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マ ン スリー レ ポ ート

　吉野川市のノースバレー株式会社は、令和3年10月7日、大阪市
住之江区の大阪市中央卸売市場南港市場で開催された第１７回全
日本牛枝肉コンクール第2部交雑牛の部と同年11月19日に開催さ
れた第59回徳島県肉牛共励会交雑種の部において、それぞれ2年続
けての最優秀賞を受賞されました。
　新型コロナウイルス感染防止対策により当日の表彰がおこなわれ
なかったため、1月24日、当県本部畜産課が主催者に代わり、同社北
谷隆策代表取締役社長へ最優秀賞（全日本牛枝肉コンクール・徳島
県肉牛共励会）の賞状および副賞をお渡ししました。なお、当県本部
からは日ごろの研究と努力の成果を称え県本部長賞と副賞を贈りま
した。
　同社は平成28年に北谷社長が起業し、平成30年から四国三郎牛
生産組合の一員として南港市場へ枝肉を定期出荷しています。北谷
社長は受賞に際し「この結果に満足することなく、これからも消費者
の皆さんに美味しい牛肉を届けたい」と抱負を述べられました。

～第17回全日本牛枝肉コンクール・第59回徳島県肉牛共励会～

ノースバレー株式会社最優秀賞受賞

～取引成立103頭、平均392,700円～

　1月6日、当県本部は板野郡上板町の上板畜産センターにおい
て、子牛の令和4年初せり市を開催しました。
　初せりに先立ち、宮田卓次副本部長が昨年の取引実績を紹介
し「本年も優良素牛の供給を通して本県畜産事業の発展と振興
に寄与し、昨年以上にせりが活性化されるよう取り組んでまいり
ます」と年頭のあいさつをおこないました。
　初せりが始まると、せり親の威勢のよい掛け声を合図に、県内
および兵庫県、香川県の畜産農家で育てられた、生後6～10ヶ月
の子牛110頭がせりにかけられました。子牛は、県内をはじめ香
川県、兵庫県、大分県、福井県から集まった購買者によって次 と々
せり落とされ、103頭の取引が成立しました。最高価格は
574,200円（税込）、子牛1頭あたりの平均価格は392,700円
（税込）、価格推移の指標となる交雑種去勢の平均価格は
407,379円（税込）となりました。
　またこの日は、当日の1頭目、交雑種雌を最高価格、交雑種去勢
を最高価格、ラッキー賞５頭の子牛をせり落とした方々にそれぞ
れ記念品が贈呈されました。

令和4年子牛初せり市

ノースバレー株式会社の北谷隆策社長ご夫妻

年頭のあいさを行う宮田卓次副本部長

威勢のよい掛け声とともに開幕した子牛の初せりせりを待つ子牛
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Mon t h l y  R epo r t 

　1月22日～23日の２日間、徳島市南末広町のイオンモール徳島において
「Tokushima Flower Festival（とくしまフラワーフェスティバル）」が開催され、徳
島県産花きのＰＲ展示がおこなわれました。（実施主体：徳島県、協力：とくしまの花振
興協会）
　このイベントは、新型コロナウイルス感染症拡大により販売額の低下が続く徳島県産
花きの需要喚起を目的として開催されたものです。
　当日は、イオンモール徳島のメイン玄関・1階AWAコートにおいて、シンビジウムやバ
ラ、オンシジウム、チューリップなどを使用した豪華なフラワーアレンジメントが設置さ
れた他、徳島県立城東高等学校と徳島県立城西高等学校の生徒による生け花も展示さ
れ、色とりどりの美しい花に家族連れなど多くの買い物客が足を止め見入っていました。
　また、4階イオンホールでは、県内生産者の出展品130点を一堂に展示する「第39回
徳島県花き展示品評会」が同時開催され、こちらもたくさんの来場者が訪れました。

