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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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��  ニュースレポート

選べるギフトカタログギフトなどが当たる
「エーコープ銘茶年末キャンペーン」抽選会を開催!

生活総合リテール部　くらしのサポート課
��  インフォメーション
ＪＡＳＳ-ＰＯＲＴ岩間
グランドオープン!

ＪＡ茨城エネルギー㈱

��  ニュースレポート
令和4年ＪＡグループ茨城功労賞

2部門で受賞!
管理部　総合企画課
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今年もローズポークの「おいしさまるごとキャンペーン」
を実施します。3月1日（水）～31日（金）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50名様に茨城県で活躍する作家が
作る「うつわ」が当たります。詳しくは裏表紙または
ローズポークＨＰをご確認ください。たくさんのご応募
お待ちしています。

3月4日（土）、5日（日）の2日間、ＪＡ全農いばらき農機総合
センター特設会場で、第24回春期農機・生産資材展示会
「スプリングフェア2023」を開催します。新型コロナウイルス
感染対策を実施しながら、メーカー各社30社以上が最新の
機械を出展します。
また、所有する農機を長期的かつ安全に使用いただく

ための「セルフ点検」のご案内、農家組合員の経営規模に
合う適正な
生産資材導
入の提案を
行 います。
たくさんの
ご 来 場 を
お待ちして
います。

世界情勢が不安定さを増し食糧確保の重要性が高
まる中、国産麦の増産が求められています。昨年12月に
開催した「令和6年産取引に向けた実需者との意見交
換会」では、5年産生産計画を約6千トン上回る27千トン
の需要が示されました。
麦茶用途で高く評価される六条大麦をはじめ、味噌

や焼酎用でも引き合いがある二条大麦、日本麺・パン・醤
油の原料として使用が広がる小麦等、求められる麦の
生産拡大にご
協力をお願いし
ます。

3月上旬、岩間ＳＳがセルフスタンドの「ＪＡＳＳ-ＰＯＲＴ岩間」
となってグランドオープンします。常磐自動車道岩間ＩＣから車
で約5分と、お出かけの際に非常にアクセスしやすい場所にあり
ます。グランドオープン時には、様 な々イベントを盛りだくさんでご
用意しますので、ぜひご利用下さい。
また、セルフの新型洗車機を設置していますので、洗車だけ

のご利用も大歓
迎です。皆様の
ご来店をお待ち
しています。

令和6年産麦の生産拡大に向けて

ＪＡＳＳ-ＰＯＲＴ岩間
グランドオープン!

4年ぶり「スプリングフェア」開催!!
最新機械多数展示予定!

ローズポークを買って、「うつわ」を当てよう!

米穀部　米穀課

ＪＡ茨城エネルギー㈱

農機営農支援部　農業機械課 茨城県銘柄豚振興会

うつわを使って食卓を彩りましょう!

麦実需者との意見交換会を開催

詳しくは裏表紙を!

お問合せ先：ＪＡ茨城エネルギー株式会社 石油事業部 石油課
TEL：029-２９７-３８００

ホームページはこちらから

ＬＩＮＥで
お得な情報
配信中!
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クミアイプロパンをご利用のお客様限定で、エコジョー
ズのお得なリースをご紹介しています。エコジョーズは、
少ないガス量で効率よくお湯を沸かす省エネ性の高い
給湯器です。この給湯器は、ガスの消費量が少なく済
むので環境にやさしく、保証も長く、ガス料金の節約にも
つながります。10年以上経過しているガス機器はお早
めに切り替えをご検討下さい。販売も承っていますので、
お気軽にご相談お待ちしています。

2、3月のおすすめはエーコープ「ミルクチョコ」と「アー
モンドチョコ」です。
「ミルクチョコ」は、ほどよい甘さで口当たり良い味に
仕上げています。「アーモンドチョコ」は、くちどけの良い
ミルクチョコでカリカリのアーモンドをくるみました。定番
の食感をお楽しみください。

