Ｑ．毎日楽しみにされている事はなんですか？
Ａ．デイサービスに行って友達と楽しく過ごす
ことです。日曜日以外毎日通っています。

むつみ
スポット

今月のむつみスポット案内は、
猿島地区の『逆井城跡公園』を
紹介します。
逆井城は今から４００年以上
前の戦国時代末期に後北条氏の
北関東進出拠点として築城され
ました。１５９０年、豊臣秀吉
が後北条氏を滅ぼした為、逆井
城も廃城になりましたが、今で
もその外壁と土塁がそのまま残
っています。また、
櫓（やぐら）
、
門、橋、塀、主殿などが復元さ
れ戦国時代へとタイムスリップ
できる公園になっています。

住所
坂東市逆井１２６２

12月号

ＪＡ茨城むつみ

2

輝く人
第９回
さん
大正15年10月5日生まれ 95歳
境地区

金久保 みよ

長寿バンザイ

三和地区 石丸雄一郎さん
11

季節外れの暖かさで少し動くと汗ばむ陽気の
月初めに農業を営む石丸さんにお話を伺うことが
出来ました。代々続く農家を継いで 年、石丸さ
んで６代目になるそうです。主に白菜・レタス・人
参・ナスを栽培されています。農業で大変なとこ
ろを伺うと、「農業は力仕事で、暑い寒いとか大変
なイメージがあるが、今はそれほどキツイとは感
じていない。ただ、野菜の価格は農業を始めたこ
ろから変わらないが、肥料農薬や資材は年々高騰
して、農業所得を上げるためにコスト削減に苦労
している。
」
それでも農業を続けられる魅力として、
農業は自分で作業計画を立て、生育管理をすれば
自由な時間が作れると話されました。趣味の釣り
やバイクを楽しむ事や、最近では出荷に使ってい
るトラックをいじったりするのも楽しいと笑顔で
話されました。今後の展望を伺うと、「一時期はも
う少し作付面積を増やそうとも考えたが今は現状
維持に止め、今後、子供達が農業に興味を持って
一緒にやっていけるようになったら、その時考え
たい」とお話しいただきました。
15

Ｑ．趣味はなんですか？
Ａ．ぬりえやカラオケが好きです。特にぬりえ
はデイサービスの先生から作品を褒められ
たりすることがあり嬉しいです。

Ｑ．長寿の秘訣は何ですか？
Ａ．毎日食事を美味しくいただき完食すること
です。
孫がいる時はビールを少しのんで晩酌を楽
しんでいます。

大正生まれのみよさん！とってもお元気でデイサービスで楽しく過ごされているお話を沢山聞くこと
ができました。これからもお体を大切に元気に過ごして下さいね。

【お詫びと訂正】
むつみだより11月号５ページ
『坂東清風高等学校シクラメン販売のお知らせ』で、■問い合わせ電話番号0297（88）
1011
となっておりましたが、正しくは0297
（35）
1667になります。お詫びと訂正を申し上げます。

有利販売へ向け規格の確認

ている地元産のバラをプレゼントさせ
て頂きました。この日来店頂いたお客
様は「綺麗なバラをもらえて嬉しい」

水揚げが良く、花もちが良いのが特徴。
１９９９年に県内初の花の銘柄産地の
指定を受けています。

昨今のコロナウイルス感染予防で
内外のイベントが自粛されている
中ではありますが、いつも「ぬく

29

「どこに飾ろうか今からワクワクしてい
る」と話してくれました。
茨城むつみ三和地区のバラは年間を
通して出荷され、色が鮮やかなうえに

10

もり」を利用して頂いている元気
な皆さんに感謝の気持ちを込めて
施設内にて行いました。ビンゴ大
会ではカードの数字を目を凝らして探しては耳をすまし、見事ビンゴとなると大
きな歓声が沸きました。後半は町内の日本舞踊会「五ッ輪会」の皆さんをお招き
し日本舞踊を披露していただきました。最後は「猿島豊年音頭」をみんなで輪に
なって踊り今年も憂いも忘れ楽しく一日を過ごしました。

