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河南地区で孫たちと田植えを行う
髙梨弘幸さん

初心を忘れず、 
常に向上心を


「 毎 年、初 心にかえり 作 業 をし
ている」と答えるのは、河南地区
で水稲を手掛ける髙梨弘幸さん。
弘幸さんのお父さんが始めた会社
と先祖代々の農地を受け継ぎ、会
社の代表を務めながら、農業に取
り組んでいます。
田 植 え な ど の 大 掛 かり な 作 業
は、家族総出で行います。弘幸さ
んは「子どもや孫が『おいしい』と
言って 食 べて く れ る 米 を 作 る た
め、常に向上心を持って作業して
いる。最 近の 楽しみは、孫 と一緒
に田植えや稲刈りをすること」と
笑顔で話します。

いつまでもこの地で農業を
農 業 は 自 然 が 相 手 な ので 天 候
によって作業時期が変化したり、
稲がどのような状態で何が必要な
のかの判断が難しいことなど、な
かなか一筋縄ではいかないことが
あります。そのため、日々の管理
の徹底はもちろんのこと、一人で
解決できない場合は、地元の農家
仲間に相談しています。弘幸さん
は「収穫期の黄金色の景色を見る

農業がつなぐ
家族の笑顔
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農で輝く人

生産物紹介

たび『また頑張ろう 』と農 業への
熱意が奮い立つ」と語ります。
定 年 後 は 農 業 に 本 腰 を 入 れて
取り組もうと考え「まだまだ学ぶ
ことは多いが、農 業は奥深く、面
白 い。子 ど も や 孫 た ち に も 農 業
の魅力を感じてもらい、自分の後
を 継 い で 欲 しい 」と 期 待 を 込 め

河南地区

（56）

ます。

さん

2021.6 農で輝く人
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髙梨 弘幸

「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。

ラーメンが好きで特に中華そば
が大好物。休日は地元の有名店や
隠 れ た 名 店 を 渡 り 歩いてい ま す。
お店はＳＮＳを駆 使して、探して
います。

生産物紹介

主食米集荷目標45万俵
目安数量減を転作等で農家所得確保
ＪＡでは令和３年産米の集荷目標を45万
俵と掲げ、５月12日から22日の間、管内５
つの営農センターで産米出荷契約の手続きを
行いました。コロナ禍により昨年同様、受検
組合長会議を中止し、集落座談会会場で行う
手続きをＪＡの支店等で実施しました。
ＪＡ管内で稲作経営が盛んな桃生営農セン
ターでは、日中の農作業や会社勤めの方々の
負担を考慮し、日曜日を除いた平日と土曜日
に実施。会場内の換気、受付窓口はアクリル
板のパーテーションで仕切り、間隔を空けた
待機場所など「３密回避」を徹底して行いま
した。組合員は「自分の都合で手続きができ
るので便利だ」と話しました。
ＪＡでは、昨年に続き集荷目標達成のため、
１俵でも多くＪＡに出荷するよう呼び掛けて
います。

令和３年産米の契約を結ぶ生産者

青空の下で学ぶ
野菜栽培青空教室

メモを取りながら定植のポイントを熱心に聞く参加者

河北営農センターは５月10日、同地区の組
合員を対象に「野菜栽培青空教室」を大谷地支
店の屋外で開きました。組合員15人が参加し、
ナスやミニトマトなどの苗の定植について晴
れ晴れとした青空の下で学びました。
講師を務める㈱渡辺採種場石巻店の服部弘
之課長は「定植後は活着するまでの10日間程
度はじょうろを使って水やりを行うこと。根の
張りを促進するため株元に水をかけるよう心
がけましょう」と説明しました。参加者は熱心
にメモを取りながら話を聞き、積極的に質問を
投げかけ理解を深めました。
同教室は野菜作りに親しんでもらおうと昨
年から取り組み始め、今年で２年目。今年度は
計３回の開催を予定しており、次回は６月５日
に同所で梅雨前の管理、病害虫防除などを学ぶ
予定です。
いしのまきトピックス

2021.6
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みずみずしい春レタス到来
やもと蔬菜組合 出荷査定会
ＪＡやもと蔬菜組合は５月７日、ＪＡや
もと青果物集出荷センターで春レタスの出
荷査定会を行いました。昨年は新型コロナ
ウイルス感染拡大を危惧し、対面での査定
会を中止。２年ぶりの開催となりました。
組合員12人はレタスを手に取りながら出
荷規格などを確認し、５月中旬の出荷最盛
期に向けて情報共有を行いました。また、結
球したものから随時収穫し、良品質なレタ
スの出荷に努めるなど丁寧な荷作り・調製
作業を心がけるよう呼びかけました。
同組合の遠藤淳一組合長は「外出自粛で
季節を感じる機会が少なくなった。新鮮な
野菜で旬を感じてほしい」と話しました。
同組合は今年、組合員18人が約360㌃で
栽培。６月下旬まで出荷を行い、110㌧（２
万２千㌜）を目指します。
出荷規格を確認し合う組合員
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汗を流し農業を学ぶ

地元産の米と大豆を使った人気のみそ

新採用職員が農業体験研修

河北農産物加工施設で加工作業

ＪＡは令和３年度新採用職員12人を対象に４
月20日から、河北地区福地で水稲や輪菊の栽培
に取り組んでいる㈱宮城リスタ大川で農業体験研
修を行っています。２班に分かれて６月17日ま
での間に各班計12日間ずつ行う予定です。
同研修は新採用職員と入組３年目までの若手職
員を対象に、農作業を実際に行い農家・ＪＡに対
する理解を深めることを目的に平成26年度から
取り組んでいます。
４月21日には、従業員と協力してハウス内で菊
の苗の定植作業を行いました。新採用職員は「生
産者と一緒に汗を流しながら学べるのでとても貴
重な経験だと思う。この経験を今後の業務に生か
していきたい」と意気込みを語りました。

石巻市小船越にあるＪＡ河北農産物加工施設
で、５月中旬までみそ加工作業が行われました。
今年は２月12日から作業が始まり、米麹特有の
香りと湯気が立ち込める加工場内では、作業員が
手際よく作業を進めていました。
同施設では地元産の米と大豆を使用した仕込み
みそを作る加工作業を請け負っています。利用者
の希望に応じた分量の調整や麹のみの注文など柔
軟に対応しながら、衛生面や温度管理など細心の
注意を払い作業を行っています。
作業員は、大きな圧力釜で蒸して煮た大豆に２
日前から仕込んだ麹と塩を混ぜ、細かくつぶし、
袋に詰める一連の作業を流れるように進めていき
ました。