ＪＡ茨城エネルギー㈱は県内に9事業所のガス
センター、4事業所の保安センター、2事業所の供給セ
ンターを展開しています。当社では、生活に不可欠な
エネルギーであるＬＰガスを安心・安全にご利用頂くため、
保安体制を強化しています。
クミアイプロパンはお客様の安全・安心および快適な
ガス機器をご提案しています。お近くのガスセンター
までお気軽にお問い合わせください。

老朽化した米麦施設、共同乾燥施設、集出荷予冷
施設、育苗施設など農業施設の機械設備の更新計画
や施工管理を行っています。機械設備の更新について、
お困りのことがあれば施設農住課までお問い合わせ
ください。
基本計画から業
者選定、工事監理な
ど、専門的なノウハ
ウを発揮し支援させ
ていただきます。また、
本会では独自の系
統建設工事総合補
償により、安心して
施設投資をすすめ
ていただけます。

ガス事業 営業エリアのご紹介

止まらなくなる美味しさ!
定番のチョコレート

エコジョーズのリースはいかがですか？
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

ＪＡ茨城エネルギー㈱

エーコープチョコレートであま～いひと時を!

ぜひクミアイプロパンを
ご利用ください 据置設置タイプもございます

老朽化した機械設備の更新で
ＪＡ・生産者の利便性向上に努めます

生産資材部　施設農住課

ＣＥで更新した
米のサンプルドライヤー
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　「新築そっくりさん」完成現場見学会を行いました。リフォーム
前とリフォーム後を図面で見比べながら、施主様の要望が取り
入れられている部分の説明を
聞きました。
　今後も住宅リフォーム取扱
いの推進活動を進めていきま
すので、ぜひご検討ください。

　つくば市松代のイタリアンレストランを2日間借り切り、
バリエーション豊かな商品
の展示・販売を行いました。
お食事を楽しんでいただくと
共に、ジュエリーの磨きや
リペアサービスを提供しま
した。

　畜産部における全国和牛共進会に向けた和牛子牛生産体
制や肉牛事業基盤の強化、
ポケットファームどきどき茨城町
店ではハム・ソーセージがドイツ
食肉連盟主催のＩＦＦＡコン
テストで受賞したことが評価
されました。

　ＪＡ農機センター職員向けに、三菱農機販売㈱「ペースト施肥
機付田植機の実機講義」、
カンリウ工業㈱「精米機の
実機講義」、㈱オーレック「発
売予定の新型畦草刈機の
仕様説明」など、実機を用い
た製品研修会を開催しました。

　茨城県ＪＡ会館にて、「連合会職員向け衣料品展示会」
を開催しました。
　各連合会の皆様にご来場いただき、スーツの生地や柄を
選んでおつくりいただける楽しさを
体感していただきました。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。

　ＪＡ常陸直売所「にじのなか」の歳末感謝祭に出店し、常陸牛
＆ローズポークのメンチカツ、ローズポークのコロッケを販売しました。
　引き続き消費者が常陸牛・
ローズポークを味わえる場を
提供し、消費拡大に向けた
ＰＲおよび販売促進に取り組ん
でいきます。

特別教育による
労働災害防止への取り組み
　労働災害防止の観点から、ＪＡ農機センター職員を対象に
「タイヤ空気充填」、「自由研削
といし取替」、「巻上機（ウインチ）
運転」の「特別教育講習会」を
開催しました。該当業務に就く者は
特別教育を受けることが義務付け
られており、作業の要点を学び
ながら受講しました。

　「茨城県雑草防除推進連絡協議会」と「茨城県農協施肥
合理化推進協議会」の合同研修会では、牛糞堆肥乾燥設備
や有機ペレット工場の視察、
地域資源循環の取り組みや、
県本部との共同開発肥料「サ
ステナミライＺＩ」について研修
しました。

3年ぶりの県外研修
朝日アグリア㈱関東工場を視察

ＪＡ常陸
東海ファーマーズマーケット
「にじのなか」イベントへ出店

ＪＡ会館で
衣料品展示会を開催!

