
����

����������������������������

■ 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
買って!食べて!直売所めぐり

ＪＡ直売所キャンペーン
生活総合リテール部　総合販売課

�� インフォメーション
生産者とふれあい
「どきどき収穫祭」　
３年ぶりの開催へ
生活総合リテール部　総合販売課

�� ニュースレポート
「ふくまる」新米5kgを

500名様に
「お米を食べよう

ふくまるキャンペーン」
抽選会開催

米穀部　米穀課
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11月6日（日）ポケットファームどきどき茨城町店にて
「どきどきの秋! 旬の味覚大集合! どきどき収穫祭
2022」を開催します。
どきどき収穫祭は店舗のオープン（2000年4月）以来、
毎年開催してきた大切なイベントで、今年は「いばらき
コープ」と共同開催します。
普段は顔を見ることのない生産者が、畑直送の野菜

などを特設会場の「トラック市」で販売します。そのほ
かにも、美味しい食材が当たる抽選会などを開催予定
です。
茨城の食

と農を感じて
楽しめるイベ
ントに、ぜひ
お越しくださ
い!

当県本部と農機協同運営事業を行う、ＪＡ常陸の
各農機センターで「予約制商談会」を開催します。
ＪＡグループ共同トラクター第2弾（中型）「ＳＬ３３Ｌ」を
はじめ、関東6県本部スペシャルトラクター「ＦＴ２４０ＳＰ」、
ＪＡイチオシの小物製品等の展示を行います。事前に
気になる機械をご要望いただくことで、当日ご覧になり
試乗も可能です。
※ご要望にお応えできない場合があります。

直売所でのお買い物がさらに楽しくなる「ＪＡ直売所
キャンペーン」を、11月1日（火）から12月31日（土）まで
開催します。
期間中、県内のＪＡ直売所対象店舗でお買い上げ

いただいたレシート3枚以上、ご利用金額3,000円以上
（税込）を、専用
応募はがき、また
は郵便はがきに
貼付してご応募
いただけます。
ご応募いただ
いた方の中から
抽選で「常陸牛」
または「ＪＡ直売
所の名産品」を
プレゼントします。
ふるってご参加
ください!

ノーリツのガスファンヒーターはこれからの寒い季節に
大人気の商品です。ガスファンヒーターはスイッチを
押すと5秒でパワフルな温風が出るのが特徴で、身体も
お部屋もすばやく温めます。また、点火時・消火時の
ニオイが少なく、ガスの燃焼による水蒸気が発生する
ため室内の乾燥も緩和します。
お住まいにガス栓（ガスコンセント）がなくても、新設・
埋設してガスファンヒーターの使用が可能です。
ぜひお気軽にお問い合わせ下さい。

5秒で温風!
パワフル暖房!

買って!食べて!直売所めぐり
ＪＡ直売所キャンペーン

密を避けた農業機械
「予約制商談会」の開催

生産者とふれあい「どきどき収穫祭」　
３年ぶりの開催へ

ＪＡ茨城エネルギー㈱

生活総合リテール部　総合販売課

農機営農支援部
　農業機械課

生活総合リテール部　総合販売課

2019年に開催された時の様子（トラック市）

いつものお買い物に楽しみをプラス!

詳しくは最寄りの農機センターへお問合せ下さい

ガスだから給油の手間なし!

10/25（火）～27（木）
9：00～15：00

金砂郷農機センター
TEL：0294-76-2131

11/1（火）・2（水）・4（金）
9：00～15：00

大宮農機センター
TEL：0295-52-4521

11/8（火）～10（木）
9：00～15：00

北部農機センター
TEL：0293-44-6200

11/15（火）～17（木）
9：00～15：00

中央農機センター
TEL：029-295-5735

11/22（火）・24（木）・25（金）
9：00～15：00

笠間農機センター
TEL：0296-72-4715

開
催
日
程

※
祝
祭
日
は
除
く

お問合せ先：ＪＡ茨城エネルギー㈱ ガス事業部 ガス課
TEL：029-292-6461

ノーリツ ガスファンヒーター

GFH-4006S

暖房のめやす
ガス質13Aの場合

木造11畳まで

コンクリート15畳まで
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冬の運転は、降雪・路面凍結等、普段より注意が
必要な場面が多くあります。安全安心な走行をする
ために、スタッドレスタイヤの準備はお済みでしょうか。
11月1日（火）～12月31日（土）の期間中、冬期タイヤ

