Information

理事会だより
第7回定例理事会が10月28日、本所で開か
れ、下記の議案が承認されました。

附議事項
1. 令和３年９月末事業実績検討
2. ＪＡ庄内みどりローンセンター設置工
事に伴う固定資産取得
3. 旧本楯支店事務所解体工事
4. 山形県農業信用基金協会への増資
5. 出資金の減口
6. 不良債権買取機構への債権譲渡申込
7. 資産査定要領の一部変更
8. 資産の償却・引当基準の一部変更
9. 令和３年度東部選果場屋根改修工事に
伴う固定資産取得
10. ＪＡ庄内みどり施設園芸拡大支援事業
の実施ならびに取扱要領の設定

お知らせ

令和３年産新米キャンペーン実施中！
お米専門店「こめ蔵」では、令和３年産新米キャンペーンを好評
実施中です。期間中は何回でも利用でき、「こめ蔵」で取り扱う銘
柄での組み合わせは自由です。贈答用やご自宅用に、ぜひご利用く
ださい。
●期
間 令和3年12月30日（木）発送分まで
●特
典 1カ所で10㎏以上発送の場合、送料を全国一律400円（税込）
でお届け。（沖縄は除く。10㎏未満は送料が発生します）
★年間予約発送も承り中！★
令和3年11月〜令和4年9月までの間。1カ所へ10㎏以上、年4回以
上の定期発送をお申込みいただいた場合、全国送料400円（沖縄は
除く）で発送します。
※上記送料は1回の送付が10㎏以上20㎏以内の場合です。20㎏を超
える場合は分けての送付となり、400円×個数分の総量となります。
●お申込み・お問合せ お米専門店「こめ蔵」
☎0120-24-9869（フリーダイヤル）
FAX
26-6736

「一升餅だよ〜！すくすく赤ちゃん大集合」

イベント中止のお知らせ

例年11月に当ＪＡ共済部・生活特産
課の主催で「一升餅だよ〜！すくすく
赤ちゃん大集合」を開催してきました
が、昨年に引き続き新型コロナウイル
スの感染が懸念されるため中止するこ
ととなりました。開催を心待ちにして
いたご家族の皆さまにはご理解とご了
承のほどよろしくお願い申し上げます。

表紙のソバ収穫を撮影した日は、暖かく
爽やかな日で絶好の作業日和でした。撮影
場所は斜面一面にソバの圃場があり、下か
ら見ても素晴らしい景色ですが、傾斜がきつ
く近くで見ているとコンバインが落ちてしまうの
ではないかとどきどきしながら撮影しました。私
は蕎麦が大好きなので、美味しい新蕎麦の
ことを考えると、
わくわくする気持ちもあり、
とて
も楽しく撮影させていただきました。 （祥）
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①メダカもタイもサメもこれ
③みそ汁によく入れる海藻といえば
⑤水面に糸を垂らして楽しみます
⑥紙幣や硬貨を入れます
⑦鶴は千年、亀は――
⑨バナナの木は、本当は木でなくて――
なのだとか
⑪鳥が羽ばたかせるもの
⑬林より木が1本多い
⑮葉が黄色く色づく街路樹
⑰――がびょうぶに上手に――の絵を描いた
⑲だんだん深まって冬に向かいます
⑳11月3日は――の日。国民の祝日です
㉑画家・ムンクの代表的な作品

タイイクサイ

フラワーアレンジ教室
●日
●場

時
所

●参 加 費
●持 ち 物
●内

容

●お申込み

12 月 4 日（土）13:30 〜 16:00 まで（13:10 より受付）
庄内ＪＡビル 512 会議室（5 階）
酒田市山居町 2 丁目 3 番 8 号
１人につき 1,000 円（花材代）※当日徴収します。
ハサミ（ない方は貸し出しますが、数に限りがあるため、
参加者の方はできる限りご持参ください）
フラワーアレンジの作成
講師：「みうら生花店」三浦淳志 氏
11 月 26 日（金）まで
ＪＡ全農山形 園芸庄内推進室（担当：風間）
☎26-5253 FAX 23-7731
※申込期限前に定員に達した場合は、その時点で申込
を終了させいただきます。お早めにお申込みください。
新型コロナウイルス感染拡大により、開催を中止する
場合があります。