メーカー3社から講師
「製品研修会」

住友不動産「新築そっくりさん」
完成現場見学会

2年ぶりの開催!
ふれあいジュエリー展2022 令和4年ＪＡグループ茨城功労賞

2部門で受賞!

農機営農支援部　営農支援課 農機営農支援部　農業機械課

畜産部　畜産直販課
生活総合リテール部　くらしのサポート課

12月28日

12月15日
12月15日

12月6日

12月10日、11日
12月14日、15日

12月19日、20日

12月6日、7日、14日

県関係者17名が参加しました

手順を確認する受講者

今回も大盛況となりました

多種多様なスーツの生地が展示されました

熱心に講義を聞くＪＡ農機センター職員

担当者によるリフォーム工事内容の説明

近隣ＪＡからのお客様で賑わいました 八木岡会長から表彰を受けました

農機営農支援部　農業機械課

生活総合リテール部　くらしのサポート課

生産資材部　施設農住課

管理部　総合企画課
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　「もらい泣き」「ハナミズキ」の作曲で知られる、常陸太田市
出身の作曲家マシコタツロウさん。
1stフルアルバム発売を記念した
ライブイベント「茨城網羅ツアーin
茨城町」を開催されました。同じく
茨城出身の磯山純さんと共に、素
晴らしい曲と歌声を披露してくれま
した。

　県内のＪＡ直売所62店舗で、11月1日から12月31日まで
実施した「買って!食べて!直売所めぐり!ＪＡ直売所キャン
ペーン」の当選者抽選会を
行いました。応募総数6,718
通の中から、合計200名の
当選者が決定しました。
たくさんのご応募ありがとう
ございました。

　東京都立産業貿易センターにおいて「ＪＡグループ国産
農畜産物商談会」が4年ぶりに実開催されました。来場した
卸業者や小売業者などの
実需者に真空パックのれん
こん、冷凍生姜や冷凍焼き
芋など、茨城県産の野菜や
加工品をＰＲしました。

年末・お正月期のお茶の需要喚起を目的に実施した「エーコープ銘茶年末
キャンペーン」の抽選会を開催しました。当選された皆様には3月より順次お届けします。
今後もエーコープ銘茶の美味しさを皆様に伝えてまいります。たくさんのご応募

ありがとうございました。

　常陸大宮市の家畜市場で和子牛の令和5年初セリを開催
し、子牛182頭が上場、活気のあるセリが行われました。
【平均価格：（雌）522,753円、
（去勢）663,654円】
　セリ前の式典では年間
最多購買者の橋本畜産㈱、
年間最多出荷者の㈲若林
牧場などを表彰しました。

　各青果市場で新年の初市が開催されました。初市に
は五穀豊穣や商売繁盛を祈念して縁起物である「宝船」
が出品され、セリ人の威勢のいい掛け声にあわせて、
宝船は次々にせり落とされ
ました。今年も各市場と
連携した販促活動に取り
組んでまいります。

青果市場で初市開催! 茨城県勢大活躍!
初の4県合同
「女性経営者牛枝肉勉強会」

令和5年初セリ開催!
182頭が上場しました

森のベーカリー＆カフェが
ライブ会場に!

ＪＡ直売所キャンペーン
当選者抽選会を実施

4年ぶり開催!
ＪＡグループ国産農畜産物商談会

選べるギフトカタログギフトなどが当たる
「エーコープ銘茶年末キャンペーン」抽選会を開催!

園芸部　園芸課

畜産部　畜産課

園芸部　ＶＦ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

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

野菜がたくさん詰まった宝船が出品

鴨川本部長より表彰を受ける
橋本畜産㈱

マシコタツロウさん（左）、
磯山純さん（右）

茨城県ＪＡ農産物直売所
連絡協議会 圷会長 冷凍焼き芋が人気でした!