会場の様子

3

ファッション
ふれあいサロン開催

ＪＡ茨城むつみは 月 日～ 日の
３日間、本店で「ファッションふれあ
いサロン２０２１」を開きました。こ
れは購買事業の一環として毎年行って
いるもので、会場には、オーダースー
ツや礼服、ジュエリーやバッグ、時計、
靴などが並び、実際に商品を手に取っ
て見ていただきました。
また、ご購入いただいたお客様を対
象に、茶そばなどＪＡ商品などが当た
るお楽しみ抽選会も開催。３日間で計
２６６人のお客様にご来場いただきま
した。ありがとうございました。

直売所総和店
バラをプレゼント
直売所総和店では 月６日、日頃の
感 謝 を 込 め １ 、０ ０ ０ 円 以 上 お 買 い 上
げ頂いたお客様に銘柄産地指定を受け

13

最後まで良品出荷へ

「デイサービスセンターぬくも
り」では 月５日
（金）
に毎年恒例
の「ぬくもり祭」を行いました。

11

良い出来はくさい
20

ＪＡ茨城むつみの三和地区野菜生産部会は 月 日、はくさい統一目ぞろえ会
を三和地区営農センターで行いました。生産者、全農、ＪＡ職員ら約 人が参加
し、これからの有利販売に向け出荷規格の統一
を図りました。
同部の久保勝部会長は「９月の天候不順の影
響で生育が心配されていたが現段階の品質はお
おむね順調。これから本格的に出荷がはじまる
ので品質格差がでないように、しっかりと目を
合わせ最後まで気を引き締めて良い品を作って
ほしい」と呼び掛けました。
同部は、 人が約 ㌶で栽培。同地区の秋冬
はくさいの出荷は 月中旬に出荷のピークを迎
え、２月下旬まで出荷が続き、今年度は出荷量
万ケース（１ケース ㌔）を見込みます。
15

25

12

元気にみんなで
恒例「ぬくもり祭」

15

11

11

11

10

コロナ禍での
会議・研修会等について

12月号

ＪＡ茨城むつみ

4

・三和支店
0280−76−0017
・猿島中央支店
0280−88−0251

・古河支店
0280−48−1854
・総和支店
0280−92−0103

【お問合せ先】 ・境支店
0280−87−3604
・五霞支店
0280−84−0003

当ＪＡでは、職員ならびに
組合員・地域住民の皆様が利
用する会議室・大研修室の衛
生管理・三密対策を徹底して
います。サーマルカメラによる検温、空気清
浄機の設置、定期的に換気が出来るように窓
が開閉可能で、
人と人との間隔も十分にとれる
広 い会場 と な っ て い ま す。 サ ー マルカメラ・
空気清浄機設置はＪＡ共済地域貢献活動の取
組として、組合員・地域住民との関係性を深
め、安全・安心な環境の提供と地域活性化が
目的です。当会場は貸出（有料）も行ってお
ります。会議・研修会等の会場をお探しの方
は、お気軽にお問い合わせください。

坂東市生子で生姜の花を発見
家庭菜園で生姜を育てて
きた塚原さん。 月中旬生
姜を収穫しているととても
珍しい『生姜の花』を見つ

‼

と話してくれました。
生姜の花は生姜の専業農家さんでさえ見たことが無い人が多いそうでとても貴
重なものだそうです。

にしたのは人生初めて。こ
れからどんな花を咲かせて
くれるか楽しみに待ちたい」

けました。
塚原さんは「長年生姜を
育てていたが生姜の花を目

10

年末年始のＡＴＭ休止のお知らせ

年末・年始の正月三が日はＡＴＭを休止させていただきます。
ご利用のお客様にはたいへんご不便をおかけいたしますが、ご理解を賜りますよう
お願い申し上げます。

12月31日（金） 休止いたします。

１月１日（土） 休止いたします。

１月２日（日） 休止いたします。

１月３日（月） 休止いたします。

１月４日（火） ８：45〜19：00

12月31日〜１月３日にかけてお取引を希望される方は、コンビニ等のＡＴＭが
ご利用いただけます。
ただし、提携先・時間帯によって手数料がかかる場合がございますのでご注意
ください。