キャンペーンを実施します。
お得にタイヤを購入できる機会となっていますので、

ご検討をよろしくお願いします。
見積りだけでも大歓迎ですので、まずはＳＳスタッフ

までお気軽にお声がけください!

ポケットファームどきどきの名物イベント「落ち葉の中
の宝探し」を、つくば牛久店で開催します。大量の落ち
葉の中に隠されたカプセルを探し出し、中に入ったクジ
で当たった景品を獲得出来ます。1人5個まで拾うこと
ができるカプセルは、何がもらえるか開けるまでのお楽しみ。
小さなお子様でも
楽しめます。
たくさんのオモ
チャやお菓子を
ご用意してお待
ちしています!

11月15日（火）にホテル・ザ・ウエストヒルズ水戸にて、
生活事業総合展示会を3年ぶりに開催します。
今年度はアフターコロナを見据えた需要創造、新しい

生活様式の中で生まれた商品の紹介を中心に、ＪＡ及び
関係機関でご活用いた
だける記念品・贈答品を
多数展示します。
会場限定の特価品も

ご用意していますので、
万障繰り合わせのうえ
ご来場ください。なお、
感染防止対策で予約制
としているため、ご来場
の際は事前にお問い合
わせをお願いいたします。

10～11月のおすすめはエーコープ「キムチ漬の素」です。
お好みの野菜を刻み、半日から1日漬け込むだけでおい

しいキムチ漬けが出来上がります。
おすすめの野菜は「白菜、きゅうり、大根、ねぎ」です。
また、麻婆豆腐など様々なアレンジが可能で、とても
便利な商品です。ぜひお試しください! 

記念品や各種贈答品を集めた総合展示会を開催

みんな集まれ! 落ち葉の中の宝探し

雪に備えて冬用タイヤの準備を!
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つくば牛久店

ＪＡ茨城エネルギー㈱

対象店舗はこちら

ご来場の方に粗品をご用意しています!

お子さんに大好評です（昨年の様子） 

簡単におかずが1品出来上がり!

刻んだ野菜に混ぜるだけ～キムチ漬の素～
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

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

１１月２６日（土）、２７日（日）、
１２月３日（土）、４日（日）、１０日（土）、１１日（日）

各日13時～15時（雨天中止）

開催
日時
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生産者の肉用牛肥育技術と品質向上を目的に、
「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18頭が上場し、
㈲和洋茨城牧場（ＪＡ常陸）の常陸牛が、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
牛との評価を受け見事チャンピオン【枝肉重量505㎏、
枝肉単価2,905円/㎏（税抜）】に輝きました。

令和3年度に竣工した筑西市にある梨選果場の
一年点検を、ＪＡ北つくば、施工業者とともに行いました。
空調や建具、照明
の不具合、消防設
備の漏水の有無な
どの点検を行い、支
障がないことを確認
しました。

さくら直売所の「秋の味覚フェア」で常陸牛の販売を
行い、たくさんの方にご購入いただきました。さくら
直売所への出店は初の取り組みで、多くの方々に
ご協力をいただきました。
今後も地産
地消ならびに
県内が活気
づく活動に
取り組んで
いきます。

ＪＡＳＳ－ＰＯＲＴ金砂郷とＪＡＳＳ－ＰＯＲＴ麻生にて
ＬＩＮＥ公式アカウント運用開始を記念するイベントを
実施しました。
登録された方への粗品プレゼントや、期間中お得に
給油できるイベントを行い、2店舗合計で3,300名を超え
る方に来店いただきました。

