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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
誕生40周年!「ローズポーク」
コンセプトムービーを公開中!

茨城県銘柄豚振興会

��  ニュースレポート
「ごはん・お米とわたし」コンクール

受賞校に「お米かるた」贈呈
米穀部　米穀課

��  イベント情報

4年ぶりの開催!「スプリングフェア2023」
農機営農支援部　農業機械課
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　この病気はカビ（糸状菌）により引き起こされ、保菌した苗、イモ、
葉や茎の残がいが伝染源となります。育苗や生育中は茎葉の変色
や株元の茎の黒変などの症状
があり、これまでに茨城県を含む
31都道府県で発生が確認され
ています。苗の消毒を行うことで、
発病リスクを軽減させることがで
きるため、必ず苗消毒を実施し
てください。
　侵入防止と早期発見に努
め、疑わしい症状が見られたら
最寄りの農業地域改良普及
センターまでご連絡ください。

ブランド豚「ローズポーク」の誕生40周年を迎えるに
あたり、ブランドコンセプトを表現したコンセプトムービー
を公開しています。ご覧になった皆様にきっと共感や
親しみを持っていただけるような内容になっています。
動画は振興会ＨＰやＹｏｕＴｕｂｅで公開していますので、

ローズポークが作り出す素敵な世界観をぜひご覧くだ
さい。

　大人気商品のガス衣類乾燥機「乾太くん」は、5kgの洗濯物を約52分
で乾燥します。電気式の約1/3の時間ですむので、家事の時間を大幅に
短縮できます。
　さらに「乾太くん」なら、雨の日はもちろん、
花粉の季節や黄砂、ＰＭ2.5などの外干し
が気になる日のお洗濯も安心です。衛生
的に仕上がるため、赤ちゃんの衣類乾燥
にもオススメです。ＪＡクミアイプロパンを
ご利用の方はリースでのご利用も可能
ですので、ぜひご検討ください。

　2月15日（水）～4月16日（日）の期間中、弊社のＪＡ－ＳＳでは「超ＰａｙＰａｙ
ジャンボキャンペーン」を開催しています。
　キャンペーン内容は、ＰａｙＰａｙ支払
いをした際に抽選で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
アプリ内バナー広告をご確認ください。
　各店舗キャッシュレス決済に対応
していますので、ぜひＪＡ－ＳＳをご利用
ください。

長引くコロナ禍により、牛乳消費の低迷が続いてい
ます。特に学校の長期休暇（夏休みや年末年始）時に
は一層の消費低減が懸念され、大量廃棄の可能性が
あります。
世界的な飼料・電気代の高騰など厳しい環境の

なか、懸命な努力を続ける酪農家の皆様を応援する
ため、牛乳を使った商品で消費拡大をはかるとともに、
牛乳の魅力を発信していきます。 花粉がつらい季節の強い味方!

ガス衣類乾燥機「乾太くん」

超ＰａｙＰａｙジャンボ開催中!
ＪＡ-ＳＳも対象です!

牛乳を使った商品で酪農家を応援します!

誕生40周年!
「ローズポーク」コンセプトムービーを公開中!

サツマイモ基腐病を
侵入・拡大させないために

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

茨城県銘柄豚振興会

農機営農支援部
　営農支援課

清潔乾燥で、毎日に安心をお届けします

いつも大好評のキャンペーンです!

なり首側からの塊根腐敗
写真出典:生研支援センターイノベーション創

出強化研究推進事業（01020C）

あなたもきっと食べたくなる!

ホームページは
こちら

ＹｏｕＴｕｂｅ
動画はこちら

全農ブランド「抹茶ミルク」
主要原材料には全て国産を採用しました。京都府

産茶葉を100％使用した「抹濃
（宇治抹茶）」、やさしい甘みに
特徴のある北海道産の「てん菜糖」
など、原料にもこだわりました。

ニッポンエール×アサヒ飲料
「河内晩柑カルピス」
愛媛県の特産柑橘である河内晩柑を使用した
カルピスです。生産農家も納得の、思わずもう
一口飲みたくなる爽やかで上品な味わいに
仕上げました。

サツマイモ基腐病の
発生生態と防除対策
（令和3年度版）
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ホテル・ザ・ウエストヒルズで第47回「ごはん・お米と
わたし」作文・図画コンクールの表彰式が行われまし
た。学校奨励賞を受賞した筑西市立古里小学校の
5・6 年 生に、
日本各地自慢
のお米を紹介
した全農オリ
ジナル「お米
かるた」を40
部 贈 呈しま
した。

