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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
未利用資源を活用!

地球環境・お財布・畑に優しい
「混合堆肥複合肥料」

生産資材部　肥料農薬課

��  ニュースレポート
県内2か所に

健康サロン・健康ふれあい館が
オープン!

生活総合リテール部　くらしのサポート課

��  ニュースレポート
れんこん栽培における

ドローン追肥実演
農機営農支援部　農業機械課
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農作業中の死亡事故は、全国で年間300件前後発
生しており、そのうちトラクターの転倒・転落における死
亡事故が全体の３割を占めています。シートベルトを装
着することで死亡率を３％まで低減できることが過去の
データより明らかに
なっています。
シートベルトの装
着だけでなく、農
作業事故を未然
に防ぐために、「体
調管理」や「作業
計画」など基本的
な準備を怠らずに
作業を進めていき
ましょう。

3年に一度開催されるドイツの食肉加工国際見本市
「IFFA（イーファ）」が、前回に続き日本で特別開催
されることになりました。
どきどき茨城町店のハム・ソーセージ工房では今回
10品を出品し、その中には前回銀賞を受賞した
「どきどきフランク」もあります。店で不動の一番人気を
誇る、工房創業以来、不変のレシピで作られてきた
ソーセージです。
今回は新たにスパイスを加え、風味豊かにパワー

アップした「新どきどきフランク」として22年目の挑戦。
初の金賞受賞
に 期 待を込
めて出品して
います。

ＪＡ酪農生産者協議会では、農林水産省と（一社）
Ｊミルクが共同で立ち上げた「牛乳でスマイルプロジェクト」
に参加しています。本プロジェクトは、共通ロゴマークのもと、
参加者が独自に販促ＰＲ活動を行い、牛乳乳製品の
更なる消費拡大に取り組むものです。
本協議会では、

ＪＡタウンで購
入できる、牛乳
50％以上を使用
したカフェ・オレと
ミルクティーのＰＲ
ポスターを作成し、
牛乳を使った美
味しい商品をご
紹介しています。
この機会にぜひ
ご賞味ください。

現在、日本では肥料原料の多くを海外からの輸入
に頼っており、海外原料価格の高騰により肥料価格は
上昇しています。そこで、未利用資源である堆肥を
原料の一部に使用した「混合堆肥複合肥料」が注目
を集めています。
地球の環境にも、お財布にもエコでありながら、
土づくり効果や、肥料成分の利用率向上などたくさん
メリットがあります。作物に合
わせたラインナップをご用意
していますのでぜひご利用く
ださい。お問合せは、お近く
のＪＡまで。

未利用資源を活用!
地球環境・お財布・畑に優しい
「混合堆肥複合肥料」

牛乳でスマイルプロジェクト!

悲願の金賞へ
22年目の新たな挑戦

農作業が本格的になる
「秋の農作業安全月間」

生産資材部　肥料農薬課

畜産部　畜産課

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

農機営農支援部
　農業機械課

繁忙期の安全対策、万全に牛乳の消費拡大にご協力ください!

ローズポークの旨味が凝縮した「どきどきフランク」 環境にやさしい肥料を提供します

主なラインナップ
なないろゆーき075
エコレット808
エコレット055
エコレット収穫まつり505
収穫日記
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日本酒の日である10月1日（土）に、水戸芸術館で「茨
城地酒まつり」を開催します。茨城県酒造組合主催の
もと、関東有数の酒処である茨城の地酒の良さを再認
識していただくことを目的に、県内全域から20の酒蔵が
参加します。
日本酒の消費量は
年々減少していることか
ら、地元の皆様に試飲
していただき、茨城県
産米を使用した地酒の
消費向上を図ります。
当日は、先着300名に
県オリジナル品種の「ふ
くまる」300ｇを配布し、
来場者に茨城県産米
の魅力をＰＲします!

