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■ 営農と生活を支援し、元気な産地づくりに取り組みます。
■ 安全で新鮮な国産農畜産物を消費者にお届けします。
■ 地球の環境保全に積極的に取り組みます。

私たちは「安心」を３つの視点で考えます。

私たち全農グループは、生産者と消費者を
安心で結ぶ懸け橋 になります。

■ 営農と生活を支援し、元気な産地づくりに取り組みます。
■ 安全で新鮮な国産農畜産物を消費者にお届けします。
■ 地球の環境保全に積極的に取り組みます。

私たちは「安心」を３つの視点で考えます。

私たち全農グループは、生産者と消費者を
安心で結ぶ懸け橋 になります。
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インフォメーション ��
●生活総合リテール部　総合販売課

初輸出!
「さしま茶」が
シンガポールで販売へ
インフォメーション ��
●生活総合リテール部　生活推進課

オンラインでライブ配信
2021年人形供養祭
ニュースレポート ��
●農機営農支援部　営農支援課

コロナ禍で困窮する
学生を支援
試験圃場のハクサイ寄贈



ンフォメーションイ インフォメーションンフォメーションイ インフォメーション

3月のおすすめはエーコープ「和風だし」です。「和風
だし」の特徴は、厳選した素材の旨みが引き立つよう
化学調味料・保存料を使用していないことです。お子様
からご年配の方まで安心してお召し上がりいただけます。
原料を細かく砕いてだしパックに詰めていますので、
短い時間で美味しいだしを取ることが出来ます。また、
袋を開封してそのまま粉末だしとしてもご使用いただけ
ます。ぜひご賞味ください!

今年も「おいしさまるごとキャンペーン」を実施します。
令和4年3月1日～31日の間、実施店舗にてローズポー
ク関連商品を購入し、はがきでご応募いただくと抽選
で20名様に人気圧力鍋「Re・De Pot」が当たります。
さらにＷキャンペーンとして、期間中に公式
Instagramにてフォロー＆投稿した方にも抽選で2名様
に賞品をプレゼントします。
詳しくは、裏表紙もしくはローズポークＨＰをご確認くだ

さい。たくさんのご応募をお待ちしています。

生活総合リテール部では、令和4年度産エーコープ
銘茶の予約注文を受け付けています。一番茶には
「テアニン」などの旨味成分が多く含まれています。
今年も各種
銘茶を取り
揃えていま
すので、ご
予約お待ち
しています。

ローズポークを買って、
人気圧力鍋「Re・De Pot」を当てよう!

新茶予約受付中! エーコープマーク品
3月のおすすめ

茨城県銘柄豚振興会

生活総合リテール部　くらしのサポート課
生活総合リテール部　くらしのサポート課

おいしいごはんも本格料理も簡単!

お手軽なのに納得の味わい

「美味・安心・お買い得」のエーコープ銘茶

お問合せ先：くらしのサポート課
TEL：029-292-4411

和風だしの
使い方
（動画）

アミノ酸 リラックス作用、ボケ（認知症）・老化防止
カテキン 風邪・インフルエンザ予防、発癌抑制、

血圧・血糖値上昇抑制、脂肪燃焼効果
カフェイン 覚醒作用、疲労回復、強心作用、利尿効果
ビタミンC 免疫能力増強、コレステロール排出促進、美容効果

お茶に含まれる成分の効能



ンフォメーションイ インフォメーションンフォメーションイ インフォメーション

令和3年12月、令和5年産取引に向けた実需者との
意見交換会を開催しました。5年産の需要見込みは、
コロナ禍において銘柄別に変動はあるものの、麦全体で
約28千トンとなり、生産不足は6千トン超に拡大しています。
一方、需要の増加と共に麦の安全への要望もより
強まっています。アレルゲンのソバは勿論ですが、
カラスムギやカラスノエンドウ、その他異物の混入防止
に取組み、茨城県産麦は安全だと胸を張って言える
産地を目指しましょう。

本会は、平成28年から県内ＪＡと連携して様々な商
談会に参加してきましたが、6年目にして初めてＪＡ茨城
むつみ茶生産部会の「さしま茶」ティーバッグのシンガポー
ル輸出が決まりました。3月上旬には現地企業のライブ
コマースで240包が販売されます。
欧州を中心とする日本茶への関心の高まりとともに、
多くの国内主要産地も海外に進出しています。お茶の
輸出については、今回を第一歩として産地とともに継続
的に取り組んでいきます。

