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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 インフォメーション
カゴメジュース用トマトカゴメジュース用トマト

生産者募集!生産者募集!
園芸部　ＶＦ課園芸部　ＶＦ課

��  ニュースレポート ニュースレポート
本場ドイツ食肉連盟主催の本場ドイツ食肉連盟主催の
コンテストで金賞・銀賞受賞コンテストで金賞・銀賞受賞

ハム・ソーセージ工房ハム・ソーセージ工房
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

��・�  特集号 特集号
どきどきの秋!! 旬の味覚大集合!!どきどきの秋!! 旬の味覚大集合!!

どきどき収穫祭 2022どきどき収穫祭 2022
生活総合リテール部　総合販売課生活総合リテール部　総合販売課
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　ＶＦ課ではカゴメ向けジュース用トマトの作付け生産者
を募集しています。トマトジュースは健康志向ブームが継
続中で販売が好調なこともあり、原料のトマトの増反を計
画しています。契約栽培による手取り安定、機械収穫に
よる省力化等増反に向けて様 な々対策を行っています。
農業に新規参入された方でも安心して作付け出来るよう
サポート体制を整えていますので、興味がある生産者・法
人の方はぜひＶＦ課までご連絡ください。

　原油価格の高騰により燃料代や電気代が値上げしている中、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」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。
ガスとセットでさらにおトク!
　お申込み・ご相談は、ガ
ス事業部 ガス課までお問
い合わせください。
　ぜひおトクなこの機会に
お申込みをお待ちしてい
ます。

　ＪＡ-ＳＳでは、10月17日（月）～12月28日（水）の期間中、超PayPay
祭「ペイペイジャンボ」キャンペーンを開催しています。
　期間中、PayPay支払をした際に抽選で1等100％、2等5%、3等
0.5％のお支払金額が戻ってくる魅力的
な内容となっています。その他の詳細に
ついては店頭チラシやPayPayアプリ内
のお知らせをご確認下さい。
　この機会にぜひＪＡ-ＳＳをご利用くだ
さい。

12、1月のおすすめはエーコープ「なべ焼きうどん」と
「天ぷらそば」です。どちらも、寒くなるこの時期にピッタ
リの商品です。
「なべ焼きうどん」は青森県産小麦「ネバリゴシ」
100％使用のめんに、日高昆布の出汁と本返し醤油の
ダブルスープがうまみを引き立てます。
「天ぷらそば」は口あたりなめらかで、鰹と昆布の合
わせダシスープが食欲をそそります。ぜひお試しください!

10月1日（土）から1月13日（金）までの期間、エーコープ銘茶
年末キャンペーンを実施しています。キャンペーン対象商品を
ご注文し、応募用紙をお近くのＪＡ窓口までお持ちいただくと、
抽選で素敵な賞
品を合計73名様
にプレゼントします。
昨年より当選者数
を大幅に増やして
いますので、ふるっ
てご応募ください!

「ＪＡでんき」で3,000円おトク!
キャンペーン実施中

超PayPay祭!「ペイペイジャンボ」キャンペーン開催中!

ちょっと贅沢なお茶でひといきつきませんか？

天ぷら付きで簡単調理
「なべ焼きうどん」と「天ぷらそば」

カゴメジュース用トマト生産者募集!

ＪＡ茨城エネルギー㈱

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

生活総合リテール部　くらしのサポート課

園芸部　ＶＦ課

手収穫だけでなく機械収穫にも力を入れています!

詳細は本誌裏面のチラシをチェック!

お問合せ先：園芸部 ＶＦ課
TEL：０２９-２４０-７７２２

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

検針票があれば切替え手続きカンタン!!

サクサクの天ぷら付きです!

12月28日（水）まで実施中です!