ＪＡ資材店舗ＣＳ甲子園2022および関東ディスプレイ
コンテストの結果が発表されました。応募した４ＪＡ全
てから受賞の店舗が選ばれ、うち2店舗（ＪＡ水戸南部
営農資材センター・ＪＡつくば市筑波グリーンショップ）が
10月の表彰
大会に招待
されます。

ＪＡ資材店舗ＣＳ甲子園2022・
関東ディスプレイコンテスト結果発表

ＪＡ北つくば梨選果場
一年点検

ＪＡ水戸直売所「さくら」
イベントに出店

ＳＳでＬＩＮＥの
イベントが行われました!

上場頭数18頭　
常陸牛枝肉研究会開催!

「衣料品内部展示会」
3年ぶりの開催

生産資材部　肥料農薬課

畜産部　畜産課

生産資材部　施設農住課

畜産部　畜産直販課

ＪＡ茨城エネルギー㈱

生活総合リテール部　くらしのサポート課

ＬＩＮＥの友だち募集中です

常陸牛大好評! 2日間で132パック完売しました

シャッターの点検・確認

9月9日8月29日、 ９月１３日

９月１６日

9月14日

９月１７日～１９日

9月17日、18日

ＰＯＰを活用した分かりやすい情報提示

「茨城県本部衣料品内部展示会」を3年ぶりに開催
しました。
ご自身で生地や柄を選ぶ「オーダースーツ」をはじめ、
ネクタイ・ベルト・シューズ等のメンズ雑貨を用意しました。
また、女性の方にも楽しんでいただけるよう、ジュエリー
や美容家電も展示しました。

ＬＩＮＥ登録は
こちら

▲ JASS-PORT金砂郷

JASS-PORT麻生

▲
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　㈱クボタ筑波工場でマルシェ販売に参加しています。ローズ
ポークの精肉パック品や冷凍加
工品、茨城の逸品シリーズなど
を販売しています。工場職員の
皆様には大変好評をいただい
ており、今後も継続して銘柄食
肉の魅力発信に努めていきます。

茨城県銘柄豚振興会は、ローズポーク指定生産者が
一堂に会する連絡会全体会議を2年ぶりに開催しました。
会議では、ローズポークの更なる発展にむけ、有意義な
意見交換がなされ、豚熱
の発生状況と対策に
ついての特別講演が
行われました。

令和4年度上期決算説明会を開催し、Ｗｅｂ受講者
を含む56名が参加しました。上期における正確な経営
成績と財政状態とを明らかにするため、上期の実施
事項および留意
事項を確認しまし
た。

園芸部ＶＦ課と連携し、県内未導入の加工ブロッコ
リー新品種の栽培実証試験を行っています。
播種から収穫までの栽培管理を行い、新品種の
県内適応性は
もちろんのこと、
最適な株間に
ついても複数
の区を設け検
証しています。

全農グループでは、それぞれの職場で法令および
業務管理上の不備や課題を見いだし、改善することを
目的に一斉事業点検を行っています。子会社を含めた
84部署で、点検と検証を
行い、不備事項の改善に
向けた取組みを実施して
います。

　ＪＡなめがたしおさいの「紅優甘（べにゆうか）」がカナダ向け
に出荷を開始しました。船便で出港し、約40日間で現地へ
運ばれます。輸出専用
段ボールやカビ抑制資材の
活用と、温度・湿度管理の
徹底により、安全・安心な
甘藷を海の向こうまでお届
けします。

7～8月に行った「お米を食べようふくまるキャンペーン」
の抽選会を開催しました。応募総数は10,087通と、
全国各地から幅広い年代の方々にご応募をいただき、
生産者への応援メッセージもたくさんいただきました。
当選者には10月より発送となります。

カナダ向け
甘藷出荷開始!