急速な新型コロナウイルス感染拡大等の影響と
世界的な電子部品の供給不足により、給湯器やコンロ
などの弊社取扱商品が通常より納品までにお時間を
いただく状況となっています。
機器の寿命は約10年といわれています。10年以上

お使いの機器につきましては、お早めに買い替えをご検
討ください。ご注文、ご予約は引き続き承っておりますの
で、最寄りのガスセンターにご相談ください。大変ご不
便をお掛けいたしますが、
何卒ご理解ご協力の程、
よろしくお願いします。

つくば牛久店のどきどきレストランでは、「ニッポンエール」
グミプレゼントキャンペーンを実施中です。
このキャンペーンは、ＳＮＳに料理の写真とともに「＃グミ
プレゼントキャンペーン」とつけて投稿していただくと、
その場でＪＡ全農オリジナルブランドである「ニッポンエール」
のグミを１袋プレゼントするものです。（景品が無くなり
次第終了）
テイクアウトの方も対象となっていますので、ご利用の
際は、ぜひご参加ください。

弊社取扱商品の納期遅延のお知らせ

茨城県産麦の
安全・安心に向けて

初輸出! 「さしま茶」がシンガポールで販売へ

ＳＮＳ投稿で
「ニッポンエール」グミプレゼント!

ＪＡ茨城エネルギー㈱

米穀部　米穀課 生活総合リテール部　総合販売課

ポケットファームどきどき　つくば牛久店

麦圃場に入り込んだソバとカラスムギ

お好みの味をお選びいただけます。 お早目にご検討ください

輸出する「さしま茶」に期待を込める
関根組合長（右）と宮田茶生産部会長（左）

給湯器類全般（ガス、
石油、電気）、コンロ類
（ガス、ＩＨ）、衣類乾
燥機、ガス炊飯器類、
ファンヒーター

対 象 商 品



ュースレポートニ ニュースレポート

「タイヤ空気充填」「研削といし取替」作業は、作業
者が特別教育を受けることを義務付けられています。
労働災害防止の取り組みとして、ＪＡ職員向けに「タイ
ヤ空気充填講習」「自由研
削用といし取替特別教育講
習」を開催しました。受講し
た参加者は作業の要点を
確認しました。

ＪＡグループ茨城園芸事業研究会は、全国高校生
サッカー選手権茨城県大会で優勝し県代表となった
鹿島学園高校の活躍を祈念し、今が旬の白菜やれん
こん、かんしょなど、茨城の青果物15品目を贈りました。

常陸大宮市の家畜市場で和子牛の令和4年初セリ
を行いました。初セリ前
に行われた式典では、
年間最多購買者の橋
本畜産㈱、年間最多
出荷者の㈲若林牧場
などが表彰されました。
式典後は子牛161頭が
上場し、活気のあるセリ
が行われました。

東水戸ホールで人形供養祭を開催し、前回（2018年）の1,534体を
大幅に超える7,288体の人形を供養しました。コロナウィルス感染症予防
の観点から無観客によるオンラインでのライブ配信形式で開催し、300回
以上閲覧されました。
今後も葬祭事業では様 な々方法でアピールを行っていきます。

令和3年ＪＡグループ茨城県連功労賞表彰式が茨城
県ＪＡ会館で行われ、畜産部畜産課の渡邉進太郎さん
が個人受賞しました。
和牛改良にかかわる
遺伝子能力評価方法
「ゲノミック評価」の取り
組みが評価されました。

「茨城県農協施肥合理化推進協議会」と「茨城県
雑草防除推進連絡協議会」による合同研修会を県関
係者や全農職員を対象に開催しました。全農開発の
農薬原体説明や新規
開発動向のほか、九州
大学教授を招き「高温
障害に対応した米作り」
について講演を頂きま
した。

協同組合ネットいばらきの取り組みとして、フードバン
ク茨城｢子ども支援プロジェクト｣および「県内ひとり暮
らし大学生 食の支援」へ協力を行いました。2020年
から継続した取り組みで、今回は精米「にじのきらめき」
250kgを提供しました。

特別教育による
労働災害防止への取り組み

ガンバレ鹿島学園!
県産青果物を贈呈

和子牛の初セリ開催!
161頭が上場しました!

