か、
乾燥か生かといろんなシイタケを食べ
てみてください。

生 産 者：29 戸
出 荷 量：約 30t（平成 28 年度）
主な出荷先：豊岡や京都の市場、
たじまんま、全農

C よい食プロジェクト

揚げ油・・・・・・・・・・・・・・・・適量
レモン（輪切り）
・・・・・・・・・・・適量

① シイタケはいしづきを切り落とす。A は軽く
混ぜておく。
② 小麦粉を水で溶きのばし、とろりとしたのり
状にする。
③ シイタケに小麦粉適量（分量外）を薄くまぶ
して②にくぐらせ、A をたっぷりとまぶす。
④ 揚げ油を中温に熱し、
③をこんがりと揚げ、大
きければ食べやすく切って器に盛り、レモン
を添える。

勇喜さん

きのこ部

パン粉 ・・・・・・・・・1/2 カップ
粉チーズ ・・・・・・・・・大さじ 2
パセリのみじん切り ・・・大さじ 1
粗びきコショウ・・・・・・・・少々

【作り方】

山﨑

店 頭に並 ぶ シイ
タケには、
「原木」や
きんしょう

【材 料 】
（4 人分）
生シイタケ・・・・・・・・・・・・・・4 枚
小麦粉 ・・・・・・・・・・・・・大さじ 3
水 ・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ 3
Ａ

今月の生産者
部長

家の光 2011年 7 月号
別冊付録より
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特集

どうなる？どうする？今年の米作り

吉田さんの
但馬のお米は販売先や消費
者に、どんな評価をされてい
るんでしょうか？私たち生産
者は実際に話を聞く機会が無
いので、そこが知りたいです。

どうなる

どうする

今年の米作り

福田さんの
平成 30 年産以降、①行政による生産数量目標の配分がなくなること、②目標達成のメリット措置の米
の直接支払交付金（7,500 円／ 10a）が廃止されることで、米の生産調整の在り方が大きく変わり、需
要に応じた米作りが必要になってきます。
そのような中、「じゃあ、新たに何をしよう」「今年の米作りどうしようかなぁ」と、悩みや不安を
抱えている水稲農家の方も多いのではないでしょうか。
今回の特集では、そんな農家の皆さんの悩みや疑問に、JA の営農相談員と TAC がお答えします。

スーパー

和之さん
︵和田山町︶

英子さん
︵豊岡市︶

吉田

平峰

祥一さん
︵新温泉町︶

福田 有基さん
︵八鹿町︶

谷田

生産数量目標の配分がなくなると生産
量が増えてお米が余り、価格は下がるん
じゃないでしょうか？こだわりを持って
作ったお米ですし、多くの人に味わって
ほしいので取扱量が多い JA への出荷もし
ていますが、今後も生産に見合った販売
が期待できるのか気になります。
価格
生産量
平成 30 年

谷田さんの

平峰さんの

早生
5

2018.2

平成 年産から行政
による米の生産数量目

この機会に規模を拡大したいん
ですが、コシヒカリばかりだと作
業が一時期に重なって手が回らな
くなってしまうんですよね。早生
や晩生などの品種も含めて、作業
を分散したいんですが…。

標の配分が無くなりま
す︒こ れ に よ り 米 の 直
接支払交付金が廃止さ

れるため││││

酒造好適米（酒米）の生産は、
今後どうしたら良いでしょう
か？また、酒造会社との契約
栽培かけ米（加工用米）につ
いて詳しく聞きたいです。
酒

30

晩生
2018.2
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特集

どうなる？どうする？今年の米作り
米が余ると価格が下がるのでは？
今後もJA出荷で生産に見合う販売が期待できるの？

福田さんへ
回答

生産量が増えて米が余ると価格が下がる心配をされます
が、但馬のお米はたくさんの人に求められていて、多くの需
要があります。JA たじまでは、今後も但馬の豊かな自然環境
を生かした米作りを進めるとともに、地域の特色を生かした
栽培や契約栽培米のブランド力を高めることで消費者の需
要に基づいた「売れる米作りの拡大」に取り組みます。
今後とも、JA たじまが提案するお米を作付けいただき、
安心して JA へ出荷してください。

酒米の生産はどうすれば良い？
かけ米について詳しく知りたい！

谷田さんへ
回答

浜坂営農生活センター
係長兼営農相談員

酒造好適米は作付地域を限定し、需要に合った生産を行
います（五百万石＝豊岡市、フクノハナ＝出石町、兵庫北錦
＝新温泉町浜坂地区など）
。
酒造好適米に加えて、酒造会社が必要としているのが、も
ろみ作りの時に使う「かけ米」です。近年は単一の品種で造
る日本酒が増えてはいますが、日本酒は複数のお米を使って
造ります。もろみ用には、麹用や酒母用に使う酒造好適米と
は別品種のかけ米を使うため、酒造好適米だけでなく酒造会
社に販売するかけ米（加工用米）の栽培もご検討ください。

谷口 富美彦

規模拡大していくための方法はあるかな？

平峰さんへ
回答

JA たじまが 30 年産から取り組みを始める、契約栽培としての
業務用米「やまだわら」や「どんとこい」の生産はいかがでしょ
うか。契約栽培の条件がありますが、コシヒカリとは作業時期が
異なるので、作業集中を分散でき、作付・作業計画が立てやす
くなります。
この機会に業務用米の栽培も視野に入れてみてはいかがで
しょうか。作付品種・栽培方法など、詳しくはご相談ください！
営農相談員・TAC がお伺いします。

豊岡営農生活センター

営農相談員 奥田 雄也
但馬地域のお米は、消費者や販売先から強く求められています。JA たじまでは、
農業者の所得増大と農業生産の拡大に向けて、積極的に消費者の期待に応えていき
たいと考えていますので、少しでも多い作付けと出荷をお願いします。
水稲栽培に関する疑問やお問い合わせなど、最寄りの営農生活センター・営農相
談員、または担い手支援課・TAC にお気軽にご相談ください。
2018.2

