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JA たじまの広報誌

「地域ふれあい活動助成金」 で、 地域の活性化を応援！

自己改革
レポート

留

成

意

金

額 活動ごとに 5 万円を上限とした実費

点 費用によっては対象とならないものがあります。

※助成を受けるにあたってはさまざまな条件があります。
詳しくは最寄りの支店までお問い合わせください。

[ 解答番号 ]
写真は、岩津ねぎ苗の生育確認の様子です。あれ？右と左を見比べると違
6 9
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 1
2 4
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、
7
住所、氏名、電話番号をお忘れなく。リレーションの感想や季節の話題なども一言添えて。あて先は 17 ページ
3
5
8
をご覧ください。締め切りは、7 月 31 日（火）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

JAたじまが取り組む﹁自己改革﹂につ

助

いて︑幅広い組合員にお知らせするための

対象となる活動 食農教育活動、ボランティア活動、健康増進活動など

レポートです︒農家組合員への支援策や地

なしおとめ物語

域活性化に向けた取り組みなどを︑できる

JAたじまでは、組合員が行うボランティア活動や健康増進活動など地域の活
性化や組合員相互の親睦を深める活動を応援するため、平成30年度から新たに
「地域ふれあい活動助成金」を設けました。対象となる活動に対して、5万円を上限
として実費を助成します。
JAでは地域の活性化に向けて各支店・センターで開催する「ふれあいまつり」や食
農教育活動「あぐりキッズスクール」などに取り組んでいますが、何より大切なことは
個々の組合員が中心となって行う小集団での活動・サークル活動だと考えていま
す。小さな取り組みが、やがて大きな地域の活力となるように、これからもJAは地域
の活動を応援していきます。

だけ分かりやすくお伝えしていきます︒

特集

みんなでつくる
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編集の出窓
Y.S を探せ！（Y.S）

今度は（S.N）

たじま JA 女
またまた、私
性会のウオーキ
の愛読書、
（一
ング大会を小代
社）家の光協会
区久須部地区で
発行の子ども
開 催 し まし た。
向け 月刊 誌
折り返し地点の
『ち ゃ ぐ り ん』
滝でマイナスイ
の お 知ら せ で
オンをたっぷり
す。
「お米作り」
浴びて、参加者
がテーマの 8
全員リフレッシュできました。
写真はスタート前の 月号別冊付録では、スマートフォンなどの専用ア
準備運動。
わたしはどこにいるでしょう？
プリを使って動画が見られるサービスが用意さ
れています。
但東町での生きもの調査の様子も紹
介されるとか。

万能野菜クレソン（S.K）

みんなでつくる JA たじまの広報誌

朝来市立大蔵小学校のシソの苗植え体験（紹介は17ページ）
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出石城跡の近くを流
れる谷山川でクレソン
を発見。お肉料理の添
え物のイメージが強い
クレソン。実は栄養価
の高い野菜第1位だそう
です。生活習慣病やが
ん、老化の予防などさ
まざまな効果があるよ
うですよ。健康オタク
な私。もっと早く知っ
ておきたかったと思う
今日このごろです。

但馬の旬の食材を使った料理を
女性会員が紹介する

エーコープと直売コーナーを併設した「JAファーマーズ・たじまんま和田山」。
朝来市和田山町枚田に、平成30年オープン予定（完成イメージ）

たじま JA 女性会
和田山ブロック糸井地区

【材 料 （
】8 個分）

﹁ロ ー ル キ ャ ベ ツ を 作 る の は 久 し ぶ り で し た
が︑キャベツや具材の煮汁が高野豆腐にしっか
りと染みたおいしいロールキャベツができま
した︒皆さんも︑ぜひお試しください﹂

５月 日︑上野動物園︵東京都︶の

にコウノトリの繁殖のための個体群

トリの郷公園︵豊岡市祥雲寺︶ととも

︵東京都︶の園長で︑兵庫県立コウノ

福田豊園長は昨年まで多摩動物公園

同園にもコウノトリがいますし︑

た︒

ものと︑プレゼントすることにしまし

たら﹁パンダだんご﹂を食べてくれる

０㎏でした︒シャンシャンも乳離れし

まれるまでに両親が食べた量が１4

注文をいただいて︑シャンシャンが生

いるとか︒二年 前に同園から米粉の

ものを栄養補助食として食べさせて

糖︑塩を混ぜた﹁パンダだんご﹂なる

粉やトウモロコシ粉︑大豆粉︑卵︑砂

かと思っていたら︑上野動物園では米

パンダはタケ・ササしか食べないの

粉１４０㎏を贈りました︒

を祝って﹁コウノトリ育むお米﹂の米

が６月 日に一歳の誕生日を迎えるの

ジャイアントパンダ﹁シャンシャン﹂

わたしのおすすめレシピ キャベツ

16

畜産通信 西村 岳人さん
くみあいひろば
かいよう

キャベツには︑胃 炎や潰 瘍の回 復

く︑ 月〜３月に出回るのが冬キャ

何枚も葉 が巻いていてずっしりと重

が ︑時 期によって 特 徴 があり ます︒

一年 中 ︑店 頭に 並 ぶキャベツで す

が含まれています︒

に効果 があるといわれるビタミンU

4 特集

管理の責任者の一人でもありました︒
そのため︑
﹁コウノトリ育むお米﹂の
ことはとてもよくご存じでした︒福田
園長は︑6年前に生まれてすぐに死
なせてしまった時のパンダの飼育責
任者でもあったため︑今回は餌の原
料にも気を使われたのではないかと
思います︒
ジャ イ ア ン ト パン ダ は 世 界 に
1800頭ぐらいしかおらず︑ニホン

