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農事組合法人 奥松島グリーンファームのみなさん
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2019.09

農で輝く人

工夫と努力がカギになる
「 この 土 地 で 農 業 がで き て う
れ しいで す 」と 話 す 菅 野 利 樹 さ
ん。農事組合法人奥松島グリーン
ファームの一員として、祖 父の代
から続く農業を、震災で途絶えさ
せることなく受け継ぎました。壊
滅的なダメージを受けた洲崎・東
名地区は、水田として復旧はした
ものの、現在も作業を進める中で、
圃 場に大きな石 が残っていたり、
排水がうまくいかなかったり大変
なことも多いそうです。自分たち
で細かく暗きょを入れ排水を良く
して、播種のタイミングを早める
など、工夫と改善を重ねながら今
日に至っています。
菅野さんは「手を掛けた分だけ
作物は応えてくれる。農産物を作
り収穫する喜びは、この上なく大
切で楽しみが多い。農家仲間の助
けもとてもありがたいですね」と
笑顔で話します。

地域農業の希望に
㌃に、加工用

同法人では昨年の８月、被災し
た住宅跡地の圃場

した。コンテナ出 荷 が可 能で、収

キャベツの苗約１万株を定植しま

30

生産物紹介

穫 の 省 力 化 が で き るこ と な ど か
ら、これまでの米、大豆の栽 培に
加え、園芸品目を導入することで、
新たな収入源を確保し、法人経営
の安定につなげています。
「地域の盛り上がりに農業で貢
献できたらうれしいです。今後は
ブロッコリーの栽培に興味がある
ので挑戦してみたいです」と熱く
話す菅野さん。メンバーとともに、

とし き

さん

鳴瀬地区洲崎

（40）

今日も栽培管理に汗を流します。

かん の

代々続く農地で
これからも

2019.09 農で輝く人
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菅野 利樹

ひとめぼれ

冷めても食味が良いことが

特徴で栽培管理面では、寒さ
の耐性に優れています。
「見た
目の美しさにひとめぼれ。食べ

て美味しさにひとめぼれ。愛さ

れるお米」が名前の由来です。

友人とわいわい楽しめるアウト
ド ア が 好 き で、キ ャ ン プ が 趣 味。
娘 さ ん が も う 少 し 大 き く なった
ら、一緒 に キャン プ に 行 く こ と を
楽しみにしているそうです。

生産物紹介

おおしお北部とカルビーが開く

イモ掘りに県内外から62人参加

東松島市大塩の農事組合法人おお
しお北部は７月27日、カルビー株式
会社が主催する「カルサポ！じゃが
いも堀り体験＠宮城」を開きました。
同 法 人 は、同 社 の 契 約 農 場 とし て、
15㌶の水田をジャガイモ栽培の圃場
に転換して運営。年間収量は500㌧
を見込みます。
当日は「カルビーサポーターズク
ラブ」として事前登録し、当選した県
内外の親子15組62人が参加。およそ
２㌃の圃場で、４月に定植したジャ
ガイモ「トヨシロ」を収穫しました。
各組に配られたおよそ15㌔入のダン
ボール１箱が、あっという間に採れた
てのジャガイモで溢れました。
同法人の大崎康代表は「年に１度、こ
の日を楽しみにしている人たちがいる
と思うと、栽培管理に力が入る。良い思
い出にしてもらいたい」と話しました。

大きなジャガイモを手に笑顔の親子

11月のふれあいの会を前に研修

健康管理でステップアップ

スクエアステップを体験する会員たち

ＪＡ助け合い組織石巻地区コ
スモスの会は７月26日、本店で
ステップアップ研修会を開きま
した。９人が参加し、生活習慣
病の予防について学びました。
11月に開催する「ふれあいの
会 」の 参 考にしようと企 画し、
石巻市健康部健康推進課やスマ
イルダンベルクラブの担当者を
講師に招き、健康体操を行いま
した。
講話では、家庭で血圧を測る
習慣をつけることで、病院を受
診する際、医師との相談に役立
つなどのアドバイスがありまし
た。また、家でも簡単にできる
体操を行い、健康への理解を深
めました。
同会の阿部昭子会長は「とて
も楽しい時間を過ごせた。今日学
んだことを日常に取り入れ、広げ
ていきたいです」と話しました。
いしのまきトピックス
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お盆と来場者をお出迎え