お問合せ先：
ＪＡ茨城エネルギー㈱ 石油事業部 石油課

TEL：029-２９７-３８００
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水戸芸術館で茨城地酒まつりが開催されました。
当県本部では、県オリジナル品種「ふくまる」300ｇを
配布しました。「ふくまる」を初めて知った方も多数おり、
たくさんの方
に「ふくまる」
をＰＲする
ことが出来
ました。

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共励会」を東京食肉
市場㈱で開催しました。黒毛和種38頭が上場し、中村
公徳さん（ＪＡ水戸）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
チャンピオン【枝肉重量576㎏、枝肉単価3,001円/㎏（税
抜）】に輝きました。

本大会では「第2期（5～8月）成績優秀者」の表彰
を行うとともに、第3期（9～12月）の目標達成に向けた
要領、推進具体策を提示しました。併せて、共同購入
トラクター「ＳＬ３３Ｌ」の情勢、次期共同購入コンバイン
の取り組み状
況に関する情
報共有を図りま
した。

上場頭数38頭
常陸牛枝肉共励会開催!

「パワーアップ６０００運動
第３期推進大会」を開催

茨城地酒まつりで「ふくまる」を
先着300名に
プレゼントしました!

畜産部　畜産課

農機営農支援部　農業機械課

米穀部　米穀課

第3期目標達成に向けて!

地酒まつりにぎわいました

営農支援課は「茨城県雑草防除推進連絡協議会」
の事務局として、行政・農薬メーカーと共同で除草剤の
実証試験に取り組
んでいます。今年度
は10薬剤21圃場の
試験を行い、その効
果について検証しま
した。

第12回 全国和牛能力共進会（以下、全共）が鹿児
島で開催されました。41道府県から種牛の部、肉牛の
部、高校及び農業大学校からなる特別区に438頭が
出品され、茨城県からは、初の雄牛区での出品を果た
しました。

8月末に開催されたドイツ食肉連盟主催「ＩＦＦＡ
コンテスト」に、ハム・ソーセージ工房が出品した10商品
のうち、8品が金賞、2品が銀賞を受賞しました。前回
銀賞の「どきどきフランク」は、味に深みを増して再挑戦し、
約200項目の審査で満点をとり見事金賞を受賞。
今後、受賞し

た商品が一度に
楽しめるギフト
セットを販売予定
です。お楽しみ
に!

本場ドイツ食肉連盟主催の
コンテストで金賞・銀賞受賞
ハム・ソーセージ工房

今年度の実証試験の
結果について検討

茨城県の畜産ブランド力の
向上に寄与
第12回 全国和牛能力共進会 鹿児島大会開催

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　営農支援課
畜産部　畜産課

初出品となった雄牛「夢美関号」

こだわりの逸品、ご賞味ください!

試験結果は現場への技術普及に繋げます

10月

10月4日

10月5日

10月1日

10月6日～10日

１０月１２日
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茨城県教育研修センター主催の「産業教育研修講
座（農業）」が当県本部にて開催されました。県本部
職員から本会の事業やＪＡグループの組織概要等を
説明した後、ポケッ
トファームどきどき茨
城町店で手作りソー
セージ教室を受講し
ました。

ＪＡグループ茨城の統一運動としてＪＡ直売所におけ
るアンケート調査が行われました。当県本部はＪＡ水郷
つくばサンフレッシュ土浦およびポケットファームどきどき
茨城町店の2か所で、食に関するアンケート調査、関連
資材の配布を行いました。

ＪＡ資材店舗ＣＳ甲子園2022表彰大会が行われ、県
内ではＪＡ水戸南部営農資材センターが招待されました。
全国の受賞店舗を含め65名が出席、店舗の講評のほ
か、最優秀受賞店舗から優良事例の紹介がありました。

途上国の農業発展を目的とした（一財）アジア農業
協同組合振興機関の視察研修が行われ、ベトナム国
家行政職員・地方省職員らが県本部施設を訪れました。
20日にはポケットファームどきどきつくば牛久店、21日には
県西ＶＦステーションで視察研修を行いました。

茨城大学農学部とＪＡグループ茨城は、農作業マッ
チングアプリ『農Ｈｏｗ』を活用し、ＪＡ水郷つくばが運営
する次世代農業者グループ「ヨリアイ農場」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、
サツマイモ収
穫体験準備と
してツルの刈
り取り作業を
しました。

茨城県主催により県内3会場で、麦づくりのポイントや
肥料コスト低減に向けた堆肥利用の可能性について
の講習や、実需者（全国麦茶工業協同組合、昭和産
業㈱、笠原産業㈱）の県産麦への要望や現在の麦情
勢について
情報提供
が行われま
した。

令和5年産麦の
播種前栽培講習会が
開催されました!

