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稲作部会は、低コスト、省力化ができ、普及が近年進んでいる直播栽培の現地検討会が開催され
ました。

　青森市浪岡地区　天内 輝明さん圃場と青森市原別地区　斉藤 直美さん圃場を視察の上、部会員や
東青地域普及振興室、当ＪＡ職員が現状の問題や課題について確認をしたほか、今年度２回目となる
ドローンの実演会も行われました。
　また、検討会終了後、東支店にて意見交換や、タンパク抑制や高温障害、倒伏軽減に役立つケイ酸
資材の勉強会も行われました。同資材による試験栽培も４地区で行われる事となり、部会員らは高品
質栽培へ向け新たな技術を磨いていました。

りんご出荷者大会
7月23日（火）　東部りんごセンター

令和元年産りんごの高品質生産と安定
出荷に向けて出荷者大会が開催され

ました。県内外の取引市場15社と管内生
産者、関係機関ら多数出席しました。
　りんご連絡協議会　山内明男会長から

「平成30年産のりんごは、黒星病や台風の
影響により着色不良や食味不良などが多く
ありましたが、生産者は美味しく高品質な
大玉をめざし取組んでいます。生産者を守
る、産地を守る、産業を守る事を生産者と関係機関が再度認識し、国内外の消費者へ安全・安心で美
味しいりんごを提供致します。」と決意表明がされました。
　また、優良出荷者表彰も行われ８名の出荷者が雪田組合長より表彰状と記念品が贈られました。

稲作部会　現地検討会
7月17日（水）　青森市２ヶ所
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学校田やバケツ稲による農業体験を

行っている、管内小学校15校、731

名の児童へＪＡグループ出版文化団体「家

の光協会」が発行する児童向け月刊誌「ちゃ

ぐりん」を寄贈しました。今回の寄贈はＪ

Ａ共済からの協力を得て実施されました。

　甲田小学校で行われた贈呈式で、雪田組

合長は「これから夏休みに入ると思います

が、ちゃぐりん８月号には自由研究や工

作・調理体験に活用出来る企画が満載なの

で活用して下さい。」と述べ、５年生代表児童２名に手渡し、児童から「これからの食育チャレンジ

学習にも役立てたい」と話されました。

JA AOMORI presents  

協賛：モヤヒルズ  

 
 
 

日時 場所  

参加費【男性】3,000 円【女性】無料 

定員 【男性】若干名【女性】先着 15 名 

参加対象【男性】45 歳までの JA 青森の組合員及びその家族で農家 

【女性】45 歳までの独身者 

申し込み方法 お電話、ＦＡＸ、メール、郵送にて受付しております！！！ 

申し込み期限 ２０１９．９．６（金） 

○お問い合わせ・お申し込み先（担当者） 

住所  青森市平新田池上１１番地１４ 

ＴＥＬ  三﨑携帯：０８０－５７３０－３５０１ 

     西塚携帯：０７０－２０２０－５０３１ 

購 買 部：０１７－７５２－１２１３ 

ＦＡＸ  ０１７４－２２－３２６０ 

メール  aomori-deai@jaaomori.or.jp 

 

ちゃぐりん贈呈式
7月16日（火）　青森市立甲田小学校
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� 6月26日（水）

� 7月5日（金）

� 7月9日（火）

� 7月11日（木）

� 7月8日（月）

� 6月26日（水）

ねぎ部会現地講習会
� （管内２ヶ所）

ミニトマト部会　目揃会
� （羽白野菜センター）

ピーマン部会・きゅうり部会　合同目揃会
� （中央野菜集出荷所）

トマト部会　目揃会
� （羽白野菜センター）

青天の霹靂生産者部会　現地講習会
� （管内３ヶ所）

水田畦畔除草省力化実演会
� （管内２ヶ所）

　ねぎ部会は、青
森市内２ヶ所で現
地講習会を開催し
た。細越地区の木
立吾衛さん圃場に
は、生産者19人
が参加し試験肥料
の状況を確認しま
した。
　今回の肥料試験は、メーカー４社から一発肥料の効果による、
現在の生育状況やこれからの効力などが話され、　部会員らは
十分に生育が施されている事を受け、来年度の使用を検討して
いました。