菜園学園 アズキ

喜美代さん

富森

コウノトリと同様に希少動物です︒

JA たじまの「自己改革」
写真で間違い探し
20

JA インフォメーション

15

【キャベツ】

やさいの不思議 コメ

14

できごとアルバム

8

たじまんま和田山 出荷者紹介 木下 計介さん
組合長コラム
3

なしおとめ物語
2

と思います︒

Ａとしても積極的にＰＲしていきたい

力したいと言っていただきました︒Ｊ

園長からも︑パンダの飼育を通じて協

る水田での生産拡大もできます︒福田

が増えればコウノトリの生息環境とな

者の皆さんに知っていただき︑消費量

も安全・安心なお米として関東の消費

入れています︒パンダも食べている最

﹁コウノトリ育むお米﹂の販売に力を

も大手の生協 グループとも契約して

ＪＡたじまでは︑昨年度から関東圏で

パンダは︑とても人気があります︒

言えると思います︒

ます︒このことは︑人間も同じことが

然環境と食べ物の在り方が問われてい

こうした生物 が健全に生息できる自

上旬に出荷されています︒

原で栽 培 が盛んで︑6月上旬〜7月

です︒但馬地域では日高町の神鍋高

ら店頭に並び始めるのが春キャベツ

ベツ︒一方︑葉の巻きが緩く︑早春か

11

わたしのおすすめレシピ

鶏肉と高野豆腐の
ロールキ ャベツ

広報マ
ン

く
組合長が行

31

12

JAたじま八鹿農産物直売部会

部会長

木下 計介 さん
養父市八鹿町宿南

品

尾﨑市朗
代表理事組合長

どんなものを作っていますか
エンドウやキャベツなど年間を通して約
目の野菜を栽培しています︒今はマックスバ
リュ養父店内にある直売コーナー﹁農協の八
百屋さん﹂に出荷しています︒
おすすめは何ですか
ズッキーニですかね︒店頭ではあまり見掛け
ない野菜です︒果実が円筒型で︑一見キュウ
リのように見えますが︑カボチャの仲間なん
です︒近 所の畑で見 掛 けて︑
﹁色や 形 がおも
しろい﹂と思って作り始めました︒
食べ方を教えてください
妻が作ってくれる︑炒めたズッキーニにチー
ズを乗せたグラタンが好きですね︒油いため
や天ぷら︑煮物などいろんな料理に合います
よ︒旬は6月初旬から8月中旬です︒
出荷者としてのこだわりは
商品に自分の名前が表示されている以上︑品
質には妥協しないという思いで取り組んでい
ます︒袋詰めの作業には特に気を使い︑形や
大きさ︑向きをそろえ︑見栄えが良くなるよ
うに心掛けています︒
﹁おいしかった﹂の一言
がうれしいですね︒

長
組合ム
コラ

② 高野豆腐は表示どおりにもどし、軽く水
けを切って3mm厚さの短冊に切る。
キャベツの葉・・・・・・・・・1 個分
（巻ける葉が大 8 枚、小 8 枚）
③ シイタケはいしづきを取って薄切り、鶏肉
は斜めそぎ切りにしてから細切りにする。
鶏もも肉 ・・・・・・・・1 枚（250g）
④ ボウルに②、③を入れて、塩小さじ2/3、
高野豆腐・・・・・・・・・1 枚（20g）
コショウ少々、しょうゆ小さじ1を加えて
生シイタケ ・・・・・・・・・・・3 枚
混ぜ、かたくり粉を振り入れてさらに混ぜ
ミニトマト・・・・・・・・・8 〜 12 個
合わせる。
かたくり粉 ・・・・・・・・・大さじ 1
キャベツは芯のところをこそげ、
大きい葉
⑤
塩、コショウ、しょうゆ・・・各適量
の上に小さい葉を重ねて広げ、8等分にし
固形スープの素 ・・・・・・・1 個
た④を乗せてしっかりと巻く。
A 水 ・・・・・・・4 カップ（800cc）
⑥ ⑤をすき間の無いように鍋に並べ、Aとへ
みりん、しょうゆ・・・各大さじ 1
たを取ったミニトマトを加えて20分煮る。
【作り方】
⑦ 塩・コショウで味を調え、⑥を食べやすく
切り、器に盛る。
① キャベツは芯を切り取り、塩少々を加
えた熱湯で丸ごとゆでながら外葉をは
がして、ざるに上げて粗熱を取る。

パンダにコウノトリ育むお米をプレゼント

家の光 2011年 7 月号別冊付録より

10

C よい食プロジェクト

たじまんま和田山
出荷者紹介

新た

2
2018.7
2018.7

3

！

18
福田園長（写真左）への贈呈式には豊岡市のマスコットキャラクター
コーちゃんも駆け付けました（上野動物園にて）

作り手の顔が見える
安全・安心の直売所

市にオープン
所が、朝来
な農産物直売

特 集

①

②

③

①雪害を受けたナシ園（香住区隼人）
②但馬 1号：兵庫県初のオリジナル品種。現在の「なしおとめ」
③高接ぎ：成長した木に接ぎ木をすることで、苗木から育てるよりも 3 年
ほど早く収穫できます

雪害を乗り越えて

「二十世紀」をはじめとするナシの栽培が盛んな但馬地域は、

平成23年12月から24年2月にかけての豪雪により、枝折れや施

設の倒壊など、大きな被害を受けました（写真①）。今後の生
産が危ぶまれる中、生産者、行政、JAたじまで組織する「兵庫

県梨振興協議会」は、雪害からの産地復興を目指し、優良な新

品種の導入を検討しました。

作るなら早生を

但馬地域で栽培しているナシは、9月に収穫を迎える「二十世

紀」が8割を占めています。そのため、一時期に収穫作業が集中

し、生産者の負担となっていました。そこで、作業を分散して
負担を減らそうと、8月に収穫を迎える早生品種を要望。北部農
業技術センターが交配と選抜を繰り返し、現在のなしおとめで

