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石巻地区
石巻１＝定数４名

石巻９＝定数３名

名

太田俊治、渡邊和弘、松
川誠一、髙橋雄次

石巻８＝定数４名

渡辺正志、布施東吉、宍
戸康弘、石川次男、齋藤
洋一

石巻７＝定数５名

松本久一郎、北村忠則、
今野清一

石巻６＝定数３名

鈴木涼市、水野隆雄、阿
部真佐雄、阿部勝

石巻５＝定数４名

相澤耕悦、勝又二郎、後
藤嘉昭、加賀徹

石巻４＝定数４名

髙橋健一、須田耕一郎

石巻３＝定数２名

阿部光伸、近藤茂、鈴木
喜美男、阿部惣樹

石巻２＝定数４名

伊藤俊博、小指智、平山
敏行、門脇政喜

97

髙瀬慶久、佐々木慶和、
山口光

石巻 ＝定数５名

吉田和夫、小林茂、黒須
長吉、村松幹治、齋藤廣
石巻 ＝定数３名

黒須隆一郎、大橋富男、
髙橋壽也
石巻 ＝定数５名

本田庄一郎、鈴木博、松
川信雄、阿部忠義、日野
賢二郎
石巻 ＝定数３名

茂木良一、梶谷勝朗、梶
谷勇市郎
石巻 ＝定数５名

宮澤巌、渡辺洋一、本木
敏幸、高橋静治、佐藤敏
彦
石巻 ＝定数４名

千葉志郎、日野良夫、丹
野正一、杉山定信
石巻 ＝定数４名

中澤清志、尾張一郎、岡
康広、岡田正男
石巻 ＝定数６名

岡孝信、髙橋順一郎、髙
橋幸男、前田長信、三浦
寿悦、三浦克夫
石巻 ＝定数６名

木村浩勝、木村茂、阿部
力、木村友一、佐藤広一、
木村和男

石巻 ＝定数２名

阿部富二夫、和田輝雄

石巻 ＝定数４名

千葉嘉勝、阿部一郎、阿
部誠一、阿部厚志

石巻 ＝定数５名

雁部博、色川一郎、阿部
佐代志、亀山昭一郎、亀
山一彦

石巻 ＝定数４名

雁部金次郎、鈴木祐一、
菊地昭博、髙橋由幸

石巻 ＝定数４名

西條拓也、髙橋佳宏、遠
藤賢亮、吉田卓矢

石巻 ＝定数４名

名

氏家かず子、西條みゑ子、
三浦トキエ、遠藤とく子

河北地区

河北１＝定数２名

山内清也、神山耕一、高
橋金夫、高橋昭一郎

河北４＝定数５名

高橋進、今野信一

河北３＝定数２名

大久保良彦、山崎秀俊

河北２＝定数２名

佐藤総雄、高橋信弘
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組合員の代表が決定（定数 550人）
准組合員総代を初選任（定数 30人）
総
期
７
第

〜ＪＡの将来を決定する役割を担う〜

第７期総代候補者の届け出が10月30日、
午後３時に締め切られ、
総代定数550に対し総代候補者が同数
となり「無投票」により当選が決定しました。
第７期総代の任期は、
令和元年11月21日から令和４年11月
20日までの３年間となります。
正組合員の中から選出される総代は組合員の代表であり、
総代会においてＪＡの運営方針などについ
て議論を行い、
議決権を行使する重要な役割を担っています。
また、
幅広く組合員の声を反映させるため
当ＪＡで初となる准組合員総代を設置し、
各地区から30人が選任されました。

河北５＝定数５名

今野昇一、渡辺正紀、佐
藤豊典、新沼明也、生出
正博
河北６＝定数５名

生出盛男、高橋正和、高
橋泰久、佐藤久典、佐藤
和一
河北７＝定数３名

大内二郎、末永雅章、武
山礼二
河北８＝定数２名

鈴木政人、菊池昭三
河北９＝定数１名

今野良隆
河北 ＝定数２名

遠藤和浩、鈴木松康
河北 ＝定数１名

武山敏昭

河北 ＝定数３名

加納憲夫、芳賀真規、遠
藤正則
河北 ＝定数２名

神山三男、榊光信
河北 ＝定数２名

大槻知一、浮津好男
河北 ＝定数３名

三浦正博、佐藤和隆、佐
藤勝弘
河北 ＝定数３名

梨沢淳悦、加納正行、高
橋正
河北 ＝定数４名

武山秋男、高橋清、遠藤
吉三、武山邦久
河北 ＝定数５名

高橋義彦、高橋肇、鈴木
欣一、三條周悦、武山茂
男
河北 ＝定数２名

中村次男、木村仁
河北 ＝定数５名

河北 ＝定数３名

三浦栄、佐々木志寿男、
三浦長三
河北 ＝定数４名

武山恭一、武山孝一、金
沢公一、佐々木清克
河北 ＝定数３名

伊藤博、阿部義之、鈴木
康弘
河北 ＝定数３名

小出栄治、山内善規、山
内芳信
河北 ＝定数４名

髙橋正浩、佐藤由紀夫、
佐々木孝一、山内和彦
河北 ＝定数１名

遠藤新一
河北 ＝定数３名

伊藤政伸、鈴木幸二、佐
藤敬之
河北 ＝定数４名

名

佐藤秋子、千葉洋子、三
浦和惠、佐々木優子

北上地区
北上１＝定数２名

佐藤徳彦、今野和彦

山潔
北上３＝定数２名

吉野敏和、佐藤健悦
北上４＝定数３名

武山和夫、武山敏成、佐々
木茂
北上５＝定数６名

今野直人、今野昭博、大
内健一、佐々木一郎、武
山年男、武山吉一
北上６＝定数３名

藤原盛義、鈴木健仁、鈴
木要夫
北上７＝定数３名

千葉輝吉、岡栄裕、千葉
昭悦
北上８＝定数１名

武山睦夫
北上９＝定数２名

名

小山新一郎、佐々木克弥
北上 ＝定数１名

千葉敬子

桃生地区
桃生１＝定数４名

成澤哲也、山崎和明、永

桃生２＝定数４名

木村直明、成澤晃、成沢
章浩、立花恒𠮷
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河北 ＝定数２名