菊の定植作業を行う新採用職員

手際よく豆をつぶす作業員

2021.6 いしのまきトピックス

寒暖差に注意
稲井園芸生産組合 ソラマメ現地検討会

生育状況を確認する組合員

ＪＡ稲井園芸生産組合は４月27日、６月
上旬から出荷が始まるソラマメの現地検討
会を行いました。昨年11月頃に定植し、春
を迎えた現在の生育状況を確認するため、
組合員10人が石巻市沼津・水沼のほ場８
カ所を巡回しました。
今年は３月頃から気温の高い日が続き、生
育は例年よりやや進んでいます。しかし、朝
方と日中の寒暖差が激しく花芽への影響が心
配され、今後はより一層の注意が必要です。
石巻農業改良普及センターの鈴木香深技
師は「雨などで湿気が多いと、病気等のリ
スクが高まるので、雨の予報の際は降る前
に防除を必ず行うこと」と病害虫への事前
対策の徹底を呼びかけました。
亀山敞也組合長は「全員で管理等を徹底
し、安定した出荷をしていきたい」と話し
ました。

新会長に遠藤和良さん就任

葉せり香る季節の訪れ

令和３年度支部運営協議会

品質良く順調な葉せり

ＪＡは５月13日に本店で地区支部長会会長会
議を開き、令和３年度支部運営協議会の正副会長
を選任しました。
会長には遠藤和良さん（河南地区）、副会長に佐
藤儀雄さん（矢本地区）と渋谷善政さん（鳴瀬地
区）が決まりました。
同協議会は、役員３人のほかに各地区支部長会
の正副代表者（委員）で構成され、任期は来年の
３月31日まで。地区支部長会相互の連絡・協調
を図り、ＪＡとともに地域農業を守る先駆者とし
ての役割を担っていきます。

ＪＡセリ部会が栽培する葉せりの出荷が４月７
日から５月中旬まで行われました。今年は部会員
９人が86㌃で栽培しています。
飯野川の髙橋泉さんは15㌃で栽培。早朝から収
穫し、自宅で丁寧に選別・洗浄・結束・箱詰め作
業を行い、夕方にＪＡ集荷場へ出荷します。その
日のうちに地元青果市場へ運ばれ、翌朝には新鮮
な葉せりが店頭に並びます。髙橋さんは「今年も
香り高く、高品質なせりに育った」と話しました。
昨年、石巻市河北地区で栽培する「河北せり」
は農林水産省の定める、地域の農林水産物や食品
の名称を保護する地理的表示（ＧＩ）保護制度に
登録されました。

左から佐藤副会長、
遠藤会長、
渋谷副会長
１本ずつ丁寧に選別し、出荷へ
いしのまきトピックス

2021.6
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話 の タネ

今月の旬
Vol.3

キュウリ
原産地はインドのヒマラヤ山麓からネパー
ル付近と考えられており、語源は完熟すると
皮が黄色くなることから「黄瓜」からきたとい
われています。完熟すると味が落ちてしまう
ため、現在のように未熟な緑色のうちに収穫
して食べるようになりました。
みずみずしくパリッとした歯ごたえと独特
の風味が魅力のキュウリ。一年を通じて出荷
されますが、
６～９月に旬を迎える夏野菜です。
購入する際は、太さが均一で、持ってみて
ずしりと重みのあるものを選びましょう。イボ
のある品種は、イボがチクチクするくらい尖っ
ているものが新鮮です。

Vol.75
キュウリ
キュウリは９割以上が水分です。キュウリを軽く塩で揉
んで食べると、夏バテや熱中症対策になります。
夏の厳しい暑さをキュウリと一緒に乗り越えましょう!!

【営業時間】9時〜16時30分まで
東松島市大塩字南21−1

☎0225−82−2168

味は抜群、
鮮度も自慢！!
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2021.6 話のタネ・直売所情報

旬 の 味 覚 は四 季 菜 館 で ！

【定 休 日】火曜日

野菜、総菜、お肉に花までさまざ
まな商品をそろえています。四季菜
館 オー プン時から 人 気のみそ おに
ぎりをぜひご賞味ください。

やもと四季菜館 大塩店

Q. 佐
 藤さんの

普段の業務は？

４月の異動で鹿妻支店から来
ました。窓口業務をしています。
迅速で丁寧な接客を心がけ、早
くお客さまを覚えたいです。また、
私自身もお客さまに覚えてもら
い、頼られる職員になれるよう頑
張りたいと思います。

JA です

住宅や教育、車などさまざまな
融資を取り扱い、実績件数も多
い石巻支店。その担当を担ってい
るのが阿部さんです。お客さまの
話をじっくりと聞き、ライフプラ
ンに合った提案を心がけていま
す。お気軽にご相談ください。

店舗紹介

こんにちは

▶お客さまの
 ニーズにあった商品を

石 巻 支 店

（石巻市中里五丁目1-12 TEL：22-5141）
JAいしのまき本店に隣接する直売
所「ふれあいいちば菜花」では旬の
野菜を取りそろえています。皆さま
のお越しをお待ちしています！
石巻総合センター
JAいしのまき本店
直売所「菜花」

石

石巻支店

巻

線

金融部

石巻バイパス
石巻郵便局

佐 藤

線

仙石

石巻支店

杏 水

趣味：アニメ鑑賞

若妻大学再開

バケツ稲で農業に触れる

指導員からアドバイスをもらいながら稲を植える学生

Vol.87

ＪＡ松本ハイランドでは、若い女性向けの講座で同
世代の親睦をはかり、経済、文化厚生、一般教養を通
じて、豊かで明るい家庭づくりと地域リーダーの養成
を目指して「若妻大学」を開講しています。１期３年
で、在学している17期生は2020年４月に入学してい
ましたが、コロナの影響で１年間休校。５月11日に講
座を再開しました。
当日は、学生10人がＪＡの本所グリンパルに集まり、
営農指導員が講師となってバケツ稲に挑戦。各家庭で
水管理などを行いながら育て、今後の講座で経過観察
の写真や感想などを発表します。
講座に参加した学生は「子供といっしょに観察しな
がら、秋においしいお米が収穫できるように頑張って
育てていきたい」と意気込みました。

こんにちはJAです・姉妹通信

2021.6
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伝えたい
～いしのまきの四季～
〜パート２〜

ＪＡいしのまき合併20周年記念

2022年版カレンダーフォトコンテスト

写 真 募集

どなたでも
参加できます！
ご応募まってます！

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、横 写真に限ります。
最 優 秀 賞 （１名）
優
秀
賞（２名）
入
賞（９名）
特別賞「組合長賞」
（１名）

応募締切

クオカード
クオカード
クオカード
クオカード

１万円分 ＪＡオリジナル商品セット
５千円分 ＪＡオリジナル商品セット
３千円分 ＪＡオリジナル商品セット
５千円分 ＪＡオリジナル商品セット

８月25日（水）当日消印有効

令和３年

〒986 ‑ 0815 石巻市中里五丁目1 ‑ 12
企画部 広報課 ☎0225 ‑ 98 ‑ 5998

詳しいことは、
ＪＡホームページ、
または
総合センター、金融店舗に設置のチラシをご覧ください。

ホームページ：https://www.ja-ishinomaki.or.jp

第20回通常総代会にかかる
支部座談会の中止について
新型コロナウイルスの感染拡大を鑑み、健
康や安全面を第一に考え、第20回通常総代
会 に か か る 支部座談会の開催を中止させて
いただくこととなりました。
組合員の皆さまには、ご理解
を賜りますようお願い申し上げ
ます。
お問い合わせは下記総合センターへ
石巻総合センター ☎22−1117
河北総合センター ☎62−9150
桃生総合センター ☎76−3131
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2021.6 JAからのお知らせ

