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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
緑の映える

新パッケージで華やかに!
「ニラたっぷり肉餃子」

生活総合リテール部　総合販売課

��  ニュースレポート
3年ぶりの

「農機・生産資材大展示会」
開催!

農機営農支援部　農業機械課

��  ニュースレポート
茨城の梨が始まります!

園芸部　園芸課



ンフォメーションイ インフォメーション

　9月から新たに「ＪＡＳＳ－ＰＯＲＴ金砂郷」と「ＪＡＳＳ－ＰＯＲＴ
麻生」でＬＩＮＥ公式アカウントをスタートします。昨年導入した
「ＪＡＳＳ－ＰＯＲＴみのり」と「ＪＡＳＳ－ＰＯＲＴ石岡」では、7月末現在
で友だち登録者数が4,926人となり、大変好評をいただいています。
　スタートにあたり友だち登録で、もれなくＢＯＸティッシュ3箱を
プレゼントします。
給油がお得に
なるクーポンや
イベント情報を
随時配信して
いきますので、
皆様のご登録
お待ちしてい
ます。

茨城県はジュース用トマトの生産量が全国1位です。
「  （ほれぼれ）とまとのトマトジュース」は、夏に完熟した茨城県
産トマトを搾汁したトマト100％のジュースです。そのまま飲んでも、料
理に使用してもおいしく召し上がっていただけます。
ＪＡグループ茨城オリジ
ナルのコクのある味わいを
ぜひご賞味ください。

8、9月のおすすめはエーコープ「米こうじの甘酒」です。
100％国産の米を使用しており、アルコール分が入っていないの
が特徴で、お子様や妊婦さんも美味しく安心して飲むことが出
来ます。甘酒の甘みは、米のデンプン質を麹の酵素が分解し
て生成されたブドウ糖による
もので、お米本来の甘みをお
楽しみいただけます。
夏のこの時期は冷したり、

凍らせたりするのがおすすめ
です。ぜひご賞味ください!

令和2年の発売以降、好評をいただいている「ニラたっぷり
肉餃子」のパッケージをリニューアルしました。味わいはそのままに、
原料の「茨城県産ニラ」、「ローズポーク」の存在感ある写真を
使用し、緑が映える印象的なパッケージが特徴です。店舗の
売り場を華やかに彩り、お客様が手に取りたくなるような商品に
仕上がりました。
ポケットファームどきどきや県内ＪＡ直売所または

ＪＡタウンでご購入いただけます。ぜひご賞味ください。

秋の農繁期には、ＪＡ農機センターへ多くの問い合わせ
や修理依頼がよせられます。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。

速やかに対応します
「秋の農繁期対応」

緑の映える新パッケージで華やかに!
「ニラたっぷり肉餃子」

今年もおいしいトマトジュースが出来ました!!

ＬＩＮＥ公式アカウント
新たにＳＳ2店舗で仲間入り!

農機営農支援部　農業機械課

生活総合リテール部　総合販売課

園芸部　ＶＦ課

ＪＡ茨城エネルギー㈱

こちらのＱＲコードからご登録を!

暑い夏は凍らせて!

緑のパッケージが目印です!

160ｇの飲み切りサイズ!

迅速かつ、正確な出荷を心掛けます!

栄養満点!
国産原料の「甘酒」はいかが？
生活総合リテール部　くらしのサポート課

【製品】農業機械課
８月２７日（土）～９月１９日（月）

【部品】関東広域部品センター
８月２０日（土）～１０月１５日（土）

夜間配送対応期間
８月２１日（日）～１０月１５日（土）

※１０月１６日（日）・１７日（月）は配送なし

農
繁
期
対
応

実
施
期
間

お問合せ先：園芸部 ＶＦ課
TEL：０２９-２４０-７７２２



ュースレポートニ ュースレポートニンフォメーションイ インフォメーション

ＪＡ水戸直売所「内原のめぐみ」の周年祭に出店し、
常陸牛を販売しました。昨年に引き続き、地元生産者
の中村公徳さんが肥育した「水戸育ちの常陸牛」を
たくさんの方にご購入いただきました。今後も地産地消
ならびに地元が活気づく活動に取り組んでいきます。

