





インフォメーション

抽選で「ふくまる」が当たる！
お米を食べよう
ふくまるキャンペーン
米穀部 米穀課



インフォメーション

「ローズポーク
しあわせお裾分け
キャンペーン」
開催中 !
畜産部 畜産課



ニュースレポート

鹿島アントラーズ観戦者に
農畜産物をＰＲ
生活総合リテール部 総合販売課

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

抽選で「ふくまる」が当たる !
お米を食べようふくまるキャンペーン
米穀部

ご予約は早めがおトク！
！「お中元早期予約フェア」
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

米穀課

ＪＡグループ茨城では、
ＬｕｃｋｙＦＭと協賛し、生産・販売
で大きな影響を受けている生産者を応援することを目的に、
お米の消費拡大キャンペーンを展開します。
茨城県産米を取り巻く環境は、新型コロナウイルス感染
症拡大の影響など
により、消費が減少
し、流通段階で卸
業者が多くの在庫
を抱えている状況
です。
日頃よりＪＡ農産
物直売所をご利用
いただいている多く
の消費者に、改めて
「茨 城 県 産 米」の
知名度の浸透、安
定購入につなげて
いきたいと思います。
たくさんのご応募お待しています !

「ローズポークしあわせお裾分けキャンペーン」
開催中 !
畜産部 畜産課

ローズポーク公式Ｉｎｓ
ｔ
ａｇｒａｍでは、
「ローズポーク
しあわせお裾分けキャンペーン」を実施中です。ロー
ズポークのアカウントをフォローのうえ、皆様の「この夏
やりたいこと」をコメントすると、抽選で10名様にローズ
ポークウィンナーが当たります。
キャンペ ーン
期間は6月30日ま
でとなっています。
たくさんのご 応
しあわせ お裾分け
募をお待ちして
キャンペーン
います。
ローズポークウィンナーを
10名様にプレゼント
６月は…
フォロー&
「この夏やりたいこと」を
コメントしてください♪
【内容】ローズポークウィンナー4P

【応募期間】2022年6月10日（金）〜2022年6月３0日（木）

詳しくは Instagram（＠rosepork̲oﬃcial）をチェック!

どきどきつくば牛久店の精肉コーナーでは、
「お中元早期予約フェ
ア」を開催しています。オリジナルギフトカタログに掲載されている
商品を期間中にご予約いただくと、掲載価格より5％割引となります。
県産ブランド肉である常陸牛やローズポークのほか、手作りハム・
ソーセージギフトなど大変好評をいただいている商品を取り揃えて
いますので、ぜひご利用ください。
6月19日（日）から7月5日（火）
までにご成約の方が対象となります

オリジナルギフト
カタログは
こちらから

茨城県産のブランド肉はいかがでしょうか。

3年ぶりの「ダイナミックフェア」開催！
！
最新機械を多数展示 !
農機営農支援部 農業機械課
7月2日
（土）、3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46回農機・生産資材大展示会「ダイナミックフェア
2022」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社以上が出展します。
また、
「セルフ点検」のご案内や、農家組合員の経営規模に合っ
た適正な生産資材導入の提案も行っていきます。各メーカーブー
スに最 新の機 械
が一堂に集結しま
すので、ぜひ会場
でご確認ください!
ダイナミックフェア2019の様子

おすすめです！
農機営農支援部
関東6県ＪＡグループスペシャルトラクター 農業機械課
生産者の資材費低減を目的に、全農関東6県本部で統一型式
のお買い得キャンペーンを展開中です!
対象機種は、㈱クボタの「ＦＴ240ＳＰ」で、現在取り組みを行っ
ている「ＳＬ33Ｌ」より小型のトラクター
です。全幅1.7ｍ未満のロータリーで、
小型特殊免許で公道走行ができます
（大型特殊免許が必要なロータリー
も選択可能）。2023年3月まで、ロータ
リー（全幅1.7ｍ未満のみ）に「小特
対応シール」、
トラクターに「オリジナル
ステッカー」が貼付されます!
詳しくは最寄りの農機センターまで!