吉田さんへ
回答

農家の方が消費者の話を聞く機会って、なかなかな
いですよね。今回、但馬産米を取り扱う生活協同組合
コープこうべの方と消費者の方（コープこうべシーア
店にて）に、皆さんが作っているお米についてお話を
聞いてきました。

担い手支援課
TAC（養父・朝来地区担当） 田中 康介

八鹿営農生活センター
営農相談員 竹村 裕介
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但馬の米の評価は？

コープこうべで取り扱う但馬産米の
主力は、年間予約宅配制度「お米友の
生活協同組合コープこうべ
住吉事務所（神戸市東灘区）
会」の限定商品「つちかおり米」です。
契約栽培が始まって昨年で 30 年を迎
店舗商品部 食品・菓子チーム課長
えました。人と自然にやさしい食べ物
山下 摂子さん
づくりを目指すコープこうべ独自のブ
ランド「フードプラン」開始当初からの認証商品です。私たちは安定した品質と価格でおいしいお米を組合
員の皆さんに提供できるよう産地との絆を大切にし、産地見学や農作業体験などの活動にも積極的に取り組
んでいます。
つちかおり米以外でも県内産のお米を求められる方が多く、
「県内のどこ？」という問い合わせがよくあり
ます。但馬のお米はおいしいという印象があるようで、産地の記載された米袋を見て安心して購入いただい
ています。大型の店舗では「コウノトリ育むお米」や「蛇紋岩米」
「棚田米」
「神鍋米」も販売しています。月
に 1度シーア店
（神戸市東灘区）
の店頭で生産者や JA が行うお米の量り売りを目当てに来られる組合員も多く、
特に今季は新米の売れ行きが好調です。
但馬は産地の中でも最も関わりが深い所です。但馬のお米は組合員に好評で、私たちも品質や味に厚い信
頼を寄せています。但馬のお米を待っている皆さんのためにも、これからもおいしいお米を届けてください。

主婦 A

5 年ほど前に県外から
シーア店の近くに越してきた
時からずっとコウノトリ育む
お米を食べています。コウ
ノトリをテレビで見て、お米
が作られている但馬のきれ
いな景色や環境の良さ、
背景の物語に引かれたの
が購入のきっかけです。
おいしいです。これからも
このお米を食べ続けたい
です。

お米を選ぶ一番のポイントは、おいしさです。お米
の量り売りで生産者の方に出会ってから但馬のお米を食
べるようになりました。量り売りで、つきたてのお米は本
当においしかったです。パッケージの 「但馬」 の文字を
見ると、水がきれいで自然豊かな田舎の風景を思い浮
主婦 B かべます。わが子のことを考えると、農薬や化学肥料
をできるだけ使わない栽培方法のお米を選
ぶのもポイントの一つです。産地名を見ると
安心できるため、身近な産地のお米をこれ
からも食べたいと思っています。おいしいお
米を作ってくださる生産者の皆さんに感謝
しています。

但馬産米には多くのファンがいます。
ファンの皆さんの期待に応えられるよう、栽培していきましょう。
2018.2
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11月30日

たじまりんどうのさらなる普及へ
役割を明確化

リンドウ生産者・㈱姫路生花卸売市場・㈱やぶの花・
兵庫県・JA たじま・JA 全農兵庫

出荷反省会を総合営農センターで開催。今季の
課題などを振り返り、次年度は情報の共有化を図
り、作業の時期に応じた講習会や目揃え会などを
充実します。また、市場などへの「たじまりんど
う」の認知度を一層高めるため、「たじまりんど
う生産協議会」の設立を決めました。

11月29日

岩津ねぎ品評会の審査を実施
JA たじま岩津ねぎ部会

生産者の栽培意欲の高揚と岩津ねぎの生産技
術・品質の向上を目的に開く平成29年度岩津ね
ぎ品評会のほ場審査と生産物・総合審査を行いま
した。部会の荒川欣也部会長ら審査員9人が両審
査の結果を照らし合わせ、特に優秀な生産者7人
を決めました。出荷数量などを総合的に考慮して
上位入賞者を選び、3月に開く生産者大会で表彰
します。

協議会の初代会長には
高木規之さん（大屋町）
が就き、産地化に向け
た決意を示しました

守ろう！豊かな農地・美しい景観
上佐野営農組合

豊岡市上佐野地区に農地を持つ29戸が上佐野営農
組合を立ち上げました。農業経営の改善を図り、地
域の農地を守るとともに安心して住み続けられる活
力ある集落づくりを目指します。組合長には高木重
信さん（写真・前列中央）が就き、地域農業の発展
に向けた決意を示しました。

上佐野会館で設立総会を開き、地元農家ら組合員、JA 職員や行政
関係者ら約 30 人が設立を祝いました

ほ場審査では朝来市内 20 カ所のほ場を見て回り、
生育や管理の状況を確認

12月1日

11月26日

児童らが昔ながらのしめ縄作りを体験

11月26日〜3月上旬

11月29日

豊岡東デイサービスセンター

丸岡さんが丁寧に教えてくれました
と
そう」
「そう
長
部
幸
田中秀

豊岡市立新田小学校の5年生児童らが、自分た
ちで田植え・稲刈り・脱穀をした「コウノトリ
育むお米」を届けてくれました。

11月27日

園児がかまどで炊飯にチャレンジ
米穀課

JA職員の指導で、社会福祉法人豊友会チャイルド
ハウス保育園（豊岡市）の園児らが、育てたお米をか
まどで炊きました。園児らは火吹き竹を使って火加減
をみるなど、懸命に作業しました。
フー、
フー、
フー