オンラインでライブ配信
2021年人形供養祭

ゲノミック評価の取り組みで
功労賞受賞!

2つの協議会による
合同研修会

食の支援 
フードバンク茨城へ精米を提供

農機営農支援部
　農業機械課

畜産部　畜産課

生活総合リテール部　生活推進課

畜産部　畜産課

農機営農支援部　営農支援課

管理部　総務課

鈴木副本部長（右）による
表彰を受ける橋本畜産㈱（左）八木岡会長から表彰を受ける渡邉職員

ライブ配信された人形供養の様子

2年ぶりとなる合同研修会

茨城の青果物で応援します

作業の様子を確認する受講者

12月14日

12月19日

12月14日

12月28日

12月23日

1月14日

12月2日、3日

園芸部　園芸課



ュースレポートニ ニュースレポート

たくさんの品種を集めて「いち
ごフェア」を開催しました。普段
は店頭に並んでいない品種も顔
を揃え、どれを買おうか迷うお客
様の姿も見られました。また、同日
にはデジタルフォトスタンプラリーを
開催し、家族連れのお客様で賑
わいました。

製造メーカーである「㈱太陽」を講師にＪＡ農機担当職
員向け「耕うん爪研修会」を開催し、9名が参加しました。
商品研修のほか、圃場研
修では、「新品の爪」と「摩
耗した爪」での耕うん結果
の違いなど、より詳しい説
明がありました。参加した
担当者は、しっかりと違い
や特徴を確認しました。

コロナ禍で生活が困窮している学生の支援を目的に、
市民ボランティアの「学生支援プロジェクト」を通じて茨
城大学へハクサイ約
300玉を寄贈しました。
寄贈したハクサイは、
本会の試験圃場で
品質比較試験のため
に栽培したものです。

ＪＡ常陸 北部農機センターの竣工式を行いました。
北部農機センターは十王・高萩・北茨城を統合したセンターで、
昨年2月より他の地区で行っている農機共同運営に、高萩地区と
してこの2月より新たに加わります。
協同運営では、ＪＡと全農の一体的な運営により組合員への
一層のサービス向上へ取り組みます。

ＪＡ共済連茨城の協力のもと、行方市と八千代町の小・
中学校や幼稚園の給食に県の銘柄牛「常陸牛」420ｋｇを
無償提供しました。子供たちからは、「美味しい! 美味しい!」
と笑顔がこぼれていました。
学校給食を通して、地元

食材のＰＲや地産地消への
理解向上につなげることが
できました。

「ヤンマーアグリジャパン㈱」より講師を招き、座学と実機
を使った「密苗」の内部研修会を開催しました。この技術は
「高密度に播種した苗」を使用することで、「育苗箱数減少
による低コスト化」「田植時の運搬・苗継ぎ時間減少による省
力化」などの利点があります。今後も、農機提案活動に向け、
職員の知識習得を
図っていきます。

県内ＪＡを対象に、Ｚ－ＧＩＳ操作研修会を開催しました。
今回の研修では、Ｚ－ＧＩＳの概要や基本操作、応用
操作、演習問題を用意
し、ＪＡでの活用提案も
含めた紹介を行いました。
今後もＺ－ＧＩＳ普及に
取り組んでいきます。

いろいろな品種が大集合! 
いちごフェア開催

「耕うん爪」の違い、
ご存じですか？

コロナ禍で困窮する学生を支援　
試験圃場のハクサイ寄贈

ＪＡ常陸
「北部農機センター」竣工式

行方市と八千代町の
給食に常陸牛を無償提供!

