あすを拓く みどりの新しい風
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総和地区園芸部
中田隆史さん
主に作っている野菜
キャベツ
トウモロコシ
ロマネスコ
サニーレタス 白菜

JA茨城むつみのHPを
ご覧いただけます！

輝く人
今月は三和地区の
㈱並木農園・代表
並木仁一さんを紹介します。

さん夫婦、長女夫婦、長男達と
一緒に農業を営んでいます。
野菜作りはお客様が実際に口
にするものなので安全で安心し
て食べていただけるように日々
心掛けていると話す仁一さん。
出荷が休みの時には趣味のゴル
フを友人達と楽しんでいます。
今後は子供達へと世代交代を
考えつつ、おいしい野菜を届け
ていきたいと話していました。

ったなんて驚きですね！
貴重な写真とたくさんの思い
出を語ってくれた根岸さん。セ
ピア色の写真も思い出話が明る
く光り照らしていました。
広報誌「むつみ」では、懐か
しの写真や今では珍しい農機具
など組合員の皆様の思い出を募
集しています。

むつみＷｅｅｋ
ご来店者に記念品プレゼント！

三和支店

古河支店

猿島中央支店

この活動はＪＡ共済の地域
貢献活動として行っています。

６月

６月

総和支店 ６月

五霞支店

境支店

日（水）

いつもＪＡ茨城むつみをご利用いただきありが
とうございます。
ＪＡ茨城むつみでは、各支店６月 日（水）〜
日（水）に、むつみ
（６２３）の日として、ご来店し
ていただいたお客様へ日頃の感謝を込めて記念品
をプレゼントいたします。この機会にぜひご来店
※数に限りがあります。
ください。
ご来店の際には、必ずマスクの着用、手指の消
毒など新型コロナウイルス感染予防にご協力お願
いします。

23

日
（金）

日
（水）

ＪＡ茨城むつみでは空気清浄機 台を各支店事
業所に設置しました。
（茨城県信連より寄贈）
今後も新型コロナウ
イルス感染対策を徹底
し組合員の皆様が安心
してご利用できるよう
努めてまいります。

空気清浄機を設置

23 18 16

６月号

ＪＡ茨城むつみ
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先祖代々続く専業農家で仁一さんは３代
目になります。今の時期はサニーレタス、
グリーンカール、ニガウリ、ズッキーニな
どたくさんの野菜を出荷しています。７年
前に個人経営から法人経営へと移行し仁一

歳

術も進んでいなかったから試行
錯誤の連続だった。それでも農
業はやりがいがあった。あの頃
は高度経済成長期で野菜も作れ
ば売れる時代だったから辛抱強
く農業を続けられた。」と話す根
岸さん。今は主にキュウリを栽
培し、まだまだ元気に農業を営
んでいます。
また今回掲載出来なく非常に
残念なのが、根岸さんの自宅に
飾られている昭和 年に撮られ
た古河駅周辺の航空写真です。
写真には現在の古河第六小学校
付近が古河競馬場になっており、
古河駅から東に延びる道路、愛
称「十間道路」も古河第三小学
校あたりまでしか通っていませ
ん。現在の丘里工業団地が建つ
場所は、太平洋戦争時には飛行
場があった事が写真から良くわ
かります。古河市に競馬場があ
30
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セピア色の思い出
古河地区 根岸 左内さん

40

仁一さんご一家
昔の霜よけの様子（根岸さん提供）

73

今月から始まりました新企画「セピア色
の思い出」では、組合員の皆様の懐かしい
思い出や昔の貴重な体験談をご紹介させて
戴きます。
第１回目は古河市南町で農業を営む根岸
左内さんから、昭和 年頃根岸さんが農業
を始めた当時のお話を伺うことができました。
根岸さんは 歳の頃、昼間は農業、夜間
は高校に通いながらの生活を送り、高校卒
業後、本格的に農業を始めました。当時は
機械や資材がなく全てが手作業で手間が掛
かったため広く作付けが出来ず、少ない面
積でナス、大根、ホウレン草など多品種の
作物を作っていました。今回掲載した写真
は、当時の霜よけの写真です。まだビニー
ルが無かった頃、竹で骨組みを作り葦簀を
立てかけ霜よけに使っていました。「農業技
15

