2020年度採用 JAしおのや職員を募集します
1．採用予定者……………10名程度（高卒含む）
2．応募資格………………短大（専門学校含む）
・大学卒業見込みまたは卒業者
※原則：昭和59年4月2日以降に生まれた者
3．募集職種・求める人材…総合職（営業業務含む）
JAしおのや行動理念にあるように、
「あいさつ」は基本であり、
組合員・地域へのサー

ＪＡしおのや
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ビス業務がメインとなりますので、責任感があり、
自身で考え行動が出来る人、元気
で明るく、
コミュニケーションが出来る人材を求めています。
4．採用試験の内容………（1）筆記試験

次の科目について、県下一斉に統一的に実施します。
総合問題（倫理・時事・一般教養）、
小論文、適性検査

（2）個人面接

冬号

筆記合格者に対しては、後日当JAにおいて面接試験を行います。

5．筆記試験日時（統一採用試験実施予定）…

や
おの
ＪＡし

2019年4月25日（木）

○
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午前9時50分から
（受付は午前9時15分から）

○
○○

○

○○

○○

6．筆記試験会場…………JA栃木教育センター 宇都宮市平出工業団地9番25 TEL:028-616-8560

今が旬のウドを食べよう！
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｛特集｝

平成最後の運だめし
春はウドを食べよう
キャンペーン

7．出願手続………………（1）提出書類：履歴書（自筆による）
・
・
・1通

応募期間
2019．
2．
22（金）〜2019．
3．
31（日）

成績証明書・
・
・1通
卒業見込証明書または卒業証明書・
・
・1通
写真（1枚は必ず履歴書に貼付すること）
・
・
・2枚
※写真は、最近3ヵ月以内に撮影したもので、大きさは縦4㎝横3㎝とする。
写真の裏面には必ず撮影年月日、氏名を記載すること。

「ひだまり」
を読んでウド2㎏を手に入れよう
応募方法

※現住所と帰省先住所が異なる場合は、
どちらも記入をし、受験票等送付先住
所を指定ください。
※提出いただきました採用に関わる書類は、返却いたしません。
（2）願書締切日
（当JAへ必着日）上記（1）
書類を提出する事で願書提出となります。

ハガキの場合
●応募券をハガキに貼り付け、必要事
項を明記の上、
下記宛先まで郵送。

2019年4月17日（水）
（3）願書提出先および問い合わせ先
〒329−1312 さくら市桜野1670番地2
塩野谷農業協同組合（JAしおのや） 企画管理部

人事教育課

（TEL：028−681−7555）担当：人事教育課長
8．試験案内通知…………筆記試験および面接の詳細については、後日、当JAから直接本人に通知いたします。
※高校卒業予定者または卒業者の募集については、広報誌7月号に掲載します。
※今年度より応募資格の要件が変更になりました。

【必要事項】郵便番号・住所・氏名・連絡先・農業の魅力や生産者への応援メッセージ
【応 募 先】
ハガキの場合：
〒329-1312 さくら市桜野1670-2
JAしおのや 企画広報課 平成最後の運だめし事務局
E-mailの場合：JAしおのや代表メール「info@ja-shionoya.or.jp」
※FacebookやInstagramでも応募を受け付けております。詳しくは、各SNSをご覧ください。

JAグループ栃木 合同就職説明会

キリトリ線

#平成最後の運だめし

JAグループ栃木では、下記の通り合同就職説明会を開催します。JAの仕事や農
業に関心のある皆さんのご参加をお待ちしています！
開 催 日 時：2019年3月13日
（水）

応募券

午前の部 10:15〜（ 9 :45〜受付）
午後の部 13:15〜（12:45〜受付）
会
場：マロニエプラザ
（宇都宮市元今泉6-1-37）
参加予定団体：
県内JA、
JA栃木中央会 、
農林中央金庫宇都宮支店、
JA全農とちぎ、JA共済連栃木、酪農とちぎ、
(株)JAエルサポート、
（株）
JAグリーン
【ご案内】
1．午前の部、
午後の部の2回実施します。
2．
ブース訪問は、希望する団体において個別の説明を
聞いていただきます（午前・午後とも30分×3回）
。

ＪＡしおのや
農産物直売所さくら

独

数

2月23日（土） 午前9時〜
場所：元気あっぷむら（高根沢町上柏崎 588-1）
内容：JA しおのや産農産物の試食・配布など

Q

〔賞 品〕
正解者の中から
抽選で10名の方に
「図書カード1,000円分」を
プレゼント！

農産物直売所さくら

ＪＡしおのやは地域の皆さんのサポーターです
ＪＡは、農家でなくても、誰でも利用できます。お金を貯めたい、
借りたい、野菜作りをしたい、などいつでもご相談ください。

〈クイズの応募方法〉

タイトル「ひだまり」は、日の光が差して暖かいひだまりのように、みんなが集まり、いつも温かい心でふれあいたい…。そんな願いから生まれました。JAしおのやは「ひだまり」を通して、地域の皆さまに温かい心とやすらぎをお届けします！

貯金、ローンについて
金融共済部
金融課

たくさんのご応募お待ちしております。
「数独」に応募いただいた個人情報は、当選者への賞品発送以外の目的
※「数独」
は㈱ニコリの登録商標です。 には使用いたしません。
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﹃生きることには意味がある﹄

