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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
速やかに対応します
「春の農繁期対応」

農機営農支援部　農業機械課

��  インフォメーション
メロンが自慢の4ＪＡが集結!

ＪＡメロンウィークス
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

��  ニュースレポート
今年度の会長賞受賞者は

誰の手に…？！
ＪＡ全農契約栽培米

多収コンテスト
米穀部　米穀総合課



ンフォメーションイ インフォメーション

新しい生活スタイルが定着し、ご自宅で過ごす時間
が増えた今、おうち時間を豊かにするギフトは、贈り物と
して喜ばれるのはもちろん、頑張った自分へのご褒美と
してもぴったりです。
今年の夏は、きめ細やかで柔らかな肉質と和牛の脂

の豊かな風味を兼ね備えた、「常陸牛」のサーロイン
ステーキを贈り物に選んではいかがでしょうか。
そのほか、「ローズポーク」や、加工品もご用意して
いますので、
ご注文やカタロ
グについては
お気軽にお問
合せください。

近年、食品の品質に対する消費者の関心が高まっ
ています。そのため、ＪＡグループでは「農業倉庫保管
管理強化月間」を設け、保管管理強化の取組を展開
しています。
本年も、コロナ禍による外食関係の消費停滞等で米
麦の保管期間が
長くなることが予想
され、更なる適切
な保管環境の維
持が重要になりま
す。いま一度、倉
庫内外の5Ｓ（整
理・整頓・清掃・清
潔・習慣）を徹底
し、保管管理に対
する意識を高めま
しょう。

農作業の死亡事故は毎年年間で300件前後発生し、
春は特に増える時期です。事例としては、乗用型トラク
ターの転落・転倒による死亡事故が全体の3割を占めて
います。事故の発生データから、シートベルトの装着により、
事故発生時の死亡率を3％まで低減できることが明らか
になっています。
運転時のシート

ベルトの装着はも
ちろん、農作業事
故発生を未然に防
ぐために「余裕を
持った作業計画の
実行」、「日常的な
使用前の点検・整
備」など、基本的
な部分も見直しま
しょう。

春の農繁期には、ＪＡ農機センターへ多くの問い合わ
せや修理依頼が寄せられます。生産現場のニーズに
速やかに対応できるよう、農業機械課・関東広域部品
センターでは、以下の期間中、土日祝日を問わず問い
合わせ・受注に対応します。

お中元には
茨城県産ブランド肉を！！

速やかに対応します
「春の農繁期対応」

米麦の適切な保管を!
農業倉庫保管管理強化月間

事故に注意「春の農作業安全対策」

畜産部　畜産直販課

農機営農支援部　農業機械課

米穀部　米穀総合課

農機営農支援部　農業機械課

常陸牛のサーロインステーキがおすすめです!

安全対策の徹底を!迅速かつ、正確な出荷でお届けします! 

保管管理に対する意識を高めよう!

【製品】農業機械課
4月23日（土）～5月15日（日）

【部品】関東広域部品センター
4月2日（土）～5月28日（土）

夜間配送対応期間
4月10日（日）～5月28日（土）

※5月29日（日）・30日（月）は配送なし

農繁期対応実施期間

ご注文・お問合せ先：畜産部 畜産直販課
TEL：029-292-6906　FAX：029-292-7743



ンフォメーションイ インフォメーション

盆提灯は先祖や故人の霊が迷わず帰ってくる目印と
して飾られ、迎え火・送り火の大切な役割を果たしていま
す。また、故人の冥福を祈り、感謝の気持ちを込めたお
盆の供養を表すものです。新盆を迎えた家へ、親戚や
故人と親しかった方が盆提
灯を贈るという習わしは古く
からあり、盆提灯はお盆の
お供えとして最高のものとさ
れています。
江戸時代から作り続けら

れている「岐阜提灯」は一
張りずつ職人さんの手により
作られている伝統の品です。
ぜひご検討ください。

出荷が最盛期を迎えた茨城の春メロン。ポケットファーム
どきどき茨城町店では期間限定の特設会場で、県内有数
の出荷量を誇るＪＡ自慢のメロンの即売会を開催します。
ＪＡメロンウィークスは従来2日間で開催したメロンまつり
に代わり、4週間にわたる初めての企画です。見て、聞いて、
選んで、贈れるＪＡメロンウィークスに、ぜひお越しください!