第27回通常総代会報告
新型コロナウイルスの感染拡大により影響を受けられたみなさまに、心からお見舞い申し上げます。
当組合では、総代のみなさまの健康・安全を最優先に考え、このたびの「第27回通常総代会
（令和３年４月24日開催）
」
は書面議決書を原則とし執り行い、全議案可決決定致しました。
また、下記のとおりご質問をいただきましたので、回答させていただきます。
今後も組合員のみなさま、
地域のみなさまのご期待とご要望に応えることのできるＪＡづくりに取り組んでまいります。

秋庭

繁様（古河地区総代）

【質

問】

１．職員の平均年齢と平均勤続年数が一般企業と比べ低いのではないか。また採用者数に対し退職者数が多いが何か要因がある
のではないか。また、職員の労働条件改善と人事管理について伺いたい。
２．コロナ禍で米の消費減少と米余りによる米価の大幅な下落が予想される中で稲作農家は採算割れで大変です。
「米作って、飯
食えねえ」
と言われる事態に対して買い上げ価格、
販路拡大などの取組みの強化についてどのように考えているのか伺います。
３．政府の米政策によって、今年も離農者が増え担い手に集中している稲作農家への支援をどのように考えているのか。特に、
資材費、燃料費、肥料、農薬など軒並み上がり、社会保険料まで上がるなかで年金をつぎ込んで田畑を維持している状況で
す。例えば、共同購入などの取組みがどこまで農家の負担軽減になっているのかについても説明を求めます。

【回

答】

１．平成29年度より高校生の新規採用を積極的に実施していることから、
職員平均年齢は低い傾向となっております。職員平均
勤続年数につきましては、近隣ＪＡと比較致しますと低い状況ですが、今後も専門性の高い職員育成を進め、働きがいのあ
る職場環境整備を目指し職員の定着率向上に努めてまいります。
また、職員の労働条件改善と人事管理につきましては、令和２年度より全拠点に出退勤時間や超過勤務、休暇情報をリアル
タイムで可視化できる勤怠管理システムを導入しております。職員自身がいつでも労働時間や休暇取得状況等を確認出来る
とともに、人事部門においても勤怠状況の確認を行い、長時間労働の抑制と年次有給休暇を積極的に取得するよう声掛けを
行っております。
２．米買い上げ価格につきましては、播種前契約米の取組みにより、買取価格・数量のマッチングを収穫の前年に推進し生産者
の所得増大へ取組んでおり、今後も継続してまいります。
また販路拡大につきましては、全農いばらきを通じ品種・価格を踏まえた契約数量を大手外食チェーンへの供給や、ＪＡの
精米施設を利用した個人消費向け直販の取組みを行い、買付量の拡大をしてまいります。
３．担い手稲作農家への支援については、
資材費・燃料費・人員・作業時間の削減を目標に、
ＪＡオリジナルの水稲肥料
「苗箱まかせ」
の推進を行っております。
播種と同時に苗床に元肥・追肥を一括して投入し、圃場での施肥作業を無くすことが可能な省力化肥料であり、今後も継続
して普及拡大に努めてまいります。
また、農薬部分につきましても、大型規格をメーカーから農家宅へ直接納品を行う大口値引販売や、更に共同購入の取組み
については、早期の申込みや自己引取による培土等の値引販売を行い、費用負担軽減支援を行っております。

秋田数男様（境地区総代）

【質

問】

１．第４〜 6号議案について決定に至る過程理由を具体的に明確かつ詳細に教えてください。
２．農協と農業従事者の今後について、大きな変革が必要と考えます。これからの世界はSDGsと太陽光、風力等によるクリー
ンエネルギーにシフトして行きます。この分野では、
日本は世界に比べ10年以上の遅れを取っています。
今すぐに農協もこれらの事業に参画すべく行動する事が重要です。それには、法律やその他の規制を改正する等の方法で、
休耕地等での発電事業が可能になる様に働きかけを検討してはどうだろうか。