届けられたお米
（10kg）
は、
昼食に使いました
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地域農業の担い手に出向くJA担当者（TAC）の
全国大会「TACパワーアップ大会」が横浜市で開
かれ、JAたじまの「TACたより」（写真左）が担
い手向けTAC通信表彰を受けました。

大規模での水稲農家を中心に、
毎月たよりを届けています
表彰を受ける担い手支援センター
小山有俊センター長

ファーマーズマーケット「たじまんま」
〜！」
だ入るよ
「まだま
た
め
人気を集
詰め放題
ミカンの

木戸朝子さん（写真）
は、「サラダで食べる
の が お 薦 め で す が、
鍋に入れてもおいし
い。ぜひ多くの人に
味わってほしい」と
話していました

生産物審査では、
日ごろの出荷形態を評価するため、
出荷
された生産物から無作為に選んだ L 規格 1 ケース
（10 袋入り・3kg）
を審査しました

児童からお米のプレゼント

JA 全農

全国大会で表彰

日ごろのご愛顧に感謝！収穫祭開催

初出荷の時期や作柄は平年並み。出荷は順調で、
部会員らは早朝から収穫作業に追われています。JA
を通じて全量を生活協同組合コープこうべに出荷し
ています。

講師として招いた地元農家の丸岡勲さんと一
緒に、豊岡市立中筋小学校の5年生児童15人に正
月用のしめ縄リースの作り方を指導しました。
児童らは稲わらを編んで円形に丸めて縁起物な
どを飾り付け、約90分で完成させました。

担い手向け通信

11月24日〜26日

養父市のミズナ出荷
養父市みずな生産部会

JA たじま青壮年部

11月16日

売り場には地元の
新鮮な旬の野菜が多
数並びました。和歌
山や茨城、岩手の提
携JAファーマーズ
マーケットがさまざ
まな特産品を持ち
寄って直接販売をし
て盛り上げ、多くの
来店者でにぎわいま
した。

11月25日

秋の感謝祭にぎわう
豊岡北支店農産物直売所

日ごろの感謝を込めて感謝祭を開き、ダイコン
やハクサイなど旬の野菜を多数取りそろえまし
た。出荷者が農
産物を持ち寄っ
て作った豚汁の
振る舞いや、卵
などが当たる抽
選会があり、買
い物客でにぎわ
いました。
豚汁に揚げ餅が
入ってます。どうぞ
2018.2
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12月2日・3日

アンパンマンショーが大盛況

12月13日

但馬家畜市場で最高値を更新
但馬家畜市場

12月のせり市で、雌牛と去勢牛を合わせた市場全
体の平均価格が96万9,348円を記録。平成27年11月
に記録した95万1,490円を1万7,858円上回り、同市場
の歴代最高価格を2年1カ月ぶりに更新しました。
今回のせりには、淡路地域を除く兵庫県内の繁殖
農家が生後7から11カ月齢の雌牛169頭、去勢牛202
頭の合計371頭を上場。最高価格は上田伸也さん
（村岡区）が出品した、父に「丸明波」、母の父に
「福芳土井」の血統を持つ雌牛でした。

12月6日

養父市のお米を食べ比べ

JA共済アンパンマンこどもくらぶの会員を対象と
した、「それいけ！アンパンマンショー」を和田山
ジュピターホールで開催しました。2日間4公演で約
2,200人の親子が来場し、ショーを楽しみました。

地産地消の新たな拠点目指す
たじまんま和田山安全祈願式典
㈱エーコープ近畿

養父市農業委員会

「JAファーマーズ・たじまんま和田山」として
新装開店するエーコープ店舗の安全祈願式典に、
同社役員、JA全農兵庫、地元の組合員、JAたじま
や施工業者ら約30人が出席しました。直売所部分
は約330㎡で、地元の新鮮な農産物を数多く取り
そろえるほか、地元産米の量り売りコーナーや、
イートインコーナーを設けます。

養父公民館で開かれた米の食味会に、養父市の
広瀬栄市長ら行政関係者、市内の米生産者、教育
機関の関係者やJA職員ら約40人が出席しまし
た。関係者らが審査員となり、「蛇紋岩米」「コ
ウノトリ育むお米」「ふるさと但馬米」「養父市
紙マルチ栽培米」「棚田米」を食べ比べました。

上田さんの出品牛
は、平成 29 年最高
値の 183 万 8,160
円で取り引きされ
ました

12月1日

終演後はアンパンマンの人気キャラクターたちと
ふれあいました

12月4日

苗木の植え方を学ぶ

12月13日

最優秀賞に馬場さん

香りや粘り、色つやなどを確かめ、最もおいしいと思う米に
投票しました

美方大納言小豆生産組合

今季の作柄をみる品評会を村岡営農生活セン
ターで開きました。香美町内から67点、新温泉町
内から48点のアズキが出品され、JAや行政の職員
らが粒の大きさや粒ぞろい、色合いの良さ、被害
粒の有無など、一点一点入念に審査しました。

JA たじま朝倉さんしょ部会豊岡支部

苗木の植え付け講習会を豊岡市今森のほ場で開き
ました。朝倉さんしょの栽培を新たに始める農家や
支部会員ら10人が苗木の植え方を学びました。

12月13日〜21日

12月2日

クリスマスを前にスイーツ作り

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・ムスイ鍋のスイーツ教室」に、
合わせて約60人が参加しました。㈱日本生活改
善指導会の社員を講師に、タルトタタンやバナ
ナ大福など5品を作りました。

ファーマーズマーケットたじまんまを併設し、スーパーマーケッ
トと農産物直売所が一つになった新たな施設となります

植える位置に立
てた支柱の周り
に肥料をまき、
土を寄せて山を
作ってから苗木
を植えました

12月5日

良質なブドウ作りに向けて剪定学ぶ

ご利用ありがとうございます
サービスデイ開催
浜坂朝市婦人会

ハクサイやダイコン、カキなど季節の農産物を普段
より数多く取りそろえたほか、地元産のもち米とアズ
キを使ったぜんざいを100食用意しました。会員らは
買い物を終えた客にぜんざいを振る舞い、日ごろの感
謝の気持ちを伝えました。