～徳島県産花きのPR展示～

Tokushima Flower Festival

　1月22日～23日の２日間、徳島市南末広町のイオンモール徳島において、とくしまの花振
興協会主催（徳島県、JA徳島中央会、JA全農とくしまなど共催）による「第39回徳島県花き
展示品評会」が開催されました。
　徳島県の花きは京阪神の市場を中心に出荷されており、特に洋ラン切花の出荷量は全国
でもトップクラスです。この品評会は、徳島県の花き生産技術の向上と消費者へのPRを目的
に、花き関係者の相互協力のもと開催しているもので、今回で39回目となります。
　4階イオンホールの会場では、県内の花き生産組織などからシンビジウムやオリエンタル
百合、花木などの切花73点、枝葉物26点、鉢物31点の計130点が出品され、色沢・形状・揃
い・市場経済性などが審査されました。
　厳正な審査の結果、白の大輪で、1本に5、6輪の蕾がつき、締まりの良い草姿に、優美さを
感じさせる点が高く評価されたオリエンタル百合「プレミアムブロンド」を出品したJA徳島市
百合部会（JA徳島市花卉部会）が最高位の農林水産大臣賞を受賞しました。
　また、「シンビジウム（切花）・桃姫」を出品した加納玉子氏（JA板野郡〈高志〉）が、全国農
業協同組合連合会徳島県本部県本部長賞を受賞しました。
　各賞の受賞者は次の方々です。（敬称略）

◇農林水産大臣賞
　JA徳島市百合部会（JA徳島市花卉部会）・オリエンタル百合・プレミアムブロンド
◇農産局長賞
　御所花卉部会（JA板野郡〈御所〉）・シンビジウム（切花）・松竹梅
◇中国四国農政局長賞
　岩佐ヱ八（JAアグリあなん〈相生〉）・ハラン・青
◇徳島県知事賞
　一楽孝志（徳島鉢物洋蘭振興会）・シンビジウム（鉢物）・花五輪
　御所花卉部会（JA板野郡〈御所〉）・シンビジウム（切花）・愛子さま
◇日本花普及センター会長賞
　松崎博明（胡蝶蘭部会）・コチョウラン（鉢物）・V3
◇徳島県農業協同組合中央会会長賞
　中村純子（JA板野郡〈高志〉）・菊・神馬
◇全国農業協同組合連合会徳島県本部県本部長賞
　加納玉子（JA板野郡〈高志〉）・シンビジウム（切花）・桃姫
◇株式会社なにわ花いちば社長賞
　加納康史（徳島県洋ラン生産組合）・シンビジウム（切花）・マリーローランサン
◇株式会社ＪＦ兵庫県生花社長賞
　宮本洋蘭園（徳島鉢物洋蘭振興会）・シンビジウム（鉢物）・ショパンの調べ
◇株式会社姫路生花卸売市場社長賞
　南上義治（JA名西郡花卉振興部会）・花木・神山伊吹
◇株式会社ＴＫなにわ花いちば社長賞
　松田精二（徳島県洋蘭生産者連絡協議会）・コチョウラン（鉢物）・
　ファーストレディ
◇徳島県生花商組合組合長賞
　大西敏文（JA名西郡花卉振興部会）・花木・黄金ヒバ
◇徳島県花き商組合理事長賞
　長尾佳昭（JA徳島市花卉部会）・ガーベラ・ピアッツァ
◇とくしまの花振興協会会長賞
　小脇充普（うず潮洋蘭園）・シンビジウム（切花）・トワイライト

～JA徳島市百合部会の「プレミアムブロンド」が農林水産大臣賞～

第39回徳島県花き展示品評会

農林水産大臣賞受賞作品

全国農業協同組合連合会徳島県本部・県本部長賞受賞作品

展示された豪華なフラワーアレンジメント

審査にあたる坂本雅彦副本部長
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マ ン スリー レ ポ ート