松川玲子、日野裕之
河北 ＝定数３名

後藤速、
今野弘、
横山啓三
河北 ＝定数３名

万城目昭博、千葉浩一、
遠藤実、
千葉敏、
佐藤幸一
河北 ＝定数４名

武山寿光、渡辺和典、笠
原泰雄、笠原繁
河北 ＝定数３名

北上２＝定数３名

遠藤孝志、今野英治、石

澤一夫、吉田守

桃生３＝定数５名

板垣桂一、佐々木勝徳、
相澤広、佐々木克信、佐々
木康雄

桃生４＝定数６名

高橋敬、今井勇、伊藤竜
也、髙橋稔、佐々木祐助、
高橋光彦

桃生５＝定数４名

伊藤好洋、千葉幸男、大
沼良樹、本間勝彦

桃生６＝定数６名

髙橋勝、熊谷孝義、千葉
博史、阿部功、鈴木清彦、
斉藤正三

桃生７＝定数７名

菊地範雄、遠藤貞俊、佐
々木和郎、金子均、金子
耕、菱沼誠記、星正

桃生８＝定数３名

佐藤功悦、白石雄治、白
石栄一

桃生９＝定数３名

高橋眞一、西條宏、西條
広

桃生 ＝定数５名

高城進、及川清孝、高橋
文明、男澤幸夫、酒井寛
治

10

日野久男、渋谷清重、梶
原則仁
河北 ＝定数２名

三浦尊徳、松本信之
河北 ＝定数２名

狩野裕司、平塚昭義

鈴木清勝、鈴木國夫、山
内章紀
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桃生 ＝定数３名

大森弘文、首藤栄逸、千
葉宏
桃生 ＝定数４名

狩野勝治、今野俊光、高
橋享、須藤友生
桃生 ＝定数４名

日野隆、山内清悦、阿部
幸男、小松浩行
桃生 ＝定数４名

松川文博、三浦丈浩、千
葉民雄、千葉貞一
桃生 ＝定数４名

名

髙橋千代恵、小山文子、
斉藤みき、千葉美津江

河南地区
河南１＝定数１名

阿部寛信
河南２＝定数１名

阿部榮
河南３＝定数２名

門間康明、高橋永悦
河南４＝定数２名

阿部静一郎、齋藤義徳
河南５＝定数２名

勝又広樹、鈴木正宏
河南６＝定数２名

勝又純哉、髙橋善宏

河南７＝定数２名

真籠耕太郎、芳賀実
河南８＝定数２名

阿部和久、佐藤伸也
河南９＝定数２名

黒澤武次、菅原国夫
河南 ＝定数２名

佐藤圭一、鈴木隆
河南 ＝定数２名

齋藤信哉、高橋秋雲
河南 ＝定数２名

阿部久義、遠藤宗夫
河南 ＝定数１名

推野一利
河南 ＝定数２名

渡辺善秋、佐藤浩秋
河南 ＝定数１名

佐藤太一
河南 ＝ 定数２名

岩渕正記、及川和久
河南 ＝定数１名

橋本孝男
河南 ＝定数１名

高橋良郎
河南 ＝定数１名

佐々木陞
河南 ＝定数１名

勝又米男
河南 ＝定数１名

伊藤博文

河南 ＝定数１名

遠藤勝治
河南 ＝定数３名

平塚重志、佐藤正男、相
澤孝彦
河南 ＝定数３名

安倍純之、佐藤政治、伊
藤重一
河南 ＝定数２名

木村啓一、渡辺末男
河南 ＝定数３名

高橋宏、三浦文敏、三浦
克夫
河南 ＝定数２名

石川雅洋、遠藤慎一
河南 ＝定数４名

遠藤俊、勝又邦夫、遠藤
利彦、遠藤和良
河南 ＝定数５名

佐藤政美、佐藤義昭、吉
田卓、佐藤一郎、片倉慶
一
河南 ＝定数３名

菅原浩一、窪田求、窪田
勝幸
河南 ＝定数３名

阿部信幸、菅原賢司、草
刈強
河南 ＝定数２名

髙橋信夫、小原健次

河南 ＝定数２名

及川庄治、水澤輝通
河南 ＝定数２名

阿部憲幸、本郷章
河南 ＝定数３名

齋藤誠厚、千葉敏幸、相
沢幸雄
河南 ＝定数５名

續敏男、高橋正晴、佐藤
正克、小島重幸、門馬賢
河南 ＝定数３名

雫石利幸、山田茂樹、七
宮光雄
河南 ＝定数４名

亀山晴央、木村寿人、玉
田和男、木村匡広
河南 ＝定数４名

津志田敏勝、千葉智、鈴
木和憲、鈴木清茂
河南 ＝定数３名

樫崎淨、高橋繁、中野久
比古
河南 ＝定数２名

櫻田量一、三浦正巳
河南 ＝定数３名

西城基好、菅原克明、鈴
木卓郎
河南 ＝定数２名

佐々木隆市、佐山荘一
河南 ＝定数２名

伊藤敏雄、岡荘一

河南 ＝定数４名

阿部政昭、樋口忠博、車
田弘志、平塚誠

河南 ＝定数２名

千葉康、千葉誠一

河南 ＝定数２名

三浦望、佐藤孝雄

河南 ＝定数１名

髙橋一人

河南 ＝定数１名

菅野薫

河南 ＝定数７名

阿部仁彦、笹原善智、及
川正彦、岩渕譲、鈴木貴
郎、高橋慎弥、近藤裕紀

河南 ＝定数５名

名

大石禮子、斎藤正子、大
槻ひろみ、三浦俊子、吉
田京子

矢本地区

矢本１＝定数４名

佐藤正、佐藤守、木村貴

矢本３＝定数４名

熊谷奨、土井芳伸、及川
幸一、菅原明、佐藤一

矢本２＝定数５名

佐藤勝彦、奥田誠志、渡
辺範雄、後藤優
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信、政木光広
矢本４＝定数４名

奈良坂博光、石垣浩章、
石垣信明、佐藤正直
矢本５＝定数４名

及川慶一、菅原久雄、小
田島芳孝、菅原一夫
矢本６＝定数３名

浅野正善、木村剛、石井
清哉
矢本７＝定数６名

片倉茂樹、片倉環、佐々
木哲也、石森信也、斎藤
安守、佐藤義徳

矢本 ＝定数３名

川元正尚、遠藤慶一、遠
藤考一
矢本 ＝定数４名

佐々木龍一、氏家新哉、
須田晃、熱海勝彦
矢本 ＝定数４名

櫻井清孝、三浦清、佐々
木俊昭、石垣浩幸
矢本 ＝定数４名

小野秀樹、土井勉、阿部
正典、伊藤重雄
矢本 ＝定数４名

木村昭裕、井上茂彦、鈴
木孝悦、伊藤靖男
矢本 ＝定数３名

邊見進、新田啓悦、辺見
三雄
矢本 ＝定数４名

浅野勝美、本田正伸、高
橋誠、武田直樹
矢本 ＝定数５名

名

佐藤多喜子、最上とよの、
横山八重子、阿部良子、
阿部紀子

鳴瀬地区
鳴瀬１＝定数３名

平田伸行
鳴瀬２＝定数１名

遠藤忠行
鳴瀬３＝定数１名

髙橋栄
鳴瀬４＝定数１名

内海勇
鳴瀬５＝定数７名

村上信也、車塚喜悦、大
久保貞夫、車塚仁、児嶋
茂、亀山義次、桜井正則
鳴瀬６＝定数３名

浅野勝男、武田哲人、武
田恵悦
鳴瀬７＝定数２名

髙橋隆一、渋谷昌彦
鳴瀬８＝定数６名

本間裕次、熱海光太郎、
千葉祥治、千葉久馬、桜
井勝吉、佐々木勝美
鳴瀬９＝定数２名

安倍信太郎、鹿野八弥
鳴瀬 ＝定数２名

髙橋壯年、尾形秀雄
鳴瀬 ＝定数２名

櫻井一俊、成澤健
鳴瀬 ＝定数２名

内海行悦、大山道保
鳴瀬 ＝定数３名

鳴瀬 ＝定数３名

櫻井清一、櫻井幸作、櫻
井正
鳴瀬 ＝定数 名

小野重美
鳴瀬 ＝定数１名

小野勇美
鳴瀬 ＝定数 名

奥田千寛、奥田功雄
鳴瀬 ＝定数３名

名

菅野ふくえ、浅野慶子、
浅野としえ

女川地区
女川１＝定数２名

名

石森令史、木村敏夫、渥
美浩晃、木村富雄、石森
彦一、平孝夫

牡鹿１＝定数６名

牡鹿地区

阿部義一、阿部國治

２

６

矢本８＝定数８名

小岩敏幸、五野井敏夫、
阿部清一、芳賀美知雄、
千葉隆夫、熱海修市、小
山正彦、雫石嘉伸
矢本９＝定数４名

山崎惠章、齋藤博、阿部
喜生、遠藤淳一
矢本 ＝定数６名

渥美正、渋谷誠一、薄井
政孝、千葉勝畔、佐々木
司郎、小笠原芳雄
矢本 ＝定数５名

本田勝博、遠藤利文、土
井光夫、土井健雄、青山
信夫

川畑和敏、菊地照夫、木
島清司

1
2

准組合員総代

旧 石 巻 市・ 女 川 町・ 旧 牡 鹿
町＝定数 名

及川佳夫、石森久浩、尾
形喜晴

旧鳴瀬町＝定数３名

志田正次、髙橋栄、鎌田
ゆう子、小野斉、平綾子、
尾形美枝子

旧矢本町＝定数６名

山口哲也、伊藤淳子、齋
藤裕児、高松清

旧河南町＝定数４名

岡田和朗、佐藤富久子、
大森香織

旧桃生町＝定数３名

佐藤富久美、金澤義行、
佐藤純一

旧 河 北 町・ 旧 雄 勝 町・ 旧 北
上町＝定数３名

木村一栄、星勝好、千葉
豊作、熊本正紀、畑中正
博、相澤友子、遠藤惠美
子、武田和香子、佐々木
たか子、宮腰尚子、木村
敏恵

11

14

15

16

17

18

12

13

14

15

16

17

18

19

八木登喜雄、三浦養一、

2019.12 〈特集１〉第７期総代 組合員の代表550人が決定
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45