インフォメーション

ＪＡでんきから新サービスが登場！
！

ＪＡ茨城エネルギー㈱

ＪＡでんきをご契約中のご家庭で、電気設備に起因するトラブル
発生時の対応として「ＪＡでんき駆けつけサービス」が登場しました。
24時間365日受付のサービス窓口にお電話いただければ、60
分以内の応急作業を無償でおこなう
もので、より一層安心してＪＡでんきを
ご利用いただけます。
※処置に必要な消耗品・部品の代金
など別途費用が発生するものもあり
ます。
「ＪＡでんき駆けつけサービス」
０１２０-１０９-００３
（24時間 365日 電話受付）

急な電気トラブルもサポートで安心!

米穀総合課

全農は全国農協ＣＥ協議会及び農協倉庫基金とともに、5月から8月
までの4か月間を「麦のＣＥ品質事故・火災防止強化月間」と定めました。
麦の荷受け・乾燥作業が最盛期とな
るこの時期に、改めて従来の施設運営
や運転操作方法などを再点検し、必要
な箇所は見直して品質事故防止に取り
組むことが大切です。
また、
「ＣＥの衛生管理マニュアル」を
もとに自主的衛生管理を徹底し、安全・
安心な麦を食卓に届けましょう。
ＰＤＣＡサイクルを実践しましょう!

「ＪＡ資材店舗ＣＳ甲子園2022」開幕
生産資材部

肥料農薬課

ＪＡ全農主催のＣＳ甲子園2022が開幕しました。ＪＡ資材店
舗ならではの売場づくり・店づくりによる組合員満足度向上を
目指して取り組んでいます。
今年はＪＡ水戸・
ＪＡ常総ひかり・
ＪＡつくば市・
ＪＡ北つくば
から計13店舗がエントリーし、店舗作りを強化しています。
ＣＳ甲子園は以下の3つの
ＣＳに取り組みます。
Customer Satisfaction
農家組合員の満足度の高い店づくり

Cordinate the Store
JAらしさを意識した店舗のコーディネート

Challenging Sales

店舗の特色を出した売り場を作ります

畜産部
畜産産直課

好評をいただいている「ローズポークウインナー」のパッケージデザインをリニュー
アルしました。パッケージにはリボンをあしらったレトロな雰囲気を感じさせる
デザインを採用し、ウインナーはローズポークの旨みが
詰まった美味しさと香りが特徴となっています。
ポケットファームどきどきや県内のＪＡ直売所（取扱い
のない店舗もあります）等で販売しています。ご注文
肉汁たっぷりのウインナーを
についてはお気軽にお問合せください。
ご賞味ください!
ご注文・お問合せ先：JＡ全農いばらき 畜産部・畜産直販課
TEL：029-292-6906/ＦＡＸ：029-292-7743

Ｌ
ＩＮＥ好評配信中！
！

麦ＣＥ（カントリーエレベーター）の
品質事故・火災防止強化月間
米穀部

JA 重点品目の早期陳列、販売の徹底

「ローズポークウインナー」が
リニューアルして販売開始！
！

ＪＡ茨城エネルギ−㈱

令和3年8月にスタートした「JASS−PORTみのり」と「JASS−PORT石岡」
のLINE公式アカウントは、5月末時点で友だち登録者数が4,500人を突破しました。
給油がお得になるクーポンやイベント情報などを定期的に配信していますので、
ご登録がまだの方は、ぜひ友だち登録をお願いします。
今後はLINEの取扱いＳＳをさらに拡大していく予定ですので、引き続きJA
茨城エネルギー㈱の取り組みにご期待ください。
JASS-PORT みのり

〒319-0132
茨城県小美王市部室1166-17
【営業時間】7：00〜21：00
0299-48-4105

JASS-PORT 石岡

〒311-3434
小美王市栗又四ヶ逆井2494-1
【営業時間】6：00〜22：00
0299-28-2037

友だち
登録は
こちらから!