ＪＡ資材店舗
ＣＳ甲子園2022表彰大会

ベトナム政府関係者等
22名が
県本部施設を視察

新たな就農体験
学修プログラムを開始

＜国消国産＞
県内直売所でアンケート調査県立高校教諭の研修を

受け入れました

米穀部　米穀課

管理部

生産資材部　肥料農薬課

管理部　総合企画課

農機営農支援部　営農支援課

管理部　総合企画課

キャンパスでは得られない経験をしました

次年度も応募をお待ちしております!

県内農業高校等の教諭13名が参加

１０月１３日、
１８日、２５日

10月20日、21日

県産麦使用商品も紹介されました

【編集】

（本文129文字）

　　　　　 
キャプション：

　　　　　　　　　　　　

10月14日 10月15日

１０月２１日

10月14日
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風通しのよい職場づくりを目的にハラスメント研修会を
開催し、320名超の職員等が参加しました。外部講師を
招いた研修で、事例を使っ
たグループ討議も行われ、活
発に意見交換されました。

　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「メロン＆ミルク」が数量限定で販売
開始しました。今年収穫された北海道産富良野
メロンの果汁を使用し、ミルクのおいしさもしっかり
と感じられる味わいとなっております。
　このコラボ飲料は、牛乳の消費拡大、酪農家
応援を目的としています。

販売スキルの向上を目的とした講習会を実施し、前
半はタイヤの基礎知識の習得に向けた座学を、後半は
実際の販売を想定したロールプレイングを行いました。
11月からの冬
期タイヤキャンペー
ンに向け、しっかり
と準備しました。

本講習は、「労働安全衛生法第59条」「クレーン等
安全規則第21条」により、吊り上げ荷重5トン未満の
クレーン運転業務を行う際に必要となるものです。受講
者は、労働災
害防止と必要
技能の取得の
ため、熱心に
講習に臨みま
した。

ブランチ横浜南部市場と、いばキュンマルシェin品
川駅において「国消国産」運動にあわせ「農家さん応
援フェア」の販促イベントを開催しました。茨城県産の
旬野菜をたくさんの方にＰＲしながら販売出来ました。

コロナ禍により中断していた交流会を3年ぶりに開催し、
目黒区の食肉専門店と消費者72名が参加しました。県
の小野寺俊副知事が参
加者を出迎え、参加者は
ローズポークの研修会や
ＢＢＱ、豚汁の試食など
を行い国産肉消費の理
解を深めました。

JA北つくば直売所「きらいち筑西店」の11周年祭
に出展し、常陸牛&ローズポークメンチカツとローズポー
クコロッケを販売し、常陸牛・ローズポークの知名度向
上・販売促進
に努めました。
感染対策を取
りつつ屋外テ
ントでの出し
物を3年ぶりに
復活し、多くの
お客様で賑わ
いました。

東京都目黒区消費者との
産地交流会きらいち筑西店周年祭に

出展しました!

タイヤセールス
講習会の開催

「クレーン運転業務
特別教育講習」に11名が参加

ハラスメント防止に向けて
ライン長・スタッフ向けに
それぞれ研修会を開催

ニッポンエール×伊藤園
コラボ飲料第6弾

「農家さん応援」
フェア開催!

畜産部　畜産直販課
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

管理部　コンプライアンス推進課

生活総合リテール部　くらしのサポート課

園芸部　ＶＦ課

いばキュンマルシェin品川駅 10/28～30ブランチ横浜南部市場 10/29～30

１０月２5日
、２6日

ローズポークのおいしい部位解説に興味津々

屋台は大盛況でした!