10

11

12

13

10
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収穫祭

特集
２

令和元年
～食と未来をあなたとともに～
10月26日、石巻市農業情報センター敷地内を会場に「収穫祭」を開き、大勢の来場者でにぎわ
いました！ 震災後中止していた「ＪＡフェスティバル」に代わるイベントとして平成27年から始
め、今年で５年目を迎えます。人気のイベントはさらに工夫を凝らし、新たなイベントを加えてパ
ワーアップ！！ 今年も司会役にフリーアナウンサーの本間秋彦さんらを招き、会場を盛り上げまし
た。今回は、その様子を写真でご紹介します。

▲ 河北セリなど特産品も販売

▲は
 っと汁など豊富な種類の軽食コーナー
▲ オープニングは広渕小による「河南鹿島ばやし」

3000人の来場者 ! !

バラエティ豊かな出店やイベントを揃え、
収穫祭を盛り上げました。

▲ 縁日コーナーは子どもに大人気

▲直
 売所の新鮮な野菜やお総菜は大好評

お越しいただいた皆様
ありがとうございました

▼Ｊ
 Ａいしのまき初のフォト
コンテストの表彰式を行い
ました
詳細は８ページへ

▲ 収穫祭の定番の摸擬セリは大盛り上がり

▲ ４ 種類の新米「だて正夢」
「ササニシキ」
「ひとめぼ
れ」「つや姫」の試食も行
いました

〈特集２〉収穫祭 2019

2019.12
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リンゴ皮むき大会

野菜の重量当てクイズ

ひとつなぎにどれだけ長くむけるか競争！
慎重さが勝敗を分けました。

▲ ハ ラハラドキドキのリンゴ皮むき大会。観客も息
を飲みました

ＪＡ青年部が丹精込めて育てた米や野菜を
一輪車に積み、重さを当てるイベント。301
人が参加しました。総重量は38.2㎏でした！

ネギやハクサイ、
ジャガイモなど
盛りだくさん!!
▲ 積まれた野菜の重さを予想する参加者

今大会最長記録は
90cmオーバー

優勝おめでとうございます！

▲ 女性部ではシャカシャカ
おにぎり作り体験を実施

▲ 姉妹ＪＡ松本ハイランドではリンゴ
やセロリを販売

▲ 大抽選会では昨年以上に魅力的な商品を用意

▲ フィナーレは3000個の当たりつき
の紅白餅まき！

この他にも、いしのまき方言クイズ、県産黒毛和牛・宮城野ポークの販売、
「対決！
どっちが風船割るでショー」などバラエティ豊かなイベント・出店で収穫祭を盛り上
げました。来年もＪＡの収穫祭をお楽しみに！！
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特集 3

最優秀賞 「私が好きなのは“これでーす”」
古藤野 裕子 さん（石巻）

審査員
特別賞

「そら豆と父ちゃんとぼく」

浅野 繁喜 さん（石巻）

優秀賞

「緑の田園に白の花園」

今野 英二郎 さん（桃生）

入賞

「田んぼの水鏡」

戸村 光男 さん（河北）

入賞

「新北上川を望む」

入賞

「皿貝法印神楽」

入賞

「穂仁王（ほにょ）整列」

入賞

「野鳥の楽園」

高橋 太治 さん（石巻）

戸村 光男 さん（河北）

高橋 昭夫 さん（河北）

木村 東仁 さん（岩手）

〈特集３〉第１回フォトコンテスト 結果発表

2019.12

08

第１回ＪＡいしのまき カレンダー

フォトコンテスト 結果発表
ＪＡでは、地域の食や農業などに関心を深めてもらおうと、「いしのまき地域の食と
農のある風景」をテーマに写真を募集しました。９月12日に、本店で審査会を行い、入
賞作品を決定しました。結果は以下の通りです。

組合長賞

「セリ摘み体験」 髙 橋

淳 さん（石巻）

ＪＡいしのまきに「野菜もうめえぞ！いしのまきフェア冬」の

一環として産地見学ツアーが開かれた。仙台・石巻管内の飲食店
関係者が参加し「セリ摘み体験」をした様子を写した。

第２回ＪＡカレンダーフォトコンテスト作品募集中！
テーマ「 伝えたい

いしのまきの四季 」

令和2年
8月20日
まで!

ＪＡいしのまき管内（石巻市・東松島市・女川町）の四季を感じる風景や農作
業風景、地域の伝統行事・祭りなどを撮影した横写真を募集します。
詳しくはホームページまたは、19 ページをご覧ください。
09

2019.12 〈特集３〉第１回フォトコンテスト 結果発表

そば打ち体験で魅力発信

「SOBAGAKU」が秘訣を
アドバイス
ＪＡ 女 性 部 鳴 瀬 地 区 そ ば サ ー ク ル
「SOBAGAKU」は10月29日、東松島市上
下堤の農村創作活動センターで「おとこ
の学級蕎麦打ち体験教室」を開き、参加し
た12人にそば打ちを教えました。
参加者は「テレビなどで見て、簡単そう
と思っていたが実際にやってみると難し
かった」
「いい経験になった。また機会が
あればやりたい」と話しました。また、打
ちたてのそばを味わい「普段食べているそ
ばより格別おいしい」と口を揃えました。
同サークルは平成25年に発 足。現在、
会員数は15人で毎月２回そば打ちの練習
を行い、そばについて楽しみながら学び、
技術を磨いています。同サークルの浅野慶
子代表は「活動を通じて、上下堤のそばを
広く、大勢に発信し、食の大切さも同時に
広めていきたい」と話しました。

会員と協力し生地を伸ばす参加者㊧

仙台白菜 献上を報告

いしのまき産を皇室へ

献上後、ＪＡを訪れ報告する遠藤組合長（㊧から３番目）

やもと蔬菜組合の遠藤組合長
が、11月14日～15日に行われた
天皇の皇位継承の重要祭祀「大
嘗祭」の中心儀式「大嘗宮の儀」
に献上した「仙台白菜」の報告に
ＪＡを訪れました。遠藤組合長
は、
「葉物は日持ちしないことか
ら収穫後、直接宮内庁まで搬送
し、その中から厳選された３つ
の仙台白菜を献上しました。」と
当時の様子を話します。献上す
るまでの間、大切に育てた白菜
が台風19号の被害に遭い、一時
はどうなるか心配されたそうで
すが、その後順調に生育したと
振り返ります。松川孝行組合長
は「ＪＡとしても大変喜んでい
ます。大役を果たされお疲れさ
までした」と労いました。
遠藤組合長は「大変光栄なこ
とでした。今後の生産の励みと
なります」と笑顔で話します。
いしのまきトピックス