葡萄部

出石町安良の山下直樹さんのブドウ園で冬期の栽
培管理講習会を開きました。部員ら約20人が参加
し、豊岡農業改良普及センターの職員からブドウの
栽培で最も重要な剪定の作業方法や注意点などを学
びました。

入賞者の表彰は
5 月に開く総会
で行います
受賞者は次のとおりです。
最優秀賞（兵庫県知事賞）
＝馬場 浩さん（新温泉町）
優 秀 賞（たじま農業協同組合代表理事組合長賞）
＝石井 スエ子さん（村岡区）
同
賞（全国農業協同組合連合会兵庫県本部長賞）
＝寺坂 敏さん（新温泉町）
同
賞（香美町長賞）
＝石井 計子さん（村岡区）
同
賞（新温泉町長賞）
＝坂本 きく枝さん（新温泉町）
技 術 賞 ＝竹中 道明さん（新温泉町）、田門 信二さん（香住区）
渡辺 均さん（村岡区）、井上 司さん（小代区）
中村 冨美子さん（小代区）
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19 日の豊岡会場には 19 人が参加しました

買い物に訪れた女性は、「今日は品ぞろえが特に豊富で楽し
く買い物ができた」と話していました

思い切って枝を切ることが大事

2018.2
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12月21日

12月16日

収量と品質の向上に向けて
水稲栽培研修会

生演奏を堪能

豊岡東デイサービスセンター

村岡営農生活センター

美方郡で栽培が盛んな「みかた棚田米」と「つちか
おり米」の生産者を対象とした栽培研修会を開催。栽
植密度を見直し、登熟の時期をそろえる水管理と刈り
取り時期の見極めに努めるよう呼び掛けたほか、害虫
の被害で品質を落とさないために畦畔の草刈りと適期
防除を促しました。

12月20日

朝来地域の平成 30 年稲作

説明会

朝来市内の水稲農家を対象に、平成30年産米の栽培
に向けた説明会を和田山支店で開催。農家約30人に、
主食用米だけでなく業務用米や加工用米などの生産を
提案し、さまざまな意見を交わしました。

兵庫北錦を品評
最優秀賞に尾崎さん、宮階さん

もみ

そのほかの結果は次のとおりです。
【玄米の部】
優秀賞（新温泉町長賞）
＝岡村 清一さん
同 賞（新温泉農業改良普及センター所長賞）
＝尾崎 利行さん
同 賞（全国農業協同組合連合会兵庫県本部長賞）＝田中 良明さん
同 賞（兵庫県酒米振興会長賞）
＝奥田 典和さん
【稲株の部】
技術賞＝島田 政実さん、森場 滝徳さん、山本 久さん、
七理 昶支さん

審査委員長を務めた
新温泉農業改良普及
センターの小林敏郎所
長は、
「未熟粒の少な
さ、心白の大きさ、粒
ぞろいやつやなど品質
が全体的に高かった」
と講評しました
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JA たじまピーマン協議会

総合営農センターで開いた平成29年度の生産者大
会に、生産者、行政、市場関係者やJA役職員ら約
140人が出席。30年度は「更なる高みへ！たじま
ピーマン」を振興方針に、12万2千本の栽培目標を
掲げました。生産者同士や地域との交流を一層深め
た産地の活性化、暦に忠実な栽培による収量増と安
定的な生産・出荷、教育機関などと連携した食農教
育による次世代への魅力発信に努め、生産者200
人、栽培面積13.5haを目指します。
また、今年度の優秀栽培者の表彰を行いました。
とう
おめで
す！
ま
い
ござ

12月18日
JA の方向性や支援策などを農家に示しました

平成 30 年産米の栽培に向けて意見交換
養父市紙マルチ栽培米部会

平成29年産米の作柄と出荷を振り返り、30年産
米の栽培に向けた注意点などを確認しました。29年
度は、7人が約42tを出荷しました。

浜坂兵庫北錦生産部会

平成17年の部会設立以来初めてとなる兵庫北錦の品
評会を浜坂営農生活センターで開催。品評会には玄米
の部と稲株の部があり、玄米34点、稲株29点の出品が
ありました。JAや行政職員が粒張りや粒ぞろい、心白
の大きさ、被害粒の有無、穂丈や草丈、籾の量など一
点一点入念に審査し、玄米、稲株の各部上位5点を選
出。玄米の部では最優秀賞（たじま農業協同組合代表
理事組合長賞）に尾崎喜市さんを、稲株の部では最優
秀賞（浜坂兵庫北錦生産部会長賞）に宮階功さんを選
びました。

産地のさらなる拡大へ意思統一

利用者の女性は、
「すてきな演奏をありがとう」と
喜んでいました

午前の部、午後の部、合わせて約 40 人の水稲生産者が出席

12月22日

昭和の歌謡曲を演奏するバンドグループ「昭和歌
ソ ー コ
謡倶楽部SOKO」が、懐かしの歌謡曲15曲を演奏。
利用者は一緒に歌ったり手拍子をしたりして、演奏
を楽しみました。

12月15日

表彰を受ける㈲あしたの山田将吾さん

12月21日

かわいい寄せ植え
おうちの中にも飾れるね

表彰の結果は次のとおりです。
優秀賞（但馬県民局長賞）
＝㈲あした（但東支部）
同 賞（全農兵庫県本部長賞）＝羽尻 宏さん（但東支部）
同 賞（たじま農協組合長賞）＝小林 正樹さん（みかた支部）
協議会長賞（新規栽培者）
＝北風 順一さん（但東支部）、
藤盛 隆夫さん（養父支部）
同 賞（優秀支部）
＝但東支部