【回

答】

１．４号議案経費の賦課及び徴収の方法については、組合員の皆様への農業経営及び技術の向上に関する指導や農作業の共同化、
農業施設などの維持管理費等の経費が発生することから一部賦課は必要であります。賦課金の算出方法につきまして農地の
流動化により実態にそぐわないことから、賦課の額を戸当たりのみに改定致しました。
５号・６号議案の理事・監事の報酬額の決定につきまして、最終改定が理事報酬（平成16年）監事報酬（平成18年）であり、
社会環境や物価上昇等はありますが、農家の経営情勢に鑑み前年同額と致しました。
２．SDGs（持続可能な開発目標）は、持続可能な世界を実現するために、17の目標を掲げ、世界各国で取り組まれていますが、
その目標はＪＡの理念に非常に近いものであります。環境にやさしい生産資材の供給や、カルチャースクール、地域見守り
活動など、すでに取り組んでいるものもありますが、今後休耕地についても行政や関係機関と連携を深めて、取り組めるも
のから取り組んでまいります。

内田博夫様（五霞地区総代）

【質

問】

１．五霞地区を除く各地区は支店統廃合で新しい支店と配送センターが出来ていますが、
五霞支店は昭和40年頃の建物で老朽化
が進んでいます。雨が強い時には雨もりしているのを何度も見ていますので職員がかわいそうだと思います。茨城むつみは
一つなのですから、組合員も平等にきれいな事務所や支店に行きたいと思いますので、いつ頃五霞支店を建てていただける
か質問します。

【回

答】

１．今年度については、老朽化が激しい野菜集荷場の真空予冷設備（境地区、総和地区、三和地区、猿島地区）の建設へ向けて
計画しております。真空予冷設備完成後、速やかに五霞支店の建設検討に入る予定です。

影山徳治様（五霞地区総代）

【質

問】

１．剰余金処分案ですが、毎年経営体質の強化という事で、任意積立金等が余りにも多く感じます。一般配当金に廻した方がよ
いかと思います。一般配当金にプラスして、利用高による配当金を設定する事も提案します。
２．一昨年の総代会資料とともに事前配布された「役員候補者の略歴及び所信」によると、常勤役員３名が認定農業者で、農協
の役割から考えても、喜ばしい限りですが、２名の方は農協職員退職後、すぐに常勤役員に就任されたと思います。認定農
業者にいつ頃なられ農業経営はどうされているのか。又、令和２年度の耕作面積や作付の品目、販売高など、教えていただ
○質問内容
きたい。

【回

答】

１．剰余金の処分案につきましては、自己資本規制適用により自己資本比率の低下があること、更に現在の経営状況はまだまだ
安定していない状況であり、事業継続に支障を来たす恐れがあることから、剰余金の積立により経営基盤の強化を行ってお
ります。事業利益の安定と向上、経営基盤強化後に利用高による配当金を検討致します。
２．職員であった常勤役員の認定農業者の認定日は、一名が平成29年11月29日、もう一名が平成30年２月５日です。耕作面積
や作付品目は農協では規定外のため調査しておりません。販売高については個人情報のため掲載は控えます。
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のバランスが良いのが特徴。
本年は、生育も新芽にストレ
スなく順調で開葉期、従長期
に入ってからも気温と雨量に
も恵まれ遅霜や雹の被害もな
く育っています。
審査員は、各生産者が持ち
寄ったお茶の外観
（形状、
色沢）
・
水色を基準に審査しました。
その結果、どのお茶も外観、
水色がとても良く、「大変いい
仕上がり」と高い評価を得ま
した。
同部会の野村和徳副部長は
「
『 安心・ 安全 』 で素晴 ら し
い内容の新茶を、組合員並び
に地域住民の方々にお届けで
きることを確信している。
お茶は免疫力向上にも良い
ので、特に今、皆さんにも
よく飲んでもらいたい」と
話しました。