物語

ある「但馬1号（写真②）」がうまれました。

新たな地域ブランドへ

平成27年に生産者5人が栽培を始め、30年は24人の生産者が

「なしおとめ」を栽培しています。新植や高接ぎ（写真③）によ
る積極的な増産で、昨季は約300Kgを収穫。今季は約1tの収穫
を見込んでいます。

わ せ

兵庫県が開発・育成した新品種の早生ナシ「なしおとめ」が、今年の

8月にいよいよ本格デビューします。なぜ新品種が開発されたのか、な

ぜ早生にこだわったのか、味の特長は

。今回の特集では、デ

ビューを目前に控えた「なしおとめ」について紹介します。

5

2018.7

2018.7

4

特 集

兵庫県立香住高校では、但馬地域で取

れたナシの規格外のものを活用した「梨

産地を元気に
「なしおとめ」ってどんなナシ？

ジャム」を20年以上前から作っています。

きっかけは、ある農家の方から、樹から落

ちてしまったナシをもらってほしいという

特徴

話を持ち掛けられたこと。もちろん規格外

芳醇な香りと
さっぱりとした上品な甘み

の「なしおとめ」も原料となります。

「梨ジャム」には、液体をゼリー状にす

るペクチンとクエン酸、砂糖を使い、水を

一切加えない製法で、保存料や着色料な

規格外のナシを使って

香住果樹園芸組合
副組合長 黒野昭博さん

みずみずしく
なめらかな舌ざわり
果実が大きく、芯が小さいため
食べられる部分が多い

「なしおとめ」の栽培はまだ日が浅く、

栽培技術が確立していません。より高品質

でおいしい「なしおとめ」を栽培するため

に、また、より多くの生産者に安心して栽

培に取り組んでもらうために、JAたじまや

行政など関係機関と協力して、栽培技術の
確立に努めています。

「なしおとめ」の味にはとても自信があ

どは一切使わずに作っています。製法に

ります。店頭などで見かけたらぜひ買って

食べてもらいたいです。たくさんの人に

はこだわっていて、20年前から一度も変

「なしおとめ」を食べてもらい、好きに

の学校の学園祭などで150円から200円程

ていきたいですし、加工品作りなどにも力

ンポート」も試作し、販売に向けて研究を

おとめ」で産地を盛り上げたいですね。

えていません。地域やJAのイベント、県内
度で販売しています。昨年からは「梨のコ
続けています。

1 玉の重さはおおよそ 350〜400g。
こうすい

「なしおとめ」は、赤ナシの「幸水」と青ナシの「吉香」を交配して

生まれた早生品種の青ナシです。青ナシのみずみずしさや爽やかな風

味に、赤ナシの芳醇さと上品な甘みが程よく加わりました。糖度は

「二十世紀」より高い約13度。味はプロの料理人のお墨付きです。

を入れていきたいと考えています。「なし

母親
青ナシ
吉香

青ナシ
但馬1号
(なしおとめ)

「但馬1号」から「なしおとめ」へ
兵庫県梨振興協議会は、新品種「但馬1

「なしおとめ」はどこで買えるの？

販売期間

8 月中旬〜下旬（予定）

ファーマーズマーケットたじまんま
京都八百一JR京都伊勢丹
https://benridesu.jp
（オンラインショップのみ）

株式会社トキワ

2018.7

父親
赤ナシ
幸水

なってもらえるよう今後も生産量を増やし

終選考会で、愛称を「なしおとめ」に決定

号」をより多くの人に親しみ愛される名前

しました。

集まった1,345点の中から、生産者や実需

で元気な少女をイメージしました。暑く

委員10人が、「名前を見たり聞いたりして

くなっていく梨をイメージして麦わら帽子

にしようと愛称を公募しました。全国から

7

よしかおり

者、JAたじまや兵庫県などで構成する選考

商品をイメージできるか」「名前に独自性

があるか」「覚えやすく、記憶に残りやす

ロゴマークは、みずみずしく、さわやか

なっていく季節に、強い日差しの中で大き
をかぶせました。

い名前か」などを考慮して37点を選びまし
た。その後、商標登録の事前調査を経て10
点まで絞り込み、平成28年6月に開いた最

2018.7

6

5月19日

強みを生かした PR を展開
総会で確認

できごと
アルバム

5月19日

村岡米生産組合

村岡米は、お米のおいしさや品質を競う「米・
食味分析鑑定コンクール国際大会」
（米・食味鑑
定士協会主催）で、過去5回、金賞を受賞してい
ることから、平成30年度は受賞の強みを生か
し、高品質で食味の高いお米としてPRに一層努
め、さらなる普及・振興を目指します。

交流田で消費者が田植え体験
コウノトリ育むお米推進協議会

豊岡市百合地の産地交流田に消費者を招いて田
植え式を開きました。大手スーパーのイトーヨーカ
ドーでコウノトリ育むお米を購入し、田植え体験に
応募した千葉や大阪、県内などの親子連れ36人が
苗を手植えしました。

5月8日

定植前に作業のポイント学ぼう
ピーマン協議会

豊岡、日高、出石、但東の4支部合同で、栽培歴2
年未満の生産者を対象にした現地講習会を但東町
で開き、10人が参加しました。但東支部の役員や
職員らが、定植時の注意点や定植後の管理などを
説明しました。

店頭販売や消費
者との交流会、米
穀店への訪問な
ど販売促進活動
に励みます

5月7日

32 人が受講
人と環境にやさしい有機農業を学ぼう

今年度も「やさしい有機農業教室」を豊岡営農
生活センターで開校しました。（特非）兵庫農漁
村社会研究所代表の保田茂・神戸大学名誉教授
（写真・右）を塾長に、来年の1月まで毎月1回、座
学と実習を通じて有機農業の理論や具体的な栽培
方法を学びます。
途中からの受講も受け付けています。お問い合
わせは、担い手支援課（TEL 0796-24-6671）まで。

5月20日

消費者招いて交流会

作を
今年の豊
た
し
ま
願い

村岡米生産組合

「村岡米」の理解者やファンを増やそうと、消費
者を産地に招いた交流会を村岡区森脇のほ場で開き
ました。交流会は販売店との共催で、組合員や職
員、大阪から訪れた消費者家族ら約70人が参加。参
加者は組合員に教わりながら、木枠を使った田植え
やサツマイモの植え付けなどを体験し、交流を深め
ました。

苗の植え付けから誘引までの作業手順を確認

5月19日

つちかおり米協議会・生活協同組合コープこうべ・
㈱コープライスセンター・全農パールライス㈱・
JA 全農兵庫県本部

今年もコープス兵庫コシヒカリ親子米作り体験

ツアーを行いました。ツアーは全3回で、同生協

へ契約出荷している特別栽培米コシヒカリ「つち
かおり米」の田植えから稲刈りまでを消費者が体

交流会は毎年
開いていて 、
今年で15年目

第 1 回は畝の作り方などを学びました

つちかおり米のファンを増やそう

験します。この日の第1回では、村岡区森脇のほ

場で参加者が協議会員に苗の植え方を教わりなが

5月16日

作柄上々 良質な朝倉さんしょを出荷
JA たじま朝倉さんしょ部会

今季は春先から天候に恵まれたことで生育が順
調に進み、房付きや粒ぞろいの良い朝倉さんしょ
ができました。6月上旬までの間、地元の直売所や
道の駅、京阪神の市場に約16ｔを出荷しました。

