
����

���������������������������

■ 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

快挙!ドイツ食肉連盟主催「ＩＦＦＡコンテスト2022」
10品すべて受賞

生活総合リテール部　ポケットファームどきどき

�� ニュースレポート
宮本さんが上位入賞!
和牛の全国大会開催

畜産部　畜産課

�� ニュースレポート
「ＮＨＫ歳末たすけあい」

オープニングセレモニーに参加
管理部　総合企画課
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　ポケットファームどきどき茨城町店、つくば牛久店では、「干し芋フェア」
を開催中です。食べやすい厚さにスライスした平干し、さつまいもの形
のまま仕上げる丸干しなど、生産者の方々が手間暇かけて作った干
し芋は、優しい甘みが口に広がり、ついつい手が止まらなくなる冬の
人気商品です。店頭から全国発送もできますので、ぜひご利用ください。
また、各店舗のＷＥＢサイトからもご注文いただけますので、下記ＱＲコー
ドからご利用ください。

　1、2月のおすすめはエーコープ「米こうじの甘酒」です。
　「米こうじ甘酒」は冷やしても温めてもお楽しみいただけます。
ホットで飲む際は、ふたシールを剥がして、500Ｗの電子レンジで
50秒が目安です。またアレンジレシピとして「スイートポテト」や「芋
きんとん」、「さつまいもプリン」なども作ることができますので、ぜ
ひご賞味
ください!

今年8月に開催された「2022年度日本ＩＦＦＡ（イファ）コンテスト」において、ポケットファームどきどきで製造・販売するハム・ソーセー
ジ工房から出品した10品すべてが受賞するという快挙を
達成しました（金賞8品、銀賞2品）。
このたびの受賞を記念し、ゴールドメダル受賞品をセット

にした「ＩＦＦＡ2022ゴールドメダルセット」を令和5年3月末
までの期間限定で販売します。ご贈答用にも最適です。
世界レベルの味をぜひお楽しみください。

　ＪＡグループは農業倉庫基金とともに、防災・防犯管理の強化・徹底
を目的として「農業倉庫火災・盗難防止強化月間」を令和4年11月15
日～令和5年1月31日までと定めました。
　農業倉庫における火災・盗難事
故防止に重点を置いた倉庫見回
り、倉庫内外の5Ｓ（整理・整頓・清
掃・清潔・習慣）の徹底を図り、保管
環境の向上に努めましょう。また、
常に適切な保管管理の励行ととも
に、特に本月間においては防火・防
犯意識を高めましょう。

　ＪＡＳＳ－ＰＯＲＴ八千代では新型洗車機「雅-Ｍｉｙａｂｉ」を導入し
ました。コーティング系の仕上がりがさらに向上し、これまで以上に
ご満足いただける内容になっています。
　また、車の下回りを洗浄できる「下部洗浄」や、ガンコな汚れを
落とす「もっとシャンプー」
など、充実したオプション
内容となっています。
年末年始は新型洗車機
でお車をピカピカにして
みてはいかがでしょうか。
皆様のご来店お待ちして
います。

新型洗車機「雅-Ｍｉｙａｂｉ」絶賛稼働中!

快挙!ドイツ食肉連盟主催「ＩＦＦＡコンテスト2022」
10品すべて受賞

農業倉庫の防火・防犯意識を高めよう!

アレンジいろいろ 「米こうじの甘酒」

ＷＥＢでもご注文いただけます 干し芋フェア開催中

ＪＡ茨城エネルギー㈱

生活総合リテール部　ポケットファームどきどき

米穀部　米穀総合課

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　ポケットファームどきどき両店舗

茨城の冬の味覚をお楽しみください

受賞報告会（12/9）の様子限定販売のゴールドメダルセットです!

防火・防犯の観点で見直しを!