たくさん播いて、小さくかき取る!
栽培技術「密苗」内部研修会

Ｚ－ＧＩＳ普及に向けた
操作研修会ポケットファームどきどき茨城町店

農機営農支援部
　営農支援課

農機営農支援部　農業機械課
生産資材部　施設農住課

畜産部　畜産直販課

農機営農支援部　農業機械課

農機営農支援部　営農支援課

ハクサイを寄贈する同大ＯＢの職員（右）

施設の充実を図り、組合員へのサービス向上を目指します

常陸牛を頬張る子供たち

講義に聞き入る職員

コロナ感染症対策を講じた操作研修会

爪のポイントを実物・実演で確認

「いばらキッス」をはじめ、
約10種類の品種が大集合

農機営農支援部　農業機械課

1月16日

1月19日

1月19日

1月20日

1月20日

1月29日1月21日、28日



JAならではの新鮮・安心な食材をご自宅までお届けいたします。

【材料】2人分

リポートリポートリポートリポートリポートリポートリポートリポートリポートリポートリポートリポートリポートリポートリポートリポートリポートリポートリポートリポートリポートリポートリポートリポート
昨年の8月にリニューアルオープンした「森のベー

カリー＆カフェ」のランチメニューに新メニューが登場
しました。
1品目は、直売所の厳選野菜と自家製ベーコン、

ソーセージがゴロゴロ入ったボリュームたっぷりの
「スープカレー」です。寒い季節にピッタリの熱々
メニューになります。
2品目は、グリル料理にご要望の多かった「キッズ

プレート」が新登場。
常陸牛とローズポークの
合挽ハンバーグに、自家製
ソーセージ、唐揚げ、フラ
イドポテトが乗った、キッズ
大好きプレートになって
います。

そしてカフェメニューにも「スイーツソフト」2品が
仲間入りしました。ベーカリーで人気の「焼き芋パイ」
と「アップルパイ」にソフトクリームをセットにした、
おやつにピッタリなメニューです。お子様連れの
お客様にもおススメです。
お立ち寄りの際は、ぜひ、新メニューをチェック

してみてくださいね!

生活総合リテール部 ポケットファームどきどき茨城町店

ひな祭りカップちらし寿司

①ねぎとろは解凍する。
②きゅうりは1～2mm幅の輪切りにする。
③フライパンに油を薄く塗って熱し、[A]
を流し入れ、中火で片面1分ずつ焼き、
薄焼き卵を作り、千切りする。
④温かいご飯に五目ちらし寿司の素を
入れ、混ぜ合わせる。
⑤カップにちらし寿司、きゅうり、ねぎとろ、
錦糸卵を交互に入れていき、一番上に
ねぎとろ、大葉、錦糸卵をのせる。
⑥うずらの卵にカットした海苔をのせ、お
内裏様とお雛様の髪型を作り、爪楊枝
で穴をあけ、黒ごまを埋め込み目を作
り、桜でんぶでほっぺをつけ、うずらの
卵の下からピックをさし、❺にのせる。

五目ちらし寿司の素
 2合用

ねぎとろ  100ｇ
きゅうり  1/4本
大葉  3枚
うずらの卵 6個
海苔   適量
黒ごま  6粒
ご飯  2合分
桜でんぶ  少々
油  少々

溶き卵 1個分
砂糖 小さじ1/2

1人分（約）　エネルギー541kcal　塩分3.1g

■お問合せ先■ 生活総合リテール部 くらしのサポート課
TEL：029-292-4411

森のベーカリー＆カフェに
新しいランチメニューが登場！

生活総合リテール部　くらしのサポート課

アルミフレームで軽量!サビにも強く長持ち!

スイーツソフト
各480円（税込）

キッズプレート（ご飯またはパン、スープバー、
サラダバー付き）980円（税込）

スープカレー（ご飯またはパン付き）
1,080円（税込）

肥料散布機の決定版
キングパイプⅡ型
説明動画

グリーンサンパーＶ型は散布面のこだわりから
キングパイプの改良を幾度も重ね、使いやすさと
満足度を追求した肥料散布器の代表格です。
散布方法に合わせた専用パイプにより、効果的
な散布が実現しました。誰でも気軽に使用できる
商品なので、景品などにも最適です。
この他にも様々な散布機などの取扱いがござい

ますので、いつでもご相談ください。

●メーカー
　ヤマト農磁株式会社
●商品名
　グリーンサンパーＶ型

［A］



ScheduleSchedule

編 集 後 記

9月 スケジュール

3月 スケジュールScheduleSchedule

FM 水戸局 94.6MHz 日立局 88.1MHz
AM 水戸局 1197KHz 県西・土浦局 1458KHz

「JAさわやかモーニング」毎週木曜日・第3水曜日 午前9時35分̃9時45分（10分間）

■３月3日（木） 生活総合リテール部 くらしのサポートインフォメーション
■３月10日（木）生活総合リテール部

ポケットファームどきどき茨城町店どきどきとれたてニュース
■３月16日（水）生活総合リテール部総合販売課 カントリーロード（県内直売所紹介）
■３月17日（木）畜産部　畜産直販課 ＪＡグルメレポート
■３月24日（木）園芸部　園芸課 ＪＡ惚れ惚れ産地レポート