村岡支店・村岡営農生活センター

村岡支店で開いた寄せ植え教室に12人が参加しまし
た。香美町地域おこし協力隊の河田愛さんにかわいく
見せる植え方や管理方法などを教わって、セダムやス
ノーキャンディなどの多肉植物を使った寄せ植えを完
成させました。

栽培の悩みなどを共有し意見を交わしました

12月18日

米・食味コン入賞者を激励

第19回米・食味分析鑑定コンクールが山形県で
開かれ、「チーム奥神」（日高町）が国際総合部
門の特別優秀賞を、「アグリクロード村岡」（村
岡区）が栽培別部門・水田環境特Aの金賞をそれ
ぞれ受賞しました。尾﨑市朗組合長は、「但馬の
PRに大きく貢献してくれてうれしい。今後の活躍
に期待します」と二人を激励しました。

12月中旬〜1月上旬

村岡産キムチをどうぞ
たじま JA 女性会村岡ブロック

手作りキムチをたじまんまに出荷しました。会
員らが育てたハクサイをリンゴやはちみつなどを
入れた特製のヤンニョムで漬け込み、柔らかな甘
味とうま味のあるキムチに仕上げました。
に
国の味
本場韓 わよ！
い
負けな

参加者は、
「丸い葉っぱとマグカップがよく合っていて、とても
かわいい寄せ植えができた。家に飾るのが楽しみ」と話していました

（左から）アグリクロード村岡・代表の田中郁さん、
尾﨑組合長、チーム奥神・代表の青山直也さん
2018.2
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葉緑素に含まれる有機 ゲルマニウムは
えられます︒ちなみに︑コマツナからは

コマツナ︵小松菜︶は︑今から二十〜

三十 年 前までは︑関西にはあまりなじ

いた 細 胞 を 修 復 す る 働 き が あ るので︑ ルモン︶は発生しませんが︑エチレンを

エチレン︵植物ホルモンの一種 成熟ホ

放出するリンゴやトマトなどと一緒に

活性酸素の発生や酸化力を抑え︑傷付

代の初期に︑現在の東京都江戸川区小

動脈硬化やガンの発生を予防する効果

みのない野菜でした︒コマツナは江戸時

松川付近で栽培が始まったとされてい

保 存 すると︑エチレンの影 響を受けて

栽培面では︑コマツナの生長︵大きく

が期待できます︒

けられました︒関東地方では古くから

なるスピード︶は早く︑夏場は播種から

て︑その地名をとって﹁小松菜﹂と名付

親しまれてきた野菜でしたが︑最近に

なって 関 西 で も 広 く 食 さ れ る よ う に

なってきました︒コマツナはあくが少な

いので︑みそ汁や鍋物︑おひたし︑炒め

物など多くの料理の食材として用いら

れています︒

栄養面ではコマツナはホウレンソウ

と 同 様 に︑
βカロ チ ン︑ビ タ ミ ンＢ群︑

ビタミンＣ︑ビタミンＫやミネラルの含

量が高い野菜です︒同じグラム数を食

2018.2

でなく︑強力な抗酸化作用があります︒ り︑ビタミンＣ等の栄 養 価の低下 も抑

コマツナの葉が黄化しやすくなります︒

ご注意ください︒

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」

25

但馬でも品質の良い﹁コマツナ﹂が栽

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。

20

〜 日で収穫が可能です︒また︑コマ

土寄せした土

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。

培されています︒カルシウムリッチでお

永井 耕介さん

ツナは高い温度にも低い温度にも比較

農学博士

的強いので︑一年中の栽培 が可能です︒ いしいコマツナをぜひご賞味ください︒

2 回目の間引きの後、
追肥と同時に土寄せする

ただし︑虫の害は受けやすいので︑露地

栽培では虫の少ない秋が育てやすい季

節で す︒春の栽 培は防 虫 ネットを掛け

ればきれいなコマツナの栽培 が容易に

できます︒その上︑種をまく時期を一〜

二週間 ず らせば︑長 期間の収 穫 を楽し

2018.2

めます︒

6〜12cm 間隔に
なるよう間引く

これまでコマツナは︑日持ち性が悪く

間引き 2 回目
本葉 5〜6 枚

鮮度が低下しやすいので﹁軟弱野菜﹂︵軟

畝の肩の土を
株元へ寄せる

コマツナの
不思議
弱ではイメージが悪いので︑今は葉物野

2〜3cm 間隔に
なるよう間引く

1 回目の間引きの後、
条間に追肥し、 覆土
しておく

46話

菜と表現︶と言われてきました︒軟弱野

間引き 1 回目
本葉 2〜3 枚

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

した場合には︑コマツナはホウレンソウ

第

菜は鮮 度 が命です︒特に乾 燥に弱いの

4. 収穫
肥大したものから順次収穫していきます。 三
寸ニンジンは種をまいてから 100 日程度、 四寸、
五寸ニンジンは 110 ～ 130 日程度で収穫期にな
ります。 収穫が遅れると、 根が裂けてしまうこと
があります。 秋に貯蔵する場合は、 掘り上げて
土付きのまま一カ所にまとめて土を掛けておくと良
いでしょう。

20cm

で︑収 穫 後は濡 れ 新聞 やフィルムで 包

3. 間引き・追肥
本葉 2〜3 枚のころに 2 ～ 3cm 幅で 1 回目の間
引きをします。 2 回目は、 本葉 5〜6 枚のころに 6
～ 12cm 間隔になるように間引きます。 1 回目の
間引き後、 条間にやさいめいじん 100g ／㎡を追
肥し覆土しておきます。 2 回目の間引き後、 1 回
目と同様に追肥し、 土をよく混ぜながら軽く耕し
て、 株元に土寄せします。 土から根が出ていると
その部分が緑化しますので、適宜土寄せをしましょ
う。