が特徴。久保勝部会長は「今
年は雨が少なく乾燥しており、
発芽や初期生育への影響が心
配されたが、現段階の品質は
良好。今日もしっかりと目を
揃えて、今後も信頼される産
地として努力していきたい」
と意気込みました。
統一目揃え会では、ニンジ
ンの出荷規格について、規格
表を元に選別基準や調整を再
度確認し、サンプルを用いて
実際に選別。選別基準につい
て市場担当者と意見を交わし、
品質規格統一の徹底を申し合
わせました。
市場担当者は
「三
和地区のここ惚れにんじんは
品質が高く、
市場でも好評。傷
みのない良品質のものをお願

ここ惚れ人参統一目揃え会
ＪＡ茨城むつみ三和地区
野菜生産部会は５月 日、
ほ
２０２１年産ここ惚れにん
じん統一目揃え会を三和地
区営農センターで行いまし
た。同部会員、坂東地域農
業改良普及センター、ＪＡ
担当者ら約 人が出席し市
場担当者３人は、それぞれ
ウェブからの参加となりま
した。今回は新型コロナウ
イルス感染予防対策を行い
今後の有利販売へ向け、出
荷規格を統一しました。
同部会が生産するニンジ
ンは、２０１０年度から茨
城県青果物銘柄産地に指定
されており、にんじん特有
の青臭さが少なく、甘いの

「ぬくもり」で「端午の節句祭り」

だ後は柏の葉で覆います。皆
さん「久しぶりにやった」
「楽
しいね」など懐かしくて楽し
んでいる様子。
最後はせいろでふかし、お
やつの時間にできたてをみん
なで味わいました。
いろいろと自粛が続き淡々
とした毎日ですが、利用者の
皆さんは「ぬくもり」でささ
やかに楽しいひと時を過ごし
ました。

ほまれ

いしたい」と要望しました。
同地区のニンジンの出荷
は５月中旬から６月下旬。
５月下旬から６月上旬にピ
あや
ークを迎えます。品種は彩
誉。

規格を確認する生産者

６月号

ＪＡ茨城むつみ
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銘柄「さしま茶」品質向上に向けて新茶審査会
「 さ し ま茶 」 の本格的 な
シーズンを前に、ＪＡ茨城
むつみ茶生産部会は 日、
茨城むつみ本店にて新茶の
審査会を開きました。これ
は全国レベルのお茶を目指
し、品質向上に向けて毎年
開催されている恒例行事で
例年はＪＡの役職員 名ほ
どが審査を行いますが、今
年はコロナウイルスの影響
を配慮して同部会員、ＪＡ
茨城むつみ関根組合長、Ｊ
Ａ役職員ら 名が審査を行
いました。
さしま茶は葉肉が厚いた
め、味が濃く、渋味と甘味

自分たちが普段食べてい
るお米がどう作られている
のか、実体験を通して楽し
みながら学び、児童たちの
成長に繋がる貴重な田植え
体験となりました。

20

５月と言えば端午の節句。
「デイサービスセンターぬ
くもり」では５月 日～
日の２日間、利用者の皆さ
んと「節句祭り」を行いま
した。午前中は折り紙で藤
の花を作り、五月人形の前
で記念撮影。
午後 は「 柏餅 づ く り 」。
餅を利用者の皆さんにそれ
ぞれ伸ばしてもらい、その
中に甘い餡子を入れて包ん

11

小学生が素足で
田植え体験

ＪＡ職員がＪＡ事業の説明
や、お米、田んぼの説明をし
た後、おやじの会が田植えの
実演をし、植えるコツを教え
ました。児童たちは田んぼに
入る前から興味津々。素足で
１列に並び田んぼに入ると、
１時間ほどかけて苗を植え付
けました。初めて感じる泥の
感触に驚きながらも、徐々に
慣れ「次の苗ください」と意
欲的で、泥だらけになりなが
ら田植えを楽しみました。田
植えが終わると「手足が泥だ
らけになったけど楽しかった」
「明日もやりたい」と達成感
に溢れた様子でした。