雨の日の事故が多い原因の１つは、ワイパーの劣化に
よる視界不良です。雨による視界不良は、事故の原因
だけではなく運転時の疲れや、ストレスにもつながります。
6月1日（火）～30日（水）の期間中、ワイパーキャンペーン

を実施します。作業
時間は2～3分なの
で、給油中に交換で
きます。期間中は大
変お買い得となって
いますのでスタッフに
お声がけください。
ワイパー交換で
ストレスフリーな雨の
日ドライブを楽しみま
しょう!

6月のおすすめはエーコープ「こだわりドレッシング」
です。味は「たまねぎ黒酢」「にんにくとバジル」「ミックス
野菜」「トマト」「ゆず」の5種類です。
こちらの商品は原料の50％以上（水分を除く）に国産
を使用し、こだわって作ったドレッシングです。また、中身
のお酢は、国産米を主原料とした黒酢、純米酢、穀物
酢がベースで、油は国産の米ぬかを原料にしたこめ油
を使用しています。
さらに、甘味についても国産の甜菜糖を使っています
ので、ぜひご賞味ください!

まもなく梅雨入り!
ワイパー交換いかがでしょうか

エーコープマーク品
6月のおすすめ

お盆に本場の「岐阜提灯」がおススメです

メロンが自慢の4ＪＡが集結!
ＪＡメロンウィークス

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　生活推進課

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

茨城のメロンが週替わりで楽しめます

伝統ある提灯 各種取り揃えています

まずはお気軽にご相談ください!

全県本部の中で茨城が出荷数量1位です!（令和3年度）

お問合せ先：生活総合リテール部 生活推進課
TEL：029-292-4215

ＪＡ水戸  5/21（土）～27（金）
ＪＡ茨城旭村  5/28（土）～6/3（金）
ＪＡほこた  6/4 （土）～10（金）
ＪＡ常総ひかり  6/18（土）～24（金）

いずれも9：30～15：00 

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



ュースレポートニ ニュースレポート

ザルビオＦＭとは、衛星画像と人工知能（ＡＩ）を活用
した栽培管理支援システムです。㈲倉持農園サービス
で、専用のＧＰＳナビキャスタを用いた散布試験を行い
ました。今後は生育調査を実施し、可変施肥の効果を
検証していきます。

「小型移動式クレーン運転技能講習会」を開催しまし
た。この講習は、労働安全衛生法、クレーン等安全規
則により定められており、
受講者は今後の業務
に必要な技能を習得す
るため、熱心に講習に
取り組みました。

㈱茨城県中央食肉公社主催による第33回茨城県肉牛枝
肉共励会が開催されました。交雑牛13頭、和牛121頭の計134
頭が上場し、和牛の部で㈲和洋茨城牧場（ＪＡ常陸）の常陸
牛が見事名誉賞に輝きました。

「令和3年度ＪＡ全農契約栽培米多収コンテスト」の
表彰式を開催しました。
10ａ当たりの収量が最も多

い生産者に贈る全農会長賞
には、「とよめき」で収量888ｋｇ
を達成した菊池茂光さん（ＪＡ
水戸）が輝きました。

甘藷キュアリング貯蔵施設の竣工式を行いました。こ
の施設は、サツマイモにキュアリング処理をすることで表
面にコルク層を作り、一
定温度で貯蔵して品質
を保持する施設です。
高品質なサツマイモを
出荷し、組合員の所得
増大を目指します。