ら、田植えひもに沿って苗を一本一本丁寧に手植

5月22日

えしました。

バケツで稲を育てよう

5月7日

おおや高原有機野菜 出荷始まる
おおや高原有機野菜部会

天候に恵まれた今季の生育は良好で、平年ど
おりの出荷時期となりました。平成30年度は、
29年度より800万円増の販売高8,300万円を目指
し、主力品目であるホウレンソウの増産に努めま
す。雨よけ施設約300棟で、ホウレンソウやミズ
ナ、キクナなど全7種類の野菜を栽培し、12月末
まで生活協同組合コープこうべに出荷します。

温泉営農生活センター

新温泉町立ゆめっこ認定こども園の園児約20
人に、バケツで稲を育てる「バケツ稲」について
指導しました。園児らは、職員に教わりながらバ
ケツにもち米「マンゲツモチ」の苗を植えまし
た。

収 穫したもち
米は、12 月のも
ちつき大会で、
園児らの祖父
母と一緒にい
ただきます
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米作りを通して食と農のつながりを学んでもらうとともに、同
米のファンになってもらおうと4年前から毎年実施しています

出荷の前には全 6 会場で目合わせ会を開き、収穫や調製の方法、
出荷規格などを確認しました（11 日、新温泉町中辻のほ場で）

16 日には出荷式
を開き、生産者
や JA、行政、市
場関係者らがホ
ウレンソウを収
穫して出荷を祝
いました

2018.7
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5月23日

酒米「フクノハナ」 田植え式で豊作祈願

5月27日

JA 杯少年サッカー大会
但馬 SCリベルテが優勝

出石フクノハナ生産部会

但馬全域から14チーム約120人が出場した、第
10回JAたじま杯第10回関西スーパーカップ兼第
51回兵庫県少年サッカー大会但馬予選（6年生以
下の部）の決勝戦を、豊岡市立中筋小学校グラ
ウンドで行いました。

出石町袴狭のほ場で開いたお田植え式で、部会員
や酒造会社の㈱福光屋（金沢市）の社員、行政や職
員ら約30人が、1 年の農作業の安全と秋の豊作を願っ
て酒造好適米「フクノハナ」の苗を手植えしました。

5月22日

5月中旬〜6月中旬

「実エンドウ」出荷順調
但東町野菜生産組合実えんどう部会

今季は部会員が4人増え、13人が実エンドウを栽
培し、豊岡や明石の市場に約2tを出荷しました。

試合の結果は次のとおり。
優 勝 但馬サッカークラブリベルテ ⇨兵庫県大会へ出場
準優勝 但馬南ＳＳ
第三位 豊岡ジュニアサッカークラブ
第四位 但馬南ＳＳ Ｂ

5月24日

食農教育にも注力

米卸大手の㈱神明の社員に「ふるさと但馬米」
の取り組みや生産現場を知ってもらおうと、産地
研修会を開きました。同社の新入社員らは栽培方
法を学んだほか、生産者に教わって田植えも体験
しました。

5月23日

「実の詰まり具合や大きさはまずまず」と中川正康さん

JA たじま朝倉さんしょ部会

但馬サッカークラブリベルテ

ふるさと但馬米振興会

和田山町に設
置している産
地交流田で新
入社員8人が
田植えに挑戦

あいにくの雨。カッパを着て田植えをしました

優勝

た じ ま

「ふるさと但馬米」をもっと知って

養父市立高柳小学校の4年生約20人が、福井悦雄
部会長のほ場で朝倉さんしょの収穫を体験しまし
た。児童らは福井部会長（写真・左）に収穫の仕方
を教わりながら一房一房丁寧に摘み取り、合計4㎏
の朝倉さんしょを収穫しました。

5月23日

組合員がゴルフで交流

組合員限定のゴルフ大会を生野高原カント
リークラブと城崎カンツリークラブの2会場で開
催しました。合わせて325人の組合員が参加し、
プレーを楽しみました。

たじまりんどう高品質化へ
研修会で管理を確認
たじまりんどう生産協議会

今季の出荷に向けた栽培研修会を豊岡市中郷の
ほ場で開き、生産者や職員など関係者ら約20人が
今後の管理について確認しました。研修会では高
木規之会長が、ネットを張る適期の見極めと、農
薬によって病害の予防に努めるよう呼び掛けたほ
か、比較的に気温の高い日が続いていることか
ら、潅水や施肥で生育を調整し、節間を伸ばし過
ぎないよう注意を促しました。

ト！
ョッ
スシ
イ
ナ
準優勝

今季は生産者11人で
昨季より4万本増の約
6万本の出荷を目指し
ています

但馬南ＳＳ
ほ場には、朝倉さんしょのさわやかな香りが漂って
いました

5月23日

目指せ1鉢 100 個！

5月26日・27日

ピーマン協議会朝来支部

ガスのあるくらしの良さをPR

JA たじま、伊丹産業㈱、豊岡エネルギー㈱

第三位

豊岡ジュニアサッカークラブ

第四位
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但馬南ＳＳ

Ｂ

ファーマーズマーケットたじまんま横の特設
会場で開いた合同展示会「たじまウィズガスて
ん」に、2日間で合計2,058組が来場しました。
会場には、コンロや給湯器、炊飯器など最新の
機器がずらりと並びました。

職員らが機器の特
長や使い方などを
説明しました

生野高原 CC の様子

城崎 CC の様子

生産者の田中克己さん（写真・右）が、朝来
市立東河小学校の3、4年生38人にピーマンの植
え付けを指導しました。児童らは田中さんに教
わって、土を入れた鉢に苗を植え付けて支柱を
立てるまでの作
業をしました。
同協議会では
今年度、同校の
ほかに3校で植
え付け指導を行
いました。
今後は児童らが学
校で管理作業を行
います
2018.7
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6月1日

新鮮な農作物を産地直送

5月29日

今季の農作物の出荷が始まりました。この日は、
スナップエンドウやカブ、ホウレンソウ、キャベツ
など12種類計688点をスーパーマーケット「阪急オア
シス」の県内4店舗に直送しました。

JA たじま岩津ねぎ部会

新温泉町産直部会

岩津ねぎ生育順調

役員らが巡回

部会役員や職員、朝来農業改良普及センターの普
及員ら18人が、朝来市内のほ場40カ所を巡回し、
約1カ月前に播種した苗の生育具合や管理状況、病
害虫発生の有無などを調べました。

「有機質肥料を使って
味にこだわった農作物
作りを心掛けている。
多くの消費者に新温
泉町産のおいしい農
作物を味わってもらい
たい」と話す部会員の
西川敏雄さん