　ミニトマト部会は、
羽白野菜センターにて
目揃会を開催しました。
　生産基準やパック詰
めの注意点などを説明
されたほか、ミニトマ
トを持ち寄り、糖度を
計り良食味であるかを
確認していました。
　我満智部会長は「目
揃会は生産者が基準を揃えて守る事を改めて知る場であり、有
利販売を進める場でもあります。市場関係者の話を真摯に受け
止め、販売に対する意見や目標をみんなで確認し、高品質・良
食味ミニトマトの生産に取組んで行きましょう」と挨拶しまし
た。

　ピーマン部会ときゅうり部会は合同目揃会を中央野菜集出荷
所で開催し、出荷の注意点や産地状況などが説明されました。
　ピーマン部会玉熊守悦部会長は「今年も忙しい時期が来まし
た。昨年は、野菜
の高騰で特別な年
でしたが、去年並
みの価格を頂ける
事を願って、安心
安全な作物を多く
作り、需要に応え
ていきましょう」
と挨拶した。

　トマト部会は、蓬田選果場と羽白野菜センターで目揃会を開
催しました。出荷規格の確認や今後の病害虫対策、裂果の対策
などが話されました。

　青天の霹靂生産者部会は、今後の管理の徹底を図る為、現地
講習会を開催しました。追肥はタンパク含有率が高まる為、幼
形期までに行い、判断に迷うようであればＪＡ職員に訪ねるよ
うに注意を呼び掛けました。

　購買推進課は、水稲畦
畔除草の労力軽減の為、
ラウンドマックスロード
を使用した実演会を管内
２ヶ所で開催しました。
　また、昨年秋冬に散布
した効果の検証も行われ
ました。
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貸　出  !!

　自慢の野菜等の消費宣伝や対面販売により、農家生産者の生産意欲や所得増大を応援
する為、本店敷地内（直売所近く）にプレハブを準備致しました。
  ご出店をご希望の方は、下記の要領を確認の上、事務局までお申込下さい。

要　　領
１．利用期間　令和元年８月～11月（８：30～17：00）
２．利 用 者　ＪＡ青森組合員及びＪＡ青森協力団体
３．利 用 料　販売金額の10％

その他、詳細については、
　　ＪＡ青森 営 農 販 売 部（℡ 017-726-2211）又は
　　あすなろ営農支援センター（℡ 017-763-2017）までお問い合わせ下さい。

外　　観 内　　観

消費宣伝・対面販売用プレハブ

【農林総合研究所】
場所：黒石市田中82－９
内容：�研究成果の展示・紹介、スマート農業講演会、

試験圃場の案内、相談コーナー、お米や野菜の
試食販売、最先端省力化農業機械展示・実演会
など

問い合わせ先：電話�0172－52－4396

青森県産業技術センター
令和元年度

農林総合研究所・りんご研究所参観デー
【りんご研究所】

場所：黒石市牡丹平福民24
内容：�研究成果の展示・紹介、りんご講演会、試験圃

場参観ツアー（ロボット草刈機、農薬無散布園
ほか）、相談コーナー、りんごの試食販売、り
んご史料館の開放など

問い合わせ先：電話�0172－52－2331

9月5日（木） 午前９時～午後４時

9月6日（金） 午前９時～午後３時
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　組合員および地域住民を構成員として、地域や人との結びつきの大変強い団体です。
　農業と地域社会に根ざした組織としての社会的役割を誠実に果たす意欲のある元気な人材
を求めます。

①平成３年４月２日から平成14年４月１日までに生まれた方。
�　�但し、高校卒業以上の学歴を有し、すでに卒業された方、又は令和２年３
月31日までに高校以上を卒業見込みの方。
②マイカー通勤が可能な方。

若干名

①職　種　当ＪＡ業務全般にわたる総合職
　　　　　（信用・共済・販売・購買・営農指導）
②基本給　大卒 145,700円～　短大卒 135,300円～　高校卒 126,900円～

令和１年９月５日（木）～令和１年９月11日（水）午後５時まで

①第１次試験　筆記試験（基礎能力試験、適性試験、作文）
　　　　日時：令和１年９月27日（金）午前10時～午後２時
　　　　場所：青森県農協会館　７階 大会議室
　　　　　　　（青森市東大野２丁目１-15）
②第２次試験　面接（第１次試験合格者に対して行います）

