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あすを拓く みどりの新しい風
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JA茨城むつみのHPを
ご覧いただけます！

古河地区野菜生産部会のみなさん

左から

針谷
小池
秋庭

真治さん
義次さん
一男さん

野口 哲男さん
秋庭千登世さん
秋庭 一昭さん

現在ナスの出荷がピークを迎えています！

輝く人
公輝さん

第16回
さん
昭和２年４月20日生まれ 95歳
猿島地区

木村 みさを

長寿バンザイ

涼やかな七夕
「ぬくもり」で「流しそうめん」

今年の７月は猛暑から始まったもの
の、七夕は台風の影響で梅雨空に逆戻
り。夜空の織姫と彦星を眺めることが
叶わぬ今年でしたが、「デイサービスセ
ンターぬくもり」では７月５日と６日
の２日間、利用者の皆さんと七夕の願
いごとを短冊に込めて発表しました。
「歩けるようになりたい」「元気でいつ
までもぬくもりに行けますように」と
さまざま。「家内安全」
という願いには
シンプルでもユーモアがあり、まだま
だ若い人たちには負けないという強さ
を感じました。
お昼は夏ならではの「そうめん流し」。
古来、そうめんを天の川に見立て食べ
た説もあるとのこと。各テーブルに１
台ずつ流しそうめんマシンを置いてゆ
でたてを職員が次から次へと流し、利
用者の皆さんに味わっていただきまし
た。皆さん「楽しい」「美味しいね」な
ど懐かしく楽しんでいる模様。
湿っぽい世の中を払拭するよう、利
用者の皆さんはささやかに楽しいひと
時を過ごしました。１日も早く日常に
戻る「願い」を込めて私たちも頑張り
ましょう。

８月号

ＪＡ茨城むつみ
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ムラ
キ

境地区 野口
境町で緑茶農園を営んでいるお茶のさる山・野口園
の４代目園主、野口公輝さんにお話を伺うことができ
ました。野口園では生産から製造・販売までを一貫し
て行うことで、丹精を込めた安全なお茶を提供する体
制がとられています。
野口さんのお茶へのこだわりは畑作りから始まりま
す。土壌検査を行い、畑に必要な栄養分を吟味した上
で、厳選された有機肥料を使用します。こうして育て
られたお茶は、しっかりとした枝葉と綺麗な色をつけ
て収穫期を迎えます。
野口園で取り扱われるお茶の品種は 種類と豊富で、
代表品種の
「やぶきた」
をはじめ、玉露として使用され
る
「あさつゆ」
、旨みと渋みが調和したまろやかな味わ
いの
「おくひかり」
など、お客様ひとりひとりの好みに
合うように様々な種類のお茶が用意されています。
お茶 は １年 の中 で ５月 か ら ６月 に収穫・製造・製茶・
販売のピークを迎えます。鮮度を一番に考えると寝る
間を惜しんで作業に取り組まなくてはならない日もあ
り、とても忙しく大変だなと思う事もあるそうです。
それでも
「静岡県で行われた
『全国茶手もみ技術大会』
で最優秀賞を受賞したときは、お茶への想いが一層強
まった」と話す野口さん。
「さしま茶の生産者が少しずつ減り、
それに伴ってお
茶の生産量も減少し
ている。難しい状況
ではあるが、さしま
茶のブランド力を高
め、生産者同士で力
を合わせて新しい生
産・製造・販売を行っ
ていきたい」と今後
の展望も力強く語っ
てくださいました。
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Ｑ．毎日楽しみにしていることはありますか？
Ａ．テレビを観ることが好きで、午後に韓国ドラマ、夕方に時代劇を観ることが毎日の日課です。それ
とひ孫たちが近くに住んでいて、毎日遊びに来てくれることが楽しみです。少し遠くに住んでいる
子どももほぼ毎週末帰って来てくれるのでとても嬉しいです。

Ｑ．思い出に残るエピソードは？
Ａ．娘に連れていってもらった旅行が思い出深いです。那須に３
回連れていってもらいました。10年くらい前まではもう一人
の娘の嫁ぎ先の岩手にもよく遊びに行っていました。わたし
はウニが苦手だったのですが、岩手で食べたウニは新鮮で美
味しくて、一気に大好物になりました。
Ｑ．長寿の秘訣は何ですか？
Ａ．好きなリズムで生きることです。わたしの起きる時間と寝る
時間は同世代の人たちと比べると遅いと思うのですが、好き
な時間に起きて好きな時間に寝ることで心の健康を保てていると思います。あとはやっぱりなんで
も食べること。それと健康な体には健康な歯が欠かせないと思うので定期的に歯医者に行くことで
すかね。