2019.12
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手作りの味で笑顔に

かなんまつりで大盛況

旬の野菜に目を奪われる来場者

台風19号から農業復興迅速に

11

ＪＡ青年部・女性部河南地区、
直売所「やさいっ娘」は11月２
日、石巻市遊楽館で開かれた「か
なんまつり」に出店しました。
青年部のホルモン焼きは家族
連れから高い人気を集め、女性
部は新米の「ササニシキ」を使っ
た焼きたての味噌おにぎり、ず
んだ餅とあんこ餅を販売しま
した。おにぎりと餅は販売前か
ら長蛇の列ができ、販売開始か
ら10分 程 度 で 完 売 す る な ど 大
好評。おにぎりと餅合わせて約
800個全てが完売しました。
ＪＡ 直 売 所 や さ い っ 娘 で は、
ブロッコリーや白菜、キャベツ
などの旬の野菜から、カリフラ
ワーやゴボウといった冬の始ま
りを感じさせる品々が並び、大
勢の来場者でにぎわいました。

スリムネギで農に関心を

ＪＡいしのまきが２ＪＡに義援金贈呈

小学生が農家体験

ＪＡいしのまきは、10月に発生した台風19号に
よる農業被害が甚大なＪＡみやぎ仙南、ＪＡ新み
やぎへ義援金を贈りました。11月11日、ＪＡいし
のまきの松川孝行組合長がみやぎ仙南の浅野清組
合長に義援金を手渡しました。13日には、ＪＡい
しのまきの橋浦義博専務と酒井秀悦営農担当常務
が栗原市のＪＡ新みやぎ本店を訪れ、大坪輝夫組
合長に義援金を手渡しました。
ＪＡいしのまきでは、台風19号で被災した農家
を支援するため、収穫祭のイベント会場に募金箱
を設置。また、災害支援チャリティーとして実施し
た模擬セリの売上金など38万4198円を義援金と
して贈呈しました。

石巻市桃生町のＪＡいしのまきスリムネギ部会
の佐藤勝成部会長のもとに11月18日、石巻市立中
津山第二小学校３年生が職場見学に訪れました。
これは、同校が課外学習の一環として、農家の作
業の様子や工夫を知り、地域の産業を学び、地元
特産品の魅力を知ろうと、20年以上続く恒例行事。
当日は、スリムネギの選別や袋詰め作業を体験。
佐藤部会長が「見た目がきれいじゃないと買いた
くないよね。今日選別したものは商品になるので、
一生懸命やってみてね」と説明。児童たちは、スリ
ムネギの長さや太さをそろえたり新鮮さを目で確
認したり、丁寧に作業を進めました。見学後はスリ
ムネギをふんだんに使った特製のお好み焼きを振
る舞いました。

ＪＡみやぎ仙南の浅野清組合長へ義援金を手渡す
ＪＡいしのまきの松川孝行組合長

選別のポイントを児童に教える佐藤部会長

2019.12 いしのまきトピックス

桃生の秋を味わい、楽しむ

ものう秋祭りで
ジャンボカボチャお披露目
ＪＡは11月９日、桃生中央支店で「ものう秋祭り
2019」を開きました。地域特産品のＰＲとＪＡ事
業への理解を図るため開催し、２年目になります。
支店前会場では、県産黒毛和牛や桃生スリムネ
ギ部会によるスリムネギのお好み焼き、桃生町カ
ボチャ部会のカボチャなどの試食を行いました。
支店２階の特設会場では、桃生中学校総合文化
部による吹奏楽演奏や、女性部桃生地区「桃いろ
スコッパーズ」によるスコップ三味線などが会場
を大いに盛り上げました。
同イベント名物のジャンボカボチャコンテスト
では、地元生産者が４月頃から栽培したジャンボ
カボチャを展示。出品された中から重さと形を総
合的に審査し、沢田支部の佐々木裕子さん、樫﨑
西下支部の首藤優心さん、袖沢中支部の阿部琉
生さんが審査員特別賞を受賞しました。
ＪＡでは、今後も地域に根ざした活動を展開し、
地域と共に歩んでいく考えです。

元気に農家のもとへ

うどん試食コーナーも大盛況

ＪＡが伝える農の輝き

繁殖牛が放牧から里帰り

農業新聞で知る管内の魅力

石巻市三輪田の上品山牧場で10月30日、164日
間の放牧期間を終えた繁殖雌牛（黒毛和種）が畜
産農家のもとへ戻りました。
石巻市河北・桃生・河南地区から畜産農家17戸、
48頭が今年５月20日に入牧。16頭が出産などの
ためすでに途中退牧し、この日は32頭が里帰りし
ました。
河南地区の畜産農家は「放牧させた分、作業の
負担軽減につながってよかった。牛たちも存分に
運動して元気に帰って来るのでうれしい」と笑顔
で話しました。
放牧は、畜産農家の負担軽減や牛の健康と体力
づくり、のびのびできる環境でストレスを解消し、
受胎率の向上を図ろうと行っています。

11月13日から15日の３日間、当ＪＡは、日本農
業新聞の普及推進活動を実施しました。農業情報
の共有化の徹底と、積極的に外部へ情報発信する
手段の一つとして活用してきた日本農業新聞を、
より一層生産者の営農活動に役立てて頂くため、
石巻・河北・河南・桃生・矢本・鳴瀬地区の生産
者合わせて180軒を訪問しました。
日本農業新聞は、ＪＡグループの総合情報紙と
して、今年度は宮城県内で8400部の普及部数を目
指しています。生産者の営農と生活を発展させよ
うと「食と農」に携わる全ての方へ農業に関する
専門情報を日刊で提供しています。
地域の出来事や生産者、女性部・青年部の活躍の
紹介はもちろん、国内の農業や国際貿易、農政対応
などの課題に対する最新の情報を掲載しています。

牧草地が名残惜しそうな牛

管内生産者の活躍の紹介や購読料の控除などオススメを紹介
いしのまきトピックス
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台風被害に負けず

高品質なセリの出荷を

セリの生育を確認する生産者

葬儀受付コンテスト 東北大会

13

ＪＡセリ部会は、12月末の出荷最盛期に
備え、河北地区の根セリ「島根みどり」の
生育状況を確認するため10月31日に現地
検討会を開きました。部会員、関係者15人
が参加し、石巻市中島や皿貝、日影地区の
13カ所の圃場を巡りました。
出荷は10月３日から始まっており、台風
19号の影響で、敷地内に滞留した泥やゴ
ミの撤去作業に時間を取られた生産者や、
土砂が圃場に流れ込んだことなどから出
荷が困難になった生産者も見られました。
現在の生育状況は、目立った病害虫被害
は無く、台風や大雨で浸水した地域では、
セリの消毒を行うなどの対策を迅速に行っ
たことから順調に生育しています。今作は、
栽培面積３㌶で、収穫量は台風被害のた
め、例年の３割減の40トンを目指します。
今後は、気温と水温が下がることで発生
しやすくなる葉枯れ病の適正防除に努め、12
月の最重要期に出荷の焦点を合わせます。

入念な対策で出荷へ

当ＪＡ渡邉さん最優秀賞に

つぼみ菜現地検討会開催

第４回葬儀受付コンテスト東北大会が11月13
日、仙台市のＪＡビルで開かれ、当ＪＡ経済部葬祭
課の渡邉哲也さんが最優秀賞に輝きました。渡邊
さんは、12月６日に東京都内で開かれる全国大会
に東北地区代表として出場しました。
大会は、岩手・宮城の両県ＪＡ葬祭事業連絡協
議会、ＪＡ全農青森、㈱全農ライフサポート山形な
どが共催。青森、岩手、宮城の代表３人が喪主の自
宅を訪れ、葬儀の打ち合わせをするという設定で
現場の応対力を競いました。審査員は説明中の態
度や話し方、遺族への思いやり、配慮ができている
かなどを細かくチェックしました。
渡邉さんは、人柄が誠実で安心して聞ける打ち
合わせだったことが高く評価され、見事最優秀賞
に輝きました。