1m

装して︑５℃以下の低温に保つことによ

2. 種まき
畝 面をで き るだ け平らにしてから、 幅 2 ～
3cm、 深さ 1cm ほどの溝を作り、 2 ～ 3mm 間隔
に条まきします。 5mm ほど土をかぶせ、 手やくわ
の背で軽く押さえて、たっぷりと水をやりましょう。
乾燥を防ぐため、 切りわらや腐葉土で覆います。
5 ～ 10 日で発芽するので、 それまでは乾燥しな
いように水をやりましょう。
ニンジンの種は発芽に光が必要です （好光
性）。 覆土は厚すぎないように注意しましょう。

やさいめいじん
300g ／㎡

完熟堆肥
3kg ／㎡

の約１ ５.倍量の鉄を含んでおり︑カル

1. 畑の準備
種をまく 2 週間以上前に、 完熟堆肥 3kg ／㎡
とセルカ 100g ／㎡、 元肥としてやさいめいじん
300g ／㎡を散布して、 深さ 20 ～ 25cm によく耕し
ます。 耕す時、 石などは取り除き、 ゴロ土はで
きるだけ砕くか取り除きます。 畝を作る前にもう一
度耕すと良いでしょう。 畝の幅は 1m。

シウムにいたってはコマツナはホウレン

セルカ
100g ／㎡

ソウの約３倍量も含んでいます︒コマツ

田部 翔

ナは﹁カルシウムリッチ︵カルシウムが

担任：
出石営農生活センター

豊 富︶
﹂な 野 菜 なので す︒ま た︑コマツ

がくえん

ニンジン

ニンジンは緑黄色野菜の代表ともいえる野菜
で、栄養価が高く、カロチン、ビタミンB2やC、葉
酸、食物繊維などが多く含まれます。カロチンに
は抗酸化作用があり、一部は体内でビタミンAに
変わります。彩りが良く、生食や炒めもの、煮込
み料理、漬物など、あらゆる料理で重宝します。
この機会に、ぜひ育ててみましょう。

ナは葉 緑 素も多 く含んでいます︒この

さいえん

57

時間目

緑色の色素は私たちの目に優しいだけ

家庭菜園のコツを分かりやすく解説
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はんてん、あったかいですよね。そのはんてんが東
垣さんの手作りならいっそうあったかいでしょうね。
きっとひ孫さんも喜ばれたことでしょう。

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

プレゼントのお知らせ
今月は「コウノトリ育むお米」

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3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「コウノトリ育むお米」を

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。

QRコード

今季はハクサイが大きく育たず、葉ボタンのようになり
ショックです。毎年、遠方の親せきに届けていたのです
が、無理そうです。でも、気を取り直してリレーションの
野菜づくりの記事を参考にがんばりたいと思っておりま
す！
福垣幸政さん（養父市）
ハクサイの件、残念ですね。野菜づくりで分からな
いこと、困ったことがあれば、お近くの営農生活セン
ターにお気軽にご相談くださいね。福垣さん、一緒に
野菜づくりがんばりましょう！

但馬で牛を飼うなら
やっぱり但馬牛

独特な水管理と農薬や化学
肥料に頼らない栽培で、コウノ
トリの餌場となる水田に多くの
生き物を育む、自然環境にやさ
しい安全・安心のお米です。食
べることで自然環境の保護に
貢献するだけでなく、もちろん
おいしい、まさに一挙両得の逸
品です。1袋2合入り360円（税
込）から。

時代に資格を取得していたことから人工
授精師の仕事をいただき︑なんとか乗り
切ることができました︒今は︑母牛 頭
と子牛 頭を飼っています︒

「コウノトリ育むお米」の巻

高齢になって、身辺の整理をしなければと思ってごそご
そしていたら、かすり柄の赤いかわいい反物があって、そ
うだ、この生地で綿入れはんてんを作ろう、正月にひ孫の
中学生の女の子が2人帰ってきたら「耀山は寒いから、こ
の綿入れはんてんを着てね」と言ってあげる日を楽しみ
に、毎日縫っています。
東垣邦江さん（村岡区）

さん︵ ︶

その70

64

気を付けていることは
牛をよく観察し︑変だと思ったときは
すぐに動くことです︒畜産業で最も辛い
のは︑出産時の事故です︒始めたころは
﹁変 だな︑おかしいぞ﹂と思っても︑経
験のないことだと不安や恐怖心から︑た
だ見守ることしかできませんでした︒し
かし︑時間をおくと確実に事故につなが
ります︒知識や経験の不足︑臆病さや未
熟さによる失敗・事故を無くすよう︑少
しでも多くの命を救えるよう努めていま
す︒
大変なこともありますが︑畜産業は自
分 の 性 に 合 って い る と 感 じ て い ま す ︒
もっと多くの人に仲間になってほしいで
す し ︑自 分 も 若 い 人 た ち に 負 け な い よ
う︑畜産業をできる限り長く続けていき
たいです︒

ここで一句

豆知識

2018.2

脳につめこむ
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老いてなお

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。

竹垣操さん︵和田山町︶

〒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

ネギを掘る

郵送

め

間違い探しの解答、
お便りお待ちしています！

負げずに生長

い

台風禍

逸品調査隊が行く

豊岡市立合橋小学校（但東町出合市場）
四字熟語カルタ大会は今年で4年目を迎えました。子どもた
ちの語彙を増やし、コミュニケーション力の向上をねらいとし
て取り組んでいます。3〜6年生で班を編成していますが、高
学年が取ることも
あれば 、下 克 上 も
十分あり得ます。日
ごろのが んばりを
出し切り、熱い戦い
を繰り広げました。