河南総合センター ☎72−3131
東松島総合センター ☎82−2151
東松島総合
（鳴瀬） ☎87−2006

ＪＡいしのまきの情報発信中！
パソコンや携帯などでご覧ください。

ＪＡいしのまき公式ホームページ

Facebook

Twitter

ＪＡいしのまき赤のみのり

ＪＡいしのまき

JAからのお知らせ

2021.6
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東京2020
オリンピック・パラリンピック開催に合わせて

祝日が移動します

JAも休業します（7/22.7/23.8/8）
7/19
（月）
▼

10/11
（月）
▼

海の日

スポーツの日

7/22（木） 7/23（金）
営 業
しています

▶葬 祭 課

山の日

※8/9（月）は振替休日

☎0225-22-1118

24 時間 365 日対応

見直そう！
農業機械作業の
安全対策
▶路肩からの転落に注意！
▶いねむり、わき見運転注意！
▶携帯電話等を持参し、もしもの時に
家族等と連絡を取れるように！

走行中のトラクター等の
転倒・転落事故防止!
2021.6 JAからのお知らせ

8/8（日）

▶石巻営農センター（資材） 8：30 〜 12：00

農作業安全確認運動展開中！
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8/11(水)
▼

☎0120-48-2211

資材店舗で好評発売中！
麦芽むぎ茶
国 内 産 大 麦100％ を 使 用。麦
芽の甘い香りが広がります。飲み
切りにちょうどいい350mlです。

2,400円

1ケース（350ml×24本入）

（税込）

麦とろ麺
厳選した国内産の大麦粉、地粉、
大和芋を使用。大麦粉独特の弾力
のある食感に山芋のつるつるとし
た滑らかさを加えましたので、コ
シが強く口当たりの良い麺です。
1ケース（200ｇ×８袋入）

1,150円

（税込）

純米吟醸酒ひよりざくら
ＪＡい し の ま き 産 環 境 保 全 米
「ササニシキ」を使用。柔らかな
口あたりと心地よい酸味が特長、
後味がスッキリとした味わいが
人気です。
720ｍｌ×1本

1,500円

（税込）

米穀
情報

生育ステージ・気象に合わせて
水管理を行いましょう !!

● 活着～分げつ始期の水管理

基本的には浅水管理（水位：２～３ｃｍ）とし、分げつを促して有効茎数の確保に努めま
しょう。但し、極端な低温が予想される時は葉先が少し出る程度の深水として保温します。
入水はできるだけ夜間か早朝に行って日中は水を動かさずに保温に努めます。

● 転作跡の圃場について

無肥料栽培が基本となるため初期生育は抑制されます。活着後は浅水管理として分げつ
を促し、有効茎数（下表参照）の９割程度を確保したら早めに中干しを行います。中干しが
終了してからは、倒伏防止のため低温時を除いて飽水管理とします。
稲わらや大豆をすきこんだ圃場では、ガスの発生が多くなることが想定されますので、一
時的な排水を行うなど根の健全化に努めましょう。

● 中干しについて

有効茎数が確保されたら中干しを行います。６月下旬から７月上旬にかけて行い、田面に
軽くヒビが入り足跡が付く程度とします。目安としては７～10日程度ですが、圃場の状態
や気象条件により加減します。
≪１㎡当たりの目標有効茎数について ≫
品

種

目標有効茎数

ひ

と

め

ぼ

れ

４８０～５００ 本

サ

サ

ニ

シ

キ

４８０～５１０ 本



もしも、雑草が残ってしまったら．．．

雑草が残ってしまった場合は、稲への影響や翌年以降の雑草の発生にも大きく影響しますの
で、可能な限り後期剤を使用してください。使用する際は、最寄りの営農センターに発生してい
る雑草を確認してもらい、登録状況をよく確認して、散布時期が遅れないよう作業して下さい。
下記の後期剤を使用した場合はＳ基準での取扱いとなりますので、環境保全米を栽培されてい
る方は留意願います。
≪Ｓ基準で使用できる後期剤と効果の見られる主な雑草について ≫
農