好きなものや好きなことについて話すとき、とてもいきいきとしていた木村さん。これからも笑顔で過ごしてください。

ＪＡ茨城むつみ総和地区園芸部会は６月 日
から 日のうち４日間で、古河市立学校給食セ
ンターと自校給食室をもつ７つの小学校に長ナ
スの無償提供を行いました。
この取り組みは以前より度々実施されている
もので、児童・生徒たちに地元の農産物への関
心を高めてもらうために行っています。
提供された長ナスは茨城県銘柄推進産地指定
を受けており、市場からも高い評価を得ていま
す。今回はなすの味噌炒めに調理されて児童・

長ナスを学校給食へ提供

ＪＡ茨城むつみ三和地区野菜生産部会と総和
地区園芸部会は６月 日、三和地区営農センタ
ーで令和４年度惚ろにがうり統一目揃会議を開
催しました。市場関係者や坂東地域農業改良普
及センター職員、同部会員、古河市役所職員ら
合わせて約 人が出席しました。
三和地区野菜生産部会の久保勝部会長は「５
月に低温と日照不足の日が多かったため、出荷
がやや遅れてしまっているが、今日の会でしっ
かりとみんなの目を合わせて、振り返ったとき

惚ろにがうり本格出荷に向け目ぞろえ会開催
21

日本農業新聞記事に掲載

にいい出荷が出来たと思えるようにしてほしい」
と話しました。
惚ろにがうりは他産地のものと比べて苦みが

マイルドなことが特徴で、茨城県青果物銘柄産
地にも指定されている当ＪＡの特産品のひとつ。今回の会には古河ケーブルテレ
ビの取材も入り、注目度の高さがうかがえました。
出荷は６月上旬から始まり、８月にピークを迎え、 月まで続きます。

タキイ種苗カタログにむつみ管内生産者が掲載

11

生徒たちへ振舞われました。

低コスト肥料の取り組み

20

境地区にて数年に渡り試作を行ってきたグ
リーンカール品種が、この度晴れて「グリー
ンサンバ」という名称で正式に商品化し、秋
号カタログに生産者と共に掲載となりました。

境地区第一支部支部長
稲垣敏夫さん（左）と
同地区経済渉外 齋藤伊知郎担当（右）

農業におけるコスト低減と土づく
りを兼ねた混合堆肥複合肥料の取り
組みが、６月 日発行の日本農業新
聞に掲載されました。
ＪＡ茨城むつみでは従来のエコレ
ットシリーズに加え、オリジナル銘
柄を新たに開発し、２０１９年より
本格的に推進を開始。現在では年間
で１６０００袋を販売するまでシェ
アが拡大しています。
堆肥と化成を同時に散布できる他、
一般的な化成より約１～２割のコス
ト削減も見込め、肥料高騰対策の一
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播種は８月上旬～下旬、収穫は 月上旬～
月中旬。同品種について稲垣支部長は「高
温期に対応可能な他、立性で折れが少なく作
業性も良好」と話し、市場のニーズに合った
品種として今後の普及拡大が期待されます。
（写真は実際に掲載されたもの）
11

23

環として今後も普及拡大に努めて行
く方針です。

実際の取材の様子。
管内生産者の野村浩之さんは「長雨でも肥料成分が急激に
流出せず、生育が安定する点も魅力。」と語りました。
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来場ありがと
五霞支店 ６/15㈬

境支店 ６/17㈮

大判焼と野菜詰め合わせの無料配布、射的やコースター作りのイベントを
行いました。

総和支店 ６/22㈬

トマト一箱を無料配布しました。

袋いっぱいに詰めた野菜をプレゼントしました。

古河支店 ６/23㈭

三和支店 ６/21㈫

ナスとアンパンマン風船を配布しました。

猿島中央支店 ６/24㈮

トマト、焼きトウモロコシ、フランクフルトをプレゼントしました。

ポップコーンの配布や新茶の試飲を
実施しました！

ＪＡ茨城むつみでは、６月15日～６月24日のうち６日間、各支店でむつみＷeek dayを開催しました。イベントは
利用者の皆さまに日頃の感謝を伝えるために行われたもので、新鮮な野菜果物や食料品、肥料農薬の販売などが実施さ
れ、平日であったにもかかわらず多くの方にご来場いただきました。
また「くらしの活動」の一環として、来場された方にＪＡオリジナルパックご飯『ふっくらむつみごはん』の配布を
行いました。
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ＪＡ茨城むつみ