ＪＡ河北蔬菜部会は11月12日、つぼみ菜の現地
検討会を開きました。19人が参加し、河北・北上
地区の圃場17カ所を巡回。生育状況、台風19号の
被害を受けた圃場の対策や害虫対策等を共有し、
出荷に向けて入念な確認を行うことを目的に開き
ました。
検討会では、生産者が互いにアドバイスし合い、
アブラムシ対策について下葉の整理で被害を抑え
られるなどの意見を交わしました。また、温暖な気
候が続くことでアブラムシやアオムシの発生が見
られるので、防除の徹底を呼び掛けました。
同部会の江田直治部会長は「台風の被害を受け
た圃場を皆で確認し、意見交換を行い、適切な対策
を練り、おいしいつぼみ菜を届けたい」と話します。

最優秀賞に輝き、東北代表として
全国大会への切符を手に入れた渡邉さん
2019.12 いしのまきトピックス

ＪＡ職員の説明を真剣に聞く生産者

関東のすし店が産地交流会を開催

「筑北はぜかけ米」の生産者に感謝を伝える

板前からすしを受け取る生産者

Vol.69

ＪＡ松本ハイランド管内の筑北地区で栽培する「筑北はぜかけ
米」生産者に日ごろの感謝を伝え、生産意欲を高めてもらおうと、
10月30日に、関東のすし店と産地交流会が開かれました。同米の
出荷先である関東のすし店「独楽寿司」、
「まさのすけ本店」を経営
する株式会社システム企画が隔年で開催し、今回が７回目です。
当日は、東筑摩郡麻績村の麻績地域交流センターに、
「筑北はぜ
かけ米」の全生産者315人を招いたほか、地域の子どもたちに地元
産米のおいしさを感じてもらうことで農家への誇りや憧れを抱いて
もらおうと、筑北・麻績・坂井小学校の５年生56人も招待。同社の
板前がタイやヒラメなど10種のすしを振る舞ったほか、マグロの解
体ショーを披露し、さばきたてのマグロを使ったすしも提供しました。
筑北村の瀧澤金重さんは「自分の生産したお米がどのように消
費されているのか目に見えるため、やりがいを感じる」と話し、同社
の高麗正之介副社長は「生産者のみなさんに交流会を通じて当店
のすしを味わっていただき、生産の励みにしてほしい」と話しました。

Vol.57

白 菜
鍋やシチュー、炒め物などレシピの幅は無限大。冬の野菜
の大本命、白菜が登場です。菜っちゃん市場では、朝の開
店後すぐに売り切れるほどの人気ぶり。
ぎっしり詰まった葉には甘さや瑞々しさがたっぷり。

12月13日
（金）
は
鳴瀬支店前で
移動販売！

28

日は 歳 の 市 開 催

☎ 0225−87−3287

12

月

【営 業 日】水・土曜日
【営業時間】9時〜13時まで
東松島市牛網字上江戸原3−2

寒 さ に 負 け ず、旬 の イ チ オ シ 野
菜をそろえて、皆さまのご来店をお
待ちしています。新鮮野菜もお総菜
も、ぜひ味わってください！

菜っちゃん市場

!!

姉妹通信・直売所情報

2019.12
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ＪＡ で輝 く
仕事人

ＪＡいしのまきでは農業を基本に地域に貢献

する協同組合として「農業者所得の増大」「農

業生産の拡大」「地域の活性化」の３つに取り

組んできました。そ の 成 果 と し て 部 署 を 問 わ ず

県内の大会で当ＪＡ職員が最優秀賞などに輝

き、大きな実績を残 し て い ま す 。

今回は当ＪＡ職員の活躍にスポットを当てま

した。地域に根ざし た Ｊ Ａ と し て こ れ か ら も ま

すます皆さまに求め ら れ る 組 織 を 目 指 し て 参 り

ます。

ミニ特集

▲「日本農業新聞」にも掲載
に っ

た

ま な

み

お

み

れ ん

た

ろ う

近江 廉太郎 さん（ガスセンター）

令和元年度ＣＳアップコンテスト
フルサービスの部 宮城県大会
最優秀賞

令和元年度ＪＡ−ＬＰガススキルアップ
コンテスト 宮城県大会
最優秀賞

来店された皆さまのコミュニ
ケーションを心掛け、笑顔と元気
の良さは誰にも負けません！

ほ し

な つ

お客様に名前を覚えてもらえたと
きが嬉しいです。
「ありがとう」と
言われるとやる気につながります！

わ た な べ

み

笑顔を忘れず、コミュニケー
ション第一！日常に欠かせないス
タンドを目指しています。

心地良い接客の秘訣は？

や

令和元年度第４回葬儀受付渉外
コンテスト 東北大会
最優秀賞

令和元年度ＣＳアップコンテスト
セルフサービスの部 宮城県大会
優良賞

４ 人 に 聞きました！

て つ

渡邉 哲也 さん（葬祭課）

星 夏実 さん（桃生給油所）

Q

う

新田 愛美 さん（大塩給油所）

細やかな配慮と思いやりのある
態度を大切にしています。伝わり
やすい言葉選びもポイントです。

Q

ＪＡ自己改革で意識していることは？

・地 域からの信頼を基にしてきたＪＡだからこそ地域活性
化をさらに盛り上げられるよう、また来たいと思っても
らえるスタンドを目指しています。（新田）
・地 域や組合員の方の意識が多様化するなかでＪＡ事業に
よる信頼感と安心感を感じていただけるよう努力してい
ます。（渡邉）

・私 自 身 が 心 を 開 い て お 話 し す る こ と。 距 離 が
ぐっと縮まります。（新田）
・利 用者の皆さまのお顔とお名前を覚え、ふれあ
いを大事にしています。（星）
地域の皆さんへひとこと！
・
「若者らしく」をモットーに元気に笑顔であいさ
つをすること、最後まで相手の話を聞くことで ・今 後もより快適にサービスを届けられるよう頑張りま
す。（近江）
す。気軽に遊びに来てくださいね。（星）
・話 すスピードや声のトーン、表情を固くしすぎ ・プ ロパンガスの良さを知ってもらえるよう頑張ります！
ず穏やかに会話することに気をつけています。
外出する機会が多いので、声を掛けてもらえたら嬉しい
（渡邉）
です！（近江）

Q
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2019.12 〈ミニ特集〉ＪＡで輝く仕事人

年末年始の営業について は 同 日 配 布 の 文 書 を ご 覧 く だ さ い

令和元年産出荷契約米共同計算にかかる経費目標額について
令和元年産出荷契約米共同計算の経費について、下表のとおり目標額を設定しましたのでお知らせいた
します。なお、需給環境の急激な変化等により経費目標額を超えた場合は、その理由をご説明いたします。
ＪＡグループは、県産米の消費拡大と評価向上、共同計算コストの削減に、より一層取組んでまいります
のでご協力をお願いします。
（単位：円／60 ㎏

内

経費目標額

容

主食うるち米
流通・保管等に係る経費
1,175
概算金金利
80
保管料・入出庫料
544
運賃
442
残留農薬検査・DNA鑑定等検査費用
14
集約保管等経費
95
その他 流通・保管等に係る経費
0
生産・集荷・販売等に係る経費
273
生産・作付け誘導対策費
149
広告宣伝経費
120
生産指導・集荷向上資材作成経費
4
宮城米販売推進会議費
2
県産米推進協議会等経費
5
需給調整経費
90
監査委員会等経費
1
その他経費
22
共助積立金
22
その他
0
合
計
1,567