ＪＡ茨城エネルギー㈱では、効率的な運営を目的に14
ガスセンター（以下ＧＣ）を8ＧＣに集約しました。令和3年
12月に水戸ＧＣ（茨城・笠間・水戸）、令和4年4月にかす
みがうらＧＣ（土浦・ひたち野・なめがた）、常総つくばＧＣ（水
海道・みなみ・つくば）の集約を行いました。

ＪＡグループ茨城はＢ1リーグ
「茨城ロボッツＶＳ千葉ジェッツ」
のゲームスポンサーを務めました。
両日で5,222名が観戦に訪れ、「い
ばらキッスグミ」や「ふくまる」、「常
陸牛」、「ローズポーク」などの県
産農畜産物をアピールしました。

ザルビオＦＭを活用した
小麦可変追肥試験の実施

講習会による
労働災害防止への取り組み

上場頭数134頭!
茨城県肉牛枝肉共励会開催!

今年度の会長賞受賞者は誰の手に…？！
ＪＡ全農契約栽培米多収コンテスト

ＪＡ茨城旭村甘藷キュアリング
貯蔵施設竣工式

ガスセンター統廃合
効率的運営を!

茨城ロボッツ観戦者に
ニッポンエールを!

農機営農支援部　営農支援課

4月2日、3日

農機営農支援部
　農業機械課

畜産部　畜産課

生産資材部　施設農住課

管理部　総合企画課

米穀部　米穀総合課

ＪＡ茨城エネルギー㈱

ザルビオで作成した施肥マップをＧＰＳナビキャスタで読み込みます

表彰を受ける菊池さん（左）

名誉賞を受賞した㈲和洋茨城牧場の皆さん！

3月30日

3月23日

4月7日

4月1日

3月14日～16日

各日先着750名に
グミを配布

クレーン業務を行う場合に必要です

新たな施設で組合員への
サービス向上を目指します

3月14日

ぜひクミアイプロパンをご利用ください。

和牛の部
優良賞　宮本守正（ＪＡつくば市谷田部）

交雑の部
優秀賞　中村浩幸（ＪＡ常総ひかり）
優良賞　㈲和洋茨城牧場（ＪＡ常陸）



ュースレポートニ ニュースレポート

茨城県産ピーマンと味の素㈱がコラボしたパッケージ
の販売を開始しました。量販店で「Ｃｏｏｋ Ｄｏ青椒肉絲」
「Ｃｏｏｋ Ｄｏ甘から豚バラ
ピーマン」の広告を見かけ
た際は、ぜひお買い求めく
ださい。
茨城のピーマンで「うまい

中華を食おうじゃないか。」

横浜ＮＡＮＢＵＢＡＳＥに県産青果物のＰＲブースを設け、
「ＩＢＡＲＡＫＩフェア」を開催しました。
これから旬を迎える
メロンの他、特産品で
ある干し芋などの販売
を行い、大変ご好評を
いただきました。

全国から優秀な和牛を集め成果を競い合う「全国和
牛能力共進会」に向けて、予選大会が開催されました。
若雌が対象となる2区・3区の候補牛合わせて15頭の
和牛が集まり、2区では
菊池淳一さん、3区では
駒木根忠さん（ともに
ＪＡ常陸）などの出品牛
が優秀牛に選定されま
した。

令和3年度の部門表彰が行われ、団体賞3部門、個
人賞8名が県本部長から表彰されました。表彰内容は、
収支改善や取扱い品
目の拡大、ＳＮＳ周知、
教習施設整備、労災・
表示事故未然防止な
どで、各部門での活躍
が認められたものです。

令和4年産米の作付けが本格的に始まりました。米を
取り巻く環境は、消費の減少や流
通在庫の増加など、非常に厳し
い状況が続いています。
米穀課では消費拡大に向けた