抽選を行う鴨川県本部長

　女性経営者や女性従事者の活躍と交流促進を目的に、
ＪＡ全農ミートフーズ㈱主催の「令和4年度女性経営者枝肉
勉強会」を東京食肉市場で初めて開催しました。茨城を
含め、青森、宮城、群馬の4県
本部が参加し、黒毛和種14頭
が上場、茨城からは9頭の
常陸牛が出品されました。

1月5日
1月13日

１月１４日

1月19日

1月27日

最優秀賞
　㈲高萩畜産（ＪＡ常陸）

優秀賞
　㈱小堀畜産（ＪＡ常陸）
　島田美代さん（県本部）

2月1日～2日

2月6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

森のベーカリー＆カフェでは、3月に「世界のパン
祭り」を開催予定です。
イタリアの「チャバタ」「トスカーナ」や、トルコの

「ターキッシュピディ」、ノルウェーの「クネッケブロート」
など、馴染みの深いものから、とても珍しいものまで、
普段の店頭には並ばないようなパンが大集合します!
ぜひ、ご来場お待ちしています!

甘～い香りが食欲をそそる「苺フェア」を開催中
です。茨城県産オリジナル品種の「いばらキッス」の
ほか、「やよいひめ」や「紅ほっぺ」など、様 な々品種
のイチゴが登場します。甘さと酸味のバランスや、
品種ごとの特性を楽しむなど、お好みのイチゴを
見つけるチャンスです!レストランでも「食べ比べ
ＳＥＴ（別途料金）」（3月末まで）をお召し上がり
いただけます。

ひなまつりひし形ちらし寿司とあんかけ茶碗蒸し

1人分（約）　エネルギー817kcal　塩分6.8g

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

新しい補聴器の“カタチ”

リサウンド・ワンシリーズは「耳の形」や「聞こえ方」
に合わせて作成する充電式のオーダーメイド補聴
器です。聞こえ方も、使い勝手も、デザインも新しい
補聴器のカタチがここに登場しました。商品詳細に
ついては、お問い合わせください。

① 釡揚げしらすは解凍する。五目ちらし寿司の
素にご飯を混ぜる。
② 絹さやは筋を取り、れんこんと人参は花型で
抜き、それぞれ熱湯でサッと茹でる。卵2個は
溶いて砂糖を加え、油を入れて熱したフライパ
ンに流し入れて薄焼き卵を作る。
　薄焼き卵は千切りにし錦糸卵にする。
③ 切った牛乳パックの上にラップを置き、4等分
にしたちらし寿司、錦糸卵、ちらし寿司の順番
で入れラップで押さえ、錦糸卵をのせ、牛乳パッ
クを抜き取る。カットした絹さや、人参とれん
こんをのせる。同様にもう一つ作る。
④ 菜の花はざく切り、筍は薄切りにする。残りの
卵2個はよく溶いておきざるでこし、[A]に加
える。
⑤ 器に釡揚げしらすと❹を入れ[A]を注ぎ、蒸し
器に入れて中火で10分蒸す。（トッピング用に
しらすは少し残す。）
⑥ ❺に[B]をかけ、トッピングで釡揚げしらすと
薄切りにしたゆずの皮をのせる。

五目ちらし寿司の素  2合用
釡揚げしらす  40ｇ
れんこん（スライス）  2枚
人参（スライス）  2枚
絹さや  4枚
菜の花  20ｇ
筍  30ｇ
ゆず（皮）  2ｇ
ご飯  2合分
卵  4個
砂糖  大さじ1/2
油  少々

だし汁  150ｃｃ
塩  少々
酒  大さじ1
みりん  小さじ1
めんつゆ（ストレート） 30ｃｃ
片栗粉  大さじ1/2

［A］

［B］

珍しいパンが勢ぞろい! 食べ比べをしても楽しいですよ!