ファーマーズマーケットたじまんまで開いた辞
令交付式で、但馬地域の農産物をPRする職員26人
を特産物販売促進サポーターに任命しました。サ
ポーターは来年の3月までの間、関東から沖縄ま
でのスーパーや直売所など約30カ所で販促活動を
展開し、管内の農産物の魅力を発信します。

5月30日

黒大豆の正しい播種方法を学ぼう
JA たじまあさご黒大豆部会

黒大豆の播種講習会に、36人が参加しました。藤
本茂樹部会長が経験談を交えて播種の仕方を具体的
に説明。参加者は真剣な表情で説明を聞き、床土の
水分が発芽率に大きく影響を与えることなどを学び
ました。

小代区久須部地区で開いたウオーキング大会
に、会員と職員合わせて約160人が参加しまし
た。コースは往復約5㎞で、折り返し地点となっ
た滝ではマイナスイオンをたっぷりと浴び、日ご
ろの疲れを癒しました。

歩きながらのおしゃべりも楽しみの一つ
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県内の中学生が取り組む「トライやる・ウィーク」
を受け入れました。朝来市立和田山中学校2年生の大
西祐也さん（写真・左）が、竹村裕介営農相談員の指
導を受けて丹波黒大豆の播種作業をしました。

朝来市では岩津
ねぎに次いで黒
大豆の生産が盛
んだと聞いて驚
き、真 剣に種を
植え付けていま
した

はだしで田植えに挑戦だ

あぐりキッズスクール但東会場

第2回は野世恒弘さんと英子さんに教わって、
コウノトリ育むお米の田植えをしました。この
ほか、ピーマンやシルクナスなど野菜の苗の植
え付けもしました。

田植えの途中に
「はい、チーズ！」

総代会を前に地区別懇談会を開催

6月30日の第23回通常総代会に向けて、平成30年
度の方針の説明と、出席者の意見を今後のＪＡ運営
に反映させることを目的に、懇談会を23会場で開き
ました。
5月29日に和田山支店で開いた懇談会には、総代
や農協委員ら約100人が出席。出席者からは米の販
売やJAファーマーズ・たじまんま和田山の計画につ
いて質問がありました。

5月27日

た〜くさんの野菜苗を植えたよ
あぐりキッズスクール香住会場

第2回は農家の北村茂弥さん（写真・右）に教
わって、ピーマンやトマト、トウガラシ、スイー
トコーン、ジャガイモ、サツマイモなどいろんな
野菜の苗を植え付けました。
収穫が
楽しみ
だね♪

発芽率の向上がコスト削減になることを実感

6月2日

たじま JA 女性会

和田山営農生活センター

5月27日

5月29日〜6月5日

上野動物園（東京都）
のパンダの餌となっ
ているコウノトリ育む
お米の米粉を原料に
し た 団 子 を 再 現 し、
来店者に試食しても
らいました

青空の下で恒例のウオーキング大会

職場体験で黒大豆の種まきを体験

生育は
良好
おおむね

6月2日

農産物の PR なら任せて！
26 人が販促サポーターに

5月28日〜6月1日

5月31日

「スマート農業プロジェクト」始動
コウノトリ育むお米生産部会

豊岡市と大手通信会社のKDDI㈱と連携し、イン
ターネットを活用して「コウノトリ育む農法（無農
薬）」の水田管理省力化を目指す実証事業を始めま
した。水位センサーが
計測したデータをス
マートフォンなどで見
られる仕組み。豊岡市
内の4農家で取り組ん
でいます。

KDDI（株）の担当者からセ
ンサーの説明を受ける平峰
英子さん（左）

5月29日

平和への願いを込めた千羽鶴
今年も広島へ
豊岡東デイサービスセンター

利用者らが折った千羽鶴を豊岡市立新田小学
校の6年生児童に手渡しました。千羽鶴は利用者
の思いと共に、児童らの手によって修学旅行先
の広島平和記念公園に奉納されました。

児童らは千羽鶴を受け
取った後、利用者の肩
をたたいたり、楽しく
おしゃべりをし たり、
交流を深めました

5月27日

八鹿会場も開校

あぐりキッズスクール八鹿会場

八鹿会場が開校し、総合営農センターで入校
式をしました。式のあとは、夏野菜の植え付け
と田植えをしました。

11 月の最終回まで、
みんなで食農体験を楽しもう

2018.7
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す︒タンパク質は各種アミノ酸が多数結
といっても︑タンパク質の含量が少ない

お 米︵コ メ︶は︑日 本 人 の 主 食 で す︒

ほど良いというわけではありません︒下

込む母体の稲そのものの栄養が不足す

％はコメを主食としてい

合したもので︑タンパク質も人の体には

ところが近年︑その重要なタンパク質

るので︑収穫できるコメの量と共に食味

世界でコメを主食としている国は西ア

の含量が少ない︵おおむね６ ５. %以下

も低下してしまいます︒

限は当 然あります︒タンパク質 含量 が

の︶コメがむしろ好まれる傾向にあるの

但馬では粘りが強くおいしい品種﹁コ

欠かすことのできない重要な栄養成分

ご飯は味が﹁うすい︵少ない︶
﹂のを特

です︒しかも︑そのようなコメのほうが

シヒカリ﹂などが精魂込めて作られてい

ジアを除くアジア諸国 が中 心で︑比較

徴としているので︑和風︑洋風︑中華風

価格は高くなっています︒なぜでしょう

ます︒ぜひ︑ご賞味ください︒

的人口密度の高い国が多いことから︑世

など︑どんな味のおかずにもよく合いま

か︒タンパク質の少ないコメは多いもの

界人口の約

す︒その上︑多種多様な食材を組み合わ

に比べて炊飯米の粘りが強く︑おいしい

ます︒

せておいしく食べることができるので︑

栄養のバランスを取る上でもコメは優れ

土寄せ前

51話

コメの不思議

土寄せ後

8 月下旬～ 9 月中旬にかけて害虫防除を数回
行うことで、害虫による被害粒を減らせます。

肥料等の生産資材は、営農生活センター・資材店で取り扱っています。
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。

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、一つでも「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。