８月号

令和
４年度

組合賦課金納入について

令和４年度組合賦課金の納入ですが、昨年同様に下記の通り口座振替にて徴収
させて頂きます。ご理解の程、宜しくお願い致します。
記

１．口座振替日
２．賦 課 基 準
３．納 入 方 法

令和４年８月31日
（水）
正組合員割１戸当り 800円
口座振替
尚、口座振替を希望されない方につきましては、お手数でも最寄の支店窓口までご連絡下さい。
又、農協に口座をお持ちで無い方につきましては、従来どおり現金にて納入して下さい。
★耕作面積及び名義変更等がございましたら、お手数でも最寄の支店窓口にて手続きをお願い致します。

４．領収書発行

口座振替（９月に配布致します。）

現金納入（各支店で発行します。）

は種用 水陸稲種子 予約受付中
良質米を生産し、消費者に安心して食べていただくために…
県農林振興公社
市町村穀物改良協会
ＪＡグループ茨城

令和５年

品種固有の特徴を備えた、病原菌を持っていない優良な種子を使いましょう。
予約注文をすると…

①当用注文より、50円／kgお安くなります。
②種子の確保が不足した場合は、予約注文をしていただいた方に優先的に配布します。

予約申込締切日
令和４年８月31日

予約申込について

令和４年８月31日までに、最寄の支店窓口までお申し込みください。
※予約申込締切日を過ぎてからの申し込みは、当用扱いになりますのでご注意ください。
②申 込 単 位 ４kg単位でお願いいたします。
③申 込 方 法 回覧で回っている「５年は種用水陸稲種子予約申込書」に記入のうえ、ＪＡ窓口までお申し込みください。
④そ
の 他 返品はできませんので、ご了承ください。
申込数量が確保数量を上回った場合や、予約注文以外（当用種子）の申し込みの際には前年産種子低温貯蔵種子（備蓄種子）
での供給となることがありますのでご了承ください。
①予約申込締切

※ふくまるの種子購入に関しましては、生産者登録制度に基づく「ふくまる生産に関する誓約書」を提出いただきますようお願いいたします。
※飼料用種子は夢あおばと月の光のみの受注になります。取りまとめ品種以外の飼料用米専用品種については、市町村・地域再生協議会を
通じまして、（一社）日本草地畜産種子協会へお申し込みください。

ＪＡグループでは、安全・安心なお米を安定供給するために、
「ＪＡ米」
ブランドの確立を目指しています。

「ＪＡ米」を出荷するには… ①種子100％更新、もしくは更新種子を使用した苗により栽培された米
4つの条件が必要です。 ②ＪＡグループ等の検査機関により、検査および内容が確認された検査米
③生産基準を基に栽培され、栽培履歴記帳が確認された米
④1.85㎜以上のグレーダーを適正に使用した米（ふるい下２％以内）

組合員各位

ＪＡは農家を応援します！

実りの秋「燃料油」応援キャンペーンのお知らせ

拝啓 盛夏の候、皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申しあげます。平素は格別のご配慮を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、今年度お米の乾燥時期に合わせ灯油キャンペーンを企画いたしました。これを機会により多くの皆様にご利用いただき、組合員
の所得増大を微力ながら応援させていただきたいと思います。
つきましては、下記のとおり、実りの秋「燃料油」応援キャンペーンを開催いたしますので、ぜひこの期間にご注文いただきますよう
宜しくお願い申し上げます。
敬具

記

１．開催期間：令和４年８月17日㈬～令和４年９月30日㈮まで（土日祭日を除く午前８時30分～午後５時）

２円 引き（200Ｌ以上）200未満は1円

２．特別価格：当用価格の
３．油

種：灯油、軽油

４．お問合せ注文先：燃料配送センター（電話：0280-87-1317）
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第 回理事会だより

●

付議事項

５

６月号の答え
当選者

て（案）

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
ラ ベ ン ダ ー

第340号の答えは、
「ラベンダー」
でした。次の方が当選されました。
おめでとうございます。
● 鈴木久賀子 ● 坂東
孝範
● 青木
茂 ● 稲葉
茂
● 鈴木
ウメ ● 木村
昇
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
持った記事は
、どれ
ですか。

行

日

30

境町長井戸二三

総務企画課

月

５

3060404

Ｊ Ａ茨城むつみ

63

令和４年

日

第４号議案

生産工程管理・記帳運動の推進本部

五霞支店建設について
（案）

設置要領の構成員一部変更について

日

令和４年度運用計画額および余裕金

（案）

令和４年６月

運用方針について（第２四半期・年

次）（案）

第５号議案

第６号議案

第 回監事会だより

●

付議事項

５

30

生産工程管理・記帳運動の推進本部設

月

30

置要領の構成員一部変更について
（案）

令和４年
６

第１号議案 ディスクロージャー誌の作成につい

第２号議案

第 回理事会だより

●

付議事項

ついて（案）

役員の普通傷害保険加入について
（案） 第１号議案 令和４年度上期監事監査実施要領に

第１号議案 身元信用保険加入について（案）

第２号議案

第３号議案 各専門委員の決定について（案）

６

〈応募方法〉
☆宛先は…境町長井戸23番地
ＪＡ茨城むつみ総務企画課
● 締め切り
８月31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。

