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インフォメーション 
●畜産部

畜産課

有名シェフ監修 !
「虎ノ門市場×常陸牛」の
コラボ企画開始 !

インフォメーション 
●農機営農支援部

農業機械課

ＪＡグループ茨城
「おすすめ農機」

ニュースレポート 
●生活総合リテール部
くらしのサポート課

総合販売課

「ニッポンエール」から
茨城県産商品が登場!

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。

私たちは「安心」を３つの視点で考えます。
■ 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。



イ

ンフォメーション

納豆支出金額1位奪還へ !

米穀部

米穀課

2021年の納豆支出金額
（総務省家計調査）
において、
水戸市は全国3位でした。１位奪還を目指し、県内の
納豆会社では、通常の納豆だけではなく、いろいろな
食べ方が提案できる商品を販売しています。
「スタミナ水戸納豆」は、茨城県産大豆を使用した
納豆に、豚肉、にんにく、唐辛子で味付けをしたお惣菜
です。ご飯のおともや、キュウリなどの野菜と一緒に、
またチャーハンやパスタに合わせても、とても美味しく
いただけます。瓶詰め
のため、常温保存で
賞味期限も長く、まと
め買いされる方も多数
いらっしゃいます。食
卓にいつもと違う一品
いかがでしょうか。

有名シェフ監修 !
「虎ノ門市場×常陸牛」のコラボ企画開始 !

畜産部
畜産課

畜 産 部は「茨 城 県 常 陸 牛 振 興 協 会」と連 携し、
テレビ東京「虎ノ門市場」において、
「ラ・ロシェル南青山
川島孝 監修「常陸牛」贅沢グルメ6回コース」を企画し、
2月15日
（火）
から放送を開始しました。
「常陸牛とシェフ
監修のソースとお惣菜」3品と、シェフ直伝のおすすめ
レシピを毎月お届けします。
有名シェフの監修により常陸牛の魅力が最大限に
引き出されていますので、ぜひこの機 会に茨 城の
ブランド肉「常陸牛」をご賞味ください。

茨城おみやげ大賞2016金賞受賞
だるま食品（株）スタミナ水戸納豆

自宅から手軽に注文完了 !
メロンフェアはネットショップをご利用ください!
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・つくば牛久店

どきどき両店舗で開催されるメロンフェア
（4月下旬〜
6月下旬頃予定）期間中、スマホやパソコンからのネット
注文がオススメです ! 生産量日本一の茨城が誇る
メロンの味を、店舗の混雑を避けご自宅から簡単に
全国へ発送いただけます。
フェア期間中は、時期によって販売される品種が切り
替わっていきますので、ぜひたくさんの品種を味わって
みてください。

茨城のメロンを全国へ !
つくば
牛久店

▲

茨城町店

▲

ネット注文は
こちらから

料理の鉄人でおなじみムッシュ坂井がオーナーのお店

お電話またはｗｅｂで注文できます

「ニッポンエール」まとめ買いでお得に!

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・つくば牛久店

どきどき両店舗では、
日本各地のご当地食材をグミや
ドライフルーツなどで楽しめる、全農オリジナルブランド「ニッ
ポンエール」商品を充実の品揃えで販売しています。
今回、茨城県産の食材では初めての「ニッポンエール」
商品である、
「いばらキッス」
を使用したいちごのグミが新
たに仲間入りしました。
店舗で「ニッポンエール」
商品をまとめ買いするとお得
に購入できますので、コロナ
禍で遠出できない今、各地
の味覚を食べ比べてみては
いかがでしょうか。ぜひご賞
味ください。
日本各地を代表する味がズラリ

インフォメーション

ＪＡ資材店舗ＣＳ甲子園
エントリー受付中です !