令和4年2月から台湾への茨城県産食品の輸出が
解禁されたことを機に、常陽銀行と県が主催の「いばらき
大商談会in台湾」に出展しました。現地バイヤーに
対して加工食
品を中心とする
ＪＡグループ
茨城の商品
提案を行い、
今後の取引に
繋がる商談を
行うことができ
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研究会」を東京食肉市場
㈱で開催しました。黒毛和種24頭が上場し、㈲高萩畜
産（ＪＡ常陸）の常陸牛が見事チャンピオン【枝肉重量
574㎏、枝肉単価2,789円/㎏（税抜）】に輝きました。

「ＪＡ新ひたち野 蓮根部会玉里支部」で、レンコンで
は県内初となる「Ｊ－ＧＡＰ」認証を取得しました。営農
支援課では、工程管理の見える化のため、水戸地域
普及センターと連携し、Ｚ－ＧＩＳによる圃場管理の支援
を行いました。

㈱クボタのコンバイン、㈱ヤンマーのトラクターの実機
を用いて、「エンジンオイルの点検」「ファンベルトの調整
方法」など、農業機械を長期的かつ安全に使用する
ための情報提供と、自身で行う点検・保守の重要性を
伝えました。

「パワーアップ6000運動第1期推進大会」を開催しま
した。本大会では「第3期（9～12月）成績優秀者」への
表彰とあわせ、共同購入トラクター「ＳＬ33Ｌ」の実販台
数成績優秀ＪＡ・担当者の表彰を行いました。また、目標
達成に向けた推進具体策、次期共同購入コンバインの
取り組み状況について共有を図りました。

「Ｊ-ＧＡＰ」認証取得に
向けた取り組み

稲作経営者会議で
「セルフメンテナンス研修」

上場頭数24頭
常陸牛枝肉研究会開催!

「ごはん・お米とわたし」
コンクール受賞校に
「お米かるた」贈呈

海外商談会
「いばらき大商談会in台湾」へ出展

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　畜産課

米穀部　米穀課

生活総合リテール部　総合販売課

あいさつをする鈴木副本部長

稲作経営者20名が参加しました

校長先生に目録を贈呈する東谷米穀部長（左）

ゆずこんにゃくゼリーに関心をもつバイヤー

目標達成に向けて!
推進活動の具体策を確認

農機営農支援部　農業機械課

１月２７日 1月28日

２月２日

２月８日

２月６日～８日

２月１０日
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2月よりテレビ東京+テレビ東京全系列局内、虎ノ門市場
にて「第2弾 ラ・ロシェル南青山 川島孝監修　常陸牛6回
コース」の放送を開始しました。1コース6回のお届けとなる
頒布会で、シェフ監修の高級レストランの味が毎月ご自宅に
届きます。

ＪＡの農業倉庫担当者向けに研修会を開催し、58名
が参加しました。研修
では倉庫の衛生管理お
よび米麦の品質管理に
関する知識習得に努め
ました。５Ｓ（整理・整頓・
清掃・清潔・習慣）を徹底
し、米麦クレームゼロを
目指します。

冬春ピーマン主産4県（茨城・宮崎・鹿児島・高知）で
構成された「がんばる国産ピーマンプロジェクト」は、新
宿ＮＳビルで開催された3～6歳向けのイベント「あそぼ 
まなぼフェス2023」に出展しました。レシピ集と合わせ
て各県のピーマンを参加者へ配布し、国産ピーマンの
ＰＲを行い
ました。

メーカーから講師を招き
新型畔草刈機を研修
ＪＡ農機センター職員向けに、㈱オーレック製の「新
型畦草刈機　ＳＰ853」の仕様説明、トラブル発生時の
特徴・対処方法について研修会を開催しました。受講
した27名の参加者は、組合員に対してしっかりとした
説明、素早いサービス対応ができるよう、熱心に話を
聞いていました。

ＪＡ農機センター職員向けに「製品研修会」を開催
し、9名が参加しました。㈱太陽は「耕うん爪」の交換
時期、「ナタ爪」「だんだん爪」「青い爪」「桜爪」「ＳＰ爪」
の性能比較について説明を行い、㈱ちくし号農機製作
所は「野菜袋詰め機」「かんしょ洗浄機」の実演を行い
ました。

製品の理解を深めるために

フェス参加の親子に
国産ピーマンをＰＲ

クレームゼロへ!
農業倉庫保管管理研修会

テレビ東京「虎ノ門市場」にて常陸牛販売

農機営農支援部　農業機械課 農機営農支援部　農業機械課

畜産部　畜産直販課

園芸部　園芸課 米穀部　米穀総合課

２月１４日 ２月１５日

2月18日 2月21日
しっかりと違いや特徴を確認しました

実機を用いて特徴を学びました

保管管理強化月間が始まります

常陸牛を堪能できるコースです

キャラクターのドラピーは子供から大人気!