直売所セール大盛況

四季菜館では色鮮やかな切花が並んだ

大豆の栽培管理手厚く

ブランド和牛の血統守れ

転作部会が検討会開く

早期不安解消を県に要請

開花期から子実肥大期に向けて肥培管理や病害
虫対策を確認しようと、ＪＡ転作部会は８月８日、
大豆の現地検討会を開きました。管内の圃場３カ
所を巡回。今年は、長雨による影響で播種の遅れ
が目立ち、生育の遅れや湿害による発芽不良が見
られていますが、現地検討会を行った圃場では播
種が早く、初期生育は良好。参加した生産者は今
後の栽培に向け、熱心に栽培状況や管理のポイン
トを確認しました。
同部会の阿部勝徳部会長は「発芽がきれいにそ
ろっていて良い。周囲と相談し意見交換したり、普
及センターからアドバイスを聞いたりして今後の
栽培管理に活かしたいです」と話しました。

７月26日、石巻市の獣医師が人工交配し、平成
20年以降に生まれた宮城県産牛で黒毛和種のう
ち、市場に流通した17頭が血統書の子牛登記や登
録証に記載された父牛と、DNAが異なっていたこ
とが新聞に取り上げられました。
これを受け、当ＪＡ役職員４人は８月５日、仙台市の
宮城県庁舎を訪れ村井嘉浩知事宛てに「宮城県下に
おける和牛の血統矛盾案件に関する要請書」を松川
孝行組合長が県農政部佐藤夏人部長に手渡しました。
要請書には①当該獣医師の指導の徹底を図るこ
と②当該獣医師以外の獣医師ならびに人工授精師
の調査を早期に終了し不正がないことを明らかにす
ること③本案件に係る被害については、生産者が負
担をすることのないように支援すること④本県の一
層の和牛振興を図ることなど、問題の早期解決と生
産者や消費者の不安を払拭するよう要請しました。

部会員一丸となって管理に尽力する
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ＪＡ農産物直売所のふれあいいち
ば菜花、やもと四季菜館大塩店、やさ
いっ娘、菜っちゃん市場の４店舗は８
月10日から、お盆セールをそれぞれ
開きました。
菜っちゃん市場では、麦とろ麺の
試食やスーパーボールすくいのコー
ナーを設け、来場客との交流も深め
ました。やさいっ娘では、トウモロコ
シフェアも併せて開催し、地元産野
菜の魅力を発信しました。
各直売所が、旬の野菜や手作りの総
菜など、イチオシの商品をそろえ、臨
時営業を行うなどで来場客を迎えまし
た。お盆に欠かせない切花も、種類を
豊富に特価で用意しお盆を彩りました。
ＪＡ直売所では今後も、新鮮な地
元野菜をみなさんにお届けし、さま
ざまなイベントを通して地域を盛り
上げていきます。

2019.09 いしのまきトピックス

要請書を佐藤部長㊨に手渡す松川組合長㊧

祭りで夏と地域を盛り上げよう！

第31回産直市と
北上セール開く

ＪＡは８月11日、西農業倉庫前で第
31回産直市を開きました。お盆用の切
花や宮城県産黒毛和牛、旬の野菜などを
販売。
「流し麦とろ麺」
「夏休み自由研究
大作戦」などのイベントも用意し、多く
の来場客でにぎわいました。
10日には、ＪＡ河北地区運営委員会
が北上支店でお中元セールを開きまし
た。お盆用の切花、農業用資材の特価販
売や、県産黒毛和牛と「焼肉のタレ」な
どの無料試食を用意し、来場客をもてな
しました。地域の交流の場として休憩ス
ペースを設け、久々に会う人たちとの会
話に花が咲いていました。
ＪＡでは10月26日にあゆみ野の石巻
農業情報センターで収穫祭を予定し、皆
さまのご来場をお待ちしています。
今後も、地元の農畜産物の魅力を発信
し、地域のコミュニティづくりとＪＡの
ファンづくりに努めます。

夏の産直市で定番。親子に大人気の「流し麦とろ麺」

北上では２千円相当の野菜セットが当たる抽選会も実施

県内４ＪＡ青年部結集！

地元だから
おいしい食材をPR

新鮮野菜が豊富で来場客も大喜び

仙台市青葉区の勾当台公園市民広
場で８月３日、ＪＡいしのまき、ＪＡ
仙台、ＪＡ加美よつば、ＪＡ名取岩沼
の青年部が主催する、第７回農魂祭
が開かれました。
「ＪＡ青年部（俺ら）
の農業新時代」をテーマに食の大切
さや地域の未来を共有し、地元・地
域の魅力を発信することが目的です。
当ＪＡ青年部と女性部は、トウモロ
コシ、トマトなど８種のいしのまき産
の新鮮野菜を販売。価格も手頃で猛暑
にも関わらず、会場は買い物客でにぎ
わいました。また、宮城県産の食材を
使用したカレーを100食限定で無料配
布。配布開始前から長蛇の列ができ、
追加で配布をするほど好評でした。
青年部の菅原修一さんは「多くの
人により新鮮なものを食べもらい、い
つも食べているものとの差を感じて
もらうことで、地産地消につなげた
い」と話しました。
いしのまきトピックス
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日本ワインコンクールに５銘柄が受賞