令和4年度

①別名は甘藷（かんしょ）。大学芋の材
料です
②せき止めに良いといわれるバラ科の果実
③エックスとゼットの間
④――はあざなえる縄のごとし
⑥酢、しょうゆ、みりんを合わせて作ります
⑧おでこに手を当てて測ることも
⑩搾り汁から黒糖が作られます
⑫海の――、山の――をふんだんに
使ったごちそう
⑭プレゼントに掛けて結びます
⑯東の空が明るくなってくるころ
⑱さなぎや幼虫から成虫になること

【10月号答え】

集

●そ の 他

特集ページに掲載しました、年金友の会
ゲートボール大会で１ゲームだけ、
私も飛び入
り参加させていただきました。
１つ目のゲートを
突破することも本当に難しかったんですが、
入った時のうれしさは大きく、
プレー中にガッツ
ポーズをして喜んでしまいました
（笑）
ルールや
戦略はまだ熟知していませんが、癖になるス
ポーツでした。
また皆さんとプレーする機会が
あればうれしいです！
（美桜）

【ヨコのカギ】

【タテのカギ】

新規採用職員 【追加募集】

●主な職務内容（JA 事業全般）
J A事業全般（総合職）営農販売、購買、信用、共済事業など
●応募資格
（１）令和 4 年 3 月大学・短期大学を卒業見込みの方か、既に大学・短期
大学を卒業した昭和 62 年 4 月 2 日以降に生まれた方（満３４歳まで）
（２）令和 4 年 3 月高校・専修学校を卒業見込みの方か、既に高校・専修
学校を卒業した平成 3 年 4 月 2 日以降に生まれた方（満３０歳まで）
（３）
自宅より通勤可能な方。
●採用予定人数 若干名
●試験内容
1 次試験：総合適性検査（能力検査、性格検査）・小論文
2 次試験：面接（1 次試験の合格者）
●応募期間および試験日程
令和 3 年 11 月 1 日
（月）
〜 11 月 22 日
（月）締切日必着
1 次試験は 11 月 26 日
（金）
●試験会場 J A 庄内みどり 本所
●応募書類 当JAのホームページ採用情報または下記問合せ先へご連絡願います。
●お問合せ 人事教育課☎２６-５５６１

正解者の中から抽選で5名様
に「丸もち・チビちゃん丸もち
セット」をプレゼント！
【締切】11月22日㈪当日消印有効
【応募方法・あて先】

ヒント
！
鮮やかで豪華な花を
咲かせます

①答え
②今月号で良かっ
た記事
③ご意見・ご要望
④おたよりコーナー
へひと言
⑤住所、
氏名、年齢
電話番号

【当選者発表】
堀・J さん（本楯）
前田・S さん（東平田）
藤原・H さん（西遊佐）
池田・C さん（八幡）
野口・M さん（北部）

〒998-8510
JA庄内みどり
広報クイズ係行

募

二重マスの文字をＡ〜Eの順に並べてできる言葉は何でしょうか？

【e-mail応募アドレス】
kouhou@ja.midorinet.or.jp
お送りいただいた個人情報は当誌の編集以外には
使用しません

第42回

えみ

笑味ちゃん
ⓒよい食P

女性部オリジナル

お米を食べよう！レシピ

秋、
抱っこおにぎり
（西荒瀬支部）
材料
・うるち米…３合
・もち米…１合
・水…４合分
（だし、
塩は適量）
・くり…500ｇ
・のり、
銀杏、
ニンジン、
しめじ、
ゴマ

芋餅（本楯支部）
作り方
材料

作り方
①くりをおに皮、しぶ皮ともむいておきます。
②うるち米ともち米を混ぜてといでおきます。
③①と②を合わせて、だし、塩を加えて水を加えたら炊きます。
④炊き上がったらおにぎりの形を形成し、のりを巻きます。抱っこ
するように銀杏、ニンジン、しめじを飾って、ゴマで目を付けた
ら完成です。

・ジャガイモ…400ｇ
・米粉…100ｇ
・砂糖…大さじ1
・サラダ油…１L
・むきエビ…１０ｇ
・枝豆…１０ｇ

①ジャガイモはゆでてお
きます。
②むきエビは粗く刻み、
枝豆はさやから外して
おきます。
③①に米粉を混ぜます。
④③に②を入れ小判型に
まとめ、中央を少しく
ぼませたら油で揚げて
完成です！

レシピのバックナンバーは当ＪＡホームページでご覧いただけます。
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