「ふくまる」新米5kgを500名様に
「お米を食べようふくまるキャンペーン」抽選会開催

令和4年度上期
決算説明会を開催

加工ブロッコリー
新品種の栽培実証試験

㈱クボタ筑波工場の
マルシェ販売に出店!

ローズポーク
指定生産者集合!

今年で20年目
さらなる業務改善に向けて!

園芸部　ＶＦ課
米穀部　米穀課

管理部　経理課

農機営農支援部　営農支援課

畜産部　畜産直販課

畜産部　畜産課
管理部　

コンプライアンス推進課

点検項目を1件ずつ確認していきます

７月～９月末

9月21日

今期は120ｔの出荷を計画しています

抽選を行う鴨川県本部長

インボイス制度対応に向けた情報も発信

畝ごとに株間を変えて管理しています

特別講演の様子

今月も大盛況となりました

９月２２日

9月29日

9月29日

９月３０日

９月３０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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【材料】2人分

茨城町店にお米や麹などを出荷している生産者の
「ファームランドさいとう」斉藤卓也さんは、ご自身が「ア
イガモ農法」で作ったお米を使用したおこわを販売中。
「アイガモ農法」とは、水田にアイガモのヒナを放飼し、
害虫駆除や除草に用いる、減農薬もしくは無農薬農
法のことです。アイガモたちの頑張りによってできた
美味しいお米を
使ったおこわは、
「おにぎり」や
「おこわいなり」
として販売して
います。

全農オリジナルのニッポンエール商品が続々入荷
しています。9月10日（土）と11日（日）の2日間、「ニッ
ポンエールフェア」を開催しました。
フェア期間中は、グミを一度に4袋ご購入いただい
た方に、ニッポンエール特製クリアファイルをプレゼン
ト。新たに発売されたバームクーヘン「湘南ゴールド」
「シャインマスカット」「富良野メロン」を販売し、大変
好評でした。い
ばらキッスグミを
始め、全国各地
の味覚をご賞味
下さい。

エビフライのせオムライス

1人分（約）　エネルギー714kcal　塩分2.1g

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

生活総合リテール部　くらしのサポート課

お部屋を上手に暖かく! 体にやさしい温もりとうるおいを

暖房をつけても、なんだか寒い…。毎年、冬のお
悩みですよね。お部屋の空気が乾燥していると、暖
かさを感じにくいといわれています。
シャープの加湿セラミックファンヒーターは、加湿し
ながら暖房を行うことで、暖房運転のみの場合と比
べて体感温度が上がり、より快適な暖かさを実感で
きます。シャープならではのプラズマクラスターで空
気浄化作用・静電気除去・消臭もかないます。季節
商品のため、在庫についてはお問い合わせください。

① エビフライは凍ったまま、170℃～180℃
の油で約4分程揚げる。
② 玉ねぎ、ピーマン、ハムは1ｃｍ角に切り、
リーフレタスと紫キャベツは食べやすい大
きさにちぎり水にさらす。
③ フライパンにバター半量を入れて熱し、玉
ねぎを加え、中火で2～3分炒め、ピーマン、
ハムを加え中火で1～2分炒める。
④ ❸にご飯を入れ軽く炒め、ケチャップ大さ
じ2を加え味付けし、中火で2～3分炒め、
器に盛る。
⑤ 別のフライパンに残りのバター5ｇを入れ
て熱し、溶いた卵を半量入れ薄焼き卵を
作り❹にのせオムライスを作り残りのケ
チャップを半量ずつかける。
　同様にもう1枚作る。
⑥ ❺に❶を盛り、［A］を添えリーフレタス、
紫キャベツ、ミニトマトをのせる。

エビフライ  4尾
玉ねぎ  1/6個
ピーマン  1個
リーフレタス  2枚
紫キャベツ  1/2枚
ミニトマト  4個
ハム  2枚
卵  3個
バター  20ｇ
ご飯  300ｇ
ケチャップ  大さじ4
油  適量

ゆで卵（つぶす）  1個
パセリ  適量
マヨネーズ  大さじ2

［A］

斉藤卓也さん
「おいしいおこわをどうぞ」 新作も続々登場!