講師とロールプレイングを行う受講生

作業方法を確認する受講者

全国の産地を応援する
「ニッポンエール
プロジェクト」

10月22日、23日

１０月２４日、２５日

１０月２８日～３０日

10月23日

10月25日

11月7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

ＩＦＦＡコンテスト受賞で盛り上がるハム・ソーセージ
工房は、対面販売コーナーのお惣菜商品も人気
です。鶏肉にトマトソースやチーズをのせて焼いた
「ヴェスヴィオス」や、ローズポークの「手づくりミート
ボール」、ハムやソーセージが入ったポテトサラダなど、
少量からでもご注文いただけます。食卓にもう一品
ほしい時や、おつまみなどにピッタリですので、ぜひ
ご利用ください。

今年も美味しい干し芋の季節がやってきます!
贈答品としても大人気の、茨城県が誇る冬の名
産品「干し芋」。つくば牛久店では、6人の生産者が
手塩にかけてつくった黄金色の干し芋を販売する「干
し芋フェア」を開催中です。焼き芋の干し芋や、皮つ
き干し芋など、姿や味わいも様 に々お楽しみいただけ
ます。店頭からの全国発送はもちろん、お電話やどき
どきネットショップ
でもご注文うけ
たまわります。

クリスマスリースサラダ

1人分（約）　エネルギー365kcal　塩分1.5g1人分（約）　エネルギー365kcal　塩分1.5g

お問合せ先：生活総合リテール部 総合販売課
TEL：029-219-2220

生活総合リテール部　総合販売課

お世話になっている大切な方へ
 「選べるギフトカタログ」はいかがでしょうか

「選べるギフトカタログ」は、カタログの中からお好き
な商品をお選びいただき、同封のハガキに必要事項
を記入しポストへ投函していただくと、指定した場所
に商品が届くシステムになっています。
取扱い商品は常陸牛、ローズポーク、ポケットファー

ムどきどきハム・ソーセージセット、干し芋、果物類など、
様 な々茨城県の特産品がございます。
お世話になっている方へのお歳暮として、「選べる

ギフトカタログ」をぜひご利用ください。

① ブロッコリーは小房に分け下茹でする。
② パプリカとスライスチーズは星型で抜
く。ミニトマトはヘタを取り半分に切る。
レタスは手でちぎり、ベビーリーフと一
緒に水にさらす。
③ フライパンに油を入れて熱し、星のコ
ロッケを170~180度の温度で5分程揚
げる。
④ 器に水気をふきとったレタスとベビー
リーフを丸く盛り、その上に❸、ブロッ
コリー、ミニトマト、パプリカ、スライス
チーズをのせる。
⑤ ❹の中心に小さめの器に入れた［A］を
のせ、野菜の上に粉チーズを散らす。

星のコロッケ  2個
ブロッコリー  1/4本
パプリカ（黄）  1/3個
ミニトマト  5個
レタス  適量
ベビーリーフ  1袋
粉チーズ  適量
スライスチーズ  1枚
油  適量

オリーブオイル
 大さじ6

酢  大さじ3
にんにく（すりおろし）

 少々
塩  小さじ1/4
こしょう  少々

［A］

チキンハムを使ったイタリアンマリネもオススメチキンハムを使ったイタリアンマリネもオススメ お好みの干し芋を見つけてください!お好みの干し芋を見つけてください!

ご予算に応じて3つのコースをご用意しています
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特 集 号
11月6日（日）、秋晴れのもと、ポケットファームどきどき茨城町店、駐車場特設会場にて「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、目標を超える2,212人の方々にご来場いただきました。
全農茨城県本部といばらきコープの共催によるどきどき収穫祭は、平成27年度から令和元年度まで5年連続で
開催していましたが、令和2年度以降コロナ禍により開催を自粛しており、3年ぶりの開催となりました。
今回は、資材高騰など生産現場や家計にも大きな影響が出ている状況下で、2つの協同組合が手を取り合い、
生産者と消費者が互いの立場を尊重しながら、食と農への理解を深め応援しあうことを目的としました。
会場入口では、9時30分の開場を前に200人近くの行列ができ、その様子に生産者もやや緊張した面持ち

でした。そして、開場とともに真っ先に来場者が向かった先は、畑で採れた新鮮野菜を積み込んだトラックが並ぶ
「生産者の会によるトラック市」でした。トラック市の各ブースでは、作り手を前に来場者から「この野菜はどういう食べ方
がいいの？」「お店ではいつまで販売している？」などの質問がみられ、生産者と消費者の交流の場としてにぎわいました。
このほか、いばらきコープによるＳＤＧｓクイズラリーには、お子様連れの家族で楽しむ姿や、全農茨城県本部の