「国民年金第１号被保険者であること」

ＪＡ茨城むつみ＆茨城西南医療センター病院共同企画

※農業者年金の加入には、

（第三回）

若い
年金
今こそ ン！
ョ
アクシ

そ う だ ！ 西南に聞いてみ よ う ♪
代女性）

スギ花粉症が有名ですが、まず症状を出さないよう花粉から回避

Ｑ 季節のアレルギーに困っています。少しでも楽になる対処法は？
（
A 西南
することです。春先のスギ花粉飛散時期にはマスク、メガネなどを使用して
目や鼻から花粉を取り込まないようにします。
また、
鼻症状を和らげる方法として、
花粉飛散前からの治療もガイドライン

https://www.nounen.go.jp

※詳しくは、お近くの農業委員会、又はＪＡへ！

で推奨されていますので耳鼻咽喉科医に相談してみてはいかがでしょうか？

5

検索

詳しくは… 農業者年金基金

の３つの要件を満たしている必要があります。

代男性）

「年間60日以上農業に従事していること」

「60才未満であること」

（
Ｑ 血圧や貧血の対応を教えてください。

A 西南 「貧血」
という言葉には、①血が少なくなる本当の意味での貧血、
②いわゆる立ちくらみ症状（脳貧血）の二つの意味があります。
「貧血様症状」
で外来受診される方のほとんどは後者②であり、これは自律
神経の乱れ（未熟・疲れ・衰え）などが原因で起こり、血圧との関係はあま
りありません。
自律神経の改善には生活習慣の改善が必要で、食事や運動、睡眠などの見
直しが必要です。またゆっくり立ち上がるなど、症状が出ないようにしてい
くことも重要です。ただ頻回に症状が出現する際は、大きな病気が隠れてい
ることがありますので、いちど病院を受診されることをおすすめします。
代男性）

全額社会保険料控除の対象！
！
さらに保険料は自由に選べる

3

Ｑ コロナでステイホームが続き肥満にならない方法は？（

若い農業者の皆さん！自分の老後
自分で守れますか？
若い農業者の方は、国民年金の上乗せの公的な
年金「農業者年金」に加入して安心で豊かな老後を！

10

ステイホームでも、椅子に座って腹筋を引き締める、スクワット、

自ら支払った保険料は、

ポ イント

A 西南

2

早く加入すれば、国庫補助が長く受けられる
ポ イント

50

腕立て伏せなど自宅でできる運動はあります。少しの時間でも毎日続けまし
ょう。

1

国庫補助で手厚い支援！
！
１万円の自己負担で２万円の積立てが実現
ポ イント

70

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

Ｄ
ク

Ｅ
サ

Ｆ
イ

第332号の答えは、
「タイイクサイ」
でした。
次の方が当選されました。
おめでとうございます。
● 永塚
武雄 ● 初見 梅乃 ● 金沢
修
● 大木
和子 ● 秋田 忠司 ● 生井久美子

31

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。）

11

回理事会だより
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回監事会だより

10

●報告事項
１）令和３年９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３年度上期監事監査顛末書について
４）令和３年度県常例検査指摘概要報告について
５）令和３年度ＪＡ共済コンプライアンス点検結果および改善方針の概要について
●付議事項
第１号議案 半期ディスクロージャー誌の作成について（案）
第２号議案 茨城県各連合会役員の就任について（案）
第３号議案 給与規程の変更及び在職職員の職能号数の変更について（案）
第４号議案 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社のＬＩＢＯＲ公表停止に係る信託契約書
の変更契約書締結の承諾について（案）

第

●付議事項
第１号議案 令和３年度上期監事監査顛末について

７

①解答
②氏名
、
住
所
、
職
業
、年齢、ＴＥＬ
③Ｊ
Ａ
、
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。