燃料価格の高騰などにより電気代の値上げが続い
ています。現在使用している電気料金の見直しをご検
討してみてはいかがでしょうか。
「ＪＡでんき」では新規加入の特典として、電気料金
が各月1,000円×3ヶ月分おトクになる「3,000円おトクキャ
ンペーン」を実施しています。お申込み・ご相談は、お近
くのＪＡガスセンターまで。ぜひおトクなこの機会にお申
込みをお待ちしています。

今年も早場米地帯を中心に8月中旬から稲刈りがス
タートし、茨城県産「あきたこまち」「コシヒカリ」の新米
が出荷開始となりました。この時期にしか食べることの
できない新米の甘味や香りを感じてみてはいかがでしょ
うか。今後も品質の良い茨城県産のおいしい新米商
品を消費者の方 に々お届けしていきます。
ぜひ、おいしいしるし「パール印のパールライス」をご

指名ください。

10、11月のおすすめはエーコープ「らっきょう酢」です。
らっきょう酢は夏場のイメージが強いですが、秋冬も
大活躍します。
代表的な「らっきょうの甘酢漬け」以外に、エーコープ

「キムチ漬の素」と合わせて作った「カクテキ」もおす
すめです。他に
も生姜漬けや寿
司酢など、色々
なお料理にご利
用いただけます。
ぜひお試しくださ
い!

令和4年産の新米出荷スタート!

「ＪＡでんき」3,000円おトク
キャンペーン実施中!

茨城地酒まつり開催!
水戸芸術館で「ふくまる」提供米穀部　パールライス課

ＪＡ茨城エネルギー㈱

米穀部　米穀課

たくさんのご来場お待ちしています!

検針票があれば切替え手続きカンタン! 

新米シールが目印です!

ほどよい辛さの「あっさりカクテキ」

発売50周年・ロングセラー商品
～らっきょう酢～
生活総合リテール部　くらしのサポート課

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
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　予約注文の季節限定「有明産新海苔」をご紹介します。
　新海苔の特徴はやわらかな口どけと独特の甘みです。
　やわらかな食感は、海苔が若くとても繊細な証拠で、口いっ
ぱいにうま味が広がり、甘い香りが鼻
に抜けていきます。
　この季節にしか味わえない新海苔
を是非ご賞味ください。

　昨年、全農茨城県本部で開発し好評を得た、オリジナル鍋
つゆ「れんこんを食べる鍋つゆ」を今年も販売します。国産
野菜だしにこだわり、白しょうゆをベースに仕上げた当商品は
「れんこん」はもちろん、「ローズポーク」と相性抜群です。だし
として使えば「炊き込みご飯」「煮物」
「うどん」も簡単にできます。ポケット
ファームどきどきや県内ＪＡ直売所で
ご購入できますので、ぜひご賞味
ください。

　新型スペーシア ベースは、「遊びに仕事に空間自由自在。新し
い使い方を実現する商用バン」をコンセプトに、商用車の積載性
や広い荷室空間、使い勝手のよさと、乗用車のデザインや快適性、
運転のしやすさを融合した新型軽商用車です。
　「個性を際立たせたデザイン」「充実の安全装備」「優れた
経済性と走行性能」が特徴で、搭載のマルチボードを
使用して、4つのモー
ドで荷室の活用が
可能です。ぜひ新
型車で楽しいライフ
スタイルを過ごしてみ
てください!

ＪＡふれあい食材宅配のレシピ集「クッキングアドバイスブッ
ク」の紙面を通し、利用者の皆様とのコミュニケーションを
図るため、ふれあい絵手紙コンテストを実施します。
毎日の食卓の中から、皆様の思い出の一部を絵手紙に

してみませんか？ 応募締切は令和4年10月15日となります。
皆様のご応募お待ちしております。

一年間の感謝の気持ちを込めて、お世話になった
“あの人”にお歳暮で感謝の気持ちを伝えてみてはいかが
でしょうか。幸せな
気持ちで新年を迎
えていただけること
間違いなしです。
茨城が誇る最
高峰の牛肉であ
る常陸牛や、銘柄
豚肉であるローズ
ポークを使用した
「こだわりの逸品」
を多数取り揃えて
いますので、お気軽
にご相談ください。

お歳暮の時期が近づいてきました!

食卓の思い出を絵手紙に

生産量日本一を誇る茨城
れんこんの新たな食べ方をご提案

シーズン到来! とれたての旬の香り

畜産部　畜産直販課

生活総合リテール部　生活推進課

生活総合リテール部
　総合販売課

生活総合リテール部　くらしのサポート課

チャック付き保存袋をプレゼント

遊びも。仕事も。
全てを最大限に楽しむライフスタイル

10月号でご案内します

こだわりのだしは鍋以外の料理にも

定番のカレーや「茨城の逸品」などをご用意!