エーコープマーク品 7月のおすすめ

生活総合リテール部 くらしのサポート課

7月のおすすめはエーコープ「糸寒天」です。水で戻してサラダに入れたり、その
ままスープに入れて使うことができる、非常に便利な商品です。
寒天は日々の食生活で不足しがちな食物繊維がたっぷり含
まれている食品で、整腸作用があり、お通じ改善など体の中で
紹介動画はこちらから 有用な働きをすることで注目されています。
6月号で紹介した「こだわりドレッシング」
と「糸寒天」の動画がございますので、
お手軽に
食物繊維を摂取 !
ぜひご覧ください。

自然の中での遊びを体感「カブト虫捕り体験」
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つくば牛久店

ポケットファームどきどき両店舗で７月１６日
（土）〜３１日
（日）
までの
土日祝日、
「カブト虫捕り体験」を開催します。
購入するだけでなく、木に力強くしがみつく
カブト虫を捕まえる体験ができます。
小さなお子様でも気軽にご参加できますので、
お気に入りの
ぜひご家族皆さんでお越しください。
カブト虫を探そう!

ニ

ュースレポート

ＪＡ葬祭のホームページ
リニューアルしました

5月１日〜

生活総合リテール部

鹿島アントラーズ観戦者に
農畜産物をＰＲ

生活推進課

5月よりＪＡ葬祭のホームページがリニューアルしました。
より簡単に、お近くのＡ葬祭窓口や知っておきたい各種
情報などを見ることができます。
スマートフォンにも対応していますので、
「ＪＡ葬祭」と
検索してご活用ください。

5月14日

生活総合リテール部
総合販売課

ＪＡグループ茨城とＪＡグループ北海道は、鹿島アント
ラーズホームゲーム
（札幌戦）で全国初となる都道府
県域コラボイベントを開催しました。常陸牛カレーはじめ、
用意したコラボ商品は大好評のうちに完売しました。

ホーム
ページは
こちら

アスパラベーコン串が大好評でした
年中無休・24時間受付します

5 15日

バケツで楽しく田植えを体験 !
今年も稲を育てます !
管理部

月

総合企画課

いばらきコープと「田んぼのがっこう」おむすびレンジャー
を共催しました。参加した子供たちは、泥作りや苗植えを
行い、バケツに小さな田んぼを作りました。
県 本 部ホームページに「バケツ稲 観 察日記」を
つづっていきますのでお楽しみに!

バケツ稲
観察日記は
こちら

県産農畜産物を
食べて力をつけて !
卓球少年・少女を応援

5月15日
管理部

総合企画課

「全農杯全日本卓球選手権」県予選会で、入賞者に
「ポケットファームどきどきソーセージセット」
「常陸牛カレー・
ローズポークカレーの詰め合わせ」等を贈呈し、健闘を
称えました。さらに、出場選手全員に「ふくまる」精米
パックを贈りました。

詳細は
こちら

初めての苗植えに挑戦 !

茨城県産メロン 2ヵ国に向けて輸出 !

園芸部 ＶＦ課

ホープス・カブ・バンビの部優勝の皆さん

5月18日

今年も県産メロンの輸出が始まり、
クインシーとイバラキングを香港に、
レノンとタカミをアメリカに向けて出荷しました。
今回は、輸送コストの削減に向け、特殊コンテナを使用した船便
での輸送試験も実施しました。船便での品質維持が可能になれば
更なる輸出拡大に期待ができます!
香港の現地量販店で茨城県産をＰＲ

ニュースレポート

5 20

日
月
上場頭数40頭 !
第26回全農茨城県本部常陸牛枝肉共励会
畜産部

畜産課

生産者の肉用牛肥育技術と品質向上を目的に、
「第26回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。40頭の黒毛和種を上場し、
矢内邦男さん
（ＪＡ常陸）
の常陸牛が見事チャンピオン
【枝肉重量579㎏、枝肉単価3,303円/㎏（税抜）
】
に輝き
ました。

5月23日〜25

日

クレーン作業を安全に行うために

農機営農支援部

農業機械課

クレーン等の玉掛け業務を行う際に必要となる「玉
掛け技能」講習会を開催しました。受講者9名は、
これ
からの業務を見据え、熱心に講習へ臨んでいました。
今後も各種技能取得に向けた講習会を開催しますの
で、ふるってご参加ください。

5 27

日
月
「ＪＡ農機技術指導員協議会総会」
3年ぶりの実開催
農機営農支援部 農業機械課
「ＪＡ農機技術指導員協議会総会」では、年間総括、
永年勤続者3名の表彰を行いました。
続いて行われた「パワーアップ6000運動第2期推進
大会」では、令和3年の「年間成績優秀者」や「修理
整備パーフェクト300運動成績優秀者」、
「第1期（1〜4
月）成績優秀者」の表彰を行いました。

「玉掛け技能」の習得を目指します !