Ｃ
イ

境町長井戸二三

Ｂ
イ

行

当選者

Ａ
タ

3060404

総務企画課

63

ＪＡ茨城むつみ

月号の答え

10

➡ヨコのカギ

１ 一年の終わり。年のー
２ 広葉樹の落ち葉を発酵させて作るこ
とも
３ 農機具などをしまっておく建物
４ 定期貯金がーを迎えた
５ 家事をする際に着ける前掛け
７ 家を建てるときに神主さんを招いて
する儀式
９ スプリングとも呼ばれる部品
11 酒よりお菓子の方が好きです
13 無地のものには付いていません
15 おーの家に回覧板を回した
17 食べ過ぎると手が黄色くなるかも？
19 大みそかの空に響く除夜のー
21 プラスでもマイナスでもないことを
示す数字
〈応募方法〉
境町長井戸 番地
☆宛先は …
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。

１ 石川県を代表する色絵磁器といえば
ー焼
３ 出生届を出すまでに決めます
６ 花などで作るハワイの首飾り
７ ホップ・ステップ・ー
８ 炭を入れて使う暖房器具
10 kg、km の k
12 はがきを買ってきてー状を書いた
14 弓に矢をつがえて狙うもの
16 ソーセージの一種。
薄切りにしたもの
がピザのトッピングにも使われます
18 サンタクロースのそりを引きます
20 木枯らしも颪（おろし）もこれ
22 原価に利益や経費を盛り込んで付け
ます
23 まきをくべて使う暖房器具。ペチカ
はロシア風のこれです

6

ＪＡ茨城むつみ

12月号

むつみ
の

簡単味噌ピーナッツ

料理帖
材

料

・サラダ油…………………大さじ２
・落花生
（小粒）
………………200g
・味 噌…………………………60g
・砂 糖…………………………60g
・みりん……………………大さじ３

【作り方】

フライパン一つで
簡単に作れます! !

1．強火で油を温める。
2．落花生を入れ焦げない程度に中火で炒る。
3．豆がカリカリになってきたら、火を止めて豆を片隅に寄せ、
余熱で味噌と砂糖、みりんを入れ溶かす。

五霞地区

4．豆と混ぜ合わせる。

7

大関よし子さん

ＪＡ茨城むつみ募集企画旅行

フサキビーチリゾートホテルに泊まる
南の楽園

●ご旅行日程／

2022年

八重山周遊の旅

３日間

１月16日㈰～18日㈫

●旅行代金（おひとり様）

※ＪＡ茨城むつみ本店発着旅行代金

143,000円
２名１室利用 お１人様 148,000円
３名１室利用 お１人様

（いずれも税込）

●募集人数／20名（最少催行15名）
●添乗員／全行程同行いたします。
●食事条件／朝食２回・昼食３回・夕食３回

※弁当を含む

●利用予定航空会社／ANA
●利用予定バス会社／東運輸または当社ＨＰ
貸切バスリストより選定
●宿泊予定ホテル／１日目・２日目
【石垣市】フサキビーチリゾート
ホテル＆ヴィラズ
●申込金／30,000円（旅行代金に充当）

旅行条件（要約）※詳しい旅行条件を説明した書面をお渡しいたしますので、事前にご確認の上、お申し込みください。
契約成立後、
お客さまの都合により契約を解除される場合、
または旅行代金が所定の期日までにお支払いがなく当社が
契約を解除した場合、
旅行代金に対してお一人さまにつき次の料率で取消料または同額の違約料をいただきます。

茨城むつみ農業協同組合
埼玉県さいたま市浦和区高砂

茨城県猿島郡境町長井戸

☎048-755-9344

関東統括支店

（埼玉県農林会館

048-762-9229

総合旅行業務取扱管理者 高橋 徹、髙﨑 俊介

階）

総合旅行業務取扱管理者とは、お
客様の旅行を取り扱う営業所での
取引に関する責任者です。この旅
行契約に関し、担当者からの説明
にご不明な点があれば、遠慮なく
左記の取扱管理者にお尋ねくださ
い。

JAだより茨城むつみ 第334号／2021年12月 1 日発行／発行所 茨城むつみ農業協同組合／発行者 代表理事組合長 関根 芳朗／編集 総務企画部総務企画課
〒306ー0404 茨城県猿島郡境町長井戸23／TEL0280ー87ー1161 FAX0280ー87ー6630／URL https://www.jamutsumi.com/ E-mail jamutsumi.kikakuka1@ja-ibaraki.jp