後

期

剤

薬

名

効果の見られる主な雑草

バサグラン（剤）

ホタルイ、オモダカ

クリンチャー（剤）

ヒエ

クリンチャーバスＭＥ液剤

ヒエ、ホタルイ、オモダカ

ヒエクリーン（剤）

ヒエ

ヒエクリーンバサグラン粒剤

ヒエ、ホタルイ、オモダカ

ツインスター（剤）

ホタルイ

※農薬名、雑草名は一部を抜粋して掲載しておりますので、詳細は最寄りの営農センターまで問い合わせをお願
いします。

営農情報

2021.6
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②
⑧収穫
苦土石灰
100 ～ 200kg
③支柱立て
着果・
ながら
主枝
例：完熟堆肥
４～５トン
やすいため、徹底して整枝します。
トーン50倍液で開花当日に単花処
CDU燐加安S555
120kg
①
暑い時間帯を避けて収穫します。
CDU燐加安S555
120kg
②
定植後に支柱を立てると根を傷
トーン50
暑い時間帯を避けて収穫します。
⑧収穫
苦土石灰
100 ～ 200kg
ます。
理します。露地栽培では定植直後
CDU燐加安S555
120kg
大きな果実にせず収穫すると１株
②栽培距離
（１条３～４本仕立て） ⑩摘葉、摘枝
つけるため、定植前に行います。
理します
4 4 4 4
暑い
老化葉や混んだふところ
から梅雨明けまで処理することが
の枝葉
②整枝
⑦追肥 （１条３～４本仕立て）
から多くの果実を収穫できます。 から梅雨
定植１週間前までにベッドに黒 ②栽培距離
大きな
定植
望ましく、雨よけ栽培では栽培終
通風や採光を良くします。
１番花の直下のわき芽を２つ残 を除去し、
１番果収穫頃から始め、速効性
⑨側枝の整枝
またはグリーンマルチを張ります。
望ましく
から多
定植１週間前までにベッドに黒
了時までホルモン処理を行うか、
⑪病害虫防除
前の苗
・畦幅
180 ～
～ 220cm
220cm
し、それ以下のわき芽は摘み取りま
の化成肥料を10アール当たり窒素成分
過繁茂を防ぎ、果実品質を良く
了時まで
①定植適期⇒１番花開花直前の苗
・畦幅
180
⑨側枝
またはグリーンマルチを張ります。
ナスに登録のある適正薬剤での
に十分
・ベッド幅
100cm
す。残したわき芽と主枝を伸ばし
で３kg施用します。その後は10
～
場の条件 訪花昆虫を放飼して受粉させます。
するため、側枝は１芽切り戻し整
訪花昆虫
②定植は植え穴と苗の鉢土に十分
・ベッド幅
100cm
過繁
・畦幅
180 ～ 220cm
初期防除を励行します。
接木部
②整枝
⑦追肥
て３本仕立てにします。
20日間隔を目安に行い、草勢を見
します。 ④誘引
枝（下図を参考）を行います。特
・株間
60 ～ 70cm
③ホルモン処理
④誘引
灌水後、深植えせず、必ず接木部
するた
・ベッド幅
100cm
本圃準備
主枝が垂れないよう支柱にひも
⑫主枝の摘芯
目標：きっちり整枝して１株から100果以上の収穫を
に、雨よけ栽培では過繁茂になり
③支柱立て
着果・肥大促進のため、トマト
１番花の直下のわき芽を２つ残
１番果収穫頃から始め、速効性 主枝が
ながら追肥量や間隔を調整します。
分を地上に出します。
に、雨よけ栽培では過繁茂になり
主枝
③支柱立て
着果・肥大促進のため、トマト
枝（下
・株間
60 ～ 70cm
③ホルモン処理
４～５トン
①
等で結びます。
仕立てた３本の主枝は栽培者の
を直立
②
やすいため、
徹底して整枝します。
定植後に支柱を立てると根を傷
トーン50倍液で開花当日に単花処
し、それ以下のわき芽は摘み取りま
の化成肥料を10アール当たり窒素成分
①元肥（10アール当たり）
⑧収穫
～ 200kg
②整枝
⑦追肥
③すぐに仮支柱を立て、苗を直立
やすいため、
徹底して整枝します。等で結び
定植後に支柱を立てると根を傷
トーン50倍液で開花当日に単花処
に、雨
③支柱立て
着果・肥大促進のため、トマト
本圃準備
情報提供 ㈱渡辺採種場
⑤草勢の診断
目線く
らいまで伸ばし、摘芯します。
。 120kg
１番花の直下のわき芽を２つ残
１番果収穫頃から始め、速効性
⑩摘葉、摘枝
つけるため、定植前に行います。
理します。露地栽培では定植直後
す。残したわき芽と主枝を伸ばし
で３kg施用します。その後は10 ～ ⑤草勢の
土壌分析に基づき、圃場の条件
暑い時間帯を避けて収穫します。させ、ひも等で誘引します。
⑩摘葉、摘枝
つけるため、定植前に行います。
理します。露地栽培では定植直後
やすい
定植後に支柱を立てると根を傷
トーン50倍液で開花当日に単花処
4
4
4
4
4 4
4 4
4 4
4
4
4
4
4
4
し、それ以下のわき芽は摘み取りま
の化成肥料を10アール当たり窒素成分
①元肥（10アール当たり）
肥料不足になると、花が小さく
過ぎな
老化葉や混んだふところ
から梅雨明けまで処理することが
の枝葉
て３本仕立てにします。
20日間隔を目安に行い、草勢を見
に合わせて適正量を施肥します。
大きな果実にせず収穫すると１株
仕立て）
肥料不
②整枝
⑦追肥
④苗が活着するまでは萎れ過ぎな
から梅雨明けまで処理することが
⑩摘葉
つけるため、定植前に行います。
理します。露地栽培では定植直後
花柱の長さによる草勢診断
す。残したわき芽と主枝を伸ばし
で３kg施用します。その後は10
～老化葉や混んだふところの枝葉
土壌分析に基づき、圃場の条件
定植
本圃準備
定植
て３本仕立てにします。
20日間隔を目安に行い、草勢を見
に合わせて適正量を施肥します。
ながら追肥量や間隔を調整します。
から多くの果実を収穫できます。
ッドに黒 なる、生長点付近が細くなる、生
望ましく、雨よけ栽培では栽培終
を除去し、
通風や採光を良く
します。
なる、生
１番花の直下のわき芽を２つ残
１番果収穫頃から始め、速効性
いように株元灌水します。
主枝
老化
から梅雨明けまで処理することが
例：完熟堆肥
４～５トン
追肥しましょう
正常
定植
ながら追肥量や間隔を調整します。
長点付近で開花するなど良質な花
主枝 ①
例：完熟堆肥
②
⑧収穫
苦土石灰 ４～５トン
100 ～ 200kg
⑨側枝の整枝
張ります。①元肥（10アール当たり）
了時までホルモン処理を行うか、
⑪病害虫防除
①定植適期⇒１番花開花直前の苗
長点付近
し、それ以下のわき芽は摘み取りま
の化成肥料を10アール当たり窒素成分
望ましく、雨よけ栽培では栽培終
を除去
①
②
⑧収穫
苦土石灰
100 ～ 200kg
定植後の管理
が咲かなくなります。短花柱花は
CDU燐加安S555
120kg す。残したわき芽と主枝を伸ばし
暑い時間帯を避けて収穫します。
過繁茂を防ぎ、果実品質を良く
CDU燐加安S555
120kg
220cm
訪花昆虫を放飼して受粉させます。
ナスに登録のある適正薬剤での
②定植は植え穴と苗の鉢土に十分
が咲かな
で３kg施用します。その後は10
～
土壌分析に基づき、圃場の条件
了時までホルモン処理を行うか、
暑い時間帯を避けて収穫します。
⑪病害
①定植適期⇒１番花開花直前の苗
肥料不足の状態です。
大きな果実にせず収穫すると１株
②栽培距離
（１条３～４本仕立て）
大きな果実にせず収穫すると１株
②栽培距離
（１条３～４本仕立て）て３本仕立てにします。
するため、側枝は１芽切り戻し整
100cm
④誘引
初期防除を励行します。
灌水後、深植えせず、必ず接木部
肥料不足
①温度管理
20日間隔を目安に行い、草勢を見
に合わせて適正量を施肥します。
訪花昆虫を放飼して受粉させます。
ナス
②定植は植え穴と苗の鉢土に十分
から多くの果実を収穫できます。
定植１週間前までにベッドに黒
⑥敷きわら
ある、
主枝が垂れないよう支柱にひも
⑫主枝の摘芯
分を地上に出します。
から多くの果実を収穫できます。
定植１週間前までにベッドに黒
枝（下図を参考）を行います。特
70cm
③ホルモン処理
⑥敷きわ
雨よけ栽培は生育適温である、
ながら追肥量や間隔を調整します。
主枝が垂れないよう支柱にひも
⑫主枝の摘芯
分を地上に出します。
④誘引
初期防
灌水後、深植えせず、必ず接木部
主枝
例：完熟堆肥
４～５トン
⑨側枝の整枝
またはグリーンマルチを張ります。
梅雨明け後の乾燥や地温上昇防
安に温
①
②
⑨側枝の整枝
またはグリーンマルチを張ります。
に、雨よけ栽培では過繁茂になり
着果・肥大促進のため、トマト
等で結びます。
③すぐに仮支柱を立て、苗を直立
過繁茂を防ぎ、果実品質を良く
・畦幅
180 100
～ 220cm
梅雨明
昼25
～仕立てた３本の主枝は栽培者の
30℃、夜20℃を目安に温
⑧収穫
苦土石灰
～ 200kg
②整枝
⑦追肥
主枝が垂れないよう支柱にひも
⑫主枝
分を地上に出します。
止のため、通路部分に行います。
本圃準備
するため、側枝は１芽切り戻し整
・ベッド幅
100cm
----------------CDU燐加安S555
120kg
今月のおすすめ
⑤草勢の診断
目線く
らいまで伸ばし、摘芯します。
させ、ひも等で誘引します。
過繁茂を防ぎ、果実品質を良く
・畦幅
180 ～ 220cm
やすいため、徹底して整枝します。度管理します。
と根を傷
トーン50倍液で開花当日に単花処
止のため
暑い時間帯を避けて収穫します。
⑤草勢の診断
目線く
らいまで伸ばし、摘芯します。
させ、ひも等で誘引します。
等で結びます。
仕立
②整枝
⑦追肥
③すぐに仮支柱を立て、苗を直立
１番花の直下のわき芽を２つ残
１番果収穫頃から始め、速効性
枝（下図を参考）を行います。特
・株間
60 ～ 70cm
③ホルモン処理
本圃準備
肥料不足になると、花が小さく
④苗が活着するまでは萎れ過ぎな
するため、側枝は１芽切り戻し整 目線く
・ベッド幅
100cm着果・肥大促進のため、トマト
⑩摘葉、摘枝
います。 ②栽培距離
理します。露地栽培では定植直後
大きな果実にせず収穫すると１株
（１条３～４本仕立て）
肥料不足になると、花が小さく
④苗が活着するまでは萎れ過ぎな
⑤草勢の診断
③：側枝①果実を収穫し、
側枝②まで切り戻す
１番花の直下のわき芽を２つ残
１番果収穫頃から始め、速効性
させ、ひも等で誘引します。
に、雨よけ栽培では過繁茂になり
③支柱立て
１芽切り戻し整枝
4 4 4 4
花柱の長さによる草勢診断
し、それ以下のわき芽は摘み取りま
の化成肥料を10アール当たり窒素成分
元肥（10アール当たり）
④
：
側枝①が発生している葉を摘葉する
なる、生長点付近が細くなる、生
いように株元灌水します。
やすいため、
徹底して整枝します。
定植後に支柱を立てると根を傷
トーン50倍液で開花当日に単花処
枝（下図を参考）を行います。特
・株間
60 ～ 70cm
③ホルモン処理
老化葉や混んだふところの枝葉 から多くの果実を収穫できます。
から梅雨明けまで処理することが
なる、生長点付近が細くなる、生
いように株元灌水します。
肥料不足になると、花が小さく
し、それ以下のわき芽は摘み取りま
の化成肥料を10アール当たり窒素成分
①元肥（10アール当たり）
④苗が活着するまでは萎れ過ぎな
枚残して摘芯定植１週間前までにベッドに黒