水稲の
元肥可変施肥
試験を実施

第2期（5〜8月）の目標達成に向け協議を行いました

毎年恒例 !
サツマイモ苗の植え付けで
食育体験

5月28日

5月30日
農機営農支援部

営農支援課

営農支援課では現在、JA 稲敷管内の㈱農業生産
法人田仲農場で圃場管理支援システム「ザルビオFM」
を活用した水稲の可変施肥試験に取り組んでいます。
今後は可変追肥や生育調査等を実施し、可変施肥の
効果を検証していきます。

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

今年で7回目となる「常陽小学生新聞食育体験 in
ポケットファームどきどきつくば牛久店」。県南地域の
小学校に通う児童たちと、サツマイモ苗の植えつけ
体験を行いま
した。10月に
は、成長した
サツマイモを
収 穫する予
定です。
大きく育ちますように!

ヤンマー田植え機による田植え同時可変施肥の様子

リポート

茨城町店

茨城県産銘柄豚「ローズポーク」を使用したハム
やソーセージは、職人が手作りしています。
「工房長ベストセレクションセッ
ト」は、海外コンクール
金賞受賞のソーセージや腸詰めしない型焼きソーセー
ジの「フライシュケーゼ」、
ローズポークで作った「ポー
クジャーキー」などを詰め合わせた特別なギフトセット
です。

工房長ベストセレクションセット
7,560円（税込）

つくば
牛久店

県内の指定生産者が育てた黒毛和種の牛の中
から選ばれた牛のみが、
「常陸牛」というブランドを
冠することができます。肉のきめが細かく、非常に
柔らかく風味が良いのが特徴です。
すき焼き用のほか、
ステーキ用、焼肉用などをご用意
しています。
「常陸牛」の濃厚な脂の甘みと、柔らかな
肉質をご堪能ください。

常陸牛 肩ロースすき焼き用 500ｇ
8,000円（税込）

お世話になっているあの方へ！
生活総合リテール部 くらしのサポート課

今年のお中元は何を選ぼうか、お困りではありませんか。
そのようなときは、各地のＪＡ特産品のほか日本全国
の特産品を取り扱っている「ＪＡ夏ギフト」がおすすめ
です。産地直送により新鮮な商品をお届けすることが
可能で、
また、スイーツや日用品、お買い得な詰め合わせ
セットなど幅広い商品もご用意しています。
ＪＡ全農いばらきでは、茨城の銘柄豚肉「ローズポーク」
を6 種の風 味に仕 上げた「茨 城の逸 品 6 個セット」、
味噌だれと塩こうじに漬け込み、コクと旨味を利かせた
「茨城県産 ローズポーク
味噌漬セット」を掲載して
います。
ぜひ一度カタログをお
手に取っていただき、充実
した商品の中からご検討
ください。
※数量限定商品や、注文
締 切日が早い商 品も
ございます。発注の際
はご注意ください。
産地直送品が勢揃い‼
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

七夕そうめん彩りゼリー寄せ 星のコロッケ

1人分（約） エネルギー532kcal

塩分3g

【材料】2人分
150ｇ
七夕そうめん
星のコロッケ
4個
ミニトマト
5個
オクラ
6本
パプリカ（赤・黄）
各1/2個
きゅうり
1/2本
ベビーリーフ
適量
塩
少々
ゼラチン
小さじ2
パセリ
適量
油
適量
ポン酢 1/3カップ
［A］
水
1カップ
※15cmの流し缶を用意してください。