キャンペーンの実施など販売促進
に取り組んでいきます。

3月に実施した「ローズポークおいしさまるごとキャンペーン」
の抽選会を行いました。1,800通を超えるご応募をいただき、
ありがとうございました。
応募者のなかから20名を
抽選し、当選者には人気
圧力鍋Ｒｅ・Ｄｅ Ｐｏｔをプレゼ
ントしました。

令和4年度新茶配送を開始しました。今年は昨年と比較
して新芽の育成は遅れましたが、水色（お茶の色）も良好
で良質な茶葉が収穫できました。
昨年に引き続きコロナウイルス

の影響を考慮し、全農物流㈱協
力のもと、チャーター便での配送
となりました。

ゴールデンウィーク恒例イベント「スーパーボールすくい
スペシャル」を開催しました。
期間中、じゃぶじゃぶ池があ

るクヌギの森には、15,000個の
ボールに興奮した子供たちの
楽しむ声と、池の中を走り回る
水の音が響き渡っていました。

茨城県産ピーマン×味の素㈱の
コラボパッケージ開始!横浜で

県産青果物をＰＲ!

5年に一度の和牛の祭典へ!
全共 茨城県予選会 開催!

令和3年度に活躍した
部門・職員を表彰

ＧＷは田植え真っ盛り!

「ローズポークおいしさまるごとキャンペーン」
抽選会を実施!

令和4年度新茶配送スタート!

15,000個の
スーパーボールで楽しむ
ゴールデンウィークイベント

園芸部　園芸課

畜産部　畜産課　家畜市場

管理部　総務課

園芸部　園芸課

米穀部　米穀課

畜産部　畜産課

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茨城町店

抽選する鴨川隆計会長

厳正な審査を受ける候補牛たち!

旬のピーマンを美味しく食べましょう!

表彰された皆さん

上級茶から順次配送します じゃぶじゃぶ池のシーズン到来！！

丁寧に作業をすすめます

天候にも恵まれ多くのお客様で賑わいました。

4月22日

5月2日

5月1日

5月8日

4月28日

4月23日
4月22日、23日

4月19日

4月29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

【材料】2人分

茨城県産ブランド肉を販売する精肉コーナーで、国
産牛の味付けホルモンの販売を始めました。甘辛のタ
レに付けたホルモンは、独特の歯ごたえと脂の甘みを
存分に楽しんでもらえるように大きめにカットしています。
その他、豚ホルモンや味付け肉なども販売中です。

ハーフカットの生メロンを贅沢に使用した「生メロン
ソフト」を、キッチン縁（ゆかり）にて好評販売中です。
写真映えすること間違いなしのビジュアルは、食べて
いるだけで注目の的。
メロンは時期により品
種や大きさが変わるため、
値段が変動することが
あります。
キッチン縁では、他に

も常陸牛焼肉弁当や
茨城県産の食材を使っ
たご当地バーガーも販売
中です。テイクアウトもでき
ますので、ぜひお立ち寄り
ください。

エビのカプレーゼ

1人分（約）　エネルギー528kcal　塩分2.1g

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

茨城県産大葉たっぷりの餃子 新発売!

大変ご好評をいただいていたオリジナル餃子
シリーズの第2弾として「しそたっぷり肉餃子」の
販売を開始しました。
餡にたっぷり10％も使用した茨城県産大葉の風味

と、茨城県のブランド豚ローズポークの旨みが食欲
をそそり、いくらでも食べられます。さわやかな「しそ」
の味わいに味噌でコクをプラスしました。焼き餃子は
もちろん、水餃子もオススメです。
ポケットファームどきどきや県内ＪＡ直売所で取扱
予定ですので、ぜひお試しください。

①エビは解凍し、殻を取り、水
気を拭き取る。
②アボカドは皮と種を取り除き、
一口大に、ミニトマトは縦半
分に切る。
③ボウルに❶、❷、モッツァレ
ラチーズ、[A]を入れ、混ぜ
合わせる。
④器に❸を盛り、バジルの葉
をのせ、スライスしたバケッ
トを添える。