14

10

12

50

古河市立下大野小学校の
５年生は、５月 日、同市
の田んぼで田植え体験をし
ました。この活動は、児童
の保護者らが組織する「お
やじの会」が総合学習の一
環として毎年行っているも
ので、ＪＡ茨城むつみ、同
ＪＡ総和地区くらしの活動
委員会が全面協力していま
す。児童たちはおやじの会
の指導のもと、元気いっぱ
いに８㌃の田んぼに
「マンゲ
ツモチ」の苗を植えました。
15

新茶を審査する部会員・役職員
１株１株丁寧に苗を植える児童達

１８

例：認定農業者等で青色申告者で35歳未満の人は10,000円（５割）補助

（第一回）

◎政策支援（保険料の国庫補助）が受けられます。

代男性）

◎農業に従事する方の老後の安心に役立ちます。

国民年金 ＋ 農業者年金
◎こんな方が加入できます。

①国民年金第１号被保険者

②年間60日以上農業に従事

ＪＡ茨城むつみ＆茨城西南医療センター病院共同企画 新コーナー

ｇ程度が理想です。

◎支払った保険料は全額社会保険料控除となり、所得税や住民税等の節税になります。

月々２万円から６万７千円まで

そ う だ ！ 西南に聞いてみ よ う ♪

一日あたりの糖の摂取量は

合でも、死亡一時金が遺族に支給されます。）

Ｑ コーヒー等の糖の摂取量は、一日どれくらいが限度か？（
A 西南
ｇの砂糖が含まれていますので一

代女性）

独立行政法人農業者年金基金
専門相談員 TEL.03-3502-3199
企画調整室 TEL.03-3502-3942

缶コーヒーでは一本あたり
のペットボトルを

日一本までがおすすめです。また、炭酸飲料やスポーツドリンク
などは砂糖が多く含まれているため、500
飲み干すのでなくコップ一杯程度を目安に飲むようにしましょう。

西南 血液の流れが悪いと、体の隅々に酸素や栄養がい

（
Ｑ 血流が悪いとどんな病気になりますか？また気を付ける点は？
A

きわたらないだけでなく、体の中の老廃物がたまってしまい
病気の原因になることがあります。
例えば、動脈硬化症により足の血管が狭くなり血の巡りが

糖尿病・脂質異常症・高血圧症・高尿酸血症・慢性腎臓病・喫煙・肥満等

梗塞・脳梗塞などを合併しやすいと考えられています。

害が起きます。動脈硬化は全身の血管にも起きることが多く、狭心症や心筋

みやしびれ、ひどいときは足の壊疽（足が腐ってしまう事）など、様々な障

悪くなると、足に栄養や酸素を十分に送ることができなくなるため、足の痛

50

の生活習慣病の方は、血液の流れが悪くなりやすいため、かかりつけのお医

◎積立方式だから自分がかけた金額は年金として生涯もらえます。
（仮に80歳前に亡くなった場
③20歳以上60歳未満の方

20

皆様の身近な健康に関する質問、茨城西南医療センター病院に聞いてみ

5

ml

者さんと相談しながら自分に合った治療法を考えていきましょう。

✿

お住まいの市町村農業委員会・JAの農業者年金担当

問い合わせ先

25

たいことを募集しています。お気軽にお近くの茨城むつみ職員までお聞
かせください。

いつでも変更 できます。

◎保険料は

15

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？

⬇タテのカギ

1
4
6
7
8
10
11
13
14
16
17
19
20

新しいーが衆議院を通過した
南の島に生えていそうな木
水を引き入れ、稲を植えます
傘や長靴、レインコートなどのこと
船が進む方向を定める装置
火を通していません
酔った人がフラフラと歩く様子
奈良公園にたくさんいます
アサガオが伸ばして巻き付ける物
月がなくて真っ暗。
ーにカラス、ーのちょうちん
古池やー飛び込む水の音（芭蕉）
６月の第３日曜日はーの日です
ささみや手羽、砂肝などの部位があります

〈応募方法〉
☆宛先は 境
…町長井戸 番地
ＪＡ茨城むつみ総務企画課
●締め切り
月 日（必着）
●正 解 者 の 中 か ら 、 抽 選 に よ り
６名の方にわくわくプレゼント
（ＪＡ取り扱い商品）
を差し上げ
ます。奮ってご応募ください。