６%未満になるとコメに栄養分を送り

ワンポイント

です︒

永井 耕介さん

と認める人が多いからです︒そのために

農学博士

農家は︑コメのタンパク質の含量が多く

なり過ぎないように︑稲の栄養状態を確

認しながら︑施す窒素肥料の量を調節し

ているのです︒

では︑なぜ︑タンパク質の量が多くな

ると︑コメの粘りが低下するのでしょう

か︒コメにはプロラミンという水に溶け

にくいタンパク質が含まれています︒こ

のプロラミンはコメの外周部に比較的多

く蓄積していて︑プロラミンが多くなる

とコメの吸水性が悪くなり︑炊飯米の粘

りが低下すると考えられます︒プロラミ

ンは生育後半の追肥で特に増えるので︑

莢のまま、 むしろなどに広げて陰干しで
ゆっくり乾かします。 莢が弾けたら脱粒し、
さらに乾燥させます。 乾燥は必ず陰干し
で、 直射日光に当てないようにしましょう。

粘りの強いコメ作りには窒素の追肥時

5. 乾燥

期と量の調節が特に重要となるのです︒

第一葉

さや

2018.7

50

70㎝〜80㎝

4. 収穫

15

た食品なのです︒

第

コメにはエネルギーのもととなる糖

質︵炭水化物︶と︑身体をつくるタンパ

％はデンプンを主体とする炭

ク質が豊富に含まれています︒コメの成

分の約
80

25㎝〜30㎝

3. 中耕・培土
播種後、 20 ～ 25日ごろを目安に行います。
土寄せは第一葉の付け根を目安にしっかり行
います。 根が発達することで倒伏を防ぎ、 増
収が期待できます。 追肥は、 開花初期に燐
硝安加里10 ／㎡などを施しましょう。

10 月中旬に、 莢の色が
淡黄～白色になったら適熟
莢です。 適熟になった莢
から順に手摘みし、 1 回目
の収穫から 20 日後、 残り
の莢の 80％以上が適熟に
なったら株ごと刈り取って莢
を収穫します。

水化物です︒体の中の炭水化物 が不足

2. 播種
播種の適期は 7 月中旬～下旬です。 天気
予報を見て、雨の降る 2日前にまくようにしましょ
う。 25 ～ 30 ㎝間隔の 2 粒まきで種をまき、 5
～ 8 ㎝程度の覆土をします。

すると︑たちまち脳の働きが悪くなり

1. 土づくり・施肥
「アズキは地力で獲る」 といわれるほど、 ア
ズキの収量には地力が大きく影響します。 1 ㎡
当たり堆肥 1 ㎏、 アヅミン （腐植酸を主成分と
する肥料） 20 、 苦土石灰 100 を施して耕う
んします。 元肥としてやさいめいじん 50 ／㎡を
施し、 畝を立てます。 畝幅は 70 ～ 80 ㎝。

穴田 哲也

ます︒もちろん︑スタミナも保てなくな

す。皆さんも、アズキの栽培に挑戦してみてください。

ります︒そのほかに脂質や︑身体の調子

きさや色、食味などに優れた大納言小豆の栽培が盛んで

担任：
村岡営農生活センター

を整えるカルシウム︑マグネシウムなど

アズキ

つ優れた食材といわれています。美方郡では古くから、大

のミネラルやビタミン類をコメは含んで

がくえん

に欠かせません。アズキは炭水化物やタンパク質、ビタミ

ンBなどに加え、ポリフェノールも豊富で抗酸化作用を持

います︒

さいえん

ところで︑コメにはどのくらいタンパ

62時間目

ク質が含まれているのでしょうか︒タン

アズキは赤飯を筆頭に、ぜんざいやお汁粉などに使われ

る食材です。中でも、アズキを原料に作るあんこは和菓子

パク質の含量は一般には６〜７ ５. ％で

家庭菜園のコツを
分かりやすく解説

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」
2018.7
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人との縁を大切に

西村 岳人
さん ︵ ︶

今は子牛価格 が高いので︑一気に増頭し

︵美方郡新温泉町塩山︶

農家にあこがれていた私は︑北海道の酪

たい気持ちはありますが︑牛の値段は絶

始めたきっかけは

農学園大学へ進学し︑卒業後は酪農家に代

年ほど働いて

わって搾乳や給餌などの作業を行う﹁酪農

ヘルパー﹂として︑神戸で

るとは思ってもみませんでした︒今につな

いました︒その後は約3年間︑生まれて間

がっているのも︑妻や妻の両親︑畜産農家

もない乳牛の子牛を生後6〜7カ月目まで

ら﹁但馬牛を育ててみないか﹂と誘われた

育てて︑肥育農家に売る仕事をしていまし

こ と を きっか け に ︑意 を 決 し て 仕 事 を 辞

の皆さん︑地域の方々など多くの人に出

た︒当時︑仕事の事で悩んでいた私は︑美

め︑一昨年の3月に妻と一緒に美方郡へ移り

会えたからです︒これからも人との縁を

方郡で但馬牛の繁殖をしている妻の両親か

住んで但馬牛の繁殖農家として第一歩を踏

み出しました︒

現在は

当初は1頭だけでしたが︑今は親牛5頭

と子牛3頭を飼っています︒今後も増頭を

考 えている ので す が ︑頭 数 が 増 え る と 当

40

し︑少しでも様子がおかしいなと感じた

ら︑すぐに獣医に知らせて容態を診ても

らうようにしています︒

これからは

今はとにかく増頭したい気持ちが強い

30

ですね︒数年以内には新たに牛舎を建て

て︑ 頭以上の飼育を目指しています︒

えず変動するものですし︑頭数をいきな

り増やしても手が回るかどうかもわかり

ません︒少しずつ慎重に頭数を増やして

〒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

いけたらいいですね︒

環境学習の一環で、学年ごとにいろんな野菜を栽培しています。
2年生29人は5月28日、大蔵地域自治協議会生活環境部の皆さんに
教わってシソの苗を一人1本植えました。今後は児童らも水やりなど
をして9月初旬に収穫します。収穫後は全校生分のシソジュースを
作って、秋の運動会の練習の時に飲む予定です。

私 は 西 宮 市 出 身 で ︑両 親 は 非 農 家 で

（和田山町宮田）

す︒まさか自分が但馬牛の繁殖農家にな

朝来市立大蔵小学校

大切に︑畜産業に励んでいきたいと思い

笑味ちゃんエコバッグ

ます︒

※QRコードは(株)デンソー
ウェーブの登録商標です。

表紙紹介

間違い探しの解答、
お便りお待ちしています！
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畜産
通信

QRコード

平成30年5月31日現在
24,762人
24,473人
352,472百万円
51,762百万円
44百万円
1,213,104百万円
477百万円
534百万円