感謝と共に

表紙紹介

杉本勝喜さん︵生野町︶

居相眞由美さん︵和田山町︶

【提出議案】
①平成29年度第2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理事会規程の変更について
③不祥事対応規程の変更について
④特定個人情報取扱規程の変更について
⑤平成31年度新規正職員採用計画について
⑥たじま農業協同組合企業年金規約の変更について
以上の議案が承認されました。

健康一年

12月26日に本店で第10回理事会を開催しました。

仔猫のあくび かわいいしぐさに 孫思う

理事会報告

田村 正宏

鎌田里美さん（豊岡市）

︵養父市森︶

25,173人
24,357人
354,242百万円
52,480百万円
47百万円
1,227,901百万円
1,924百万円
2,570百万円

始めたきっかけは
私が牛飼いになりたいと思ったのは︑
中学生の時でした︒当時は︑繁殖農家で
はなく︑酪農家になりたいと思っていま
した︒そのころは︑農業用機械と言えば
耕運機くらいしかなかったんですが︑通
学途中にあった牧場には︑搾乳機などの
機械がありました︒機械化した近代的農
業に魅せられ︑農業系の学校へ進学︒全
国あちこちで酪農︑乳雄牛の肥育︑哺育
などさまざまな実習をしました︒
牛飼いを学ぶ中で︑但馬牛の評価がと
ても高いことを知り︑次第に繁殖和牛へ
の評価が変わっていきました︒牛肉の輸
入自由化で和牛が激減し︑価格が高騰し
たこともあり︑﹁但馬で牛飼いを仕事と
してやっていくなら︑但馬牛が良いのか
も知れない﹂と思い︑卒業と同時に繁殖
農家として就農しました︒

平成29年12月31日現在

大変だったことは
就農してわずか半年で︑父が病気で倒
れました︒これからがんばっていくぞ！
と思った矢先のことで︑目の前が真っ暗
になりました︒まだ経営が不安定な状態
で︑﹁これから大丈夫だろうか︑どうす
れば良いのか﹂と悩んでいたとき︑学生

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

ここで 一 描 き

JA たじまの概況

畜産
通信
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39

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
12月号の絵手紙の特集に友だちの姿があり、早速メール
しました。「えてがみはヘタがいいヘタでいい」といわれ
ますが、なかなか書けません。余裕ができたら練習したい
と思っています。娘に双子の女の子が生まれ、うれしいや
ら忙しいやらの日々で大変です。その中でも、自分の趣味
の時間はきっちりと作っています。グラウンドゴルフ、カ
ラオケは下手でも好きです。残り人生がんばっています。
小橋久子さん（八鹿町）
小橋さん、お孫さんのご誕生おめでとうございます。
楽しいことはいくら時間があっても足りませんよね。将
来、お孫さんと一緒に絵手紙を描かれてみてはどうで
すか。

リレーションに但馬の行事をたくさん載せていただき、
ありがとうございます。農家の後継者が次々と立派に育っ
ていることを大変うれしく思い、但馬の将来に安心してい
るところです。感謝、感謝。
國谷寛さん（日高町）

リレーション12月号の「菜園学園」で野菜の保存方法
を読みました。定年後、見様見真似で野菜を作っていま
すが、保存方法が分からず腐らせることが多かったで
す。ダイコン、ハクサイ、サツマイモ、ニンジン等、参
考にします。
土肥勤さん（豊岡市）

私も、國谷さんと同じ思いです。日々農業にいそし
み、但馬の農業を支えている農家さんに感謝をしない
といけませんね。

土肥さん、精魂込めて育てた野菜を腐らせてしま
うのはもったいないですよね。今年は、野菜を上手
に保存しておいしく食べましょう！
2018.2
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募集

大好評！ふれあい感謝祭第４弾
ベリーベリーストロベリーいちごミステリー
いちご食べ放題＆ストロベリービュッフェ

平成29年度の１年の感謝の気持ちを込めて日帰りの感謝祭イ
ベントを企画しました。今年度は岡山方面への「イチゴたっぷり
ツアー」です。ご家族、お友達をお誘いあわせのうえ、ぜひご参
加ください。

旅行実施日 平成30年3月24日（土）
いいいちご

旅 行 代 金 11,150円（お一人様、大人・子ども同額）

イチゴにちなんで15の特典

★イチゴのお土産（各1パック×4種類）
①紅ほっぺ ②さちのか ③さがほのか ④ゆめのか
★西山ファーム（20分間の食べ放題）
⑤イチゴ狩り ⑥ストロベリービュッフェ
★イチゴちょっぴりプレゼント
⑦ドライイチゴ ⑧イチゴゴーフレット ⑨イチゴキャラメル
⑩イチゴクッキー ⑪イチゴゼリー ⑫イチゴタルト
⑬イチゴクランチ ⑭イチゴあめ
★感謝祭恒例の豪華景品有り
⑮ビンゴゲーム大会

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。

（2/10〜3/10の予定）

臨時休業のお知らせ

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止しま
す。ご不便をおかけしますが、
よろしくお願いします。
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2月21日（水）
たじまんま和田山店
出荷者決起大会
和田山ジュピターホール
（朝来市和田山町玉置）
3月3日（土）・4日（日）
第24回JAたじま農機ふれあい
フェスティバル
JA全農兵庫但馬センター
（養父市八鹿町宿南）
3月7日（水）
子牛せり市
但馬家畜市場（養父市大薮）
3月10日（土）
地区対抗親善囲碁大会
総合営農センター
（養父市八鹿町朝倉）
3月11日（日）
JAたじま杯
第45回但馬小学生卓球大会
豊岡市立総合体育館
（豊岡市大磯町）