酒造用米
699
78
505
44
13
58
0
273
149
120
4
2
5
0
1
2
2
0
981

適

税込）

用

もち米
1,582
108 概算金資金借入れから償還までの金利
895 倉庫保管料および入出庫にかかる経費
442 運送経費
34 残農検査、DNA 鑑定、カドミウム含有検査等費用
103 集約保管にかかる運送経費
0
273
149 生産集荷にかかる経費
120 広告宣伝、販促キャンペーン等にかかる経費
4 宮城米の安定生産・品質向上に関する研修会、資料・資材等作成経費
2 宮城米販売推進のため開催する宮城米イベント開催経費
5 宮城米マーケティング推進機構負担金
156 米穀周年供給、需要拡大支援事業にかかる拠出金
1 共計調査、監査に要する経費
2
2 「宮城米取扱米穀に係る共助助成要領」に基づく助成金支出
0
2,020

※小数点以下の端数処理の関係で、計算結果に誤差が生じる場合がございます。
※取扱手数料は、
ＪＡが販売代金の3.0％、全農が主食うるち米：176円／60 ㎏、酒造用米：176円／60 ㎏、もち米：176円／60 ㎏となります。
※このほか、出荷契約金を申し込まれた生産者については、出荷契約金受領額に応じ金利負担をお願いします。
※また、本組合「売れる米づくり推進基金」
「安全・安心の取り組み及び環境保全米等推進事務費」については、本精算時までに精算金等より控除となります。

令和元肥料年度（11月～５月）

第32回 JAいしのまき

肥料情勢について

令和元肥料年度春肥の単肥価格は、窒素質で世界
的な荷動きの悪化から軟化して据置きないし一部で
値下げ。りん酸質は北米地域の悪天候で需要の減少
やインドで在庫量が多く購入量が減少しているこ
と、加里質はカナダの山元が生産調整するなど高値
維持を図っているため、ともに小幅な値下げで決定
しました。製造諸経費については、重油、電力、運
賃の上昇を理由に強い値上げ要求がありましたが、
最終的に据置きで決着いたしました。
これらを踏まえ、令和２年用春肥料共同購入価格
は22品目で若干値下げをいたします。なお、主要単
肥の価格変動は以下の表のとおりです。

分

類

窒 素 質

燐 酸 質
加 里 質
高度化成

品 目

変動率 ※1

尿素（国産）

0.0 ％

硫安（大粒）

0.0 ％

塩安

0.0 ％

過石

▲ 0.2 ％

重焼燐

▲ 0.2 ％

塩化加里

▲ 0.2 ％

硫酸加里

▲ 1.9 ％

オール15 （15－15－15）

▲ 2.5 ％

※１ 変動率は直近の令和元年６月～令和元年10月までとの価格対比
です。複合肥料は成分・銘柄によって変動率は異なります。

産直市

12 月21日 土
9：00 ～11：00
石巻西農業倉庫前

石巻市あゆみ野５丁目1－1

● 鮮度抜群！ 旬の野菜や果物
● ＪＡオリジナル加工品
● エーコープ矢本店出店
● 新鮮魚介類 など
【お問い合わせ先】

販売促進課

☎ 98 －5558

※ イベントの内容については変更になる場合があります
ので、予めご了承ください。

北上歳末感謝セール

同日
開 催！

産直市と同時開催で 9：00～11：00 に J A 北
上支店特設会場にて管内の農畜産物を販売！
皆様のご来場をお待ちしております。

河北営農（資材）☎ 62 － 1841
JAからのお知らせ

2019.12

16

年末年始の営業につい て は 同 日 配 布 の 文 書 を ご 覧 く だ さ い

農家のお母さん手造りの味

深谷からし巻き 販売中！
ＪＡ河南食品加工部会が作る伝統ある特産品です。鼻
から抜けるツンとした辛味が人気を集めています。期間
限定販売ですので、この機会にぜひお買い求めください！

～ 私たちの心は信頼と真心のご奉仕 ～

ＪＡいしのまき 葬祭課

「もしもの時に」
24時間受付中
フリーダイヤル（無料通話）

0120－48－2211

葬 祭 課 ☎ 25－5811

1袋（150㌘入り）280 円［税込］
10個・20個の箱入りもございます

【販売期間】12月から販売開始（無くなり次第終了）
【販売場所】直売所・やさいっ娘・河南営農センター
ご注文・お問い合わせは

河南営農センター（資材）

17

2019.12 JAからのお知らせ

☎７２－３１３４

組合員の皆さまへ
住所や氏名、組合員資格などに
変更がある方は、最寄りの総合セン
ターまたは支店までお申し出くださ
いますよう、お願いいたします。

年末年始の営業について は 同 日 配 布 の 文 書 を ご 覧 く だ さ い
令和元年産米

全量ＪＡへの出荷にご協力を！
！

◆ 集荷拡大奨励について ◆

ＪＡでは概算金とは別に12月末までに出荷された出荷契約米に対し、１俵あたり50円【税別】の奨励金
をお支払いいたします。（支払時期：令和２年３月）

◆ 検査日程について ◆

検査・買入は基本的に週１回（毎週水曜日）に実施します。
※全地区フリー買入とし、引き続き庭先集荷にも対応します。

詳しくは各営農センターへ！

営農ローンをご利用中の皆さまへ
・営農ローンは１年ごとに更新が必要な商品です。前年度に貸越極度額以上の農産物販売実績
（営農ローン口座に販売代金の入金）がない場合は更新できません。
・更新できない場合は、利用している貸越金額の精算が必要になり、支払い方法については個別
相談となります。

【 該当される方はお近くの金融支店窓口融資までご相談願います 】
また、今後は当ＪＡから順番に個人様へ通知のうえ、清算の相談をさせていただきます。

JAからのお知らせ

2019.12
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どなたでもᴾ
どなたでもᴾ
参加できます！ᴾ
どなたでもᴾ
参加できます！ᴾ
どなたでもᴾ
ご応募まってます！ᴾ
参加できます！ᴾ
どなたでもᴾ
ご応募まってます！ᴾ
参加できます！ᴾ
ご応募まってます！ᴾ
参加できます！ᴾ
ご応募まってます！ᴾ
ご応募まってます！ᴾ

２０２１年版ＪＡいしのまきカレンダー
２０２１年版ＪＡいしのまきカレンダー
２０２１年版ＪＡいしのまきカレンダー
２０２１年版ＪＡいしのまきカレンダー
２０２１年版ＪＡいしのまきカレンダー