10月6日～10日に開催される鹿児島全共に向け、
若雌の部である第2区3区の決戦大会を開催しました。
選抜されたのは、第2区でＪＡ常陸管内の菊池淳一
氏「はつみ401」号、3区で同ＪＡ管内の駒木根忠氏
「きたてる2」号
となりました。

「ダイナミックフェア2022」を開催し、3,600名を超える
方が来場しました。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
鋭の機械展示、自動運転技術の実演を行いました。

筑西、稲敷、結城の各普及センターとともに、空中散布に
適した新たな追肥資材のドローン実演散布を行い、生産者
やＪＡ関係者延べ90人が参加しました。農業用ドローンの
活用拡大に向け、引き続き試験調査に取り組んでいきます。

県の奨励品種である酒造好適米「ひたち錦」の現地
検討会を県内2か所で開催しました。生産者や酒蔵、
関係団体の方々計42名が参加し、より高品質な「ひたち
錦」の生産を行うために活発な意見交換を行いました。

ＪＡ水戸直売所
「内原のめぐみ」
イベントに出店

生育状況を確認
「ひたち錦」現地検討会

水稲における
ドローン追肥
実演散布の取組み

鹿児島全共
若雌の部決戦大会開催!!!

3年ぶりの
「農機・生産資材大展示会」開催!

畜産部　畜産直販課

米穀部　米穀課

農機営農支援部

畜産部　畜産課　家畜市場

農機営農支援部　農業機械課

散布前の機体説明

全共決戦大会の審査の様子

農業機械メーカーなど30社以上が出展

常陸牛大好評! 2日間で完売しました

圃場で技師らが生育状況を確認

7月2日～3日 7月6日

7月8日、11日、15日

7月7日 7月9日～10日



ュースレポートニ ニュースレポート

ＪＡ北つくば梨選果場の竣工式を行いました。この
施設には外観検査装置や光センサーを導入しており、
梨の等階級や糖度を測定して選別します。出荷処理
能力を向上することで、生産者の利便性向上を目指し
ます。

全農本所と園芸資材センターの職員を講師に、2日間
に渡りパイプハウス建設研修を実施しました。座学の
研修とは異なり、実際にパイプハウスを建てることで、
部材や建て方についてより理解を深めることが出来ました。

この協会は、茨城県や茨城県農機具商業協同組合
などから構成され、農業機械化促進と農作業安全啓
発の近代化に寄与するための活動をしています。総会
では、農作業安全の啓蒙活動、中古農機査定士試験
や技術講習会などの実施予定を協議しました。

令和4年度第1回業務主任者（担当者）研修会を開催し、23名が参加
しました。この研修会は毎年3回開催し、ＬＰガス・ガス器具故障診断等
の知識を高め、クミアイプロパンの利用者へ安全・安心の提供を目指して
います。

ＪＡ北つくば本店でＬＰガス事業の当社への譲渡式
が行われました。ＬＰガス業界を取り巻く環境は、同業
他社との競合、オール電化、人口減少など厳しい状況
が続いています。県内のガス事業継続に向けて最適
な体制づくりを行っていきます。

8月1日よりＪＡ北つくば
ＬＰガス事業を譲受

「茨城県農業機械化協会総会」
3年ぶりの実開催

ＬＰガスのことならお任せください!

ＪＡ北つくば
梨選果場竣工式

ＴＡＣ研修会で
パイプハウス建設研修

ＪＡ茨城エネルギー㈱

生産資材部　施設農住課
農機営農支援部　農業機械課

ＪＡ茨城エネルギー㈱

農機営農支援部
　営農支援課

関係者約90人が出席しました次年度の事業計画などを決議しました

㈱パロマのガスコンロを使用して学んでいます

建設作業の手順を学びます

7月13日

7月14日
7月19日

7月21日

7月12～13日

契約を交わした古澤組合長（左）と鈴木社長（右）



ュースレポートニ ニュースレポート

毎年恒例の「カブト虫捕り体験」を開催しました。特
設エリアに放したオスのカブト虫を見た子供たちは大興
奮でした。最初は
触れなかった子
供たちも、家族と
一緒に捕まえるこ
とが出来て、楽し
い思い出になった
ことと思います。