「暖房」＋「加湿」で冬の暮らしをさらに快適に

【商品名】プラズマクラスター加湿セラミックファンヒーター
【品番】HX-RK12　【カラー】ホワイト・ブラウン
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編 集 後 記

11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）

■11月3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

■11月10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
■11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）
■11月17日（木）畜産部　畜産直販課 ＪＡグルメレポート
■11月24日（木）園芸部　園芸課 ＪＡ惚れ惚れ産地レポート

11/ 2（水） 子豚市場・どきどき定休日
11/ 3（木・祝） 青果物市場休市
11/ 6（日） 青果物市場休市・子豚市場
11/ 9（水） 青果物市場休市・どきどき定休日
11/13（日） 青果物市場休市
11/14（月） 子牛市場
11/16（水） 青果物市場休市・子豚市場・どきどき定休日
11/20（日） 青果物市場休市
11/23（水・祝） 青果物市場休市・どきどき臨時営業日
11/24（木） どきどき振替定休日
11/27（日） 青果物市場休市
11/30（水） 青果物市場休市・子豚市場・どきどき定休日

　ＪＡＳＳ－ＰＯＲＴ石岡は、給油機・洗車機・ＰＩＴ室を備えた
セルフのガソリンスタンドで、国道６号線から国道３５５号線を
行方方面に向かい、石岡運動公園入口交差点を過ぎて左側
にあります。
　ＬＩＮＥ友だち登録で、給油がお得になるクーポンやイベント
情報などをゲットできます。
また、冬期タイヤキャンペーン
も開催しますので皆様のご来
店お待ちしています。

大型のＰＩＴ室を備えています
ＪＡＳＳ－ＰＯＲＴ石岡

JASS-PORT石岡
茨城県小美玉市栗又四ケ逆井2494-1

TEL：0299-28-2037ぜひお立ち寄りください

LINE登録はこちら
石岡市
運動公園

6

355
ヤマダ
デンキ

石岡警察署

至 水戸市

至 土浦市

県内の

をご紹介 ＪＡ茨城エネルギー㈱

　10月号に続きすべての編集を担当しました。前回は、何とか仕上げなくて
は!という使命感だけで頭がいっぱいでしたが、今月号はほんの少し気持ち
に余裕をもって取り組めました。これからも県本部の取り組みを、多くの方に
見ていただけるよう情報発信していきますのでよろしくお願いします。（ゆ）

ツラツ職場ハ お世話になります！
名前
❶担当業務
❷ひとこと
❸趣　味

後列左から：西澤 潤一、嶋田 幸太
前列左から：大貫 貴弘、内田 剛史、林道 綾

生産資材部
肥料農薬課

県南推進事務所

西澤　潤一
❶肥料農薬推進業務
　（JA稲敷・JAつくば市・
　JA茨城みなみ）
❷入会4年目。
　気持ち新たに業務も
　体も引き締めて
　いきたいです！
❸ダイビング

大貫　貴弘 
❶所内総括
❷県南1年目。物忘れがヒドくなって
　きたこの頃…気持ちだけは新鮮です。
❸サイクリング・朝トレ（体幹） 内田　剛史 

❶肥料農薬推進業務（ＪＡ水郷つくば）
❷広い視野を持って安全運転を
　心がけます！
❸ドライブ

林道　綾
❶肥料農薬受注業務
❷周りの方々に甘えすぎず、
　日々学び成長していきたいです。
❸映画・音楽鑑賞

嶋田　幸太
❶肥料農薬推進業務
　（JAつくば市谷田部・
　JAやさと・
　JA新ひたち野）
❷目が細いので、
　『割れる前のピスタチオ』
　と呼ばれています。
❸スコッチウイスキー・
　ジャパニーズウイスキー
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