スズキ㈱から新型スペーシア ベース誕生ＪＡ茨城エネルギー㈱

お問合せ先：生活総合リテール部 生活推進課
TEL：029-292-4215

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

商品規格 :10帖（10枚×10袋）・5帖（10枚×5袋）
予約締切予定 :11月上旬頃
納品予定時期 :12月中旬～下旬

お問合せ先：ＪＡ茨城エネルギー㈱ 石油事業部
TEL：029-297-3800
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農産物検査員会議がＪＡ水郷つくばにて開催され、
講師として参加しました。サンプル米を使って模擬検査
を実施し、より実践的な講習を行いました。
適正な検査を心がけ、茨城県産米の評価向上につ

なげていきます。
茨城県農機具商業協同組合との共催による「技能
検定試験」を行い、５名が受験しました。うちＪＡグループ
茨城では今回２名が受験し、これまで延べ５０名以上が
合格しています。この資格は、中古農業機械の適正な
査定を行うことにより市場価格の平準化と、中古査定士
の技能の向上を目的としています。今後も中古査定士
の育成を進め、中古農機市場の活性化に取り組んでい
きます。

やまびこジャパン㈱および㈱丸山製作所から
講師を招き、チェーンソーをはじめとしたトラブル発生
時の特徴・対処方法などの研修を行いました。実機を
使用し、現場での感覚を理解することで、一時的な応急
処置など実践に役立つ技術を学びました。

かぼちゃの安定的な供給に向け、取引先と連携した契約
栽培を進めています。取組み3年目の本年度は3ＪＡで3.3㌶
の作付けとなりました。規格内全量出荷・鉄コンテナ出荷によ
る省力化・播種前契約による手取りの安定化に努め、面積
拡大を推進していきます。

㈱東京商工リサーチおよび松田綜合法律事務所を
講師に、債権管理の基礎知識の研修を行いました。
県本部と子会社の職員が参加し、最近の倒産動向
や倒産しそうな取引先の見分け方、担保権により全農
グループが連携して債権を保全する具体的な方法を
学びました。

新米の評価向上に向けて 

全農グループ債権管理
ＴＶ研修会を開催

契約かぼちゃが出荷されました

「中古農業機械査定士
技能検定試験」を開催

小物製品に対する
理解を深めるために  

米穀部　米穀総合課

管理部　経理課

園芸部　ＶＦ課

農機営農支援部　農業機械課

農機営農支援部　農業機械課

ほくほくのかぼちゃをご堪能ください

チェーンソーの取扱い方法を学ぶ受講者達

実践を交えて講習を行いました

適正な債権管理につとめます

８月１７日

８月１８日

８月９日

８月３日

７月２７日

お問合せ先：園芸部 ＶＦ課
TEL：０２９-２４０-７７２２
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ＪＡつくば市桜農産物直売所特設会場に、健康
ふれあい館がオープンしました。「ふれあい館」とは、
ＪＡが地域の皆様へ日頃の感謝の気持ちをこめ、交流
磁気治療器を無料で体験いただける「憩い・ふれあい」
の場です。
健康のお悩みはありませんか？ 健康ふれあい館で
血行を改善し
健康な体を作
りましょう。

ＪＡ常陸の東海会館・友部支店で、住友不動産㈱
「新築そっくりさんリフォーム相談会」を開催しました。8月
19日、20日の2日間で6組のご相談を受けました。今後も
県内ＪＡにて相談会を開催しますので、お気軽にお立ち
寄りください。

米粉用米の圃場視察と意見交換会を開催し、約
20名が参加しました。ＪＡなめがたしおさい管内の圃場
視察後、製粉会社「ニップングループ」と、注目度が
高まっている米粉に関して活発な意見交換を行いました。

「全農茨城県本部常陸牛枝肉研究会」を東京食肉
市場㈱で開催しました。黒毛和種21頭が上場し、厳正
な審査の結果、㈲倉持牧場（JA北つくば）の常陸牛が、
全体の肉付きや肉の霜降り度合いが良く、上質な常陸
牛との評価を受け、見事チャンピオン【枝肉重量631㎏、
枝肉単価2,947円/㎏（税抜）】に輝きました。

ＪＡ北つくばの直売所「きらいち筑西店」敷地内に、
ＪＡ健康サロンがオープンしました。
「いつまでも健康と笑顔で美しく」をテーマに皆様の
健康生活をサポートいたします。最新の「交流磁気
治療器」も無料で体験していただけます。お近くに
お越しの際はお気軽にお立ち寄りください。

健康サロン
きらいち筑西店敷地内に
オープン!

米粉用品種
「笑みたわわ」の
圃場視察及び意見交換会

生産者の肉用牛肥育技術と
品質向上に向けて

健康ふれあい館
ＪＡつくば市
桜農産物直売所にオープン!