生産資材部

肥料農薬課

今年も工夫を凝らした商品の陳列や店内広告（ＰＯ
Ｐ）
などで魅力ある売り場づくりを競う「ＪＡ資材店舗Ｃ
Ｓ甲子園」のエントリーが始まりました。2月末時点で県
内では4ＪＡ・16店舗のエントリーを頂き、昨年よりも多く
の店舗で取り組みが行われる予定です。
「ＰＯＰ内容」
や「商品の魅力の伝わりやすさ」、
「いかに目を引くか」
等が審査対象になるので、店舗ごとの特色は多岐に
渡ります。
エントリーは3月末まで受付していますので、ご応募
お待ちしています!

ＪＡグループ茨城「おすすめ農機」
農機営農支援部

農業機械課

ＪＡグループ茨城では生産者のコスト低減、製品の
安定供給に向けた「共同購入」
「推奨型式」
「ＪＡ独自
型式」の取り組みを進めています。
配布中のチラシには、低価格を実現した「共同購
入トラクター
【中型】
ＳＬ33Ｌ」をはじめ、やまびこジャパ
ン㈱のバッテリー草刈機「ＢＳＲ56ＶＵ／200Ｂ」、畔
草刈機「ＡＺ852ＡＦ」
「ＡＺ746Ｆ」、㈱丸山製作所の
バッテリー動噴「ＬＳＢ100ＬＩＬ−ＪＡ」、草刈機「草刈り
ＰＥＡＣＨ」など、春の農作業におすすめの商品を掲
載しています。ぜひ、この機会に農業機械の購入を
ご検討ください !

春のタイヤキャンペーン開催 ! ＪＡ茨城エネルギー㈱

ご好評につき今年も
「春のタイヤキャンペーン」を開催し
ます! 期間中ご成約いただいたお客様には粗品をご用
意しています。期間は4月1日
（金）
〜5月31日
（火）
までです。
タイヤのご購入はもちろんですが、お見積りだけでも
大歓迎ですので、ぜひこの機
各種タイヤ
取り揃えています
会に検討してみてはいかがで
しょうか。一部取り扱いのない
ＳＳがありますので、
ご検討の
際には下記問い合わせ先
までご相談ください。
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

「ＪＡでんき」で３，
０００円おトク
キャンペーン実施中 !
ＪＡ茨城エネルギー㈱

燃料費調整額が高まり、電気料金の請求額が上昇
（Ｒ4．2月現 在）
しているのはご存じでしょうか。この
機会に、ご家庭で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。
現在、
「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。皆様のお申し
込みお待ちしています。

ＪＡでんきに入ろう
Ｊ
Ａで ん
う!!!
ご加入で電気料金が安くなる！
切替によるおトク額 （例）
４人家族
なら年間

※１

６人家族
なら年間

※２

２人家族
なら年間

※３

※1 平均月間電気使用量
※1
平均月間電気使用量400
平均月間電気使用量40
400ｋｗの場合を想定
40
ｋｗの場合を想定
※2平均月間電気使用量
※
2平均月間電気使用量
2平均月間電気使用量
平均月間電気使用量500
平均月間電気使用量50
500ｋｗの場合を想定
50
0ｋｗの場合を想定
ｋｗの場合を想定
※3 平均月間電気使用量
平均月間電気使用量300
平均月間電気使用量30
300ｋｗの場合を想定
30
ｋｗの場合を想定
※燃料費調整額や再生可能エネルギー促進賦課金は含まれておりません。※契約アンペアは
契約アンペアは40
40Ａにて算出しております。※実際の切替金額によるおトク額は電気のご使用実績等によって変動します。

ガスとセットでさらにおトク
でさらにおトク!

3,000円おトク
キャンペーン実施中！
ＪＡでんきへの新規申し込みで
で3か月間 毎月
毎月1,000
0円（税込）
込）おトク
トク!!!