っちり整枝して１株から100果以上の収穫を

根を傷

ナスの栽培ポイント（定植～収穫）

園芸
目標：きっちり整枝して１株から100果以上の収穫を
ナス栽培のポイント
ナスの栽培ポイント
（定植～収穫）
情報
目標：きっちり整枝して１株から100果以上の収穫を
ナスの栽培ポイント（定植～収穫）

ナスの栽培ポイント（定植～収穫）

ナスの栽培ポイント（定植～収穫）
目標：きっちり整枝して１株から100果以上の収穫を
目標：きっちり整枝して１株から100果以上の収穫を

①：
側枝①花上に葉１枚残して摘芯
⑤：側枝②花上に葉１枚残して摘芯
花～
追肥しましょう
正常
⑩摘葉、摘枝
つけるため、定植前に行います。
理します。露地栽培では定植直後
す。残したわき芽と主枝を伸ばし
で３kg施用します。その後は10
土壌分析に基づき、圃場の条件
き芽を摘み取る
長点付近で開花するなど良質な花
に、雨よけ栽培では過繁茂になり
③支柱立て
着果・肥大促進のため、トマト
望ましく、雨よけ栽培では栽培終
を除去し、
通風や採光を良くします。⑨側枝の整枝
またはグリーンマルチを張ります。
長点付近で開花するなど良質な花
なる、生長点付近が細くなる、生
す。残したわき芽と主枝を伸ばし
で３kg施用します。その後は10
～
土壌分析に基づき、圃場の条件
いように株元灌水します。
②
：
側枝①花直下のわき芽を摘み取る
⑥
：
側枝②花直下のわき芽を摘み取る
老化葉や混んだふところ
から梅雨明けまで処理することが
の枝葉
定植後の管理
定植後の管理
追
定植
やすいため、
徹底して整枝します。
定植後に支柱を立てると根を傷
トーン50倍液で開花当日に単花処
了時までホルモン処理を行うか、
⑪病害虫防除
直前の苗
が咲かなくなります。短花柱花は
・畦幅
180 ～ 220cm 望ましく、雨よけ栽培では栽培終
20日間隔を目安に行い、草勢を見
合わせて適正量を施肥します。
を除去し、通風や採光を良く過繁茂を防ぎ、果実品質を良く
します。
長点付近で開花するなど良質な花
て３本仕立てにします。
20日間隔を目安に行い、草勢を見
に合わせて適正量を施肥します。
主枝て３本仕立てにします。
主枝
側枝②
定植後の管理
了時までホルモン処理を行うか、
⑪病害虫防除
①定植適期⇒１番花開花直前の苗
⑩摘葉、摘枝
つけるため、定植前に行います。
理します。露地栽培では定植直後
訪花昆虫を放飼して受粉させます。
ナスに登録のある適正薬剤での
土に十分 ・ベッド幅
肥料不足の状態です。
①温度管理
するため、側枝は１芽切り戻し整
100cm
が咲かなくなります。短花柱花は
ながら追肥量や間隔を調整します。
①：摘芯
主枝
⑤：摘芯
ながら追肥量や間隔を調整します
例：完熟堆肥
４～５トン
4 4 4 4
主枝
4 4 4 4

みず茄子特有のみずみずしさに
やわらかさを呈する中長系の
品種です。果の長さは目的
によって収穫でき、果形も
揃います。果色は光沢に
富 み、ボ ケ 茄 子 果 の 発
生は少ないです。生食
用〜浅漬け用として
好適です。

例：完熟堆肥
４～５トン 訪花昆虫を放飼して受粉させます。
ナスに登録のある適正薬剤での
②定植は植え穴と苗の鉢土に十分
①
老化葉や混んだふところの枝葉
から梅雨明けまで処理することが
④誘引
初期防除を励行します。
ず接木部 ・株間
雨よけ栽培は生育適温である、
②
枝（下図を参考）を行います。特
60100
～
70cm
③ホルモン処理
肥料不足の状態です。
①温度管理
⑧収穫
苦土石灰
～
200kg
⑥：
摘み取る
①⑥敷きわら
④誘引
初期防除を励行します。
灌水後、深植えせず、必ず接木部
②
定植
⑧収穫
苦土石灰
100
～
200kg
側枝①
② ②：摘み取る
昼25
～ 30℃、夜20℃を目安に温
30℃、夜20℃を目安に温
CDU燐加安S555
120kg主枝が垂れないよう支柱にひも
望ましく、雨よけ栽培では栽培終
を除去し、通風や採光を良く
します。
主枝が垂れないよう支柱にひも
⑫主枝の摘芯
梅雨明け後の乾燥や地温上昇防
⑫主枝の摘芯
分を地上に出します。
に、雨よけ栽培では過繁茂になり
③支柱立て
着果・肥大促進のため、トマト
昼25
～
⑥敷きわら
側枝② ②
：摘み取る
雨よけ栽培は生育適温である、
暑い時間帯を避けて収穫します。
CDU燐加安S555
120kg
等で結びます。
仕立てた３本の主枝は栽培者の
③すぐに仮支柱を立て、苗を直立
暑い時間帯を避けて収穫します
止のため、通路部分に行います。
度管理します。