リフォームのお悩み
解決します!

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

米穀部　米穀総合課

畜産部　畜産課

生産資材部　施設農住課

地域の皆様へ感謝の気持ちを込めて

米粉の注目度が高まっています

専門家のアドバイスにご満足いただけました

黄色いトレーラーハウスが目印!

８月２０日

８月２４日

８月２２日

８月２４日

８月２６日

健康特集
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土浦地域農業改良普及センターと、ドローンによる
追肥散布実演会を開催しました。省力化・効率的な
追肥を目的に、ＤＪＩ社製「Ｔ１０」の紹介、「Ｔ３０」の
実演を行い、参加したＪＡ関係者や生産者約50名は、
今後普及していく最新技術に期待を寄せていました。

県内ＪＡと連携し、化学肥料高騰対策を検討して
います。ＪＡ水戸管内では、大豆栽培で鶏糞を活
用し、化学肥料の使用量を削減できるよう、営農
支援課および肥料農薬課と連携し実証試験を行って
います。

ＪＡ常陸笠間地区栗部会でドローンによる薬剤
散布の実演を行い、生産者やＪＡ関係者ら30名が
参加しました。当日は、ドローン散布が可能な農薬や、
機体の導入コスト等についても活発な意見交換を
行いました。

(公財)茨城カウンセリングセンターより講師を迎え、
ライン長向けとスタッフ向け、それぞれの立場に応じた
メンタルヘルス研修会を開催し、合計44名が参加しま
した。ストレスの
対処法のほか、
「傾聴」の重要性
とその効果につ
いて学びました。

お互い助け合い、
支え合う職場に向けて

れんこん栽培における
ドローン追肥実演

クリにおける
ドローン実演散布の取組み

ニッポンエール×伊藤園
コラボ飲料第5弾

化学肥料の
使用量削減に向けて

管理部　総務課

農機営農支援部　農業機械課

農機営農支援部
生産資材部　中央推進事務所

生活総合リテール部　くらしのサポート課

生産資材部　中央推進事務所

全国の産地を応援する
「ニッポンエールプロジェクト」

散布用ドローンの実演

８月２９日、３０日

職員同士で話し合い、全体で共有しました

かすみがうら市のれんこん圃場にて

試験圃場の様子（8月中旬）

８月２６日

８月10日

８月３０日

9月1日

伊藤園とニッポンエールがコラボした
ペットボトル飲料「愛媛県産キウイ」が
数量限定で販売開始しました。
愛媛県産「キウイ」は、瀬戸内海の
温暖な気候で育ち、生産量は日本一で
す。爽やかな香り、甘酸っぱい味わいを
ぜひご賞味ください。



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。

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茨城町店 つくば
牛久店
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【材料】2人分

森のベーカリー＆カフェに新たに仲間入りした
「スープカレー」が人気です。
直売所から毎朝届く野菜をふんだんに使った、

どきどきならではのメニュー。これまでに1,200食以
上のご注文をいただき、「ローズポーク・常陸牛ハン
バーグ」に次ぐ看板メニューとなっています。ハム・
ソーセージ工
房のベーコン
とソーセージも
入った、食べ応
え抜群のスープ
カレーをぜひ
ご賞味ください。

ビュッフェスタイルでお肉や野菜を楽しめる
どきどきレストランでは、お好きな料理を選んでお弁当
に詰めることができるテイクアウトを11時～14時
20分まで実施中です。容器本体は1,000円（税込）、
スープ容器は150円（税込）で、フタが閉まれば自由
にお選びいただけます。スープ容器にソフトクリーム
などを入れても
OK! ご自宅や
職場でも、どき
どきレストランの
味をご堪能くだ
さい。

かぼちゃのパングラタン

1人分（約）　エネルギー832kcal　塩分5.0g

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

リファでさらツヤ髪

「リファビューテックドライヤープロ」は、頭皮・毛先
を正しく乾かし、プロフェッショナルなブローを再現し
ます。
対象物センサーが温度を自動調整し、頭皮には
約50℃以下、毛先には約60℃以下をキープし、髪を
熱ダメージから守ります。
サロンでのブローが再現できる美容師のような