　当県本部園芸部では、子供たちに農産物を育てる大変さと喜び、ま
た食べ物を大切にする心や農家生産者の方々を思いやる気持ちを育
んでもらうため、小学校での栽培学習会を開催しています。
　新型コロナウイルス感染症の影響により、各学校での開催やJA担
当者の参加が難しい状況となっていますが、県内JAをはじめ、パート
ナー市場や関係機関との連携・協力により、今後もこうした取り組みを
継続してまいります。

◆ブロッコリー食育学習会（京都市立梅津北小学校）
　12月16日、JA徳島市、京都青果合同株式会社、徳島県関西本部の
協力のもと、京都市右京区の京都市立
梅津北小学校（５年生65人）において、
「ブロッコリー食育学習会」を開催しま
した。
　学習会は、9月より同小学校で生徒た
ちが栽培しているブロッコリーについ
て、授業と収穫体験をおこないました。
　授業では、JA徳島市北部営農経済セ
ンター営農課の梶原景子職員が、9月に
定植をおこなったブロッコリーの栽培に
ついて、オンラインで生徒たちから育て
てみて思ったこと、気づいたこと、分からないことなどを発表してもら
い、質問に答えた後は、病害虫の被害や収穫から量販店に並ぶまでの
流れ（流通）、収穫方法について説明をおこないました。
　収穫体験では、生徒たちが収穫作業をおこない、ブロッコリーの大
きさを比べ合うなど、楽しそうに作業に取り組みました。
　授業のあと、京都青果合同株式会から提供されたブロッコリーとカ
リフラワーの調理品が卓上に並べられ、生徒たちは新鮮な野菜を美味
しそうにいただいていました。

◆大根食育学習会（京都市立朱雀第三小学校）
　1月13日、京都青果合同株式会社の協力のもと、京都市中京区の京
都市立朱雀第三小学校（5年生57人）において、「大根食育学習会」が
開催されました。
　学習会は、同小学校で栽培している大根の収穫体験を学習する
もので、生徒たちは、園芸部大阪事務所の佐藤広司所長による作業
説明を受けた後、圃場でそれぞれが熱心に収穫作業をおこないまし
た。今年の大根は生育が良く、生徒一
人では収穫できないほど大きいものも
あり、そんなときは数名で力を合わせ
て作業をおこないました。収穫した大
根は、家族みんなで食べていただくた
め生徒たちに自宅へ持ち帰ってもらい
ました。
　余った大根は、同校で翌日の学校給
食の「おでん」の具として利用し、みんな
で美味しくいただきました。

～食の大切さや美味しさを伝える～

京都の小学生が
農産物の食育学習

立派な大根がたくさん収穫できました！

生徒に振る舞われた
ブロッコリーとカリフラワー

力いっぱい
大根を引く生徒

収穫作業の説明を
受ける生徒たち

ブロッコリーの収穫を行う生徒たち

オンラインで説明を行うＪＡ徳島市北部営農経済センター営農課の梶原景子職員
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Mon t h l y  R epo r t 

◆1月22日（和歌山県）
　当県本部園芸部は、徳島県関西本部、大阪南部合同青果株式会社の
協力のもと、和歌山県和歌山市のスーパーエバグリーンプラス和歌山北
インター店において「阿波ふうどフェア」を開催し、徳島県産農産物の販
売・ＰＲをおこないました。
　店舗前の特設販売ブースにおいて、なると金時、大根、イチゴ、ブロッコ
リー、ホウレンソウ、ハウス茄子、菌床シイタケ、スダチなどの県産農産物
を販売しました。徳島県のPRトラック「新鮮なっ！とくしま号」も搬入さ
れ、午前の部では、なると金時（里むすめ）の焼き芋（150人）、シイタケと
大根の柚子和風スープ（100人）の配布をおこない、お客様の長蛇の列が
できました。午後の部では、なると金時（里むすめ）の焼き芋（150人）と、
なると金時ぜんざい（100人）が配布され、午前の部と変わらず多くのお
客様が詰めかけ盛況でした。
　また、徳島県のマスコットキャラクターす
だちくんも登場し、ダンスやお客様との写真
撮影などでたいへん盛り上がり、多くの来場
者が喜んでいました。