了時までホルモン処理を行うか、
⑪病害虫防除
①定植適期⇒１番花開花直前の苗
等で結びます。
仕立てた３本の主枝は栽培者の
止のため、通路部分に行います。
やすいため、
徹底して整枝します。
定植後に支柱を立てると根を傷
度管理します。
梅雨明け後の乾燥や地温上昇防
昼25
～ 30℃、夜20℃を目安に温
大きな果実にせず収穫すると１株
②栽培距離
（１条３～４本仕立て） トーン50倍液で開花当日に単花処
⑤草勢の診断
目線くらいまで伸ばし、摘芯します。
させ、ひも等で誘引します。
式部
長卵
180〜110
12〜14
くろべえ
中長
180〜110
13〜15
訪花昆虫を放飼して受粉させます。
ナスに登録のある適正薬剤での
②定植は植え穴と苗の鉢土に十分
⑤草勢の診断
目線くらいまで伸ばし、摘芯します。
す。
⑩摘葉、摘枝
つけるため、定植前に行います。
理します。露地栽培では定植直後
大きな果実にせず収穫すると１株
栽培距離
（１条３～４本仕立て）
止のため、通路部分に行います。
度管理します。
から多くの果実を収穫できます。
定植１週間前までにベッドに黒
肥料不足になると、花が小さく
④苗が活着するまでは萎れ過ぎな
長介
太長
100〜150
16〜21
１芽切り戻し整枝
③：側枝①果実を収穫し、
側枝②まで切り戻す

苗を直立

品種

１芽切り戻し整枝

果形

収穫サイズ（g）※

収穫サイズ（㎝）※

③：側枝①果実を収穫し、
側枝②まで切り戻す
4180〜130
4 4 4 14〜19
花柱の長さによる草勢診断
黒東長
中長〜太長

なる、生長点付近が細くなる、生
いように株元灌水します。
美男初期防除を励行します。
中長
160〜120
11〜16
④誘引
灌水後、深植えせず、必ず接木部
肥料不足になると、花が小さく
れ過ぎな
老化葉や混んだふところ
から梅雨明けまで処理することが
の枝葉
側枝① またはグリーンマルチを張ります。
④：側枝①が発生している葉を摘葉する
⑨側枝の整枝
から多くの果実を収穫できます。

定植１週間前までにベッドに黒
正常
１芽切り戻し整枝
①：側枝①花上に葉１枚残して摘芯
花柱の長さによる草勢診断
定植
③：収穫・追肥しましょう
長点付近で開花するなど良質な花
⑤：側枝②花上に葉１枚残して摘芯
真仙中長

中長

18〜15
側枝①
③：側枝①果実を収穫し、
側

120〜901

紫紺仙台長
長
110〜201
18〜11
⑤：側枝②花上に葉１枚残して摘芯
主枝が垂れないよう支柱にひも
⑫主枝の摘芯
分を地上に出します。
なる、生長点付近が細くなる、生
望ましく、雨よけ栽培では栽培終
を除去し、
します。
定植後の管理
梵天丸
（山形系）通風や採光を良く
丸
120〜401
4〜6
②：側枝①花直下のわき芽を摘み取る
過繁茂を防ぎ、果実品質を良く
・畦幅
180 ～ 220cm が咲かなくなります。短花柱花は
④：側枝①が発生している葉
切り戻し
梵天丸
（秋田系）
丸
120〜801
4〜8
⑥
：
側枝②花直下のわき芽を摘み取る
④：収穫時に摘葉
①：側枝①花上に葉１枚残して摘芯
⑨側枝の整枝
たはグリーンマルチを張ります。
追肥しましょう
正常
ちび丸
丸
120〜301
5〜6
⑤
：
側枝②花上に葉１枚残し
等で結びます。
仕立てた３本の主枝は栽培者の
長点付近で開花するなど良質な花
③すぐに仮支柱を立て、苗を直立
了時までホルモン処理を行うか、
⑪病害虫防除
①定植適期⇒１番花開花直前の苗
①温度管理
するため、側枝は１芽切り戻し整
・ベッド幅
主枝 100cm 肥料不足の状態です。
②：側枝①花直下のわき芽を摘み取る

。

主枝

煮ナスから焼ナスまで、上物率
（果揃い）の極めて高い
中長多収品種です。
特に果の光沢が優れ、
日持ちも良いので、
市場からは好評を
※ 調理法、加工法等によりこのサイズにこだわらず、お好みのサイズでご利用ください。
得ています。

主枝
⑥：側枝②花直下のわき芽を
主枝
側枝②
目線く過繁茂を防ぎ、果実品質を良く
らいまで伸ばし、摘芯します。
ナスに登録のある適正薬剤での
枝（下図を参考）を行います。特
主枝
①
：
摘芯
⑤
：
摘芯
梅雨明け後の乾燥や地温上昇防
昼25 ～ 30℃、夜20℃を目安に温
⑤：摘芯
主枝
肥料不足になると、花が小さく 初期防除を励行します。
肥料不足の状態です。
④苗が活着するまでは萎れ過ぎな
④誘引
灌水後、深植えせず、必ず接木部
するため、側枝は１芽切り戻し整
・ベッド幅
100cm
に、雨よけ栽培では過繁茂になり
③支柱立て
着果・肥大促進のため、トマト
止のため、通路部分に行います。
花柱の長さによる草勢診断
⑥：摘み取る
①：摘芯
⑤：摘芯
側枝①
なる、生長点付近が細くなる、生 ⑫主枝の摘芯
側枝② ②
②：
：摘み取る
摘み取る
⑥敷きわら
いように株元灌水します。
である、分を地上に出します。
主枝が垂れないよう支柱にひも
やすいため、
徹底して整枝します。
定植後に支柱を立てると根を傷
トーン50倍液で開花当日に単花処
１芽切り戻し整枝
枝（下図を参考）を行います。特
・株間
60 ～ 70cm 側枝②
③ホルモン処理
③：側枝①果実を収穫し、側枝②まで切り戻す
追肥しましょう ⑥：摘み取る
正常
④：側枝①が発生している葉を摘葉する
枝
長点付近で開花するなど良質な花
梅雨明け後の乾燥や地温上昇防
目安に温 ③すぐに仮支柱を立て、苗を直立
等で結びます。
仕立てた３本の主枝は栽培者の
①：側枝①花上に葉１枚残して摘芯
⑩摘葉、摘枝
つけるため、定植前に行います。
理します。露地栽培では定植直後
側枝② ②：摘み取る
⑤：側枝②花上に葉１枚残して摘芯