８年連続の受賞 山辺ワイナリーのブランドが全国で確立

受賞ワインを手に喜ぶ小笠原社長㊧と遠藤雅之工場長㊨

原料に国産ぶどうを使用した日本ワインの品質と認知度
の向上を図るとともに、産地のイメージと日本ワインの個性
や地位を高めるため開かれた「Japan Wine Competition
（日本ワインコンクール）
」に全国788点の応募があり、７月
30日からホームページで受賞ワインが公開されています。Ｊ
Ａ松本ハイランドの子会社で当ＪＡと松本市山辺地区のブ
ドウ農家が出資する㈱ぶどうの郷山辺の山辺ワイナリーから
は、５銘柄が受賞。部門別では、
「2017シャルドネ樽熟成」と
「2018シャルドネ樽醗酵」が銀賞を受賞したほか、
「2017シャ
ルドネ シュール・リー」が銅賞、
「2018サンセミヨン」
「2018
デラウェア甘口」が奨励賞に輝きました。生食ぶどうの産地
として知られる歴史のある同地区を中心とする原料のぶどう
の品質が高く評価を受けました。また、８年連続で受賞され
るなど山辺ワイナリーのブランドが全国で確立されています。
小笠原寛社長（同ＪＡ常務理事）は「これまで続けてきた
ことが評価され、８年連続の受賞につながった。今後もぶど
う生産者の思いをワインという形に変えて表現していきた
い」と話しました。

Vol.54

カボチャ

※ヨーカドーの営業日にあわせて営業

【営業時間】9時～20時30分まで
石巻市あけぼの１丁目1−2

☎0225−22−7111

種類が豊富で見た目も鮮やか！
地元生産者のこだわり野菜を
届けます！
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2019.09 姉妹通信・直売所情報

月に２回はイベントも！

【営 業 日】年中無休

８ のつ く 日 は イ ト ーヨー カ ド ー
のハッピーデーに合わせて、月２回
の販促イベントを行っています。鮮
度や味に自 信 がある野 菜や試 食 を
用意して、みなさまのお越しをお待
ちしています。

「栗カボチャ」は栗のように甘くて濃い風味と、ホクホク
した食感が特徴です。カボチャは収穫後も成長しているの
で、新鮮さよりも完熟の程度を見極めるのがおいしく食べる
ポイント。カットせずにそのまま収穫後の追熟期間を延ばす
と、甘みが増しますがカビなどに注意しましょう。

イトーヨーカドー
直売部会

Vol.66

ミニディスクロージャー誌
貯金残高・貸出金残高の推移

2019

リスク管理債権の状況
JＡいしのまきの財務の健全化を図るため、自己査
定によるリスク管理債権の把握と、引当金の充実を
図っております。
（リスク管理債権には、担保などで回
収できるものも含まれており、全てが回収不能になる
ものではありません。
）
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1,510

破綻先債権
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0

408

403

407

415

435

503

H25年度

H26年度

H27年度

H28年度

H29年度

H30年度

3

98.9％

503億円

自己資本比率の状況

個別貸倒
引当金

144

延滞債権

回収・保証等
による
回収見込額

531

1.1％

自己資本比率は、経営の健全性を示す重要な指標の

418

一つになっており、JAいしのまきの自己資本比率は
国内基準の４％を大きく上回っております。

■ 破綻先債権とは 元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続している
ことその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがな
いものとして未収利息を計上しなかった貸出金のうち、破産等法的・
形式的に経営破綻の事実が発生している債務者に対する債権及び実質
的に経営破綻に陥っている債務者に対する債権を言う。
■ 延滞債権とは 未収利息不計上貸出金で破綻先債権及び債務者の経営
再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予したもの以外
を言う。

（％）

15
10

13.53％

5
0

平成30年度決算の状況
貸借対照表

損益計算書

平成31年３月31日現在

（資産の部）

173,710

事業総利益
信用事業総利益
共済事業総利益
購買事業総利益
販売事業総利益
その他事業総利益
指導事業収支差額
事業管理費
事業利益
事業外収益
事業外費用
経常利益
特別利益
特別損失
税引前当期利益
法人税住民税及び事業税
法人税等調整額
当期剰余金
当期首繰越剰余金
土地再評価差額金取崩額
農業振興基金積立金取崩額
施設整備積立金取崩額
税効果調整積立金取崩額
当期未処分剰余金