充実したメニューをご用意しています

甘酒でスイートポテトができます

ＪＡＳＳ‒ＰＯＲＴ八千代
結城郡八千代町蕗田495-1　TEL:0296-49-3214

茨城町店 つくば
牛久店
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ＪＡ農機担当者向けに㈱サタケの「製品技術研修
会」を開催し、25名が参加しました。籾摺機の基本構
造や、実機を用いたトラブル発生時の特徴・対処方法な
ど、細かな説明を受けました。参加した担当者は推進
や修理などの業務活用に向け、熱心に講習へ励んで
いました。

県園芸研究所が開発したレンコンの施肥診断技術
について採土実演会を開催し、県・ＪＡ関係者19名が
参加しました。
当日の様子については、ＪＡグループ茨城の
YouTubeチャンネルに動画がアップされていますので、
ぜひご覧ください。

10月に続き、農作業マッチングアプリ「農Ｈｏｗ」を活用し、ＪＡ水郷つく
ば管内の梨農家で就農体験学修プログラムを実践しました。参加した
学生3名は、梨棚作りと圃場整備を行い、「普段出来ない経験は非常に
勉強になる」と話していました。

生産者の肉用牛肥育技術と品質向上を目的に、東
京食肉市場(株)が主催する「全国肉用牛枝肉共励
会」が同市場で開催されました。黒毛和種去勢の部
280頭が上場し、厳正な審査の結果、宮本守正さん（ＪＡ
つくば市谷田部）の常陸牛が優秀賞5席（上位7番目）に
輝きました。全体的な脂質や肉付き、肉の霜降り度合い
が良く、上質な常陸牛との評価を受けました。枝肉重量
637㎏、枝肉単価3,504円/㎏（税抜）。

トラクタやコンバインの自動化制御が急速に進化する
なか、電気・電圧の専門知識を身に付け、充実したサー
ビスを提供するため講習会を開催しました。参加した
受講者は、「油圧回路図の読み方」、「卓上配線キット
を使用したサーキットテスターの使い方」を習得しました。

宮本さんが上位入賞!
和牛の全国大会開催

新たな就農体験学修プログラムを開始

籾摺機の理解を
深めるために

レンコン施肥診断技術の
取り組み

畜産部　畜産課

農機営農支援部　営農支援課

農機営農支援部　農業機械課

農機営農支援部　営農支援課

茨城大学農学部の学生3名が参加

レンコン田での採土実演

電気の流れを確認する様子

基本構造を学ぶ受講者

「ヤンマー自動化基礎講習会」に
13名が参加 農機営農支援部　農業機械課

１０月２８日
11月2日

11月8日

11月9日

11月8日、9日

動画は
こちらから



ュースレポートニ ニュースレポート

04

県本部会議室にて生活担当部課長会議を開催しま
した。会議では令和5年度の新茶の取り扱いをはじめ、
エーコープマーク品キャンペーンの活動報告などを行
いました。また、沖縄物産展・冷凍ストッカーなど新規生
活関連事業について提案を行いました。

ＪＡ水戸さくら直売所で開催されたイベントにて常陸
牛の販売を行いました。たくさんの方にご来店いただき、
鹿児島全共での入賞牛やパイロットファーム茨城町牧
場の牛肉をはじめ、用意した165パックを2日間で完売す
ることが出来ました。

茨城県高圧ガス保安大会が開催され、県内より56名が参加し
ました。当社が（一社）茨城県高圧ガス保安協会より依頼された
液化石油ガス設備士（配管用フレキ管資格）の受講会場の提供
や、資格を取得するための指導を長年に渡り行った事に対し、感
謝状が贈られました。

コロナ禍により開催を自粛していた生活事業総合
展示会を3年ぶりにホテル・ザ・ウエストヒルズ水戸にて
開催しました。今回は「贈答品予約」をテーマに14のメー
カーがコロナ対策をした上で展示を行い、ＪＡをはじめ
子会社・関係団体・取引先など多数ご来場いただき、会
場は賑わい
ました。

ご来場ありがとうございました!
生活事業総合展示会

ＪＡ水戸農産物直売所さくらの
大感謝祭に出展しました!