然︑病気やけがなどが起こる回数が増えま

時は
使わない
で
折り畳ん
きる！
小さくで

育している先輩農家さんの下で︑多頭飼い

いただきます。

す︒最近は︑約100頭以上の但馬牛を飼

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

のこつを学ばせてもらっています︒

携帯電話のカメラで下の「QRコード」を読み取り、アンケートページへ

気を付けていることは

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

5人の方に、笑味ちゃんがかわいい！エコバッグをプレゼントします。

乳牛には病気にならないよう抗生物質

JA たじまの概況

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

を与えていましたが︑但馬牛には与えて

5月28日に本店で第2回理事会を開催しました。
【提出議案】
①平成29年度決算について
②平成29年度事業報告について
③平成29年度剰余金処分案について
④平成30年度事業計画の一部変更について
⑤第9期役員補欠選任に伴う理事候補者について
⑥大口貸付について
⑦議決権行使書面の取り扱いについて
⑧子会社の定款変更について
以上の議案が承認されました。

いません︒なので︑病気にならないよう

アンケートにご協力ください

牛 舎 の 衛 生 管 理 に は 気 を 付 け てい ま す

理事会報告

郵送

「菜園学園」を参考に、家庭菜園を楽しんでいます。
これを一冊の本にして発行いただけないでしょうか。
丸田正代さん（豊岡市）

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

わたしも丸田さんと同じことを密かに考えている
んです。
「やさいのふしぎと菜園学園で、本が作れ
たらなぁ」と。いつか実現させたいです！

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。

お知
らせ

毎年自慢のタマネギが今年は病気もなく育ちました
が、玉が小ぶりです。苗が良くなかったことが、最後ま
で響きました。
野田いつ子さん（山東町）
長期共済換算率

出資配当、
事業分量配当
について
ＪＡたじまでは、
組合員の皆さまへ
平成30年7月19日に
出資 配当金 、事 業
分 量配当金を振り
込みいたします。

配当金種別

出資配当金

貯金

事業分量
配当金

貸付金

長期共済

出資金額の 0.8％

配当基準

平成 29 年度中に新規加入、増口、
減口された場合は、日割り計算します。

年間平均残高 1 万円に対して 1.2 円
平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日までの
貯金・定期積金（掛込済金額）が対象となります。

貸付金利息の合計額 1 万円に対して 190 円

平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日までに
お支払いいただいた貸付金利息が対象となります。
長期共済換算率（右表参照）で換算した保障額の
合計 10 万円に対して 6.1 円
平成 30 年 2 月 28 日現在の長期共済契約（フォル
ダー登録済で、有効状態の契約）が対象となります。

共済種類

終身共済
建物更生共済
養老生命共済
（旧）医療共済
（平成22年3月31日までに契約のもの）
（旧）がん共済
（平成24年3月31日までに契約のもの）
上記のほか、死亡時の共済金があるもの
（新）
医療共済
（平成 22 年 4 月1日以降に契約のもの）
（新）
がん共済
（平成 24 年 4 月1日以降に契約のもの）
基本型
（新）
がん共済
（平成 24 年 4 月1日以降に契約のもの）
充実型
定期医療 引受緩和型
介護共済 一時払
介護共済（一時払を除く）
年金共済（年金支払期間 5 年）
年金共済（年金支払期間 10 年）
年金共済（年金支払期間 15 年以上）

換算率

死亡時・火災時の
保障額（1倍）

入院日額の600倍
入院日額の200倍
入院日額の300倍
入院日額の800倍
保障額（1倍）
保障額の0.7倍
年金年額の2.5倍
年金年額の5.5倍
年金年額の8倍

※年金共済はいずれも支払中のものも含みます。

郵送でお届けする
「29 年度 出資配当金及び事業分量配当金支払通知書」
は年末の確定申告に必要となりますので、
大切に保管してください。ご不明な点がありましたら、
右記までお問い合わせください。 【出資配当について】総務部 総務課 TEL 0796-22-7265 【事業分量配当について】総合企画部 経理電算課 TEL 0796-22-7268
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わたしは、使い切るのにちょうど良いので、たじ
まんまで買うときはできるだけ小ぶりのタマネギを
選んでいます。野田さんも、小玉のタマネギを出荷
されてはいかがでしょう。直売所では好まれるかも
しれませんよ。

卒寿を過ぎて思うように体も頭も動きませんが、体は
農作業で、頭はリレーションを読むことで、特に写真で
間違い探しを楽しむことで活性化させています。100歳
を目指してがんばります。
小畑俊枝さん（但東町）
小畑さんの暮らしは、まさに晴耕雨読ですね。あこが
れます。5 月号の間違い探しは分かりにくかったと、もっ
ぱらの評判です。頭の体操になりましたでしょうか？

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
先日、道の駅でショウガと間違えてキクイモを買ってしまい
ました。一応、畑に植えてみましたが、どう育てたら良いのか、
よくわかりません。菜園学園に育て方を載せてほしいなぁと思
い、毎日を過ごしています。
西垣とみ江さん（小代区）
菜園学園には載せられませんが、西垣さんのお
たよりを拝見してキクイモについて調べてみまし
た。四国のある地方では、一株から八升分の芋が
とれるので『八升芋』と呼ばれているようです。
生命力が強く、肥料をやるだけでよく育ち、木の
高さは 3ｍ近くなるそうですよ！

今年は実エンドウがたくさん実を付けました。リレーション
に載っていた「実エンドウの炊き込みピラフ」を早速作りまし
た。簡単で、おいしくて、家にある材料で作れて大好評でし
た。わたしのレシピブックに加えました。旬の食材を使ったレ
シピは、料理好きなわたしには楽しみなページです。純カレー
粉を加えて、カレーピラフにしてもおいしいですよ。夏休みの
孫の昼食にいかがでしょうか。
山田啓子さん（朝来市）

山田さんのレシピブック、おいしいお料理がた
くさん載っているんでしょうね。ピラフにカレー粉
を加えるアレンジ、わたしもやってみます！

2018.7
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旅行

お知
らせ

大自然を満喫！ノルウェー・デンマーク 6 日間の旅

一生に一度は見てみたい絶景、それがノルウェーのフィ
ヨルド（峡湾）。世界最大規模のソグネフィヨルドをク
ルーズでご案内します。フィヨルド観光の前には、北欧を
代表する2つの山岳鉄道、ベルゲン鉄道とフロム鉄道に乗
車し、豊かな自然の中を駆け抜けます。
オスロからコペンハーゲンまでは大型客船ＤＦＤＳシー
ウェイズに乗船。1泊2日の船旅をお楽しみください。