注意事項
１．キャンペーン期間内に新規お申込みいただいた方が対象です。
２．電気料金の割引きは３ヶ月の間で、各月1,000円(税込)を割引きいたします（1,000円(税込)割引き×３ヶ月間＝3,000円(税込) ）。
３．割引対象月の電気料金が1,000円(税込)に満たない場合はその電気料金を上限とし、割引きの残額は翌月に持ち越しません。

については

４．引っ越し等で検針日以外からの開始となった場合は、翌月を割引対象月の１ヶ月目とします。
５．その他詳細は、裏面の「電気料金メニュー付帯定義書（低圧）【ＪＡでんき

ＪＡでんき

新規契約割引】」をご確認ください。

検索
索

https://zennoh-energy.co.jp/ja-denki/

ぜひ最寄りのＪＡ農機センターまで !

検針票があれば切替手続きカンタン !!!

ニ

ュースレポート

2月5日、6日

フラワーバレンタイン !

園芸部

園芸課

水戸駅エクセル本店で、いばらきの花振興協議会に
よる「フラワーバレンタイン2022」を開催しました。バレン
タインに向けて花束のサンプルを展示し、来場者は綺
麗な花束を見て楽しんでいました。
皆様も素敵な花束のプレゼントいかがでしょうか。

2月14日

“Ｎａｔ
ｔｏ Ｒｉ
ｃｅ” で納豆を手軽に

生活総合リテール部

総合販売課

ＪＡ水郷つくばとともに、
フィリピンの輸入商社と「納豆
ライス」のオンライン商談を行いました。この商品は、令
和3年4月より同ＪＡで販売開始、管内の玄米にフリーズ
ドライ納豆をあわせたものです。
スナックとして食べられる手軽さと、
コメが主食のフィリ
ピンにおける「ふりかけ」需要に期待しています。

ジェトロ茨城の仲介でオンライン商談
お花で気持ちを伝えましょう

トマト農家に援農隊が参上

2 20日
月

農機営農支援部

営農支援課

伊藤園×ニッポンエールの
コラボ飲料 第三弾

2月24日

生活総合リテール部 くらしのサポート課

コロナ禍で外国人農業実習生の受入れができない
生産農家を応援するため、鯉淵学園農業栄養専門学
校の1年生5人で援農隊を結成しました。
実証事業として、茨城町にあるトマト農家のハウス内
で枯れ枝の片付け作業を行いました。農家、学生共に
満足な成果があり、今後、本格的に農業アルバイトの
実施が期待されます。

伊藤園とＪＡ全農のブランドである「ニッポンエール」
がコラボレーションし、ペットボトル飲料「沖縄県産完熟
シークヮーサー」を数量限定で販売開始しました。
甘 酸っぱい味わいが 特 徴 で、12月以 降に収 穫
された完熟シークヮーサーを使用しています。

夏秋トマト枯れ枝を片づける学生

日向夏、かぼすに続く第三弾（日向夏、かぼすは販売終了しています）

ニュースレポート

2 月17日〜
3月31日
県内の子ども食堂に
常陸牛を‼

畜産部

畜産直販課

「ＪＡ共済の地域貢献活動」の一環で、茨城県内の
子ども食堂10か所に「常陸牛」1,020食分と、畜産事
業の取り組みに関する資料・資材を提供しました。
その内2箇所では、常陸牛カレー弁当を用意し、地元
食材の理解向上、魅力発信に繋げることができました。

春の選抜高校野球大会出場
明秀学園日立高校へ
県産農畜産物を贈呈

3月2日
管理部

総合企画課

第94回選抜高等学校野球大会に出場する明秀学
園日立高等学校に、大会での活躍を祈念し、本会から
「ローズポーク」1頭相当分や、
「常陸牛ビーフカレー」
「ローズポークカレー」それぞれ120食、
ＪＡ常陸から地
元産「コシヒカリ」の「ひたち舞」200㎏、
ＪＡ日立市多
賀から金一封を贈り、学校関係者を激励しました。