令和4年度高圧ガス保安大会への参加

生活事業ＪＡ担当
部課長会議を開催

水稲播種機トラブル発生時の
対処法を研修

生活総合リテール部

生活総合リテール部

畜産部　畜産直販課

ＪＡ茨城エネルギー㈱

農機営農支援部　農業機械課

感謝状を受け取る鈴木代表取締役社長

エーコープ銘茶のビデオを上映し理解を深めました

地産地消ならびに県内が活気づく活動に取り組みます

11月15日

11月22日 11月22日

11月22日

11月19日、20日

各社とも商品のアピールに力が入ります

水稲播種機メーカーの㈱スズテックより講師を招き、
「製品技術研修会」を開催しました。特に問い合わ
せが多い「苗箱がスムーズに落ちない時」、「播種に
ばらつきがある時」の対処法など、実機を用いて学びま
した。

受講者から活発な質疑がありました
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ＮＨＫ水戸放送局にてオープニングセレモニーが行わ
れ、県本部とＪＡ茨城エネルギー㈱、茨城協同食肉㈱の
役職員から集めた募金223,767円を寄付しました。鴨川
県本部長は「支援を必要とされる方、長引くコロナ禍と
物価高で生活が苦しい方 に々少しでも役立てて欲しい」
と挨拶し、茨
城県共同募
金会の岩上
堯会長へ目
録を手渡しま
した。水稲栽培で原料の一部に国産の堆肥を活用した

「エコレットオール10」の圃場試験を行い、収量調査の
結果、慣行の化学肥料と比べても問題なく使用できるこ
とを確認しました。この
肥料は、プラスチックを
含む被覆肥料を使用
していないため、近年
問題になっている肥料
由来のプラスチック流
出対策にも寄与すると
考えられます。

「落ち葉の中の宝探し」を、ポケットファームどきどきの
両店舗で開催しました。このイベントは、落ち葉に隠れ
たカプセルを見つけ、中に入っているくじで当たった景
品がもらえるというも
のです。参加した
子供たちは、目を輝
かせて大量に集め
られた落ち葉をかき
分けカプセル探して
いました。

園芸部では陸上自衛隊の隊員に対して、輸送手段と
いう観点からの青果物の流通に関する研修会を、中央
ＶＦステーションの現場視察を取り入れて毎年実施してき
ました。これまでの取り組みに対して陸上自衛隊より感謝
状を頂きました。

全国トマト工業会主催による生産者表彰式がホテル
マロウドつくばにて開催されました。会長賞としてＪＡ常
総ひかりとＪＡ水戸からそれぞれ1名の生産者が受賞し、
カゴメ㈱社長
賞としてＪＡ常
総ひかりから
2名の生産者
が受賞しまし
た。

陸上自衛隊より
感謝状を贈呈されました

令和4年度ジュース用トマト
優良生産者表彰式

県内ＪＡと連携し
化学肥料高騰対策・
環境負荷軽減技術を検討しています

毎年恒例
「落ち葉の中の宝探し」

「ＮＨＫ歳末たすけあい」
オープニングセレモニーに
参加

園芸部　園芸課園芸部　ＶＦ課

生産資材部　中央推進事務所

生活総合リテール部　ポケットファームどきどき両店舗

管理部　総合企画課

11月25日

11月29日

11月12日

12月1日
感謝状を受け取る鴨川県本部長

カゴメのトマトジュースは来年で発売90周年!! 

9月1日の収量調査時の様子（ＪＡ水戸管内）

意中の景品が当たったかな

セレモニーやインタビューは
当日の「いば6」で放送されました

左から、鴨川県本部長、小川局長（ＮＨＫ水戸放送局）、
岩上会長（茨城県共同募金会）、遠藤管理部長

12月11日の土日祝日
11月26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。
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牛久店
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【材料】2人分

精肉対面販売コーナーでは、「焼肉用」「ステーキ
用」「すき焼き用」「しゃぶしゃぶ用」と、用途に合わせ
てお肉をご用意しています。
寒さが本格的になってくるこの時期、食べたくなる

のが「お鍋料理」。たまの贅沢に、常陸牛で「すき焼
き」はいかがでしょうか？白菜、ねぎ、豆腐、糸こんにゃ
くなど、必要な
食材はすべて
どきどきで揃えら
れます!