◆1月29日（兵庫県）
　当県本部園芸部は、徳島県関西本部、神
果神戸青果株式会社の協力のもと、兵庫県
神戸市の神戸市中央卸売市場の料理教室
において「徳島県野菜親子クッキング」を開
催し、10組の親子が徳島県産のレンコンを
使用した料理（4品）の調理方法を学習しま
した。
　調理実習に先立ち、園芸部大阪事務所の
平嶋優皓職員が徳島県産レンコンの特徴
や、栄養素などについてクイズを交えて授業
をおこないました。
　調理実習では、キッズキッチン協会のイン
ストラクター志賀恒子講師が「れんこんのす
りながし汁」「れんこんサラダ」「れんこんの
炒め物」「れんこんスティックフライ」を子供
にも分かりやすく説明し実演をおこないまし
た。説明を受けた後、親子はそれぞれのキッ
チンで協力しながら楽しく調理をおこない
試食しました。
　なお、料理教室にはすだちくんも登場し、
子供たちとの写真撮影やお土産の配布など
で教室は大変盛り上がりました。
　なおこの日は、神戸市中央卸売市場前の
イオンスタイル神戸南店において「阿波ふう
どフェア」が開催され、店舗内の青果物コー
ナーに設営した徳島県産農産物の特設販
売ブースでは、ブロッコリー、菌床シイタケ、
なると金時、大根、ホウレンソウ、レタスなどを大阪事務所の平嶋優皓職
員がすだちくんと一緒に宣伝販売をおこない、子供連れなどの多くのお客
様が来店しました。

～和歌山県や兵庫県で徳島県産農産物をPR！～

阿波ふうどフェア

お客様に商品説明を行う大阪事務所の平嶋優皓職員

調理を行う親子

授業を行う大阪事務所の平嶋優皓職員

多くの来場者に購入していただきました

徳島県産農産物が並んだ店舗前の特設販売ブース

「新鮮なっ！とくしま号」にはお客様の長蛇の列

すだちくんも登場しPR！

お土産

徳島県産レンコンを使用した料理
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料理研究家H I TOM I 先生が薦める、簡単スピーディー、そして楽しんで作れるレシピをご紹介!  

料理研究家 HITOMI http://www.hitomi-cook.com 

旬の野菜でおうちごはん

◎免許：調理師免許、食空間テーブルコーディネーター2級、JA全農とくしま園芸部 クッキングアドバイザー 
◎賞：2014年NHK社会貢献賞授与 ◎活動歴:TV=NHK徳島放送局料理コーナーレギュラー出演／ラ
ジオ=TBS「伊集院光とラジオと」に毎月レシピ提供 ◎JA全農とくしまとのコラボイベント：大阪ガスハグ
ミュージアムにて鱧を使った爽やか料理講習会／大阪中央卸市場にて徳島県の食材を使った料理講習
会 ◎カルチャー講師：兵庫イオンカルチャー（姫路、加古川、明石の3店舗）講師／神戸市立長田区勤労
センター、神戸市立西区民センター講師 ◎店舗用レシピ開発、商工会での商品開発など

POINT 
① 大根は皮を厚めに剥いて
　 1cmの輪切りにし、
　 片面に格子状の
　 切り込みを入れる。

② フライパンにバターを溶かし、
　 強火で①の格子面側に
　 焦げ目を付ける。

③ 弱火にし、Aと細葱の
　 3cm切りを加えて
　 とろみが付くまで
　 炒り煮する。

▼作り方▼材料（2人分）

大根・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1/3本
細葱・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4本
バター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大2

スダチ入りポン酢・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大2
蜂蜜・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大1