①そうめんはたっぷりの熱湯で茹で、流水
でぬめりを取りながら冷やし、ざるにあ
げて水を切る。ゼラチンは水大さじ1を
加えふやかす。
②オクラは塩を加えた熱湯で茹で、5mm
の厚さに切る。ミニトマトは横2等分に
切り、パプリカは星型で抜き、きゅうり
は縦にピーラーで薄くスライスする。
③鍋に[A]を入れ中火で煮たて、沸騰した
らあら熱をとり、ふやかしたゼラチンを
加え混ぜとかす。
④❸にそうめんを加え、水でぬらした流し
缶に流しいれる。
⑤❹に❷を並べ、冷蔵庫で3〜4時間冷や
し固める。
⑥フライパンに油を入れて熱し、星のコロッ
ケを170度で5分揚げ、器に盛り、ベビー
リーフとパセリを添える。

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。

米穀部
パールライス課
柳澤

ハ ツラツ職場

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

由起子

千田

❶精米受渡業務
❷全集中！
❸ヨガ、ウォーキング

佐藤

久米子

大貫

❶米受渡業務
❷広い視野で物事をとらえ
柔軟に積極的に
頑張ります。
❸スポーツ全般・映画鑑賞

高野

雅実

和田

利弘

中井川

7/ 3
（日）
7/ 6
（水）
7/10
（日）
7/13
（水）
7/14
（木）
7/17
（日）
7/18（月・祝）

7/27
（水）
7/31
（日）

7月 スケジュール
青果物市場休市
青果物市場休市・どきどき定休日
青果物市場休市
青果物市場休市・子豚市場・どきどき定休日
子牛市場
青果物市場休市
青果物市場休市
どきどき定休日
青果物市場休市
青果物市場休市・子豚市場・どきどき定休日
青果物市場休市

翔

❶精米営業
❷どこまでも伺います。
❸腹筋

県内の
をご紹介！

マリンレジャーの際はぜひお越しを!
常澄SS
ＪＡ茨城エネルギー㈱

常澄ＳＳは、国道245号線に面している海の近くにあるフル
サービスのガソリンスタンドです。近くには、
「アクアワールド茨城
県大洗水族館」や「那珂湊おさかな市場」などの県内有数の
観光スポットがたくさんあります。
当ＳＳでは特に洗車に力を入れており、預かり洗車ならではの
丁寧な仕上がりをご提供して
マクドナルド
います。洗車だけのご利用は
51
もちろん、
近くの観光地にお越
塩崎
セブンイレブン
しの際はぜひご利用ください。
至 水戸

7/24
（日）

柴田

❶課内総括
❷ごはんを食べよう !!
❸瞑想→昼寝

至 大洗

7/20
（水）

宏

裕之

❶庶務、経費担当
❷頑張ります！
❸貯金

後列左から：柳澤 由起子、佐藤 久米子、千田 潤、大貫 恵美
前列左から：高野 雅実、沼田 利弘、中井川 宏、柴田 翔、和田 裕之

❶精米販売営業
❷何事にも前向きに業務を努めます。
❸映画鑑賞

Schedule

恵美

❶精米受渡業務
❷目標達成のために
全力でサポートします !!
❸息子、サッカー観戦

❶仕入業務
❷大過なく
❸スポーツ観戦

沼田

潤

❶玄米受渡業務
❷常に相手の立場で
考えるよう心掛けて
おります。
❸読書

鹿島臨海鉄道
大洗鹿島線

245
那珂川
至 ひたちなか

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）
■7月7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

■7月14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
■7月20日（水） 生活総合リテール部
総合販売課
■7月21日（木） 畜産部

畜産直販課

■7月28日（木）

園芸課

園芸部

カントリーロード（県内直売所紹介）

ＪＡグルメレポート
ＪＡ惚れ惚れ産地レポート

お出かけ前も後も、洗車はお任せください！
！

茨城県水戸市小泉町100-1
029-269-2203
常澄 SS

編 集 後 記
今年も食育活動の一環で、
「田んぼのがっこう」おむすびレン
ジャー田植え編を開催し、子供たちと一緒に「バケツ稲」を作り
ました。県本部事務所前にバケツを並べていますので、ぜひ
ご覧ください。秋の収穫まで見守っていきたいと思います。
（もり）


 