フォトコンテスト
フォトコンテスト
フォトコンテスト
フォトコンテスト
フォトコンテスト

写真募集
写真募集

四季を感じる風景や農作業風景、
四季を感じる風景や農作業風景、
四季を感じる風景や農作業風景、
地域の伝統行事・祭りなどを撮影した写真を募集します。
四季を感じる風景や農作業風景、
地域の伝統行事・祭りなどを撮影した写真を募集します。
四季を感じる風景や農作業風景、
地域の伝統行事・祭りなどを撮影した写真を募集します。
※ＪＡいしのまき管内（石巻市・東松島市・女川町）で撮影した、
地域の伝統行事・祭りなどを撮影した写真を募集します。
※ＪＡいしのまき管内（石巻市・東松島市・女川町）で撮影した、
地域の伝統行事・祭りなどを撮影した写真を募集します。
※ＪＡいしのまき管内（石巻市・東松島市・女川町）で撮影した、
横
※ＪＡいしのまき管内（石巻市・東松島市・女川町）で撮影した、
横 写真に限ります。
写真に限ります。
※ＪＡいしのまき管内（石巻市・東松島市・女川町）で撮影した、
横 写真に限ります。
【応募方法】ᴾ
【注意点】ᴾ
横 写真に限ります。
【応募方法】ᴾ
【注意点】ᴾ
横
写真に限ります。
※応募票は、１作品につき１枚添付してください。
■応募者１人につき、作品は１２点までとします。
【応募方法】ᴾ
【注意点】ᴾ
※応募票は、１作品につき１枚添付してください。
【応募方法】ᴾ
●印刷による応募
※応募票は、１作品につき１枚添付してください。
●印刷による応募
【応募方法】ᴾ
※応募票は、１作品につき１枚添付してください。
➣横位置で撮影し、カラーで六つ切サイズ（Ｗ254
ミリ×Ｈ
●印刷による応募
➣横位置で撮影し、カラーで六つ切サイズ（Ｗ254
ミリ×Ｈ
※応募票は、１作品につき１枚添付してください。
●印刷による応募
203
ミリ）、またはＡ４サイズ（Ｗ297
ミリ×Ｈ210
ミリ）にカラ
➣横位置で撮影し、カラーで六つ切サイズ（Ｗ254
ミリ×Ｈ
203 ミリ）、またはＡ４サイズ（Ｗ297 ミリ×Ｈ210 ミリ）にカラ
●印刷による応募
➣横位置で撮影し、カラーで六つ切サイズ（Ｗ254
ミリ×Ｈ
ープリントした写真の裏に、専用応募票（ＪＡホームページか
203 ミリ）、またはＡ４サイズ（Ｗ297 ミリ×Ｈ210 ミリ）にカラ
ープリントした写真の裏に、専用応募票（ＪＡホームページか
➣横位置で撮影し、カラーで六つ切サイズ（Ｗ254
ミリ×Ｈ
203
ミリ）、またはＡ４サイズ（Ｗ297
ミリ×Ｈ210
ミリ）にカラ
らダウンロード可）を添付し、下記
企画部へ郵送またはご持
ープリントした写真の裏に、専用応募票（ＪＡホームページか
らダウンロード可）を添付し、下記
企画部へ郵送またはご持
203
ミリ）、またはＡ４サイズ（Ｗ297
ミリ×Ｈ210
ミリ）にカラ
ープリントした写真の裏に、専用応募票（ＪＡホームページか
参いただくか、総合センターまでご持参ください。
らダウンロード可）を添付し、下記
企画部へ郵送またはご持
参いただくか、総合センターまでご持参ください。
ープリントした写真の裏に、専用応募票（ＪＡホームページか
らダウンロード可）を添付し、下記
企画部へ郵送またはご持
●Ｅメールによる応募
参いただくか、総合センターまでご持参ください。
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8
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応募締切
月
応募締切 令和２年
令和２年
月
（２０２０年）
応募締切 令和２年
月
（２０２０年）
応募締切 石巻市中里五丁目
令和２年
月
（２０２０年）
〒986-0815
1-12
応募締切 石巻市中里五丁目
〒986-0815
1-12
令和２年
月
（２０２０年）

〒986-0815 企画部ᴾ
石巻市中里五丁目
1-12
ＪＡいしのまきᴾ
フォトコンテスト係ᴾ
（２０２０年）
ＪＡいしのまきᴾ
フォトコンテスト係ᴾ
〒986-0815 企画部ᴾ
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〒986-0815
石巻市中里五丁目
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☎ ０２２５ᵋ９８ᵋ５９９８ᴾ
０２２５ᵋ９８ᵋ５９９８ᴾ
ＪＡいしのまきᴾ
企画部ᴾ フォトコンテスト係ᴾ
☎ ０２２５ᵋ９８ᵋ５９９８ᴾ
ＪＡいしのまきᴾ
企画部ᴾ フォトコンテスト係ᴾ
☎ ０２２５ᵋ９８ᵋ５９９８ᴾ
☎ ０２２５ᵋ９８ᵋ５９９８ᴾ
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☎ᴾ☎
０２２５ᵋ９８ᵋ５９９８ᴾ
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米の食味に関する知識
米の食味は、気象、栽培方法などの生産に係る部分と収穫後の乾燥・調製・貯蔵・精米・炊
飯などの流通・消費に係る部分によって違いが出てきます。栽培環境で主に変動する食味特性
はタンパクとアミロースの含有量となっており、タンパク含有量は一般的には稲体チッソ濃度
が高い場合や出穂後の積算温度が高い（遅刈り）場合に高くなると言われています。一方、ア
ミロース含有量は登熟期間の積算温度が低いほど多くなるとされています。
本年産についても倉庫、カントリーエレベーターに出荷されたうるち玄米については、出荷
日、品種毎に全て食味の測定を行っております。測定結果は生産者にフィードバックいたしま
すので、今後の肥培管理の参考にしてください！

≪ ＪＡいしのまき 食味目標範囲 ≫
静岡製機株式会社の BR−5000 にて測定しております。

◎【 食味値 理想値 80.0 以上 】
食味値は機種固有の値で、他機種の評価値とは比較にはなりません。ＪＡでは測定機器
は静岡製機株式会社 BR－5000 を使用しております。
※静岡製機株式会社 BR−5000 では80以上が良食味とされています。

◎【 タンパク 目標値 7.0 以下 】
米のタンパク含有量が高い数値だと、ご飯の「粘り」が低下し、
「硬さ」が増加し、食味
は低下します。

◎【 アミロース 目標値 18％ 以下 】
米の成分はデンプンです。うるち米にはアミロースが15～30％、アミロペクチンが70
～85％含まれています。アミロースが含まれていないのがもち米です。タンパク同様に
数値が低いほど粘りは強くなります。

◎【 水分 目標値 14.5～15.0％ 】
水分については、過乾燥気味の米を炊飯するとパサ付き感があり、あまりおいしくあり
ません。
※今年度の測定結果通知は１月を予定しております。
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あなたもチャレンジ！家庭菜園

園芸研究家 成 松 次 郎

ダイコンのトンネル栽培  とう立ちの遅い品種を選ぶ
トンネル栽培は晴天日には気温が外気より
を細かく砕きます。
１週間前に化成肥料（N：P：
高く、日中の気温を生育に適切な温度（15〜
K=10：10：10）150ｇ程度と完熟堆肥１〜２
25度）に少しでも長く保つことができます。さ
kgを施用します。
らに、20度程度の高温はダイコンのとう立ちを ［畝立てと種まき・間引き］幅70〜80cmの栽
打ち消す働き（脱春化という）があります。こ
培床（ベッド）を作り、マルチフィルムを早め
のように、トンネルとマルチの利用は生育促進
に張って地温を上げておきましょう（図２）
。条
と、とう立ちを回避する効果があります。
間45cm２条、株間27〜30cmとし、１カ所４
一般地では、種まきは２〜３月、収穫期は５
〜５粒をまいて、１cm程度の覆土をします。１
〜６月となります。
回目の間引きは本葉１〜２枚までに、２回目は
［品種］
「天宝」
（サカタのタネ）
、
「つや風」
（タ
本葉４〜５枚の頃しっかりした株を１本に残し
キイ種苗）はとう立ちが遅く、低温でもよく太
ます。
る肌のきれいな品種です。
「大師」
（タキイ種苗） ［トンネルの換気方法］日差しが強くなるとト
はやや短根ですが、密植ができます。
ンネル内は30度を超えるため、換気します。穴
［トンネルの作り方］支柱の長さは、床幅70〜
開きフィルムを使うと、
換気の手間が省けます。
80cmでは、挿し込む長さを加え、200cm程度
穴なしフィルムでは裾を気温に応じて開閉す
の長さが必要です。トンネルフィルムは、支柱
るか、またはフィルムに穴を開け、次第に穴を
の長さと同じ程度の幅を使い、マルチフィルム
増やして換気量を大きくします（図３）
。３〜４
は、農ポリの穴開きで雑草防止には黒を選びま
月はさらに気温が上がり、葉が茂ってトンネル
す。トンネルの土台となる支柱を60cm間隔に
の中が窮屈になる頃にはトンネルを剥ぎます。
挿し、フィルムの裾は土で埋め、フィルムの上 ［収穫］首の太さが８cmくらい、重さ１kgぐら
に押さえる支柱を挿し込むなど耐風性を工夫
いが収穫適期です。若取りして、葉も利用しま
しましょう（図１）
。
しょう。なお、とう立ちが進むと芯が堅くなり
［畑の準備］種まきの２週間前に１平方m当た
ますが、花茎（とうの長さ）が10cm程度なら問
り苦土石灰100ｇをまいて畑を深く耕して、土
題ありません。
図３ トンネルの換気
（穴開け）
方法