好みで糸唐辛子・・・・・・・・・・・・・・・・・・・少々

A

大根の皮は厚めに剥
くと筋っぽくなく仕上
がる。

大根のバター醤油ソテー
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徳島県の農産物と食

うまいモノ絵日記浜ちゃん・ちっちゃんの浜ちゃん・ちっちゃんの

交通安全のお知らせ

◆何でもネットに移行してる時代◆
　買い物はネット通販のアマゾンで注文すると、宅配で自
宅に届く。友人との会話のやりとりもラインのアプリで済
ませる。将棋や囲碁やその他対戦型のゲームもネット回
線なら全国区で対戦ができる。
　直接お店に足を運ばなくても良くなったし、相手の都
合を考えて電話をかける時間を選ばなくても良くなった。
一緒に遊ぶ相手がいなくても、ネットを立ち上げると、全
国や世界で相手が見つかる時代になった。私の大学生時
代は、麻雀のメンバー４人を集めるのに苦労したが、今は
そんな時代ではなくなった。

◆こたつ離れが、みかん離れと麻雀離れか？◆
　畳がある和室からフローリングの洋室へと、住環境の
洋風化に伴いこたつも少なくなった。昭和時代のお茶の
間には、みかんのカゴ盛りがあった。お笑い番組のコント
でも、こたつに集まった家族の真ん中には、必ずカゴ盛り
のみかんがあった。「こたつ離れがみかん離れ」と言われ
るが、「こたつ離れが麻雀離れ」にもなっている。麻雀の
準備は、こたつ上のみかんを横に置いて、こたつ台をひっ
くり返すことから始
まっていたが、最近
はもっぱら、ネット
上でMリーグなどの
プロ雀士の対戦を
見るだけになった。

◆徳島みかんの強みは”熟成された貯蔵みかん”◆
　水分が多くて、あっさりした早生（わせ）みかんや、中生
（なかて）みかんが終わると、新年１月頃から４月頃まで、
真打ちでトリの晩生（おくて）みかんが出回る。晩生みか
んは、濃厚な甘さで、適度な酸味があり、まるで本宮ひろ
志の漫画「俺の空」の主人公の様に、顔アップで胸を張り
ながら「これがほんまモンのうまい温州みかんじゃ！」と叫
ぶ、徳島産の温州みかんである。

◆色つき砂糖水より健康的だろ◆
　冬は乾燥するので、どこの家でも炭酸入り色つき砂糖
水（清涼飲料水）が便利で、いつでも手元に常備している
時代になった。しかし、徳島の貯蔵みかんの様な、自然の
くだものが良いに決まっている。と私は思っている。おい
しい貯蔵みかんを口にすると、まるでスズメがピーチク
パーチクしゃべる様に、「立て立て、立つんだジョー」の
ギャグで「勝て勝て、勝つんだみかん」と叫んだり、間寛
平ちゃんの「かい～の」のギャグで「濃い～の」とつぶや
き、ニコニコしながら温州みかんを頬張っている私がいる。

～濃厚「熟成された貯蔵みかん」で健康に～その 141

　昨年の交通死亡事故の特徴では、
　　　歩行中の死者が１３人〈前年比＋１１人〉
　　　　（うち道路横断中が１０人〈前年比＋８人〉）
と、歩行者が被害者となる交通死亡事故が増加しています。
　県警では、２０２２年を『交通マナーアップとくしま～ステップアップ２０
２２～』と銘打ち、横断歩行者優先意識の醸成を図って参ります。
　また、
　　　◎横断歩道における歩行者優先の徹底
を重点に、積極的な交通指導取締り等を推進し、思いやり・ゆずり合
いの精神に基づく交通マナーの向上に努めて参りますので、みなさま
のご協力をお願いします。

【横断歩道等における歩行者等の優先】
※道路交通法第３８条第１項
○横断歩道等を通行する際の減速
　　車両は、横断歩道や自転車横断帯に接近する場合は、その横断
　歩道等の直前で停止できるような速度で進行しなければいけません。
○横断歩行者等がいるときの一時停止