ドライヤーです。
詳細については、お気軽にお問合せください。

① みつせ鶏もも小間切れは解凍する。
② 玉ねぎ、人参は1ｃｍ角、マッシュルームは縦4等
分に切り、ブロッコリーは小房に分け半分に切り、
塩茹でする。
③ 鍋にバターを入れて熱し、玉ねぎ、人参、マッシュ
ルームを中火で1~2分炒め、鶏肉を加え中火で
1~2分炒める。
④ ❸に水を加え中火で10分煮込み火を止める。
クリームシチュールーを加え混ぜ合わせたら、
食べやすく切ったかぼちゃを加え、中火で更に
7~8分煮て、牛乳を注ぎ、ブロッコリーを加え
中火で1~2分煮てから火を止める。
⑤ パンは上部1ｃｍくらいを横に切り、中をくり抜
いて取り出した中身は食べやすい大きさに切る。
⑥ ❺のパンケースに❹を入れ、ピザ用チーズを
散らし、くり抜いたパンも一緒にトースターで
2~3分焼く。
⑦器に❻をのせ、オリーブ油をふる。
※ パンは、厚切りの食パンなどお好みのパンを
ご使用ください

みつせ鶏もも小間切れ  160g
銀のクリームシチュー・ルー  150ｇ
北海道産かぼちゃ  150ｇ
※北海道産かぼちゃは半量使用です。

玉ねぎ  1/2個
人参  1/3本
マッシュルーム  6個
ブロッコリー  1/4本
バター  10ｇ
牛乳  100ｃｃ
パン（ブール）  2個
ピザ用チーズ  50ｇ
塩  少々
水  350ｃｃ
オリーブ油  少々

野菜がゴロゴロ入ったスープカレー!
　1,080円（税込）※ご飯またはパン付き 種類豊富な料理から選ぶのも楽しめます!

【商品名】
　リファビューテック
　ドライヤープロ

【カラー】
　ホワイト・ブラック

うねりやハネを抑え、まとまりの良いツヤ髪に
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編 集 後 記

10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）

■10月6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
■10月13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
■10月19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）
■10月20日（木）畜産部　畜産直販課 ＪＡグルメレポート
■10月27日（木）園芸部　園芸課 ＪＡ惚れ惚れ産地レポート

10/ 2（日） 青果物市場休市
10/ 5（水） 青果物市場休市・子豚市場・どきどき定休日
10/ 9（日） 青果物市場休市
10/10（月・祝） 青果物市場休市
10/12（水） どきどき定休日
10/14（金） 子牛市場
10/16（日） 青果物市場休市
10/19（水） 青果物市場休市・子豚市場・どきどき定休日
10/23（日） 青果物市場休市
10/26（水） 青果物市場休市・どきどき定休日
10/30（日） 青果物市場休市

　ＪＡＳＳ-ＰＯＲＴみのりは、給油機・洗車機を備えたセルフのガソリン
スタンドで、国道６号線から羽鳥駅へ向かう欅通りと石岡城里線の
交差点に面しています。
　現在、ＬＩＮＥ公式アカウントから友だち追加していただくと、給油が
お得になるクーポンやイベント情報などお得な情報をゲットできます。
　ご好評いただいている洗車機
「雅」も絶賛稼働中ですので、
ぜひお気軽にお立ち寄りください。

LINE登録でお得に
ＪＡＳＳ-ＰＯＲＴみのり

JASS-PORTみのり
茨城県小美玉市部室1166-17

TEL：0299-48-4105洗車機がおすすめです!

LINE登録はこちら

JA
新ひたち野

交番

直売所
みのり

セブン
イレブン

至 石岡

至
羽
鳥

至
小
美
玉

池花池 至 茨城町

県内の

をご紹介 ＪＡ茨城エネルギー㈱

メンタルヘルス研修に参加しました。たくさんのストレスが
あることやセルフケアの方法、相手の気持ちを受け止め共感
する「傾聴」について学びました。今後は相手に共感すること
を意識できるように心掛けたいと思います。（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

後列左から：島田 和也、郡司 宏一、舟串 英行、折本 久美子
前列左から：金木 勝、檜山 悟

農機営農支援部
ＪＡマシーネ千代田

郡司　宏一 
❶所内統括
❷心を一つに！
　みんなで支え合える
　職場を目指します
❸ゴルフ

島田　和也 
❶修理・推進
❷新規開拓
❸ゴルフ

金木　勝
❶修理・推進
❷目標達成へ向けて一歩ずつ頑張ります
❸ゲーム

檜山　悟
❶修理・推進
❷技術力アップを目指します
❸サーフィン

舟串　英行 
❶修理・推進
❷広い視野を持ち、
　誠心誠意取り組みます
❸海釣り

折本　久美子 
❶事務
❷毎日向上心を持って
　元気に頑張ります
❸ウォーキング
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