（単位：百万円）

※単位未満は切り捨て表示しております。

（負債の部）

信用事業資産

156,099

信用事業負債

154,973

貯金

151,009

現金

1,624

預金

92,526

有価証券

11,625

その他信用事業負債

貸出金

50,372

共済事業負債

675

242

経済事業負債

991

その他信用事業資産
貸倒引当金

△ 292

共済事業資産

5

経済事業資産

2,913
809

雑資産

2,888

借入金

1,075

雑負債

544
1,439

諸引当金

125

繰延税金負債

452

再評価繰延税金負債

固定資産

7,735

負債の部合計

外部出資

6,147

（純資産の部）

159,203

出資金

4,558

資本準備金

57

利益剰余金

8,253

処分未済持分

△ 46

評価換算差額等

1,683

純資産の部合計
資産合計

173,710

負債及び純資産合計

※単位未満は切り捨て表示しております。

平成30年４月１日から平成31年３月31日まで

14,506

J A の安心システム

ト」を構築しています。これにより、組合員・利用
者の皆さまにより一層の安心を届けています。

行

政

全中
全国監査機構
ＪＡ中央会

貯金保険機構

破綻未然
防止システム

貯金保険制度

破綻未然防止のための
ＪＡバンク独自の制度

貯金者等保護のための
公的な制度

組合員・利用者

ＪＡバンク会員の
経営健全性確保

JAバンクでは、
「破綻未然防止システム」と「貯
金保険制度」により「JAバンク・セーフティーネッ

（単位：百万円）

ＪＡバンク
支援協会
系統債権管理
回収機構

連携

協力・連携、
経営改善指導

破綻時の支援

破綻未然防止
の支援

不良債権の
管理・回収

便利

J Aバンクシステム

安心

J Aバンク・セーフティーネット

4,322
1,294
1,202
1,067
433
441
△ 117
3,844
477
184
88
573
672
949
296
87
△ 20
228
160
93
46
500
17
1,046

金融サービスの
提供の充実

ＪＡバンク基本方針
ＪＡ

信連

農林中金
（ＪＡバンク
中央本部）

（ＪＡバンク県本部）

破綻未然防止システム

一体的事業推進

・ＪＡ等の経営状況のモ ・実質的に一つの金融機
関として機能するよう
ニタリング
な運営システムの確立
・ＪＡ等に対する経 営 改
・共同運営システムの利用
善指導
・ＪＡバンク支援基金等に ・全国どこでも統一され
よる資本注入などのサ
た良質で高度な金融
ポート等
サービスの提供
農林中金への
指導権限の付与など

再 編 強 化 法・
・
・
（ 農 林 中 央 金 庫 および特 定 農 水 産 業 協 同 組 合 等による信 用 事 業 の
再編および強化に関する法律）

ミニディスクロージャー誌 2019
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秋の農作業安全月間【９月～11月】が始まっています！

1．農作業事故は身近でも発生しています！
９月から「秋の農作業安全月間」が始まっています。事前に点検や事故防止対策を検討し
ましょう。
管内においても今年度になってから数件の農作業中の事故が発生し、農作業事故は身近で
起きています。事故が起きないようにするためには一人ひとりが身の回りの危険をあらかじ
め知り、当たり前のような作業でも必ず安全確認をすることが大切です。また、複数人で作
業する場合や農作業をしている方を見かけたらお互いに声を掛け合い、農作業安全を心掛け
ましょう！

2．農作業事故を防ぎましょう！
「巻き込み事故」
を防ぐため
スッキリした服装を！

周囲をよく見て
無理な移動はしない！

安全確認は
徹底して行いましょう

令和元年

収穫祭
～ 食と未来をあなたとともに ～

開催日時

10 月 26 日 土
9：00～13：30

開催場所 石巻農業情報センター
イベントの詳細は10月号で！
09

2019.09 JAからのお知らせ

「ラジオ石巻」Let’s農業 放送中！
ＪＡでは、地域で頑張る農家や女性部、青年部の活躍をラジオで
紹介しています。ご自宅や車での移動中など、農業について耳を澄まして
みませんか？

放送日時

周 波 数

毎週月曜 14：30～
毎週水曜 12：00～

FMラジオ石巻 76.4Mhz

（水曜日は再放送）

聴取可能エリア

石巻市内全域・東松島市内の一部

（地域によって異なります）

ラジオ石巻
後藤 恭子 さん

ＪＡ開発課に
お任せください！
！

ひとり暮らしはもちろんご家族でも、各世帯に合った
お部屋をＪＡ管内1800軒以上の物件の中からお探し
いたします！ お気軽にご来店・お問い合わせください。
お待ちしております！
開発課入口付近には、
最新の物件情報を常時
掲示しておりますので、
お気軽にお立ち寄りく