募集に関してのお問い合わせは、人事課（℡017-763-1035）までご連絡下さい。

令和２年４月１日採用の職員を募集します

８月はこども共済強調月間です!!
　ＪＡ共済では、組合員・利用者の皆様のお子さま・お孫さまの教育資金の備えと万一の保障

「こども共済」をお届けしています。
　保障内容やお見積りに関するご相談は、本支店窓口やライフアドバイザー（ＬＡ）が承ります。
　また、現在ご加入されていない方もこの機会に、こども共済を是非ご検討してみて下さい。

◆「貯蓄性」や「保障の充実性」などニーズに合わせて３タイプからお選び頂けます。

1．応募資格

2．募集人員

3．勤務内容

4．受付期間

5．選考方法

6．そ の 他
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理事会だより

提出議案
議案第１号　出資金口数減少の承認について

議案第２号　�理事とのりんご委託契約（令和元年産予約
金支払）について

議案第３号　本店信用部金庫の増改築（案）について
議案第４号　信用事業方法書の一部変更（案）について
議案第５号　余裕金運用規程の一部変更（案）について
議案第６号　�青森県に報告する「金融庁ガイドラインに

基づくギャップ分析（案）」の承認について
議案第７号　�平成30年度ディスクロージャー誌（案）について
議案第８号　職員給与規程の一部変更（案）について
議案第９号　売買代金請求にかかる訴訟（裁判）について

●定例理事会
　令和元年７月31日（水）　東支店２階 大会議室

●正組合員数　７,６０４名	 ●准組合員数　６,３２９名	 ●出　資　金　２，４３３，５８６，０００円
●役　員　数　２７名	 	 ●職　員　数　２３４名

ＪＡ青森の概要（2019年7月31日現在）

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

職 員 名 部署・役職名 階　級 備　考 発令日
佐々木礼奈 営農販売部　営農企画課（指導） 臨時職員 新 採 用 令和元年７月１日
柴森　大暉 蓬田支店　経済課　蓬田給油所 臨時職員 新 採 用 令和元年７月16日

発令日　令和元年７月31日　

職 員 名 部署・役職名 職　階 退職日・退職事由
安部はるか 中央南支店　経済課 一 般 職 令和元年７月31日付　自己都合による退職

退 職 辞 令

人 事 異 動
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テレビのリモコンにはたくさ
ん付いています
なだらかな――が続く丘陵地
合唱部が練習するもの
耳かきと共に行方不明になり
やすいそうです
今からこれじゃ、――が心配
だなあ
仲人から紹介を受けて、伴侶
候補と会います
宴会でグラスをみんなで掲げ
て…
相撲の勝敗を記録した――表
ゴホゴホゴホ
価格が高くなること
煮物などに使う、アルコール
を含む調味料

９月１日は――の日。非常持
ち出し袋や避難経路を確認し
ましょう
高知の名物料理、カツオの――
皮膚の表面にある細かな模様。
――の細かい肌
食器を拭く布です
いがに守られた実がなります
晴れた十五夜にはとても明るい
矢を射る道具
陽の反対語
国や地方自治体に納めます
首都はモスワク。大きな国です
肉料理に添えたり、刻んで
スープに浮かべたりする香草
傘にも凧（たこ）にもあります
バラの茎にある突起

　頭の体操

⬇ タテのカギ

1

3
6
7

8

10

14

16
18
19
20

➡ ヨコのカギ
1

2
3

4
5
7
9
11
12
13
15

16
17

Q 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？

応募締切

8
31

パズルの応募方法
●正解者の中から抽選で５名の方に、   

ステキな記念品をプレゼント !!