常陸牛を使ったカレーライス弁当

ご応募ありがとうございました !
エーコープ銘茶年末キャンペーン

3月1日

生活総合リテール部 くらしのサポート課

年末年始にかけて実施した「エーコープ銘茶年末
キャンペーン」の抽選を行いました。
応募総数292通の中から厳選なる抽選の結果、Ａ賞
「選べるカタログギフト8,000円相当」5本、Ｂ賞「エー
コープマーク品詰合せ2,000円相当」30本が選ばれま
した。

日
3月14日〜16

ローズポーク枝肉共励会開催 !
今年の最優秀賞は…！？

畜産部

畜産課

㈱茨城県中央食肉公社にて「第34回茨城県銘柄
豚ローズポーク枝肉共励会」を開催しました。
29頭が出品され、上物率は65.5％でした。最優秀賞
にはＪＡ常総ひかり 高橋芳樹氏が出品した枝肉が
選ばれました。

選び抜かれたローズポーク枝肉 !

地元農畜産物で激励

「ニッポンエール」から
茨城県産商品が登場 !

3月7日

生活総合リテール部 総合販売課
くらしのサポート課

ニッポンエールブランドからついに「茨城県産いばら
キッスグミ」が発売となりました。
本商品は、
ＪＡなめがたしおさいの「いばらキッス」
を原 料としたいちご
ピュ ーレを 使 用し、
豊かな香りと強い甘み
を最大限に引き出した
風味豊かなグミに仕上
げました。国産素材の
おいしさをそのままに、
生 産した農 家さんの
思いを大切に商品づく
り
をしています。せひお試
しください!
ジュレを中に仕込んだ
センターインタイプのグミです

リポート

ららちゃん、
12年目の引越し！
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

ポケットファームどきどき茨城町店のアイドル、
ミニ
ブタのららちゃんは2010年3月3日生まれ。静岡県の
牧場から茨城県に来て12年が経ちました。
毎週末のお昼には「ららちゃんショー」を開催し、多
くのお客様の前で様々な芸を披露するなどしていまし
たが、近年の豚熱
（ＣＳＦ）
の感染拡大により、特定の
スタッフ以外との接触が禁止になりました。また、住ん
でいる小屋の周りにも、お客様との接触を避けるため

スタッフ手作りの新居

「気に入ったブゥ〜」

に、緩衝区間をつくるなどの対策を行ってきました。
会いに来てくださるお客様との間に距離ができて
しまい、寂しい期間が長く続きましたが、
この度、場所
を大きく移動し、直売所裏手にある庭付きの新居に
引 越しをしました。当日は
たくさんのお客 様に見 守
られ な がらの 大 移 動 で、
Instagramでのライブ配信も
行いました。
ららちゃんは新居を気に入っ
てくれたようで、今はのんびり
と過ごしています。引き続き
お客様との接触は控えなけ
ればいけませんが、
ご来店の
際はぜひ声を掛けてあげてく
ださい。
Instagram でライブ配信

毎日の料理の仕方変えてみませんか？
生活総合リテール部 くらしのサポート課

蒸す・炊く
・煮る・解凍の機能を１台で担うことができる高
温乾燥蒸気で調理するトレー式蒸し器「ドライスチーマー
長寿」をご紹介します。この商品は、煮物は水無しで調
理可能で、煮詰まりや焦がしてしまうこともありません。
さらに、高温乾燥蒸気のパワーで、食品の成分を壊さず、
材料本来の持ち味を引き出せるので、自然に健康的な食
生活の改善に結び付けることができます。素材は軽くて扱
いやすいアルミニウム合金を使用し、すべての熱電源に
対応しているので、
どのご家庭でもお使いいただけます。
詳細については、お気軽にお問い合わせください。

かつおタタキサラダ仕立て

1人分（約） エネルギー208kcal

【材料】2人分

●メーカー
エークック株式会社
●商品名
ドライスチーマー長寿
Light CJ-340

わら焼き戻りかつおタタキ
1本
三陸産塩蔵わかめ 30ｇ
1片

にんにく
玉ねぎ

1/4個

セロリ

1/2本
1袋

ベビーリーフ

少々

オリーブ油
醤油

小さじ1

オリーブ油 大さじ2

ドライスチーマー長寿
説明動画

塩分2.8g

春の野菜を使用した
ロールキャベツやたけのこご飯も!