ボイル殻付エビ  12尾
アボカド  1個
ミニトマト  6個
モッツァレラチーズ
（ひとくちタイプ）  90ｇ
バジルの葉  お好みで
バケット（スライス）  適量

オリーブオイル
 大さじ3

塩  小さじ1/3
粗挽き黒胡椒  適量
乾燥バジル  小さじ1
酢  小さじ2
パセリ（みじん切り）

 大さじ1

［A］

生メロンソフト
1,000円前後

●国産牛 マルチョウ
　100ｇ　480円（税込）

●国産牛 シマチョウ
　100ｇ　480円（税込）

●味付け肉
　100ｇ　580円（税込）

（部位は時期により変わります）

しそとローズポークのコンビネーション



編 集 後 記

6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）

■6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
■6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
■6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）
■6月16日（木）畜産部　畜産直販課 ＪＡグルメレポート
■6月23日（木）園芸部　園芸課 ＪＡ惚れ惚れ産地レポート

6/ 1（水） 青果物市場休市・子豚市場・どきどき定休日
6/ 5（日） 青果物市場休市
6/ 8（水） 青果物市場休市・どきどき定休日
6/12（日） 青果物市場休市
6/14（火） 子牛市場
6/15（水） 青果物市場休市・子豚市場・どきどき定休日
6/19（日） 青果物市場休市
6/22（水） 青果物市場休市・どきどき定休日
6/26（日） 青果物市場休市
6/29（水） 青果物市場休市・子豚市場・どきどき定休日

　七会ＳＳは、県道39号沿いに面しているフルサービスのガソリン
スタンドです。近くには、キャンプ場やゴルフ場などのレジャースポット
があります。
　当ＳＳもインフォメーションで紹介したワイパーキャンペーンを開催しま
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! 皆様の
ご来店お待ちしています!

ワイパーキャンペーン対象店舗です!
七会ＳＳ ＪＡ茨城エネルギー㈱

東茨城郡城里町徳蔵２１４-３
0296-88-3656

七会SS梅雨入り前の点検がおススメです!

徳蔵郵便局

細谷
デンキ

城里
ゴルフ

39

至 茂木方面

至 笠間方面

藤井川

至 城里

JA常陸
七会支店

39

39

県内の

をご紹介！

年度が替わりビバフレッシュは今月号から新しい広報
担当者のメンバーで作成しています。県本部の旬な情報
をたくさんお伝えしていきたいと思いますので、引き続き
よろしくお願いいたします。（もり）

名前
❶担当業務
❷業務への意気込み
❸趣　味

氏名
❶ 担当業務
❷ 意気込み
❸ 好きな言葉
❹ 趣味

令和4年度
入会職員

園芸部　
県西VFステーション

大
おお

久
く

保
ぼ

恵
けい

将
すけ

❶青果物販売業務
❷分からない事が
　多いですが、
　一生懸命頑張ります。
❸感謝
❹テニス、御朱印集め

園芸部　VF課

阿
あ

部
べ

真
ま

生
い

子
こ

❶青果物直販関係営業開発業務
　ジュース用トマトの加工契約に関する業務
❷誠心誠意をもって業務に励みます。
❸浅い川も深く渡れ　❹果物狩り

園芸部　園芸課

古
ふる

橋
はし

玲
れ

衣
い

❶れんこん販売業務
❷茨城の農業に貢献できるよう、精一杯頑張ります。
❸百聞は一見に如かず
❹ウィンドウショッピング、料理、ゲーム

生産資材部　
肥料農薬課

鈴
すず

木
き

一
かず

史
ふみ

❶肥料の受け渡し業務
❷茨城県の農業が発展
　できるように精一杯
　努めます。
❸人事を尽くして
　天命を待つ
❹スポーツ観戦・音楽鑑賞

左から　大久保 恵将、阿部 真生子、古橋 玲衣、鈴木 一史

ツラツ職場ハ お世話になります！
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