2月24日
詳しくは
こちらから
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ブランチ横浜南部市場のＮＡＮＢＵ ＢＡＳＥにおいて、
旬を迎えるいちごと農産加工品を販売し、ＪＡグループ
茨城のＰＲを行いました。
いちごは「とち

おとめ」「いばらキッ
ス」「やよいひめ」
の3品種を用意し、
いずれの品種も
大人気で完売とな
りました。

県本部事務所にて、県本部職員、子会社・グループ
会社職員、計30名が参加し、消防訓練を実施しました。
参加者は、通報訓練、避難ハシゴを使っての避難、
屋外での消火訓練等を行い、火災発生時の対応につ
いて学びました。
いざという時の
ために、設備の
利用方法等を
日頃から確認し
ておくことが重
要です。

「日本の酪農応援」企画として畜産部と生活総合リ
テール部がコラボレーションし、ＪＡ新ひたち野「大地の
めぐみ」で新製品「抹
茶ミルク」の販売を行
いました。当日は、土屋
さん(酪農家 )のご協
力をいただき、ご来場
のお客様より酪農に対
するご支援・ご協力を
多数いただきました。

「どきどきレストラン」では「苺フェア」を開催し、茨城
県産「いばらキッス」と、栃木県産「とちあいか」の食
べ比べができる特別メニューを提供しています。
多くのお客様に
品種による食味
の違いを感じて
いただければと
思います。

秋冬作と同一品種を用い、春どり栽培での県内適
応性についてＶＦ課と連携して確認しています。今回
の試験では、播種
適期および本圃移
植後のベタ掛け有
無による生育差の
確認をテーマに栽
培管理に取り組んで
います。

令和4年度決算説明会を開催し、Ｗｅｂ出席を含む
48名が参加しました。令和４年度における経営成績と
財政状態とを明らかにする正確な決算書の作成のた
め、決算業務の実施内容および留意事項の説明をしま
した。

令和4年度
決算説明会を開催

ブランチ横浜南部市場で
おすすめのいちごをＰＲ!

ブロッコリー新品種の
春どり栽培実証試験

日頃からの備えが重要!
県本部消防訓練

「日本の酪農応援」
抹茶ミルクで
牛乳の消費拡大を!

「苺フェア」で
食べ比べセット販売

管理部　経理課 園芸部　園芸課

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
畜産部

生活総合リテール部

農機営農支援部　営農支援課
管理部 総務課

２月･３月

令和5年度税制改正のポイントも解説

酸味とのバランスが良い「いばらキッス」（左）牛乳の消費拡大にご協力ください!

播種日を2回に分けて適期を確認中

消火器での放水訓練

旬のいちごをたくさん用意しました‼

２月２４日

2月27日 2月28日

2月25日

３月３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。

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、待望の新メニュー
茨城県が誇る黒毛和種「常陸牛ステーキ」が登場
しました。茨城を代表するブランド牛「常陸牛」を
約120ｇ使用しています。きめ細やかで柔らかい肉質
の常陸牛ステーキは、直売所で厳選された季節の
野菜と一緒にお召し上がりいただけます。販売数量
限定となり
ますので、
ぜひご賞味
ください。

ビュッフェスタイルの「どきどきレストラン」では、
サラダコーナーをリニューアルしました。ナチュラルな
木枠を使ってスッキリとした見た目になったことで、
その日の朝に直売所から届く新鮮野菜の色合いが、
より引き立つようになりました。味はもちろん、目でも
楽しめるサラダコーナーを、ぜひご利用ください。

桜えびとあおさのりのかき揚げ

1人分（約）　エネルギー329kcal　塩分3.2g

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

使い方は無限大!アクティブな作業ブーツ

高さ43cmのロングタイプの長靴「アグリカラー」は、
軽量・防水・伸縮性に優れたスポンジゴムで農作業
やガーデニングの作業をサポートします。折り曲げで
きるので、シーンにあわせてお好みの高さに調整可
能です。詳細についてはお気軽にお問い合わせ
ください。