【交通マナーアップとくしま～ステップアップ２０２２～】
　　横断しようとする歩行者等があるときは、横断歩道の直前で一時
　停止し、かつ、通行を妨げないようにしなければいけません。
　〈違反点 ２点　 反則金 普通車９，０００円〉

【横断歩道又は自転車横断帯ありの道路標示】
道路にあるひし形マークの意味は、その先に横断歩道又は自転車横
断帯があるという道路標示です。

横断歩道等があるときは、スピードを落とし
横断歩行者の有無を確認して、
歩行者の横断を妨げないようにしましょう。

横断歩行者は大人も子供も手を挙げて　右、左、右！

徳島県警察本部　交通企画課

文：濱堀秀規　イラスト：ちっちゃん
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米穀総合課

営農コラム
　日本農業新聞（2022年1月11日）において、小売り、外食、
卸売業者などの販売担当者に聞いた「2022年の農畜産物
トレンド（傾向、動向、流行）調査」の結果が発表されました
ので紹介します。
　まず22年の販売キーワードは、「持続可能性」（新）がトッ
プで、安定的に食品を供給する、環境問題を解決するなど
の持続可能な開発目標（SDGs）や食品を使い切る、地産
地消を心がける、減農薬の野菜を買うなどエシカル消費の
浸透が進み、環境などの社会課題を解決する商品が選ばれ
ていきます。2位は「安心・安全」（昨年3位）で、コロナ下で
健康意識が高まり、より安心・安全な食品が求められます。
3位は「ネット取引・宅配」（昨年2位）で、コロナ下で利便性
が評価され、さらに需要が増加します。4位は「安定（価格・
数量）」（昨年3位）で、コロナ下で輸入品の調達が不安定
で、国内生産基盤の強化が期待されます。5位は「健康（機
能性）」（昨年6位）で、コロナ下で健康意識が高まり、農産
物の機能性が注目されます。6位は「地産地消・国産志向」
（昨年11位）で、昨年はトップ10圏外でしたが、急上昇してい
ます。輸入停滞で国産に目が向いており、また生産者の顔
の見える産品の消費が活発化します。7位は「新型コロナ対

応」（昨年１位）で、前回1位でしたが下落しています。オミク
ロン株流行でコロナ対応は長期戦になるという見方です。
8位は「物流」（昨年8位）で、人手不足やガソリン高騰による
コスト増のなか、新鮮な食品を届けるには物流網の確保が
不可欠となります。9位は「簡便・時短」（昨年10位）で、家庭
需要が堅調で、調理負担を軽減したいニーズが高まってい
ます。9位タイは「値頃感（節約志向）」（昨年6位）で、景気
停滞を意識し、消費者は支出を抑える傾向にあります。
　次に22年の野菜トレンド（売れ筋動向）は、「サツマイモ」
（昨年1位）が昨年に続きトップで、しっとり系で高糖度の品
種に人気が集中し、また焼き芋の販売が好調でスイーツ需
要の増加も見込まれます。2位は「ブロッコリー」（昨年1位）
で、簡便さや健康志向を背景に消費が伸長しています。2位
タイは「トマト」（昨年4位）で、中玉系の人気が高く、4位の
「ミニトマト」も含め高糖度、フルーツ系の取り扱いが増加し
ています。
　コロナ下での農畜産物の販売は、どんな所で、どのような
こだわりをもって生産しているかを情報発信し、　　　　
併せて農業の多面的機能や環境に配慮した取　　　　　
り組みをアピールしていくことが重要です。