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39頭が上場し、厳正な審
査の結果、鈴木政良さん（ＪＡ常総ひかり）の常陸牛が
見事チャンピオン【枝肉重量582㎏、枝肉単価2,878円
/㎏（税抜）】に輝きました。

いばらきコープとバケツ稲中間点検会を共催しました。
4家族11名が参加し、稲の点検、田村シェフの料理実
演などを行い、参加者から「きちんと育っているかチェッ
クしてもらえてよかった」「シェフの料理に挑戦したい」
と感想をいただきました。

ＪＡグループ茨城なし流通部会は、梨が本格出荷
する前に各産地の担当者を集め、県西ＶＦステーション
で出荷規格について確認を行いました。今シーズンも
美味しい梨を皆様にお届けしますので、ぜひご賞味
ください。

茨城の梨が始まります!

夏休みに自然体験
「カブト虫捕り」で大興奮!

「田んぼのがっこう」
おむすびレンジャー中間点検

第104回 全国高等学校野球選手権大会出場
明秀学園日立高校へ県産農畜産物を贈呈

上場頭数39頭
常陸牛枝肉研究会開催!

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茨城町店・つくば牛久店

管理部　総合企画課

管理部　総合企画課

畜産部　畜産課

大野理事長（左から2番目）、矢野校長（左から1番目）とＪＡ関係者

皆さん順調に育っていました
7月16日～31日
今年も美味しい梨ができました

大きなカブト虫と力比べ

7月23日 7月29日

7月29日

バケツ稲観察日記は
こちら

8月4日

甲子園での活躍を祈念し、地元ＪＡとともに農畜産物等を贈呈。
学校関係者を激励しました。

贈 呈 品
県本部 ローズポーク1頭分、常陸牛ビーフ

カレー・ローズポークカレー各120食
ＪＡ常陸 地元産米「ひたち舞」200ｋｇ、

ペットボトル茶「常陸のしずく」20ケース
ＪＡ日立市多賀 金一封



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

ハム・ソーセージ工房手作りの「ローズポークジャー
キー」が好評販売中です!
ローズポークのモモ肉を、桜のチップでじっくりとスモー

クしたポークジャーキーは、口に入れた時の香りはも
ちろん、口いっぱいに広がるローズポークの脂の甘
みがクセになります。毎日10時30分ごろに焼き立ての
ジャーキーが店
頭に並びます。
おやつやおつま
みに最適な一
品をぜひご賞味
ください。

つくば牛久店のお肉屋さんでは、揚げたてを
ご提供する「俺のとんかつ」が好評です。
対面コーナーで豚肉のお好みの部位と量を

お選びいただき、その場でとんかつに揚げることが
できるので、「この暑い夏にキッチンで揚げ物をしたく
ない! けど食べたい!」というお客様にもオススメです。
お好みの部位
と量を、遠 慮
なくスタッフに
お申し付けくだ
さい。

お月見コーンごまコロッケ

1人分（約）　エネルギー516kcal　塩分1.1g

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

人気の「足軽シリーズ」第4弾

㈱Ａコープ東日本から、抜群のフィット感と
柔らかく軽い作業シューズの「足軽アグリ」が新発売
されました。便利に快適に、心地よく使っていただく
ためのこだわりの機能を随所に盛り込みました。
軽さと防水性を備えたスポンジゴムを使用し、とにかく
「軽く」、しゃがみ作業もラクラクなのが特徴です。畑
の作業やガーデニングまで幅広い用途に対応します。
ぜひお試しください。