■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

［A］

レモン汁 小さじ1/2
おろしにんにく 少々
塩

小さじ1/3

添付のたれ

1袋

①かつおタタキは半解凍し、水気をふき
とり、8mm 幅に切る。わかめはよく
洗い、たっぷりの水を入れたボウルに
入れ塩抜きし、食べ易い長さに切る。
②にんにく、玉ねぎ、セロリは薄切り、ベ
ビーリーフは水にさらし、水気をふき
取る。
③フライパンにオリーブ油を入れて熱し、
にんにくを加え、色づいたら取り出し、
にんにくチップを作る。
④器に❶のかつおタタキを盛りにんにく
チップを散らし、中央にわかめ、玉ねぎ、
セロリ、ベビーリーフをのせ、[A] を添
える。

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。

4月

スケジュール

5月

4/ 3（日）

青果物市場休市

5/ 1（日）

青果物市場休市

4/ 6（水）

青果物市場休市・
子豚市場・どきどき定休日

5/ 2（月）

子豚市場

青果物市場休市

5/ 3（火・祝）

青果物市場休市

青果物市場休市・
どきどき定休日

5/ 4（水・祝）

青果物市場休市・
どきどき臨時営業日

4/10（日）
4/13（水）
4/14（木）

子牛市場

5/ 5（木・祝）

青果物市場休市

4/17（日）

青果物市場休市

5/ 6（金）

どきどき振替定休日

4/20（水）

青果物市場休市・
子豚市場・どきどき定休日

5/ 8（日）

青果物市場休市

青果物市場休市

5/11（水）

青果物市場休市・
どきどき定休日

青果物市場休市・
どきどき定休日

5/14（土）

子牛市場

5/15（日）

青果物市場休市

5/18（水）

青果物市場休市・
子豚市場・どきどき定休日

5/22（日）

青果物市場休市

5/25（水）

青果物市場休市・
どきどき定休日

5/29（日）

青果物市場休市

4/24（日）
4/27（水）

県内の
をご紹介！

タイヤのご購入はぜひ当店で !
ＪＡ茨城エネルギー株式会社

常北ＳＳは給油・洗車・
ピットを扱うフルサービスのガソリンスタンド
です。
ＪＡ水戸しろさと支店の道路反対側、
Ａコープ常北の隣で
営業しています。
4月よりタイヤキャンペーンを開催しますので、
タイヤのご購入
はもちろん、
お見積りだけでも大歓迎です! 期間中は、
とても
お得な内容となっていますので、ぜひご利用ください。皆様の
ご来店お待ちしています!
至 常陸大宮市
Aコープ
JA水戸
しろさと支店
城里町立
常北中学校

FM 水戸局 94.6MHz 日立局 88.1MHz

「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）
■4月7日（木） 5月5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14日（木） 5月12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20日（水） 5月18日（水） 生活総合リテール部
カントリーロード（県内直売所紹介）
総合販売課
■4月21日（木） 5月19日（木） 畜産部 畜産直販課
ＪＡグルメレポート
ＪＡ惚れ惚れ産地レポート
■4月28日（木） 5月26日（木） 園芸部 園芸課

城里町役場

123

至 水戸市

4月1日より
タイヤキャンペーン開催！
！
AM 水戸局 1197KHz 県西・土浦局 1458KHz
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東茨城郡城里町石塚1157
029-288-5720
常北 SS

編 集 後 記
甲子園に出場する明秀学園日立高校で、県内農畜産物の
贈呈式を行いました。コロナ禍で選手の皆さんに直接お渡し
出来ず残念でしたが、学校関係者の熱い意気込みを感じた
ひと時でした。選手達の活躍を期待しています。
（もり）
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