丁寧にご案内
いたします！

ださい！

JAいしのまき 開発課

☎２２－１１１５

石巻市あゆみ野５丁目１－１
【営業時間】（月～金）9：00～18：00
（土・日）9：00～16：00
【定 休 日】 祝祭日

365日「もしものときに」24 時間受付

〈ご葬儀・ご法要・生花・供物〉事前相談・ご注文 受付中

信頼と安心の「ＪＡ葬祭」

JA葬祭

☎

ＪＡいしのまき葬祭会館

0120 － 48－ 2211
0225 － 25－ 5811

「セレモニーホールやもと」
「セレモニーホールものう」

他社会館

管内葬儀社と業務提携
13 会館ご利用できます

PC・スマホからも検索できます！
アットホームＪＡいしのまき
またはスーモＪＡいしのまき

人・JA・地域が元気

家の光 10 月号
特集

外国人と共生するヒント
お申し込みは

各営農センター資材店舗へ

JAからのお知らせ
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安全な農作業のために！

コンバインの基本
1

座席を離れる時はエンジンを停止します。

●点検や詰まりを除去する場
合など、座席を離れる時は
必ずエンジンを停止しキー
を抜きます。

3

手こぎ作業時はフィードチェーン
の内側に手を入れません

エンジンを始動する時は周囲を確認し合図
をします。

●始動前に機械の周囲に人がいないか一周回って確認
します。
●エンジンを始動する時はホーンで合図をします。

2

4

● 手こぎ時はフィードチェーン外側で作業します。
● 手こぎ作業時は巻き込まれない服装をします。
※袖口をしめる。首タオルや携帯電話ネックストラッ
プ、軍手の禁止。

5

路肩から余裕をもって走行します。

段差のあるところではあゆみ板を使います。

●10㎝以上の段差は
高さの４倍以上の
長さのあゆみ板を
段差に対して直角
に置きます。
● ほ場の出入りやあ
ぜ越えは直角に進
みます。

● 路肩は崩れやすくなっていたり、踏み外し転倒する
危険性があります。路肩から十分に距離をとって走
行します。

ストップ！ 農作業事故

コンバイン収穫作業の事故事例と対策
事例 1
対 策

コンバインでの刈り取り終了後、手刈り稲を扱胴（こぎどう）入り口から脱穀機に投入していた。作業衣
の袖がフィードチェーンに引っ掛かり、前腕部が巻き込まれ、手掌（しゅしょう）部を複雑骨折した。袖
口のボタンを留めていなかったので巻き込まれたようだ。

最近のコンバインは全面刈り取りが可能になってきていますが、圃（ほ）場の形状や進入口部分では手刈りをし、
最後に手こぎをすることがあります。手こぎは、まず、平たん地で行います。走行クラッチの中立を確認し、
駐車ブレーキをかけ、刈り取りヘッダーを地面まで下ろします。手刈りした稲を脱穀部の投入口から供給します。
稲は結束せずまたは結束ひもを外して投入します。その際に右手が供給部に近づき過ぎると袖口や軍手が巻き
込まれる恐れがあります。供給口の近くには「緊急停止ボタン」がありますので、いざ
というときにはそのボタンを押して動力を遮断します。フィードチェーンのロックを外
して、腕や手を引き出すことができます。シーズン前に停止操作を練習しておきましょ
う。また、作業者の背が低い場合には、無理な姿勢で供給せず、幅のある踏み台などを
利用して高さを合わせましょう。いずれの場合も軍手は使わないことが原則です。

事例 2
対 策

11

人間工学専門家 ● 石 川 文 武

倒伏稲を刈っていたところ、搬送部に稲が詰まった。動力を遮断して詰まりを取り除き、作業再開のため、
若干後退発進したところ、後方でわら処理をしていた補助者にぶつかり転倒させてしまった。悲鳴が聞こ
えたのですぐ停止して、ひかずに済んだ。

コンバインは大型になるほど死角が増え、特に後方は確認が困難になります。エンジン始動時や作業再開の
ときはブザーを鳴らし、一呼吸置いて補助者が安全な位置に移動したことを確認してからスタートさせましょ
う。バックモニターの設置も有効です。補助者は機械との距離を十分に開けて作業しましょう。