つくば牛久店では、「れんこんフェア」を開催中です。
煮物や炒め物、天ぷらでも楽しめる万能食材のれんこん。
ハンバーグやサラダなどの定番メニューにれんこんを混
ぜて、シャキシャキ食感をプラスしても良いですね。
「将来の見通しが良くなるように」と、縁起を担ぐ食材
としても喜ばれますので、贈答用の販売も行っています。
お気軽にお声
がけください。

れんこ鯛中華蒸し

1人分（約）　エネルギー247kcal　塩分2.7g

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

生活総合リテール部　くらしのサポート課

電気の自給自足で電気代高騰から暮らしを守ります!

電気代の高騰により、ふたたび家庭用の太陽光
発電に注目が集まっています。パネル設置費用は
以前と比べて安くご提供できるようになってきていま
すので、ご家庭の屋根に太陽光パネルを設置して
電気の自給自足はいかがでしょうか。あわせて蓄電
池を設置することで昼間に作った電気を貯め、日が
落ちた後は蓄電池に貯めた電気を使用できるように
なり経済的です。また蓄電池は停電時にも電力を
供給できるため、災害時には心強い備えとなります。
この機会にぜひご検討ください。

① れんこ鯛は解凍し、切り込みを入れる。
② 長ねぎは千切りして白髪ねぎに、生姜
は千切りし針生姜にし水にさらす。
ブロッコリースプラウトは根元を切る。
青梗菜はザク切り、人参は短冊切り、
しめじは小房に分ける。
③ ❶をせいろに盛り、酒を入れ蓋をする。
フライパンにお湯を入れ、沸騰したら
せいろをのせて中火で8~10分蒸す。
途中で青梗菜、人参、しめじを加えて
3~4分蒸す。
④ ❸のせいろをお皿にのせ、小鍋で
加熱した[A]をかけ、白髪ねぎ、針
生姜、ブロッコリースプラウトをのせ、
熱したごま油をかける。

れんこ鯛  2尾
青梗菜  1株
人参  10ｇ
しめじ  30ｇ
長ねぎ  1/4本
生姜  15ｇ
ブロッコリースプラウト

 1/2パック
酒  大さじ4
ごま油  大さじ2

醤油  大さじ1
オイスターソース 小さじ1
鶏がらスープの素（顆粒）

小さじ1/2
砂糖  小さじ1
水  大さじ2

［A］

やっぱり常陸牛!旨味が違います 箱入りと袋入りで販売しています!

シミュレーションはお気軽にご相談ください

【施工会社】
株式会社
サンジュニア



07

編 集 後 記

スケジュール1月 2月

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）

　ＪＡＳＳ－ＰＯＲＴ玉造は、国道345号線と国道355号線の
交差点にある、給油・洗車・ピットを扱うセルフのガソリンスタン
ドです。
　ピット作業では、お車のオイル交換やタイヤ交換に力を入
れています。また、洗車機はドライブスルー形式となっており、
豊富な洗車メニューの中か
らお客様のご希望に沿っ
たコースをお選びいただけ
ます。皆様のご来店お待ち
しています!

大型のセルフガソリンスタンドです!
ＪＡＳＳ－ＰＯＲＴ玉造

JASS-PORT玉造
〒311-3512 茨城県行方市玉造甲1816

TEL0299-55-3227お近くにお越しの際はぜひご利用ください!!