① 生桜えびと冷凍あおさのりは解凍する。
② 新玉ねぎは薄切りにする。バットに
生桜えびと新玉ねぎを入れ、小麦粉を
ふり全体を混ぜ合わせる。
③ ボウルにあおさのり、❷、[A]を加え
混ぜ合わせる。
④ フライパンに油を3cmほど入れて熱し、
170度の温度で❸を1/4量ずつヘラ
などにのせて静かに入れ両面2~3分
ずつカリッとなるまで揚げる。
⑤ 器に❹を盛り、温めた[B]の天つゆを
添える。

生桜えび  40ｇ
冷凍あおさのり  50ｇ
新玉ねぎ  1/2個
小麦粉  大さじ1
サラダ油  適量

天ぷら粉 75ｇ
水  100ｃｃ
だし汁  100cc
醤油  大さじ2
みりん  大さじ2

［A］

［B］

常陸牛の旨味を存分にご堪能ください! フレッシュな野菜が食べ放題!

あらゆる作業シーンに対応し、
雨の日やレジャー、アウトドアでも活躍間違いなし!

【メーカー】株式会社Ａコープ東日本
【カラー】ブラック・ネイビー
【サイズ】ＳＳ～3Ｌ（22.5～28.0㎝）

時代の最先端へ。

挑戦する。進化し続ける。
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編 集 後 記

スケジュール4月 5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）

　旧岩間ＳＳがセルフ方式の「ＪＡＳＳ－ＰＯＲＴ岩間」となって
リニューアルオープンしました。
　新型洗車機を導入し、上位メニューの特価キャンペーンを
実施しています。常磐自動車道岩間ＩＣから車で5分とアクセス
しやすい立地です。皆様のご来店心よりお待ちしています!

リニューアルオープン!新型洗車機あります!
ＪＡＳＳ-ＰＯＲＴ岩間

JASS-PORT岩間
〒319-0205 笠間市押辺2709-108

TEL 0299-45-70703月31日まで上位2コースが半額以下です。
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355

県内の

をご紹介

ＪＡ茨城エネルギー㈱
4/ 2（日） 青果物市場休市 5/ 1（月） どきどき振替定休日

4/ 5（水） 青果物市場休市・
どきどき定休日 5/ 3（水・祝） 青果物市場休市・

どきどき臨時営業日
4/ 9（日） 青果物市場休市 5/ 4（木・祝） 青果物市場休市

4/12（水） 青果物市場休市・
どきどき定休日 5/ 5（金・祝） 青果物市場休市

4/14（金） 子牛市場 5/ 7（日） 青果物市場休市

4/16（日） 青果物市場休市 5/10（水） 青果物市場休市・
どきどき定休日

4/19（水） 青果物市場休市・
どきどき定休日 5/14（日） 青果物市場休市・

子牛市場
4/23（日） 青果物市場休市 5/17（水） 青果物市場休市・

どきどき定休日
4/26（水） 青果物市場休市・

どきどき定休日 5/21（日） 青果物市場休市

4/29（土・祝） 青果物市場休市 5/24（水） 青果物市場休市・
どきどき定休日

4/30（日） 青果物市場休市 5/28（日） 青果物市場休市

5/31（水） 青果物市場休市・
どきどき定休日

■4月6日（木） 5月4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
■4月13日（木） 5月11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
■4月19日（水） 5月17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）
■4月20日（木） 5月18日（木） 畜産部　畜産直販課 ＪＡグルメレポート
■4月27日（木） 5月25日（木） 園芸部　園芸課 ＪＡ惚れ惚れ産地レポート

　Ｊ２リーグ水戸ホーリーホックのホーム開幕戦に行って来ました。
毎年、ホーム開幕戦は「ＪＡグループ茨城サンクスマッチ」を実施して
います。「いばらキッスグミ」の来場者プレゼントやＰＲブースを設置して、
サポーターの皆さんにＪＡグループ茨城をＰＲしました。（もり）

3月4日～5日、4年ぶりとなる「第24回春期農機・生産資材展示会スプリングフェア2023」を開催しました。
農業機械メーカーなど合わせて30社以上が出展し、4,000名を超える方にご来場いただきました。
受注締切間近のＪＡグループ共同購入トラクター（中型）「ＳＬ33Ｌ」の展示をはじめ、各メーカーブースでは、
最新鋭機械の展示、自動運転技術のデモンストレーションやドローン展示による省力化の提案などを行いました。
また、所有している農業機械を長期的かつ安全にご使用いただくための「セルフ点検」についてご提案、
情報提供などを行いました。
久しぶりの実開催で会場内は大変な賑わいをみせ、農業を営むうえで「農業機械」は必要不可欠な存在で

あることが改めて感じられる展示会となりました。

4年ぶりの開催!「スプリングフェア2023」イベン
ト情報

農機営農支援部　農業機械課
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