お知
らせ

JAインフォメーション
農業者のための労災保険のご案内

農作業による死亡者数は毎年400人程度で、農業就業人口10万人当たりの死亡者数は12.7人と全産業平均の5倍を超
えて、農業は最も危険な産業といわれるようになりました。
国の労災保険は、業務上の原因によるけがや疾病にあわれた労働者や遺族に対して、必要な保険給付を行って金銭
的な援護を図る国の制度で、農業者も一定の要件のもとに特別加入という形で加入することができます。
JAたじまでは、労災保険の特別加入のうち「指定農業機械作業従事者」の加入申請の受付を行います。
加入資格者
指定された農業機械を使用して農作業を行う方

※指定農業機械とは

補償対象作業
土地の耕作・開墾、植物の栽培・採取の作業で、
指定農業機械を使用する作業及びこれに直接付
帯する作業

受付期日
3月9日（金）まで

お申し込み・お問い合わせは、最寄りの営農生
活センターまでお願いします。

出石自動車サービスセンター TEL 0796-52-2447
オ ー ト パ ル む ら お か TEL 0796-98-1221
和 田 山 自 動 車 セ ン タ ー TEL 079-670-3337

感謝
デー

JAたじまの全支店で窓口感謝デーを開催します。
日ごろのご利用に感謝して、ご来店いただいた方に
チョコレートをプレゼントいたします。

2月

素敵な賞品が当たる！

自動車共済
お見積りキャンペーン実施中

A賞
ダイソン
スモールボール
アップライト型掃除機
合計50人
B賞
シャープ
ヘルシオグリエ
ウォーターオーブン専用機
合計50人
A賞とB賞に当選され
なかった方に！
Wチャンス賞
JAタウンギフトカード
合計1,650人

13・14
（火）

（水）

日

日

営業時間 8時30分〜15時

JAで自動車共済のお見積りを依頼いただ
いた方（合計1,750人）に素敵な賞品が当た
る、自動車共済お見積りキャンペーンを3月
31日まで実施しています。詳しくは、最寄り
の支店・担当者にお尋ねください。

※数に限りがありますので、お早目に
ご来店ください。

詳しくは、最寄りの支店へ
お問い合わせください。

お知
らせ

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。

①動力耕うん機
⑦次の定置式機械または携帯式機械
・動力草刈機
その他の農業用トラクター
・動力揚水機
・動力摘採機
②動力溝掘機
・動力カッター
・動力剪定機
③自走式田植機
・動力脱穀機
・チェーンソー
④自走式スピードスプレーヤー
・動力剪枝機
その他の自走式防除用機械
・単軌条式運搬機 ・コンベヤー
⑤自走式動力刈取機、コンバイン
⑧無人航空機
その他の自走式収穫用機械
（農薬、肥料、種子、もしくは融雪
⑥トラックその他の自走式運搬用機械
剤の散布または調査に用いるも
のに限る）

お知
らせ

ご来店お待ちしています
全支店で窓口感謝デー♡

年金
ン
ロー 済
共
JA

農業資材センター（豊岡店）
2月18日（日）までは、土・
日・祝は休みます。
2月27日（火）は休みます。
農業資材センター（八鹿店）
2月は土・日・祝は休みます。
※2月24日（土）は営業します
2月27日（火）は休みます。
グリーンセンター（和田山）
水曜日と、2月27日（火）午後
は休みます。

JA カレンダー

車を買うなら今！
スプリングキャンペーン実施中

㈱ジェイ・アクロスでは、3月末までスプリ
ングキャンペーンを実施します。スズキの新
型車クロスビーやスペーシア、特別価格でミ
ニキャブトラックを販売します。登録済車は
台数に限りがありますので、ぜひお早めにお
越しください。
さらに、期間中に新車をご成約のお客様
に、たじまんま肉の店のお肉5,000円相当を進
呈します。
詳しくは、最寄りの自動車サービスセン
ターまでお問い合わせください。

キャン
ペーン

〒668-0051 豊岡市九日市上町550-1

農業資材店の休業日

キャン
ペーン

2月17日（土）9時〜12時
城崎支店、日高支店、村岡支店、美方支店、浜坂支店
2月24日（土）9時〜12時
豊岡北支店、豊岡南支店、香住支店、但東支店、
温泉支店
3月10日（土）9時〜12時
本店営業部、港支店、城崎支店、竹野支店、
日高西支店、出石支店、浜坂支店、八鹿支店、
広谷支店、大屋支店、関宮支店、和田山支店、
朝来支店、山東支店
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。

農機ふれあいフェスティバルへ
お越しください

第24回JAたじま農機ふれあいフェスティバルを開
催します。各メーカーの新機種をはじめ、お値打ち
品を数多く取りそろえていますので、実際に見て触
れて、その良さをお確かめください。また、中古機、
試乗機も処分価格で展示します。
ご来場の方には記念品を差し上げます。職員一
同、皆さまのご来場をお待ちしています。
日時 3月3日（土）9時〜16時
3月4日（日）9時〜15時
場所 JA全農兵庫但馬センター（養父市八鹿町宿南2345）
詳しくは、農機センター（TEL 079-662-3817）までお
問い合わせください。
お知
らせ

建物更生共済
共済金請求と支払に関する
説明会の開催について

火災や自然災害への備えとして多くの方にJAの建物
更生共済にご加入いただいていますが、共済金のお支
払いにあたっては原状復旧に必要な修理を損害として
認定いたしますので、見積書に記載された復旧以外の
修理については共済金の支払対象とならず、損害認定
かいり
額と見積り金額に乖離が生じているケースがあります。
そこで、建物更生共済の仕組みや損害認定の考え方
等について、下記の日程で説明会を開催します。参加を
希 望 さ れ る 方 は 、金 融 共 済 部 損 害 調 査 課（ T E L
079-662-3017）までお問い合わせください。
3月3日（土） 9時30分〜12時 八鹿支店
3月3日（土）14時30分〜17時 村岡支店
3月4日（日） 9時30分〜12時 本店（豊岡市）
3月4日（日）14時〜16時30分 本店（豊岡市）
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