5時間フル充電で使用時間24時間
※耳の形状により補聴器の形状は異なります

【取扱メーカー】株式会社フジ医療器
【商品】リサウンド・ワン9（RT9ITC-DWC・RT9ITE-DWC）

•補聴器らしく
ない

　新デザイン

•大きくて押し
やすいボタン

•汗・湿気から
補聴器を守る

•充電器もオー
ダーメイド



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。

●ニュースレポート4・5月号
生活総合リテール部　総合販売課　くらしのサポート課
「ニッポンエール」から茨城県産商品が登場!
➡茨城県産から「いばらキッスグミ」が登場しました。現在
は、33都道府県の特産品を原料にしたニッポンエールグミ
を47種類販売していま
す。ポケットファームどき
どき両店舗では、豊富
に商品を取り揃えています
ので、ぜひお試しください。

●インフォメーション9月号 ＪＡ茨城エネルギー㈱
LINE公式アカウント新たにSS2店舗で仲間入り!
➡現在、LINE公式アカウントは4店舗で展開しており、1月
末現在で8,862名が登録いただいています。3月にはインフォ
メーションで紹介したＪＡＳＳ－ＰＯＲＴ岩間も仲間入りします。
随時、お得な情報を配信していますので、ぜひ友達登録
をお願いします。

●ニュースレポート７月号 生活総合リテール部　生活推進課
ＪＡ葬祭のホームページ リニューアルしました
➡ＪＡ葬祭のホームページをリニューアルしましたが、さらに見やすく、使いやすい
ように更新作業をす
すめています。3月に
更新予定となってい
ますので、ＪＡ葬祭を
ぜひご活用ください。

●インフォメーション10月号 生産資材部　肥料農薬課
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」
➡当県本部では肥料製造メーカーの朝日アグリア㈱と共同
で新たな「混合堆肥複合肥料」の
開発をすすめ、県内産豚ぷん堆肥を
使用した「サステナミライＺＩ」を今春
から発売します。従来の化学肥料に
比べて価格を約2～3割低減、環境
負荷低減にも貢献する商品です。ホームページ

はこちらから

ＪＡＳＳ－ＰＯＲＴ
麻生

ＪＡＳＳ－ＰＯＲＴ
金砂郷

ＪＡＳＳ－ＰＯＲＴ
みのり

ＪＡＳＳ－ＰＯＲＴ
石岡

07

編 集 後 記

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）

　ＪＡＳＳ-ＰＯＲＴ北浦は、なめがた農機燃料㈱の敷地内に
ある給油・洗車・ピット・配達を扱うセルフのガソリンスタンドです。
　給油や洗車はもちろんですが、灯油・軽油・Ａ重油の配達も
承っています。まだまだ寒い時期が続きますので、暖房用燃料
の持ち運びが不便、買うのが不安と思う方はぜひ一度ご相談
ください。
　皆様のご来店お待ちして
います!

電話1本で配送出来ます!
ＪＡＳＳ-ＰＯＲＴ北浦

JASS-PORT北浦
〒311-1715 茨城県行方市小幡４８３

TEL 0291-35-1777
配達のご注文は、

お電話にてご連絡ください

なめがた
農機燃料㈱

要郵便局

（スーパー）
よりい

184

183
至
鹿
島

至
霞
ヶ
浦

至 潮来

県内の

をご紹介 ＪＡ茨城エネルギー（株）3/ 1（水） 青果物市場休市・どきどき定休日
3/ 5（日） 青果物市場休市
3/ 8（水） 青果物市場休市・子豚市場・どきどき定休日
3/12（日） 青果物市場休市
3/14（火） 子牛市場
3/15（水） 青果物市場休市・どきどき定休日
3/19（日） 青果物市場休市
3/21（火・祝） 青果物市場休市
3/22（水） 子豚市場・どきどき定休日
3/26（日） 青果物市場休市
3/29（水） 青果物市場休市・どきどき定休日

■3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
■3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
■3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）
■3月16日（木）畜産部　畜産直販課 ＪＡグルメレポート
■3月23日（木）園芸部　園芸課 ＪＡ惚れ惚れ産地レポート

　ポケットファームどきどき茨城町店で、１月末まで期間限定で販売していた「ＩＦＦＡ
2022ゴールドメダルグリル」を食べてきました。ドイツ食肉連盟のコンテストで受賞
したソーセージと旬の野菜がたっぷり乗っていてボリューム満点でした。店舗・ネット
でも購入できますので、世界レベルの味をお楽しみください。（もり）
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