頂いた個人情報は
•当選者への商品発送のみ使用させていただきます

ハガキ又はFAXで。FAX/017－788－0281

・パズルの答え

・郵便番号、住所

・氏名
・世帯主名

・電話番号

・本誌へのご意

見、ご感想

青森市大字羽白　  字富田190-4ＪＡ青森　　総務部 行

62
　 円
切 手

０3 8 0 0 5 8

1 6 8 16 19

12 3

9 10 17

17 4

13 21 0

14 5 18

15 2
B

A

C

D

E

発 行　　青森農業協同組合　　編集発行人（参事）　福士　　淳
〒038-0058 青森県青森市大字羽白字富田190番地４　TEL 017-763-1001　FAX 017-787-0111　URL　http://www.jaaomori.or.jp

先月号の答え

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
キ モ ダ メ シ

・渡辺　敏晶 様 ・工藤美智子 様
・横内　良史 様 ・有馬　克子 様
・相場　治子 様
　多数の応募や素敵なコメントありが
とうございます。

おめでとうございます!!当選者

牡羊座 3/21～4/19

【全体運】　すべき作業を黙々と
こなすだけで、変化に乏しい
日々になりがち。興味を引かれ
るジャンルに意識を向けてみて
【健康運】　小まめに疲れの解消
を。菌活もお勧め
【幸運の食べ物】　スルメイカ

牡牛座 4/20～5/20

【全体運】　旅行や飲み会に出掛
けると自分の新たな可能性に気
付けるかも。努力の成果が出や
すく、頑張ってみる価値あり
【健康運】　元気に過ごせそう。
夏を満喫できるはず
【幸運の食べ物】　カツオ

双子座 5/21～6/21

【全体運】　一時の感情で行動す
ると失敗しやすい月。冷静さを
大切に。キッチンやお風呂など、
水回りの掃除で運気が回復
【健康運】　暑くても体の冷やし
過ぎはＮＧ。ほどほどに
【幸運の食べ物】　スダチ

天秤座 9/23～10/23

【全体運】　やりたいことを強引
に推し進めやすい期間。成功の
鍵は情報収集と周囲の協力。人
の意見には謙虚に耳を傾けて
【健康運】　自然治癒力を高める
ことで、体調好転へ
【幸運の食べ物】　ブドウ

蠍　座 10/24～11/22

【全体運】　ちょっとした変化が
幸運の呼び水に。生活スタイル
を変えたり、新しい趣味を持っ
てみて。科学的ジャンルも◎
【健康運】　スポーツジムで楽し
く体力アップが可能
【幸運の食べ物】　インゲン

射手座 11/23～12/21

【全体運】　不本意な出来事が多
くなるかも。でも、イライラせず、
できることに集中するのが得策。
自然の中で気分転換を
【健康運】　無理は禁物です。十
分な休養を心掛けて
【幸運の食べ物】　葉トウガラシ

山羊座 12/22～1/19

【全体運】　行動範囲がグンと広
がる気配。以前から興味を持っ
ていたことを追求してみて。海
外に関する事柄にチャンスが
【健康運】　体が軽く感じそう。
スポーツを満喫して
【幸運の食べ物】　マツタケ

水瓶座 1/20～2/18

【全体運】　内にこもりやすい。
自分の時間を持ちつつ、人との
交流も楽しめば、意外な発見が。
音楽鑑賞でストレス発散を
【健康運】　慢性疲労を取るには
マッサージが効果大
【幸運の食べ物】　シメジ

魚　座 2/19～3/20

【全体運】　物事を両極端に捉え、
失敗する暗示。もう少し気楽に
構えること。運命的な出会いに
恵まれる可能性があります
【健康運】　飲み過ぎは厳禁。食
事の栄養にも配慮を
【幸運の食べ物】　イクラ

蟹　座 6/22～7/22

【全体運】　交友関係が一気に広
がる気配。趣味や習い事の集ま
りには意欲的に参加して。人気
店で逸品に遭遇することも
【健康運】　まずまずの安定期。
ウオーキングにツキ
【幸運の食べ物】　栗

獅子座 7/23～8/22

【全体運】　自分のペースでじっ
くり物事に取り組めそう。中途
半端なまま放置していることは、
この機会に片付けましょう
【健康運】　夏の疲れが出そう。
日焼け防止も忘れないで
【幸運の食べ物】　サトイモ

乙女座 8/23～9/22

【全体運】　ビッグチャンスが舞
い込む予感。気になることがあ
れば、迷わず飛び込んでみて。
未体験のことをするのも大吉
【健康運】　不摂生は体調を崩す
もと。特に安眠が大事
【幸運の食べ物】　カボチャ

今月のあなたの運勢 9月 モナ・カサンドラ
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