ローン・年金・JA共済の
休日相談会を全総合支店
で開催します。日程は、次
のとおりです。
8月5日（日）9時〜12時
詳しくは、最寄りの支店
窓口・担当者にお問い合
わせください。

ソグネフィヨルド

旅行出発日 平成30年9月20日（木）

旅 行 代 金 298,000円（大人お一人様、2名1室利用）
（別途、燃油サーチャージ・空港税等が掛かります。）
フロム山岳鉄道

年金
ン
ロー 済
共
JA

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。

JAバンク兵庫
ローン・年金、
JA共済
休日相談会の
ご案内

DFDS シーウェイズクルーズ

お知
らせ

温泉でのんびり、花火にうっとり
夏も城崎温泉あさぎり荘へ！

城崎温泉あさぎり荘では、8月31日まで「期間限定夏プラン」
をご用意しています。おいしい食事と温泉に加え、平日にはあさ
ぎり荘の近くで打ち上げられる花火もお楽しみいただけます。

募集

利用者の自宅を訪問し、日常家事や食事の手助け、身のまわりのお
世話（生活援助サービス）、外出介助、入浴等（身体介護サービス）
を親身になってお手伝いしていただきます。
興味のある方は、お近くの介護センターへお問い合わせください。
資格 介護職員初任者研修修了者（ヘルパー2級以上）
お知
らせ

※土曜日・休日前・8/12〜8/15は料金が異なります。
※花火の打ち上げは8月24日までです。お盆期間は
行われません。
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。

豊 岡 LP ガ ス 販 売 店 （TEL 0796-23-0638）
村 岡 LP ガ ス 販 売 店 （TEL 0796-95-0501）
わだやま LP ガス販売所 （TEL 079-674-1150）

お得情報

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。
※旅行センターならびにあさぎり荘では、割引券の手配を
行っていません。必ず支店にてお申し込みください。

7月29日（日）
夏休み！自由研究サイエンスショー
コウノトリ但馬空港（豊岡市岩井）
あぐりキッズスクール第3回
7月15日（日）
八鹿会場（養父市八鹿町朝倉）
あぐりキッズスクール第4回
第10回JAたじま杯
香住会場（美方郡香美町香住区香住）
但馬小学生バレーボール大会
7月22日（日）
新温泉町
あぐりキッズスクール第4回
8月5日(日)
但東会場（豊岡市但東町奥矢根）
あぐりキッズスクール日帰りバス研修
岡山方面

JA カレンダー
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安全のための重要なお知らせ
不要ボンベを無料で回収します

最近、小型ガス容器を使用される際に調整器の接続
をご自身でされたことによる事故が多発しています。
調整器の接続には資格が必要ですの
で、無資格者による接続は絶対に行わ
ないでください。
また、使われていない小型ガス容器
が、ご自宅をはじめ、納屋、農機具倉庫
などで放置されていることがよくありま
す。長年放置されますと、腐食によるガ
ス漏れなどの事故につながります。本来
は引き取り及び廃棄には費用が生じます
が、今回はクミアイプロパン利用者の安
全確保のために無料で回収いたしますの
で、販売店までご連絡ください。

期間限定夏プラン 8 月31日（金）まで
料 金 平日 お一人 16,000円（1室4名以上・税込）

あなたの資格をJAたじまで生かしませんか？訪問介護ヘルパー募集中！

農業資材店の休業日
（7/10〜8/10の予定）

農業資材センター（豊岡店）
7月30日（月）は休みます。

農業資材センター（八鹿店）
7月30日（月）は休みます。
日・祝は休みます。
グリーンセンター（和田山）
7月30日（月）は、午後から休みます。

キャン
ペーン

耕うん爪を買うなら今！

耕うん爪の特別キャンペーンを8月10日（金）まで
実施しています。期間中に限り、通常価格から15％
割引して販売します。ぜひ、この機会にお買い求め
ください。
ご 予 約、お問い合 わせは、農 機センター（ T EL
079-662-3817）または農機担当者までお願いしま
す。
お知
らせ

イベ
ント

豊 岡 介 護 セ ン ター （TEL 0796-24-2215）
浜 坂 介 護 セ ン ター （TEL 0796-82-5401）
八 鹿 介 護 セ ン ター （TEL 079-662-6277）
和田山介護センター （TEL 079-672-1861）
（TEL 0796-24-6620）
介護福祉課

夏のふれあい感謝祭

各農機メーカーの新機種、新製品を多数取りそろえ
ています。見て、触れて、その良さを体感してくださ
い。冷たい飲み物と来場記念品を用意して、皆さまの
ご来場をお待ちしています。
開催日と場所
7月 6日（金）、7日（土） たじまんま横（豊岡）
7月 7日（土）、8日（日） 農機センター和田山工場
7月12日（木）
温泉営農生活センター前
7月14日（土）
日高営農生活センター前
7月28日（土）
農機センター（八鹿）
※リレーション配布時には感謝祭が終了している場
合があります。
お知
らせ

正しく測れていますか？
水分検定器を点検しましょう

水分検定器の点検を実施します。水分検定器の
不良による過乾燥、水分過多防止のため、ぜひ、こ
の機会に点検いただきますようご案内いたします。
対象機種 ケット科学・オガ電子（JA取扱い商品）
点検料金 ライスタ型（手持ち用）
１台1,620円（税込）
業務用１台3,240円（税込）
持ち込み時に現金、または口座振替でお
支払いください。
申込期限 7月12日（木）まで
持込場所 農機センター・各営農生活センター・各支店
水分計に支店名・集落名・氏名・電話番号を
明記（エフでも可）してください。
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。

抽選で毎月1,000名様にQUOカード2,000円分が当たる！
JAバンク新規ご利用特典実施中！

初めてJAに口座を開設し、対象となるお取り引きをいずれか1つでもご利用いただ
いた上でWEB応募していただくと、毎月抽選で1,000名様に（※全国で）QUOカード
2,000円分が当たる特典を実施しています。応募期間は平成31年3月31日までです。ぜ
ひ、この機会にJAバンクをご利用ください。
詳しくは、最寄りの支店までお問い合わせください。

特典・応募の詳細はこちら

QRコード

携帯電話のカメラで読み取り、応募
ページにアクセスしてください
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