2019.09 JAからのお知らせ

収穫・乾燥調製作業は米づくりの
“仕上げ” 丁寧に行って良質米を目指そう！
❶ 刈り取り時期

適期刈り取りは品質の面からみて大変重要です。品種・田植時期・施肥方法などで成熟期に差
がでますので、圃場をよく観察して刈り取り日を決めて下さい。刈り遅れは品質低下だけではなく、
食味低下の要因にもなりますので注意してください。
○ 出穂後日数
品

○ 籾、枝梗、穂軸の色……

種

全体から90％の籾が黄色となり、穂軸が
先端から３分の１くらい黄変した時期（全
部の籾が黄変してから刈り始めると刈取り
期の中盤以降は刈り遅れぎみとなります。
）

出穂後日数（刈取適期）

ササニシキ
ひとめぼれ
まなむすめ

４５〜５０ 日
４０〜４５ 日
４０〜４５ 日

※上記のめやすは品種特性上のもので気象条件やほ場条件により異なります。

籾の熟色

○ 出穂後の積算温度
品

種

ササニシキ
ひとめぼれ
まなむすめ

刈取早限

９３０ ℃
９４０ ℃
９６０ ℃

刈取適期

１,０００ ℃
１,０００ ℃
１,０００ ℃

刈取晩限

１,１５０ ℃
１,１００ ℃
１,０５０ ℃

※積算温度とは日平均気温を累計したものです。

穂首

濃い緑

淡緑色もみ

黄熟もみ

❷ 異物・異品種混入防止対策

収穫、乾燥・調製時の確認不足、農業機械の清掃不足などによる異物・異品種混入の事故が多
発しております。以下の項目をよく確認して事故防止に努めましょう。

□
✓圃場周辺の清掃、圃場内の雑草を抜き取りましょう。クサネム、ツユクサの子実は選別機
を使用しても除去できない場合がありますので、必ず抜き取りを行いましょう。

□
✓作業前に作業計画を立て、収穫する圃場の品種は台帳等に記録しておき、刈取り開始前や
品種切替え時は刈り取り機の清掃の徹底を行いましょう。

✓乾燥調製前に調整機器の清掃を徹底しましょう。
□

□
✓乾燥機に張込んだ品種がわかるように品種ラベル等で品種管理を行いましょう。

□
✓玄米は食品です。パレットや枕木などで底上げした上に「はい組み」をし、保管場所は常
に清潔に保つようにしましょう。また、農薬等の資材や、灯油、軽油等の油類や臭いが強
いものは別保管にしましょう。
□
✓保管場所は清掃、整理整頓を心掛けましょう。（鼠、害虫侵入防止のため）

✓殺そ剤は使用を避け、粘着シート等で駆除することが望ましいです。
□
❸ 胴割れ粒防止のための留意点

不適切な乾燥調製により人為的に発生している胴割粒が毎年見受けられます。以下の留意点に
注意して丁寧な作業を心がけましょう。

◆ 乾燥終了後、完全に放冷してから籾摺りを行ってください。強制的に冷やすことを目的と
した送風循環は胴割れ粒発生の原因となります。
◆ 乾燥機への張り込み後、実際の張り込み石数より少なめにセットして低温乾燥で仕上げて
ください。
◆ 水分のムラ直し（水分の高い籾から低い籾への水分移動）を行うため、二段乾燥を行って
ください。籾水分が17～18％になったら一度乾燥を停止し水分のムラ直しを行った後に仕
上げ乾燥を行ってください。