第３回理事会だより

付議事項

６

30

23

はがき・メール・FAX のいずれかで、上記の①～④の事項を
もれなくご記入の上、ご応募ください。
E-mail：jamutsumi.kikakuka1@ja-ibaraki.jp
FAX：0280（87）6630（総務企画課行とお書きください。）

本田でもイネ縞葉枯病（ヒメトビウンカ）対策
を徹底しましょう！
イネ縞葉枯病による被害

縞葉枯病とは

イネ縞葉枯病は、
ヒメトビウンカが媒介するウイルス病です。一度発病す
ると治療する薬剤・方法はなく、多発すると大きな減収を招きます。
防除のポイント

令和３年
４

月

14

日

日

付議事項

●

第１号議案
第２号議案
第３号議案
第４号議案
第５号議案

月
日

日

理事報酬額の配分について（案）
行政庁に提出する業務報告書の承認について
（案）
ディスクロージャー誌の作成について（案）
ＡＴＭの廃止について（案）
貸出細則の一部改正について（案）

令和３年
21

月

24

●

月

付議事項

●

第２回監事会だより

令和３年

第１号議案 令和２年度下期監事監査顛末について

付議事項

●

第３回監事会だより

第１号議案 監事報酬の配分について

４

設備投資計画策定について（案）
建設委員会の設置及び委員の決定について（案）

令和３年
24

第１号議案
第２号議案

第４回理事会だより

報告事項

●

１）令和３年３月末各事業実績について
２）コンプライアンス委員会の報告について
３）令和２年度下期監事監査顛末について
４）新認定農業者育成特別資金融資要項の一部改正について
５）令和３年度共済推進要領について
６）共済専任渉外（ＬＡ）活動要領及び管理要領の一部変更に
ついて

４

①解答
②氏名
、
住
所
、
職
業
、年齢、ＴＥＬ
③ＪＡ、その
他に関するご
意見、
ご要望、と
っ
て
お
き
の
情報、
旅行で行きた
いところ、な
ど
お知らせ下さ
い。
④一番興味を
もった記事は
、
どれですか。

行

Ｅ
ウ

第326号の答えは、
「レンゲソウ」
でした。
次の方が当選されました。
おめでとうございます。
●
小野里光男 ● 針谷 康子 ● 堀江 絹子
●
鈴木 敏子 ● 生井 妙子 ● 金久保ますえ

４

総務企画課

当選者

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
レ ン ゲ ソ

境町長井戸二三

3060404

63

ＪＡ茨城むつみ

月号の答え

４

➡ヨコのカギ

1 お尻が光る水辺の虫
2 手相占いで恋愛ーを観てもらった
3 「森のバター」の異名がある果実
4 桃やブドウの収穫量が日本一である県
5 ギリシャ文字の第18番目の文字。Σ、σと
書きます
9 独り立ちしています
11 こっちを通ると早く着くよ！
12 石灰は土壌をー性に傾けます
13 オルカと呼ばれる生き物
15 傘の先からポタポタ落ちます
18 口の大きな爬虫（はちゅう）類

管内では年々ヒメトビウンカ越冬世代幼虫の保毒虫率
（ウイルスを持って
いる虫の割合）が高くなっています。
育苗箱施薬を行っていない水田や、残効の短い殺虫剤（ダントツ粒剤 ※ な
ど）を育苗箱へ施薬した圃場では、被害の拡大や十分な効果が発揮されない可能性

ヒメトビウンカ

があります。
（※育苗箱施薬専用の「ダントツ箱粒剤」
「スタウトダントツ箱粒剤」
はウンカ類に有効です。）
下記農薬による防除を推奨します。

雄

雌

なげこみトレボンは容器を投げるだけで手間が少ないため、
おすすめです。

薬剤名

規格

使用量または
希釈倍数

使用時期
使用回数

処理目安
残効

価格
（税込）

ダントツ粒

３kg

３kg/10a

収穫７日前
散布３回以内

６月中下旬
残効：21日＊

¥2,663

スタークル
豆つぶ

250g

250～500g
/10a

収穫７日前
散布３回以内

６月中下旬
残効：21日＊

¥3,135

エクシード
フロアブル

500ml

60～150㍑/10a
2000倍

収穫７日前
散布３回以内

６月下旬
残効：14日＊

¥6,091

300ｍl
(50ｍl
×６)