「カゴメベジチェック」コーナーでは、数値化された自身の野菜摂取量の測定結果に一喜一憂する方々など、会場
内は一日を通して大変賑わいました。

どきどきの秋!!旬の味覚大集合!! どきどき収穫祭2022

開場前、秋晴れの下で集合写真

抽選会も大賑わい手指の消毒と検温開場前から長蛇の列

集合写真

抽選会会場入口 入口検温
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どきどきの秋！！ 旬の味覚大集合！！ どきどき収穫祭2022

真っ先に向かったのはトラック市 様々な野菜や加工食品が並びました 生産者から直接購入できるトラック市

測定結果をボードに記す来場者測定結果に一喜一憂

コープデリのご案内SDGｓに関するクイズラリーも

食べやすい大きさのさつまいも焼き芋日和生産者が準備したコーナーです

ベジチェック

焼き芋販売

いばらきコープ

生産者紹介コーナー

トラック市
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編 集 後 記

12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）

■12月１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
■12月8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
■12月14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）
■12月15日（木）畜産部　畜産直販課 ＪＡグルメレポート
■12月22日（木）園芸部　園芸課 ＪＡ惚れ惚れ産地レポート

12/ 4（日） 青果物市場休市
12/ 7（水） 青果物市場休市・どきどき定休日
12/11（日） 青果物市場休市

12/14（水） 青果物市場休市・どきどき定休日
子豚市場・子牛市場

12/18（日） 青果物市場休市
12/21（水） 青果物市場休市・どきどき定休日
12/25（日） 青果物市場休市
12/28（水） どきどき臨時営業日・子豚市場
12/30（金） 青果物市場休市
12/31（土） 青果物市場休市・どきどき振替休業日

徳宿ＳＳは、県道110号沿いに面している給油・洗車・
ピット作業を扱うフルサービスのガソリンスタンドです。
当ＳＳでは、12月31日まで冬期タイヤキャンペーンを開催

しております。ご購入はも
ちろん、点検だけでも大歓
迎です! 期間中はとても
お得な内容になっています
ので、ぜひご利用ください!

12月31日（土）まで
冬期タイヤキャンペーン開催中!
徳宿ＳＳ

徳宿ＳＳ
茨城県鉾田市徳宿2337-4
TEL：0291-36-2512皆様のご来店お待ちしております! 

110
新聞店

JAほこた
北支店

ミニストップ

うさみ園

至 茨城町

至 鉾田

至
石
岡

至
徳
宿
駅

県内の

をご紹介

ＪＡ茨城エネルギー㈱

　日ごとに寒さが増すこの季節は、鍋料理が食べたくなります。
最近は様々な種類の鍋つゆがあるので、どの味にしようか選ぶの
も楽しみです（もちろんイチ押しは…）。熱々のお鍋で体を温め
て今年の冬も乗り切ります（ゆ）

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

後列左から：冨田 竜一、中庭 諒、中山 隼輔
前列左から：佐藤 美由紀、奥村 公一、佐々木 智浩、茂垣 惠里

生活総合
リテール部
生活推進課

冨田　竜一
❶課総括
❷一生懸命頑張ります。
❸酒

中庭　諒
❶食材宅配関係業務
❷良い商品をお届け
　できるよう励みます。
❸スポーツ全般

佐藤　美由紀
❶食材宅配受発注事務
❷正確丁寧な対応を心掛けます。
❸猫吸い

奥村　公一
❶食材宅配関係業務
❷誠実な対応で頑張ります。
❸読書

佐々木　智浩
❶食材宅配関係業務
❷組合員の皆様に喜ばれるために
　取り組みます。
❸健康のためのウォーキング

中山　隼輔
❶メモリアル関係業務
❷頼れる葬祭担当
　目指します。
❸サッカー観戦

茂垣　惠里
❶食材宅配受発注事務
❷確実な仕事で安心して
　頂けるよう努めます。
❸筋トレ
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