営農情報

2019.09

12

あなたもチャレンジ！家庭菜園

園芸研究家 成 松 次 郎

ホウレンソウ 酸性土を矯正し、排水を良くする
ビタミンやミネラルを豊富に含む緑黄色野
らし、条間20cm、深さ１〜２cm程度のまき溝
菜で、特に日本人に不足しがちなビタミンＢ群
を切り、まき溝を板切れを立てて平らな溝に仕
や、造血作用に関係する葉酸、そして鉄分とカ
上げ、１cm間隔に種をまきます（図１）
。１cm
リウムが多いのが特徴です。生育の適温は、15
ほど覆土し、たっぷり灌（かん）水します。そし
〜20度で冷涼な気候を好み、耐寒性は強いが
て、風雨や害虫から幼苗を守るため不織布をべ
暑さには弱く、25度以上になると生育が衰えま
た掛けします（図２）
。
す。関東以西の地域では、夏取り以外は栽培で ［管理］１回目は発芽そろい時に込み合ってい
きますが、冬取りの栄養価が高く、甘味も増し
る所の株を抜き取り、その後、２〜３回に分け
最もおいしい季節です。
て最終的に株間を４〜５cmにします（図３）
。
［品種］秋取りは生育の良い「アトラス」
（サカ
栽培期間が長い10〜11月まきでは、草丈10〜
タのタネ）
、
「オーライ」
（タキイ種苗）
、
「ハン
15cmのころ、１平方m当たり30ｇを追肥し、株
ター」
（カネコ種苗）など、冬取りは寒さに強い
元に軽く土寄せします（図４）
。
「ソロモン」
（サカタのタネ）
、
「トライ」
（タキイ ［病害虫の防除］ヨトウムシは見つけ次第、捕
種苗）などが良いでしょう。
殺し、アブラムシには、気門閉鎖剤（商品名：粘
［畑の準備］ホウレンソウは酸性土を嫌うため、 着くん液剤）などで防除できますが、不織布を
事前に１平方ｍ当たり苦土石灰150ｇを畑全体
べた掛けして飛来を予防すると良いでしょう。
に散布して、よく耕しておきます。次に、幅１ｍ ［収穫] 草丈が25cmくらいを収穫の目安にしま
の広幅の栽培床を作り、１平方ｍ当たり化成肥
すが、30cm程度になってもホウレンソウ本来
料（N−P−K=10−10−10）150ｇと堆肥２kgを土
のおいしさは変わりません。株元の根を鎌やは
さみで切り取ります。直売所などに出荷する場
とよく混和しておきます。
合は、枯れ葉を除いて300ｇくらいに束ねます。
［種まき］適期は９〜10月。栽培床は平らにな
図４ 追肥

図３ 間引き

図２ べた掛け

図１ 種まき

20cm
1m
草丈10～15cmのとき、
化成肥料を条間に
まき、
移植ごてなどで土寄せする

水

木

金

土

鉢市

1 2 3 4 5
6 7
8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
鉢市

鉢市

鉢市

鉢市

13

火

鉢市

休 休

月

鉢市

石巻青果市場
石巻花卉園芸

10月

日

鉢市

2019

発芽そろいの後、
密生部を間引く。
その後
２～３回に分けて間引き最終的に１本立て
にする

石巻青果市場 ☎ 83−6111  石巻花卉園芸 ☎ 83−8739
※毎週日曜日と22日
（祝）
は両市場は休みです。

2019.09 営農情報

風雨や害虫から守るために、
不織布をべた
掛けする

土を軽く盛り上げて幅１ｍの栽培床を作
る。
板切れなどで幅２mm、
深さ１～２cmの
種まき溝を付け、
１cm間隔に種まきする。

10月 みやぎ総合家畜市場
開設日

セリ開始

15日
（火）
～17日
（木）

（17日（木）はJAいしのまき管内の上場日）
和牛妊娠牛：午前   9：30～
子
牛：午前 10：00～

みやぎ総合家畜市場 ☎0229−35−1155

大谷地支店の近くの
おすすめスポットを紹介します。
お近くにお越しの際は寄ってみてください！

かめキッチン
石巻市小船越字二子南上12
TEL：0225−85−9213

▲ ボリューム満点の「ビフテキ丼」1,100円。

営業日：
【月～土】ランチ 11：30～14：30
【月・火・水・土】カフェ 14：30～17：30
【木・金】カフェタイムなし、ランチ・ディナー（17：30～21：00）のみ
定休日：日・第４月曜日、
不定休あり

気軽に楽しめる洋食を地域に
年代に関わらず気軽においしく 「ビフテキ丼」や、季節の旬な食材
が味わえる５食限定のキッシュプ
洋食を味わってほしいという想い
から、昨年３月にオープンしまし レートなど自慢の味で皆さまを迎
た。手作りにこだわった４種類のラ えます。温かみあふれる手書きのメ
ニューや家族連れ、ベビーカーで
ンチが選べます。柔らかい食感に
焼き上げたランプ肉がたっぷりの も広々くつろげる空間も魅力です。

Q. 大
 谷地支店って

どんなところ？

店舗紹介

気軽に声を掛け合える明るい
職場です。他の支店に比べ、平
均年齢が若く、元気で活気があ
ります。

JA です

金融の渉外担当者として二俣
地区を中心に訪問し、お客さまの
サポートをしています。人見知り
でしたが、地域の皆さんと触れ合
い、世間話をしているうちに薄れ
てきたように思えることが嬉しい
です。

こんにちは

Q. 遠
 藤さんの

普段の業務は？

若手も活躍中！丁寧な接客を心掛けています。
親身にご相談をお伺いします。年金のこ
とならお任せください！

大谷地支店

（石巻市小船越字山畑390 TEL：62−3311）

支店のそばには集団移転地があり
ます。地域に寄り添う金融機関と
して役立てるよう尽力しています。
三陸自
動車道

北

上

45

道の駅
上品の郷
河北IC

川

河北中学校

道

一関街

大谷地支店

金融部

遠 藤

大谷地支店
ひろ

き

大 樹

趣味：釣り・読書
まきぶらり・こんにちは JAです
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バレーチームのわ
ア ク シ ス