2022年農畜産物の販売傾向について 営農開発課 技術主管 隔山 普宣

　当県本部米穀総合課では、「徳島県産あきさかり」の消費
拡大・知名度向上をはかるため「徳島県産あきさかり」5kg入
り商品を10％増量した、5.5㎏入り企画品を発売中です。
　同課では昨年秋に特産品が抽選で当たる「あきさかり新米
キャンペーン」を実施し、多くのお客様にご購入とご応募をい
ただきました。その際、寄せられたお客様の声にお応えし「た
くさん食べていただきたい！」という思いと感謝をこめて、増量
商品の発売を企画しました。
　期間限定（2月末までの予定）ですので、ぜひ期間中に量販
店等でお買い求めください。
　◇ 対象商品：徳島県産あきさかり（普通精米）
　◇ 内 容 量：5㎏＋500ｇ

徳島県産あきさかり
10％増量企画品を発売中！
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総務課

園芸販売課

　　
　1月4日～5日、徳島県内で開催された「第68回徳島
駅伝」に当県本部園芸部園芸販売課の祖川昌也職員が
出身地の海部郡代表として参加し、新春の阿波路を力
走しました。
　徳島駅伝は昭和30年（1955年）から続く伝統の駅伝
競走で、昨年は新型コロナウイルス感染症の影響で中
止となりましたが、今大会は県下16郡市の代表選手が
参加し、たすきを繋いで2日間で全27区間164.3kmを
駆け抜けました。

　祖川職員は学生時代から数えて今年で14回目の参
加となり、第1日目の第8区（8.3km）を走り切り、海部郡
チームは11位の成績となりました。

～新春の阿波路を駆ける～

第68回徳島駅伝で
県本部職員が力走！

　　
　12月26日、徳島県すだち・ゆこう消費推進協議会（会
長＝長江郁哉県本部長）は、JRT四国放送のラジオ番
組、徳島発「コロナに負けるな！観光大使大集合」（四国
放送をキー局に、中国、RSK山陽、山陰、山口、西日本、
南海、高知の8局ネット18時～20時の2時間生放送）
で、徳島県産スダチのPRをおこないました。
　番組には、すだち大使の古川舞佳さん、牛田有紀さ
ん、河野莉奈さんが出演し、MCの佐藤旬子アナウン
サーとのかけ合いで、大使の活動やスダチの魅力、「ザす
だち」飲料のプレゼント紹介などをおこないました。
　また、「スダチを食べよう！とくしま鍋クッキング」の
コーナーでは、すだち大使が徳島県産野菜を使った「れ
んこん団子のすだち鍋」をスタジオで調理し、ゲストの三
好市観光大使で演歌歌手の北山たけしさん、三好市観
光協会の太田由美さん、
美波町乙姫大使の南里
沙さん平野優理さんを
はじめスタジオ内の方々
に食べていただき「とて
も美味しい」と大変ご好
評をいただきました。
　この放送を通じて、中
四国の多くのリスナーに
徳島県産野菜やスダチの
魅力をたっぷり伝えるこ
とができました。

～すだち大使が徳島県産スダチをPR～

JRT四国放送ラジオで
中四国ライブネット
徳島発「コロナに負けるな！
観光大使大集合」に出演

力走する園芸販売課の祖川昌也職員（後ろの選手）

大好評！「れんこん団子のすだち鍋」 スタジオの様子

スダチの魅力などについて紹介するすだち大使

「コロナに負けるな！観光大使大集合」の出演者
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水稲用一発肥料の環境対策
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対策 1

対策 2
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被覆肥料の殻の
流出防止対策動画

You Tube にて
対策動画を公開しています

のポイントのポイント対 策 
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「ＪＡ全農とくしま情報」に
関するお問い合わせ先
本紙「ＪＡ全農とくしま情報」の購読料・配送料は
無料です。送付先の氏名・住所変更や、
送付の停止につきましては、
ＪＡ全農とくしま企画管理課広報室
（電話 088-634-2462）
までご連絡ください。https://www.zennoh.or.jp/tm/

全農グループ経営理念

JAタウン
｢新鮮大好き徳島｣

JA全農とくしま
YouTubeチャンネル

JA全農とくしま
Instagram

JA全農とくしま
クックパッド

JA全農とくしま
ホームページ

お問い合わせは最寄のJAへ