・畦幅 ②定植は植え穴と苗の鉢土に十分
180 ～ 220cm
雨よけ栽培は生育適温である、
⑤草勢の診断
が咲かなくなります。短花柱花は
させ、ひも等で誘引します。
訪花昆虫を放飼して受粉させます。
・株間
60 ～ 70cm ⑥敷きわら
③ホルモン処理

支柱立て

定植後の管理
②：側枝①花直下のわき芽を摘み取る

着果・肥大促進のため、トマト

に、雨よけ栽培では過繁茂になり

⑥：側枝②花直下のわき芽を摘み取る
が咲かなくなります。短花柱花は
止のため、通路部分に行います。 ⑤草勢の診断
目線く
らいまで伸ばし、摘芯します。
させ、ひも等で誘引します。
老化葉や混んだふところ
から梅雨明けまで処理することが
の枝葉
主枝
主枝
定植
やすいため、
徹底して整枝します
定植後に支柱を立てると根を傷
トーン50倍液で開花当日に単花処
側枝②
肥料不足の状態です。
①温度管理
肥料不足になると、花が小さく
④苗が活着するまでは萎れ過ぎな
望ましく、雨よけ栽培では栽培終
を除去し、
通風や採光を良く
します。
側枝①
①：摘芯

側枝①
⑤：摘芯
③：側枝①果実を収穫し、
側枝②まで切り戻す

4 4 4 4

花柱の長さによる草勢診断

③：収穫・
⑥敷きわら
雨よけ栽培は生育適温である、
⑥：摘み取る
なる、生長点付近が細くなる、生
いように株元灌水します。
⑩摘葉、摘枝
けるため、定植前に行います。
理します。露地栽培では定植直後
④：側枝①が発生している葉を摘葉する
了時までホルモン処理を行うか、
⑪病害虫防除
①定植適期⇒１番花開花直前の苗
側枝①
１枚残して摘芯
側枝② ②：摘み取る
側枝①

⑤：側枝②花上に葉１枚残して摘芯
④：収穫時に摘葉
梅雨明け後の乾燥や地温上昇防
昼25 ～ 30℃、夜20℃を目安に温
長点付近で開花するなど良質な花
わき芽を摘み取る
訪花昆虫を放飼して受粉させます。
②定植は植え穴と苗の鉢土に十分
から梅雨明けまで処理することが
⑥：側枝②花直下のわき芽を摘み取る
定植後の管理

定植

切り戻し
追肥しましょう 切り戻し
正常

4 4 4 4

ナスに登録のある適正薬剤での
老化葉や混んだふところの枝葉

種の問い合わせは

④：収穫時に摘葉
止のため、通路部分に行います。 初期防除を励行します。
度管理します。
が咲かなくなります。短花柱花は
④誘引
灌水後、深植えせず、必ず接木部
各営農センター
主枝
望ましく、雨よけ栽培では栽培終
を除去し、
通風や採光を良くします
側枝①
側枝②
肥料不足の状態です。
①温度管理
主枝が垂れないよう支柱にひも
分を地上に出します。
③：収穫・ ⑫主枝の摘芯
１芽切り戻し整枝
資材店舗まで
③
：
側枝①果実を収穫し、
側枝②まで切り戻す
①：摘芯
⑤：摘芯
切り戻し
⑪病害虫防除
定植適期⇒１番花開花直前の苗
④：収穫時に摘葉
⑥敷きわら
雨よけ栽培は生育適温である、 了時までホルモン処理を行うか、
④：側枝①が発生している葉を摘葉する
等で結びます。
仕立てた３本の主枝は栽培者の
③すぐに仮支柱を立て、苗を直立

鉢市
鉢市
鉢市

石巻青果市場
石巻花卉園芸

7

鉢市

①：側枝①花上に葉１枚残して摘芯
⑥：摘み取る
⑤：側枝①
側枝②花上に葉１枚残して摘芯
梅雨明け後の乾燥や地温上昇防
昼25
～ 30℃、夜20℃を目安に温
訪花昆虫を放飼して受粉させます。
枝②
ナスに登録のある適正薬剤での
定植は植え穴と苗の鉢土に十分
②：摘み取る
②：側枝①花直下のわき芽を摘み取る
⑤草勢の診断
目線くらいまで伸ばし、摘芯します。
させ、ひも等で誘引します。
⑥：側枝②花直下のわき芽を摘み取る
止のため、通路部分に行います。
度管理します。
肥料不足になると、花が小さく
④苗が活着するまでは萎れ過ぎな
主枝
④誘引
初期防除を励行します。
水後、深植えせず、必ず接木部
主枝
花柱の長さによる草勢診断
日
月
火
水
木
金
土
側枝②
なる、生長点付近が細くなる、生
いように株元灌水します。
2021
１芽切り戻し整枝
①：摘芯③：側枝①果実を収穫し、
側枝②まで切り戻す
⑤：摘芯
主枝が垂れないよう支柱にひも
⑫主枝の摘芯
を地上に出します。
追肥しましょう
正常
1 2 3
月 みやぎ総合家畜市場
④：側枝①が発生している葉を摘葉する
長点付近で開花するなど良質な花
側枝① ①：
⑥
：
摘み取る
側枝①花上に葉１枚残して摘芯
月
定植後の管理
：
側枝②花上に葉１枚残して摘芯
仕立てた３本の主枝は栽培者の
すぐに仮支柱を立て、苗を直立
側枝①
：
収穫
・
②等で結びます。
：摘み取る
4 5 側枝②
6 7
8 9 10 ③⑤
が咲かなくなります。短花柱花は
②：側枝①花直下のわき芽を摘み取る
⑥：側枝②花直下のわき芽を摘み取る
切り戻し
16日
（火）
～18日
（木）
④：収穫時に摘葉
開設日
目線くらいまで伸ばし、摘芯します
せ、ひも等で誘引します。
肥料不足の状態です。
①温度管理 主枝
11 12 13 14⑤草勢の診断
15
16 17
（18日（木）はJAいしのまき管内の上場日）
主枝
側枝②
⑥敷きわら
雨よけ栽培は生育適温である、
苗が活着するまでは萎れ過ぎな
18 19 20 21 肥料不足になると、花が小さく
22
23
24
①：摘芯
⑤：摘芯
花柱の長さによる草勢診断
和牛妊娠牛：午前
9：30～
昼25 ～ 30℃、夜20℃を目安に温 側枝①梅雨明け後の乾燥や地温上昇防
⑥：摘み取る
セリ開始
ように株元灌水します。
25 26 27 28なる、生長点付近が細くなる、生
29 30 31
③
収穫
・
側枝①
子
牛：午前
10
：：
00～
側枝② ②：摘み取る止のため、通路部分に行います。
度管理します。
追肥しましょう
正常
石巻青果市場 ☎ 83−6111  石巻花卉園芸 ☎ 83−8739
切り戻し
④：収穫時に摘葉
長点付近で開花するなど良質な花
※毎週日曜日と22日㈷は両市場は休みです。※19日は青果市場臨時開市日です。
休 休
☎0229−35−1155
みやぎ総合家畜市場
１芽切り戻し整枝
定植後の管理
③：側枝①果実を収穫し、
側枝②まで切り戻す
が咲かなくなります。短花柱花は
④：側枝①が発生している葉を摘葉する
①：側枝①花上に葉１枚残して摘芯
⑤：側枝②花上に葉１枚残して摘芯
営農情報
2021.6 ②
：側枝①花直下のわき芽を摘み取る
13
肥料不足の状態です。
温度管理
側枝①
⑥：側枝②花直下のわき芽を摘み取る
③：収穫・

７

JA 管内の元気な 子どもを紹介 !!