ベイシア

ウェルシア

ばんどう太郎
354

355

至 霞ヶ浦

至 鉾田

至
石
岡

至
潮
来

県内の

をご紹介 ＪＡ茨城エネルギー（株）1/1（日・祝）～1/4（水） 青果物市場休市・
どきどき臨時休業日 2/ 1（水） 青果物市場休市・

どきどき定休日
1/ 5（木） どきどき臨時休業日 2/ 5（日） 青果物市場休市

1/6（金）～7（土） どきどきつくば牛久店
臨時休業日 2/ 8（水） 青果物市場休市・

どきどき定休日・子豚市場
1/8（日）～9（月） 青果物市場休市 2/11（土・祝） 青果物市場休市

1/11（水） どきどき定休日・子豚市場 2/12（日） 青果物市場休市

1/14（土） 子牛市場 2/14（火） 子牛市場

1/15（日） 青果物市場休市 2/15（水） 青果物市場休市・
どきどき定休日

1/18（水） 青果物市場休市・
どきどき定休日 2/19（日） 青果物市場休市

1/22（日） 青果物市場休市 2/22（水） どきどき定休日・子豚市場

1/25（水） 青果物市場休市・
どきどき定休日・子豚市場 2/23（木・祝） 青果物市場休市

1/29（日） 青果物市場休市 2/26（日） 青果物市場休市

■1月5日（木） 2月2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
■1月12日（木） 2月9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
■1月18日（水） 2月15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）
■1月19日（木） 2月16日（木） 畜産部　畜産直販課 ＪＡグルメレポート
■1月26日（木） 2月23日（木） 園芸部　園芸課 ＪＡ惚れ惚れ産地レポート

第3子の出生にともない、新たな制度である「産後パパ育休」を
取得しました。短い期間ではありましたが、改めて育児の大変さ
を実感するとともに、家族と一緒に子育てに関われた貴重な経験
となりました。（もり）

ツラツ職場ハ お世話になります！
名前
❶担当業務
❷業務への意気込み
❸趣味

左から：船橋 侑太、田口 愛理、課長 都平 雅彦

ＪＡ茨城エネルギー
株式会社

ガス事業部
保安工事課

船橋　侑太
❶企画・立案
❷チャレンジ精神
❸スポーツ観戦 田口　愛理

❶保安事務担当
❷一生懸命取り組みます
❸友達と遊ぶこと

都平　雅彦
❶課内総括
❷慌てない業務と平常心
❸バイクツーリング
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IFFA
ゴールドメダルセット
IFFA
ゴールドメダルセット
IFFA
ゴールドメダルセット
・フライシュケーゼ
・どきどきフランク
・ガーリックペッパー
・カイザーヤークト
・いばらき餃子ウインナー
・ローストポーク
・ビアシンケン

・フライシュケーゼ
・どきどきフランク
・ガーリックペッパー
・カイザーヤークト
・いばらき餃子ウインナー
・ローストポーク
・ビアシンケン

・フライシュケーゼ
・どきどきフランク
・ガーリックペッパー
・カイザーヤークト
・いばらき餃子ウインナー
・ローストポーク
・ビアシンケン

5,000円（税込）5,000円（税込）5,000円（税込）

茨城町店

2004年　金賞2個（ロングソーセージ、チーズフランク）

2019年　金賞4個（あらびきフランク、チーズフランク、トスカーナ、シュピナートブルスト）

　　　　　銀賞3個（チューリンガー、どきどきフランク、ガーリックペッパーソーセージ）

2002年　銀賞・銅賞 8個

2005年　金賞1個・銅賞1個

2008年　銀賞1個・銅賞1個

本場ドイツの
国際コンクールで
多数のメダルを受賞

快挙達成！

●フライシュケーゼ  ●ピザケーゼ  ●どきどきフランク
●ガーリックペッパー  ●カイザーヤークト 
●いばらき餃子ウインナー  ●ローストポーク  ●ビアシンケン

●ベーコン  ●ロースハム

金賞

銀賞

IFFA
受賞歴

SUFFA
受賞歴

限定
販売

IFFAとは
IFFAとは国際食肉産業見本市の略で130年以上の歴史がある世界でも
一番規模の大きい大会です。ドイツで3年ごとに開催され、ドイツ国内の
食肉専門業者はもとより世界中から参加があり、その中で行われるコン
テストは伝統と権威のあるものです。2019年に初の日本大会が開催さ
れ、ドイツから来日したマイスター達がドイツで行われる審査と同じよう
に、味や見た目など100項目以上
を厳正に審査し満点を獲得した
もののみに金賞が授与
されます。

ゴールドメダル受賞品
7品をセット

国際食肉産業見本市
ドイツ食肉連盟主催「IFFAコンテスト2022」

（10品出品全品受賞）

どきどき
ギフトショップから
ご購入いただけます

どきどきのハム・ソーセージは茨城県の銘柄豚「ローズポーク」を主な原料に、どきどきの工房で職人が1本1本手作りしています。