水溶性容器
10個(500ml)を
投げ入れる

５葉期以降
収穫21日前
３回以内

残効：21日＊

なげこみ
トレボン

おすすめ!
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６月中下旬

¥1,892

ＪＡ茨城むつみ

６月号

長寿バンザイ
鹿久保 みつ

第３回
さん
昭和５年２月生まれ
（91歳）
／境地区
Ｑ
Ａ

毎日楽しみにしていることは何ですか？
畑にいって野菜の手入れをする事！！じゃがいも、ネギ、
ピーマン、玉ネギ、トマト、大根、キュウリと沢山の
野菜を育てていてね、手をかければかけるほど可愛いんだよ。
毎日草取りもしていて畑は綺麗にしているよ！！

Ｑ．得意なことはありますか？
Ａ 漬物作りが得意で特にキュウリの古漬けは近所の友達の間でも大好評な
んだ。
喜んでくれる顔を見ると今年も作ろうってなるよ。
Ｑ．最後に長寿の秘訣を教えてください！！
Ａ 好き嫌いせずに何でも食べることだね。それが私の元気の源だよ。
実際にみつさんの畑を見せて頂いたのですが、綺麗に管理されていて野菜
の種類も沢山あり驚きました。帰りには採れたてのネギとキュウリの古漬け
を頂きました！！
みつさん、とっても美味しかったですよ。これからも野菜作りを楽しんで、
すくすく成長している夏野菜
健康でいらして下さいね。

むつみ

春野菜とちくわのナムル風和え

の

料理帖
材料にこだわらず
旬の野菜にアレン
ジしても美味しい
ですよ！！

材料（２～３人分）

スナップエンドウ………10本
ちくわ
（生食用）…………２本
春キャベツ……………葉２枚
カニカマ…………………３本

【A】

鶏がらスープの素…小さじ１
ごま油………………大さじ１
白いいりごま………小さじ２
おろしにんにく…………少量

五霞地区

【作り方】

１．スナップエンドウは、筋をとり茹でて斜め半分に切る。
２．ちくわは斜め薄切りにしてカニカマは割いておく。
３．春キャベツは、３～４cm位の幅に切りさらに２cm
位に切る。
４．ボールに１～３の材料を入れ【Ａ】の調味料を加え
てよく混ぜ合わせる。
５．器に盛りつけて完成。
※お好みで調味料や材料を加減してください。
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植竹

明美さん

お盆用品ご用命承ります
初盆を迎えられる皆様に
ご案内させて頂きます。
どうぞお盆のご準備は
JAセレモニーにご用命下さい。

初盆用品
※納品がお盆に間に合わないことがありますのでお早めの
ご注文をお願い致します。

あんしん
友の会
会員様

限定
特典

ちょうちん・お盆用品等

定価より

10％OFF

初盆用
返礼品

※在庫切れの際は
ご容赦下さい。

10％OFF

定価
より

※在庫切れの際はご容赦願います。

1,080円～5,400円まで各種取り扱っております。
■商品は残品をお引き取り致しますので、多少多めに
ご注文下さい。

■納品がお盆に間に合わないことがありますので、お早めのご注文を
お願い致します。
■商品によっては、色・柄・内容等が変わることがありますのでご了承願います。
■環境保護の一環として、包装を一部省略させていただくことをご了承願います。

「あんしん友の会」

入会受付中
個人会員 3,000円
家族会員10,000円

※表示価格は税込と
なります。

生活部葬祭課

1,080円

1,650円

（税込）

（税込）

1,080円

セレモニーホールそうわ
セレモニーホールさくら

（税込）

フリーダイヤル

2,700円

（税込）

0120ー590ー623

TEL.0280ー92ー0141 FAX.0280ー92ー7602
古河市駒羽根711番地
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