図２ 畝立て

図１ トンネルの作り方

株間
27～30cm

60cm

条間45cm
種まき～発芽

火

水

木

金

土

鉢市

千両市

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

石巻青果市場 ☎ 83−6111  石巻花卉園芸 ☎ 83−8739
※毎週日曜日と31日㈫は両市場は休みです。
※29日㈰は青果臨時開市日

※紙面作成の都合により、先月号に掲載した市場日程を再度掲載しています。
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60cm

床幅70～80cm

鉢市

休 休

月

鉢市

石巻青果市場
石巻花卉園芸

12月

日

生育中期～後期

松市

2019

生育初期～中期

60cm

12 月 みやぎ総合家畜市場
開設日

セリ開始

10日
（火）
～12日
（木）

（11日（水）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

桃生中央支店の近くの
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！

石巻市桃生植立山公園
石巻市桃生中津山字外八木214

世代を問わず遊べる公園
パークゴルフ場やテニスコー
トなどの設備と広い敷地で、開
放感あふれる清々しい気分が味
わえます。ウォーキングやマラ
ソンにぴったりな歩道や美しい
芝生が整備されています。地元

小学校の児童らが校外学習で訪
れ、のんびり暮らす鹿たちのお
世話を頑張っています。鹿に触
ることはできませんが、凜とした
顔立ちやふわふわの毛並みなど
を観察してみませんか？

金融窓口を担当しています。地
域・お客さまから必要とされる支
店として、職員で連帯を密に取り
ながら業務を進めています。

店舗紹介

こんにちは

とても明るく、毎日笑顔を絶や
さず仕事ができます。お客さまの
ニーズに合った提案をすること
で「来てよかった」と思える支店
づくりを目指しています。

Q. 中
 村さんの

普段の業務は？

JA です

Q. 桃
 生中央支店って

どんなところ？

会いに来てね！

オススメの商品をご提案します。

気軽になんでもご相談ください！

桃生中央支店

（石巻市桃生町中津山字永田21−1 TEL：76−3132）

支店近くのお店では「桃次郎の
きびだんご」がとてもおいしく
有名です
四軒

石巻市立
中津山
第二小学校

石巻市役所
桃生総合支所

館下

JA桃生給油所
旧北上川

桃生町
中津山

桃生町
新田

桃生中央支店
21

桃生カントリー
エレベーター

金融部

桃生中央支店

中 村

み

ほ

海 帆

趣味：ディズニー大好き女子
まきぶらり・こんにちは JAです

2019.12
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中! !
集
募

あなたの絆、教えてください

「広がる地域のわ」に載ってみませんか？

仲間とともに趣味やくらしを楽しむＪＡ利用者をご紹介します
地域で活躍する方々のくらしの活力につながる趣味などを紹介します。仲間の絆の強さや家族
の愛情を感じられるような温かみのあるコーナーを目指しています。年齢は問いません！同じ団体
のメンバー複数人で写真掲載と氏名掲載が可能で、くらしを生き生きと楽しんでいる方々を探して
います。ご都合に合わせてＪＡ広報担当者が取材にお伺いします。出てみたい！知り合いにこんな
ことをしている人がいる！という情報もお待ちしています。詳細は下記へお問い合わせください。

募 集 対 象
1．写真の被写体がひとりではなく複数人で撮影させていただける方
３～４人がベストです。人数が多い場合も可能ですが
掲載スペースに限りがあるため担当者にご相談ください。
2．その団体ならではの想いやエピソードをお持ちの方

お問い合わせ
ＪＡいしのまき 企画部

☎ 98－5998 担当：今野

「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？

周 波 数

毎週月曜 14：30～
毎週水曜 12：00～

放送日時
ラジオ石巻
後藤 恭子 さん

編集後記

2019.12 理事会だより・編集後記

今月号の「みなさまヴォイス」
はお休みします。
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皆 さん初めまして、４
月に入組して７月から企
画部で広報を担当してい
る日野祐人です。広報担
当者として組合員の皆さ
まと関わる機 会が多いと
思います。その経 験を大
切に、楽しみながら仕 事
に取り 組んでいきたいで
す。よろしくお願いしま
す。▼石巻市内出 身です
が、熟 練した方言にまだ
慣 れていませんので、取
材 で お 世 話 に な る 際 は、
お手柔らかにお願いしま
す。１日でも早く組合員
に必要とされる人材にな
れるよう頑張ります。

（令和元年９月末現在）

組合員数
（正）
9,707人 （准）
7,877人

（合計）
17,584人
出資金
45億9,635万円
貯金
1,475億5,793万円
貸出金
510億9,383万円
購買品供給高
32億9,350万円
販売品取引高
68億9,227万円
長期共済保有高
（保障）

5,873億1,489万円

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）

もう読んだ？

稲井支店

JAいしのまきの概要

聴取可能エリア

当ＪＡではコミュニティ紙
「ＩＲＯＤＯＲＩ」や「得トク
チラシ」を発行しています。
支店窓口や総 合センターな
どに設置していますので、待
ち時間にぜ
ひお 読 み く
ださい！
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理事会だより

月 日㈭

10

●第７回理事会

①准組合員総代の選任

17 19

※ 所 定 の 手 続 き に よ り、理 事 会
の 傍 聴 や 会 議 資 料・議 事 録 の
閲覧ができます。

12 12

税務相談
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●日時
月 日㈭
●締切
月 日㈫
● 場所・時間・問い合わせ先

本店２階 小会議室
時〜
総務課 ☎
１１１１
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（水曜日は再放送）

FMラジオ石巻 76.4Mhz

こめ粉と長芋のヘルシーお好み焼き
表面はカリッ！と、中は長芋のふわふわ食感をお楽しみください


⎱――⎱――⎱ ⎱――⎱――⎱

４人分 

長芋･･･････････････ 140ｇ
水･････････････････ 200ｇ
Ａ 塩････････････････ 小さじ１
こめ粉（さらりん）
･ ･･･ 200ｇ
卵･･･････････････････３個
キャベツ････ 1/2個（約280ｇ）
天かす･･････････････ 40ｇ
Ｂ お好みの具材
（紅しょうが、桜えび、豚バラなど）
こめ油･･････････････ 適量
トッピング
お好み焼きソース･･･････ 適量
青のり････････････････ 適量
削り節････････････････ 適量

① 長芋の皮を剥いてすりおろし、キャベツ
は粗いみじん切りにします。

「石巻営農センター（資材）」

② ボウルにＡを入れて混ぜます。
③ ＡのボウルにＢを入れて混ぜます。
※生地がゆるい場合もあるので、
様子を
見てこめ粉の量を調整してください。
④ フライパンにこめ油をひいて熱し、生地
を入れて焼きます。片面を中火で焼き
色がつくまで焼いたら裏返して、弱火で
火が通るまで焼きます。
⑤ 皿に移し、ソース、青のり、削り節などを
トッピングして完成です。

発行：いしのまき農業協同組合 編集：企画部
〒986−0815 宮城県石巻市中里五丁目1番12号
TEL. 0225−98−5998 FAX. 0225−21−1828

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

発行日：令和元年12月
印 刷：JAプリント
ホームページ：https://www.ja-ishinomaki.or.jp