3/ 2（水） 青果物市場休市・どきどき定休日
3/ 6（日） 青果物市場休市
3/ 9（水） 青果物市場休市・どきどき定休日・子豚市場
3/13（日） 青果物市場休市
3/14（月） 子牛市場
3/16（水） 青果物市場休市・どきどき定休日
3/20（日） 青果物市場休市
3/21（月・祝） 青果物市場休市
3/23（水） 子豚市場・どきどき定休日
3/27（日） 青果物市場休市
3/30（水） 青果物市場休市・どきどき定休日

　ＪＡＳＳ－ＰＯＲＴ金砂郷は国道293号沿いに面しているセルフ
サービスのガソリンスタンドです。
　当ＳＳのイチ押しは「洗車機」です。コーティングや下部洗浄と
いった機能を備えた洗車機のため仕上り性能はバッチリです‼ 
　3月13日（日）まで、どのコースでも下部洗浄が無料となるお得な
キャンペーンを実施しています
ので、ぜひご利用ください。皆
様のご来店お待ちしています!

洗車機が特にオススメ!
ＪＡ茨城エネルギー㈱

常陸太田市久米町168
0294-76-2092

JASS-PORT金砂郷
3月13日まで

洗車キャンペーン実施中!

山
田
川

349

293

至 大子町 至 矢祭町

至 大子町 至 矢祭町

道の駅
ひたちおおた

常陸太田市
消防本部

コメリ

ウェルシア

JA常陸
本店

全日食チェーン

JA常陸
金砂郷支店
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県内の

をご紹介！

ュース、そのニ 後ュース、そのニ 後
ビバフレッシュではたくさんの出来事を掲載しました。
今回は、今年度に掲載したニュースの「いま」を報告します。

●インフォメーション 8月号 茨城県銘柄豚振興会
ローズポークの魅力をInstagramで発信！
➡７月の開設後、1月末時点でフォロワー数は2,600人を突破
しました。「どきどき田村シェフの魔法のお助けレシピ」といっ
た新企画も充実しています。
また、ローズポークのホーム
ページもリニューアルしました
ので、あわせてご覧ください。

●ニュースレポート 10月号 ＪＡ茨城エネルギー㈱
ＬＩＮＥ公式アカウント始めました！
➡ＪＡＳＳ－ＰＯＲＴみのり、ＪＡＳＳ－ＰＯＲＴ石岡のＬＩＮＥ公式ア
カウントは、お友だちの登録件数が1月末現在で3,200件
を超えました。お得な情報を配信していますので、登録が
まだの方はぜひご利用ください。

●インフォメーション 9月号
農機営農支援部　営農支援課

「サツマイモ基腐病」に注意を！
➡県内では、6～7月に家庭菜園規模での発生が2か所確
認されましたが、それ以後同病の発生は確認されていま
せん。本会では、継続して
研修会の開催や、ラジオＣ
Ｍでの注意喚起などを行っ
ています。

●ニュースレポート ７月号 畜産部　畜産直販課
ＪＡグループの美味しい食材をお届け！
茨城県庁生協売店に
商品提供開始
➡ローズポークの冷凍加工品など
を中心に、引き続き好評販売中
です。
新ラインナップも企画中ですので、
お立ち寄りの際はぜひご利用く
ださい。

　早いもので今年度の最終号となりました。現在はコロナウイ
ルスの感染再拡大により、イベントなどの開催が難しい状況に
なっていますが、新年度も引き続きビバフレッシュで県本部の
情報を積極的に発信していきたいと思います。（もり）

お友だち登録はこちらから

ローズポークを
使用した商品が充実！令和3年12月に研修会を開催

ローズポーク
ホームページ

フォローは
こちらから
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当選発表 ● 厳正な抽選を実施し当選者の発表は、賞品の発送をもってかえさせていただきます。
（賞品のお届け先は日本国内に限らせていただきます）