TOHOKU AXIS のみなさん

「仲間と一緒にプレーできてすごく楽しいです。
高校に行ってもバレーを続けたい！」と輝く笑顔で
話す東松島市のバレーチーム「TOHOKU AXIS」
キャプテンの髙橋優菜さん。違う学校の友達も増
え、
スパイクやサーブなど練習に熱が入ります。
チー
ムには18人が所属し、週に２回の練習や県内の高
校生チームとの試合で技術を磨いています。随時メ
ンバーを募集しているので、地区に関わらず興味が

皆 さ ま か らの お 声 を
お待 ちしております



1
−
12

ＪＡいしのまきへのご意見やご感想
をお聞かせください。また、クイズに
正解した方の中から抽選で毎月３名
様にＱＵＯカード５００円分を進呈し
ます。官製はがきに氏名・年齢・電話
番号・ご住所、ご意見・ご感想とクイズ
の答えを明記し、左記の宛先にご送付
ください。

9

ヒントは ４ ページ！

ク イ ズ

8

ＪＡ助け合い組織石巻地区
●●●●の会。
●に入るカタカナは？

前回 月号の答えは
「 ３ 」でした。

プレ ゼン ト の 当 選 は、発 送 を もって
かえさせていただきます。

2019.09 広がる地域のわ・みなさまヴォイス・理事会だより

30

宛 先

15

−
5

9

※個人
 情報は当選者へのプレゼント発送
に利用させていただきます。また、お
寄せいただいた意見などは「みなさま
ヴォイス」のコーナーで紹介させてい
ただく場合があります。

長期共済保有高（保障）5,927億6,014万円

チームの団結、個人の実力アップなど何事も楽し
みながら、バレーにのめり込んでほしいです！
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石巻市中里 丁目
いしのまき農業協同組合 企画部
まごころ 月号担当係まで
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武山貴博コーチからひとこと

応募締切
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税務相談

20億8,524万円

理事会だより

販売品取引高

●第４回理事会

16億87万円

●日時
月 日㈮
●締切
月 日㈬
●場所・時間・問い合わせ先

購買品供給高
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稲井支店

504億7,391万円

2

日㈪

貸出金

1,502億6,465万円

７月

貯金

45億5,888万円

本店 階 小会議室
時〜
総務課 ☎
１１１１

出資金

①総代候補者推薦実施規則

（令和１年６月末現在）

組合員数 （正）9,725人 （准）7,836人

（合計）17,561人

の一部変更

② 余裕金運用規程の一部変更

③宮城県農業信用基金協会

への増資

④２０１９ディスクロージャ

ー誌

⑤貸出金の承認

JAいしのまきの概要
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あれば加入できます。常に声を出し、失敗を怖がら
ず全力で！をモットーに、バレーを楽しんでいます。
加入に興味がある方は090−4634−9134（青
野）まで！

こめ粉の無水トマトカレー
水を加えずトマトの水分だけでおいしく！
４人分 



豚挽き肉･･･････････････ 250ｇ
タマネギ･ ････････････････３個
ニンジン･････････････････ １本
シメジ････････････････････ １袋
酒････････････････････大さじ４
カレー粉･･････････････大さじ５
こめ粉（さらりん）
･ ･･････大さじ４
塩・こしょう･･･････････････少々
☆ コンソメ･ ･･････････････２個
☆ トマト･ ････････････････９個
☆ オイスターソース･･････大さじ４
☆ 蜂蜜･･･････････････大さじ２
☆ すりおろしニンニク････ 小さじ１
☆ すりおろししょうが････ 小さじ１
☆ チャツネ（ペースト）
･･････ 80ｇ
☆ オールスパイス･･････････少々
☆ インスタントコーヒー････小さじ２

① 鍋にサラダ油を大さじ１程度ひき、豚
挽き肉を炒め、酒を回しかけます。

「石巻営農センター（資材）」

② 切ったタマネギ・ニンジン・シメジを加
え、タマネギが透き通るまで中火で炒
めたら塩こしょう、こめ粉、カレー粉を
加え、粉っぽさがなくなるまで混ぜます。
③ ☆を加え、時々混ぜながら弱火で20分
～30分程煮込めば完成です。
（水を加えずに作るため焦げやすいので
火加減に気をつけてください。）
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さらりんこめ粉（500ｇ）


300 円［税込］

問い合わせは各地域の
JA営農センター（資材）へ
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