いしっ子
野球大好き４人きょうだい

佑真くん、梨花ちゃん、統春くんの３人はスポ少の
野球部に入り、お家でもキャッチボールをしたり、素
振りをしたりとみんなで練習しています。末っ子の匠
望くんもお兄さんたちの姿を見て「大きくなったら野
球がしたい」と話しています。
４人の将来の夢は佑真くんは「まだ考えている最
中」、梨花ちゃんは「看護師に憧れている」、統春くん
は「お母さんのような床屋さん」、匠望くんは「大好
きな恐竜」と元気いっぱいに答えます。

石巻地区沼津

ご両親は「個性を大切に素直で元気に成長し、困っ

す ばる

ゆう ま

り か

たく み

阿部統春くん
（６歳）後列左

ている人に自然と手を差し伸べられる人になってほし

佑真くん
（10歳）後列右

梨花ちゃん
（８歳）前列左 匠望くん
（３歳）前列右

い」と話します。

鳴瀬地域にある
「壮観」の名にふさわしい絶景

松島湾に浮かぶ２６０余島の

島々を一望できる名所を「 松島

四大観」と呼んでいます。それ

ぞれの眺めの印象を表す名称で

呼ばれ、松島の形状を箱庭のよ

う に 見 ら れ ること か ら「 壮 観 」

の名で呼ばれる大高森は、山頂

の展望台からは東に金華山、北

に栗駒山、西に松島湾が船形の

峰に広がり、雄大にして壮観な

景色が広がっています。特に夕

焼けに染まる松島湾は、言葉に

分ですの

ならないほどに幻想的です。

～

20

標高約１０６ｍの低山で、山

頂までは片道約

で、体力的にも比較的登りやす

いスポットになっています。

15

大高森

D a t e
住 宮城県東松島市宮戸字大高森１

いしっ子・まきぶらり

2021.6

14

クロスワードパズル

正 解者の中
から
抽選で

２

名様に
QUOカー
ド（50 0円
分）
プレゼント
！

二重マスの文字をA～Eの順に並べてできる言葉は何でしょうか？

締切日

6月30日

2021年
202
1年

※プレゼントは発送をもってか
えさせていただきます。

➡ タテのカギ
①亀が日なたで
干しをしている
③漢字で書くと雲雀。空高くさえずる野鳥です。あげ
笛
⑤砕けて石や砂になります
した
⑥突然、風船が
⑦種、稲、穂に共通の部首
の日です
⑨５月の第２日曜日は
⑪和服の袖の下に垂れた部分
⑬物質の性質や星の動きなどを学びます
⑮胴が太いヘビのような形をしているという、幻の生物
⑰二輪車のことです
⑲奈良や京都のように昔、都が置かれていた場所
⑳中国に次いで人口の多い国
は４階でございます
紳士服

答

A

B

C

D

➡ ヨコのカギ

E

応募方法

官製ハガキに①パズルの答え、
②住所・氏名・年齢・電話番
号、③ご意見・ご感想を必ず
お書きの上ＪＡいしのまき広
報課宛にお送りください。

応 募 先

〒986-0815
石巻市中里五丁目１番12号
JAいしのまき広報課 行

シ

B

ユ

税務相談

７月
●日時 ７月 日㈭
●締切 ７月 日㈫
●場所・時間

１１１１

本店２階 小
  会議室   時〜

総務課 ☎

●申込先・お問合せ

※日時や場所が変更になる場合
がございます。詳細はお問い
合わせ願います。

22
−

５月号の答え
A

13 15

13

C

ン

、

D

ミ

E

ン

①５月の空を泳ぎます
②ポカポカ陽気の日には脱いで腕に掛ける人も
③魚の胸や背、尾などのヒラヒラ
④『トッカータとフーガ』を作曲しました
⑥柱や立ち木の間につるして使う寝具
⑧トマトの実の食べない部分
⑩バラは「愛」や「美」、アヤメなら「朗報」「希望」など
を買って家を建てた
⑫
⑭リュックやトランクもこれの一種
5kmです
⑯ゴールまで
⑱つるべを下ろして水をくみます

皆さまとＪＡのつながりを築く

組合員
ふれあい訪問活動
私たち職員が組合員皆さまとの対話により、声を聴くととも

JAいしのまきの概要
（令和３年３月末現在）

組合員数（正）
9,463人 （准）
7,908人

（合計）
17,371人
出資金
45億6,049万円
貯金
1,643億7,838万円
貸出金
501億4,497万円
購買品供給高
48億7,365万円
販売品取引高
116億3,610万円
長期共済保有高（保障）5,699億3,580万円

15

2021.6 クロスワードパズル・税務相談・概要

に、ＪＡへの理解を深め、地域に必要なＪＡづくりを目指す目的
で始まった『ふれあい訪問活動』。
訪問先での皆さまからの温かいお言葉ありがとうございます。
令和３年４月の人事異動に伴いまして、６月の訪問から担当
職員が代わる地域があります。
また、新たな出会いとしてどうぞよろしくお願いします。
６月の訪問期間は６月７日〜 11 日です。

米粉の蒸し饅頭

米粉でもちもち、しっとりとしたお饅頭です。
（シリコンカップ８号 ５個分） 

こめ粉�����������������100g
ベーキングパウダー ����小さじ１
抹茶 �������������������� 3g
��� 40g
★きび砂糖（または黒糖）
★塩 ������������������� 少々
★米油 ������������������ 5g
★水（人肌程度のぬるめの温度）
��������������������� 110ｇ
あんこ������������������適量
シリコンカップ����������� ８号
おかずカップ������������� ８号



①蒸し器にお湯を沸かしておきます。
②こめ粉とベーキングパウダー、抹茶をポ
リ袋に入れて、口を閉じてよく振って混ぜ
合わせます。
③ボウルに、★のきび砂糖、塩、米油、水を
入れ、泡だて器できび砂糖と塩が溶ける
までよく混ぜます。
④③のボウルに②の粉類を入れて混ぜ合
わせます。
⑤シリコンカップに耐熱対応のおかずカッ
プを入れます。カップに④の生地を1/3
程度入れ、
あんこを中心に入れます。
更に
あんこの上に生地を９分目程入れます。
⑥蒸気の上がった蒸し器に入れて、強火で
12分蒸します。
⑦蒸し上がったら、シリコンカップを外して
完成です。
（熱いので火傷に注意）

発行：いしのまき農業協同組合 編集：企画部 広報課
〒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３年6月
印刷：JAプリント
ホームページ：
https://www.ja-ishinomaki.or.jp