① じゃがいもは角切りし、水にさ
らしてから耐熱容器に入れ、
ラップをしてレンジ［600W］で
4～5分加熱し、フォークの背
で潰し、塩、こしょうをふる。
② ❶にサッと茹でた北海道十勝産
スイートコーンを加え、12等分
して丸める。
③ ❷に小麦粉をまぶし、溶き卵を
くぐらせ、6個ずつ白ごま、黒
ごまをまぶす。
④ フライパンに油を入れて熱し、
❸を170度の温度で2～3分揚
げ、器に盛る。

※ お好みでケチャップなどをつけて
お召し上がりください。

北海道十勝産
スイートコーン  100g

じゃがいも（中）  2個

塩・こしょう  各少々

小麦粉  適量

溶き卵  1個分

白ごま  30ｇ

黒ごま  30ｇ

油  適量

お好みの量をお買い上げいただけます お家では揚げにくい大きさでも大丈夫!

●カラー
　ブラック・ネイビー
●サイズ
　ＳＳ～3Ｌ（22.5～28㎝）

防水性のある素材を使用しておりますが、
完全防水ではありません。縫製部分より水が入ってくる恐れがあります。



編 集 後 記

9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）

■9月1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
■9月8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
■9月15日（木）畜産部　畜産直販課 ＪＡグルメレポート
■9月21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）
■9月22日（木）園芸部　園芸課 ＪＡ惚れ惚れ産地レポート

9/ 4（日） 青果物市場休市
9/ 7（水） 青果物市場休市・子豚市場・どきどき定休日
9/11（日） 青果物市場休市
9/14（水） 青果物市場休市・子牛市場・どきどき定休日
9/18（日） 青果物市場休市
9/19（月・祝） 青果物市場休市
9/21（水） 青果物市場休市・子豚市場・どきどき定休日
9/25（日） 青果物市場休市
9/28（水） 青果物市場休市・どきどき定休日

　しもはじＳＳは、給油機・洗車機を備えたスタッフ給油のガソリン
スタンドです。場所はＪＡ全農いばらき敷地内にあり、隣にはポケット
ファームどきどき茨城町店があります。現金、クレジットのお支払いは
もちろん、いま流行りのＱＲコード決済もご利用可能です。
　通りに面しており一般のお客様もご利用出来ますので、お近く
にお越しの際はぜひお気軽
にお立ち寄りください。

装いを新たに!
しもはじＳＳ

しもはじＳＳ
東茨城郡茨城町下土師高山1950-1

TEL：029-292-6461
計量機を一新しＪＡ-ＳＳカラーに

生まれ変わりました! 

6

エネオス セブン
イレブン

全農いばらき

JA茨城エネルギー

ポケットファーム

茨城東高校北
至
水
戸

至
石
岡

県内の

をご紹介 ＪＡ茨城エネルギー㈱

バケツ稲中間点検会では、稲の点検と合わせてオムライス
を巻物にした「オム巻き」の作り方を紹介しました。田村シェフ
の見事な手捌きに、参加者と一緒に感心してしまいました。
自分の家でもチャレンジしたいと思います。（もり）

ツラツ職場ハ 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

後列左から：高村 幸子、金子 一美子、平野 東志大
前列左から：塙 京也、原 美喜雄、渡邉 進太郎

畜産部
畜産課
家畜市場

高村　幸子
❶市場関係業務
❷まだまだ不慣れですが
　頑張ります。
❸ゴルフ

金子　一美子
❶哺育Ｃ・家畜市場
　事務全般
❷市場開催時は気合で
　頑張ります
❸バスツアー
　（参加出来てません）

塙　京也
❶家畜市場業務、哺育センター管理業務
❷家畜市場の上場頭数を増やす
❸ユーチューブでホラー動画を見て
　背筋を冷やす

原　美喜雄
❶家畜市場および哺育センター総括
❷労災事故ゼロ、
　楽しい職場を目指します！
❸溺愛犬そら（トイプードル）との散歩

平野　東志大
❶哺育センター業務全般
❷自家産子牛増頭を
　目標に頑張ります！
❸ゴルフ・愛犬
　（ポメラニアン）と
　戯れること

渡邉　進太郎
❶素牛集荷業務、
　家畜市場業務
❷全国の優良牛の
　県内導入に努めます！
❸県内のグルメ探索
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