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。）

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
３
６
７

東海道新幹線の愛称の一つ
天気予報で使う単位はヘクトパスカル
食事のーにしっかりと手を洗った
ゾウガメのように水の少ない所でも暮ら
せる亀
８ 綿あめの芯棒に使うことも
10 お化け屋敷でー満点の演出を楽しんだ
14 胸びれを広げて滑空します
16 東北三大夏祭りの一つ、秋田ー祭り
18 固体と液体を分ける方法の一つ
19 マンションの賃貸情報に載っています
20「姿勢が悪いよ」と言われやすい体勢

JAネットバンクを悪用した
還付金詐欺にご注意ください

➡ヨコのカギ

１
２
３
４
５
７
９
11
12
13
15
16
17

夏に咲く黄色い花
行きは良い良いーは怖い
レタスやゴボウはー科の植物です
すし屋の符丁でお茶のこと
能あるタカは隠してる？
北海道の北部にある島。
昆布やウニが名産品です
停留所に止まります
漢字などの横に小さな文字で振ります
海からそよそよとーが吹いてきた
英国の通貨単位です
魚の下ごしらえをするときに取ることもあります
草を刈るときに使います
翼を持っています

夏休みの子どもたちへ食料品提供
ＪＡ茨城むつみは７月上旬、NPO法
人フードバンク茨城と協力し、
「子ども
応援プロジェクト」として食料品の提
供を行いました。
この活動は、日頃の栄養摂取を給食
に頼っている子どもたちが、学校がない夏休み期間
中もしっかり栄養が取れるようにと毎年実施されて
いるものです。
今年度は、安心して食べられる無添加製法にこだ
わった当ＪＡオリジナルパックご飯「ふっくらむつ
みごはん」
240個をはじめとした様々な食品が集まり
ました。

2022 年８月
茨城むつみ農業協同組合

県内ＪＡで市役所職員を名乗る者から、電話でお客さまの
口座番号やキャッシュカードの暗証番号等を聞き出し、本人
になりすましてＪＡネットバンクを申し込み、犯人の口座に
振込を行う詐欺犯罪が発生しています。
還付金を受け取るために、市役所等の職員、警察官、金融
機関職員、ＪＡ職員等が、電話で重要情報（口座番号、キャッ
シュカードの暗証番号等）を聞き出したりすることは絶対に
ありません。
お客さまから重要情報を聞き出そうとする電話には一切答
えずに、きっぱりと電話をお切りください。仮に、市役所職
員等を名乗る者からの電話に、お客さまの重要情報を伝えて
しまった場合には、速やかに当ＪＡへご相談くださいますよ
う、お願いいたします。
なお、今後、還付金以外の理由をつけてお客さまの重要情
報を聞き出そうとする新手の犯罪が発生することも考えられ
ますので、そのような電話には一言も答えないよう、お願い
いたします。
本件に関するお問い合わせ
茨城むつみ農業協同組合 各支店窓口
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ＪＡ茨城むつみ

８月号

むつみ
の

～旬のにがうりを使った～
～旬のにがうりを使った～

にがうりと豆腐の炒め物

料理帖
材料（２～３人分）
・にがうり………１本

・にんじん………１/２本
・ベーコン………４枚
・とうふ…………１丁

提供者

【作り方】

三和地区

舟橋

夏江

さん

・塩………………小さじ１/２

・熱したフライパンに油、にがうり、塩を入れて炒める

・しょうゆ………大さじ１

・全体に火が通ったらだしとしょうゆで味付けをする（味が薄いときは

・顆粒和風だし…小さじ１
・油………………大さじ１

【下準備】

・にがうりは半分に切ってワタを取り、
２ミリ幅に切る
・にんじんは２ミリ幅で短冊切りにする
・ベーコンを１センチ幅に切る
・とうふは水を切っておく

・にがうりの色が変わり始めたら、にんじん、ベーコンを入れる
しょうゆをたす）
・とうふを手でちぎりながら入れ、全体と絡めたら完成！
ポイント

・ワタはしっかり取っておくと苦みが和らぎます
・とうふはもめん豆腐がオススメです

☆にがうりはゴーヤーの名でも親しまれている野菜で、独特の苦みには食欲
を増進させる効果があるとされており、夏バテ解消に効果的な野菜です。
ビタミンＣとカリウムも豊富に含まれており、これらの栄養価を摂取する
ためには炒め調理が有効です。
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