り

い

氏家小学校 ５年

むら かみ

村上 凛維奈

最近︑﹃自分は︑
いろんな人に支えられて

生きているんだな﹄と感じている︒

お父さんやお母さん

おじいちゃんやおばあちゃん

近所の人や︑交通パトロールの方々

いつも見守られている︒

自分の一つ一つの行動だってそう︒

横断歩道で止まることだって

明日はどんな一日なのか知りたいから

安全確認するんだよね︒

﹃生きたい！﹄

気持ちが強いからなんだよ︒

人生とは︑いろんな事に挑戦して失敗する︒

時には︑
選択肢をまちがえて︑

道からそれてしまうことだってある︒

それが︑
自分で決めた
﹃道﹄

そんな人生︑楽しいよね︒

命は一つしかないけれど︑

﹃生きたい！﹄
と思っている気持ちは︑

それ以上に深い︑
神秘的なものなんだよ︒

2代目ひだまりちゃんとゴマメ

答えがわかった方は、はがきに必要事
項を明記の上、
ご応募ください。

62

②郵便
番号
氏名、年 、住所、
齢
や
職業、電 、
の
話番号
ＪＡしお 報課
企画広
」係 ③「ひだまり
「数独
感想・意 」へ の
見
2

70−
桜野16
さくら市

お名前などが抜けていると
発送ができませんので、全
ての項目が記入されている
か今一度ご確認の上、ご郵
送ください。

〒329−1312

☎028-681-7552

共済について

締切日

金融共済部
契約課

2019年3月31日（日）
当日消印有効

☎028-681-7553

園芸作物の相談について
前号『ひだまりNo.57』の「数独」の答えは、
「14」でした。

営農部
園芸課

たくさんのご応募

応募総数 122通 ありがとうございました。
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☎028-681-7554

タイムリーな情報をアップ！
JAしおのやでは、FacebookとInstagramを更新しています。
皆様のフォロー&いいね！お待ちしております！

企画管理部企画広報課

栃木県さくら市桜野1670−2

Facebook

Instagram

「jashionoya」
で検索

「ja̲shionoya」
で検索

☎028−681−7551
E-mail: info@ja-shionoya.or.jp
HP: https://www.ja-shionoya.or.jp/

お客様感謝祭

3月23日（土） 午前9時〜
場所：農産物直売所さくら（さくら市桜野 1581）
内容：1,000 円以上お買い上げでお楽しみ抽選会など

ルール
（1）空いているマスに、1から9までの数字のどれか
を入れます。
（2）
タテ列（9列）、ヨコ列（9列）、太線で囲まれた
3×3のブロック
（それぞれ9マスあるブロックが9
つ）
のいずれにも1から9までの数字が1つずつ
入ります。

①答え

お客様感謝祭

園芸連絡協議会 PRイベント

問い合わせ先：JAしおのや人事教育課（TEL：028-681-7555）

答え

イベント情報

2月23日（土） 午前9時〜
場所：農産物直売所さくら（さくら市桜野 1581）
内容：1,000 円以上お買い上げでお楽しみ抽選会など

マイナビ2020「JAグループ栃木」から事前予約または当日参加可！

二重枠に入った
数字の合計はいくつ？

E-mailの場合
●必要事項を明記の上、下記アドレス
まで送信。

JAしおのや
イメージキャラクター
「しおのん」

直売所について
営農部
営農企画課

☎028-681-7554

組合員出資について
企画管理部
総務課

☎028-681-7555

誌面について
企画管理部
企画広報課

☎028-681-7551

ＪＡしおのや直売所 おすすめ商品
イチゴ

農家おすすめ

特集 丸ごと食べられる

作って
みよう
！

香り豊かな春の贈り物

今が旬のウドを食べよう！
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シャキシャキした食感と、ほろ苦さ、爽やかな香りが特徴のウド。JAしおのや管内でも1月下旬
シャキシャキした食
た食感と、ほろ苦さ、爽やかな香りが特徴のウド。JAしおのや管内でも1月下旬

ウドとピーマンの
味噌バターキンピラ

から出荷が始まり、現在最盛期を迎えています。ウドを食べて、春の訪れを感じませんか?

丸ごと食べよう

捨てるところが無い︑と言わ

栄養素や効能

香りや苦みが苦手な人も多いウ

れるウド︒一般的に︑皮を厚く

軟白ウドと緑化ウド

ドですが︑体に良い効果をもたら

10

ウドは︑北海道から九州まで広

く分布している春の山菜の一つ︒

漬けてアク抜きします︒定番料

剥いてからすぐ酢水に 分ほど

％が水分で︑100グ

す食材です︒

全体の
94

東京︑茨城︑栃木などで栽培され

ています︒

20

理﹁酢みそ和え﹂は︑アクが気

裏面へ

カロリー以下と低カ

●高齢者福祉事業として、デイサービスの
運営や声掛け訪問などを実施しています。

ラム当たり

しおのや産のウドが当
たるキャンペーンを実
施しています。ひだまり
裏表紙のinformation
をご覧ください！

﹁軟白ウド﹂と﹁緑化ウド﹂が

ウド2kgを10名様にプレゼント！

初心者歓迎！

茹でる時は︑さっと火を通す

●組合員の営農支援、経営指導をしていま
す。また、予約申し込みによる低コスト肥
料の推進拡大を実施しています。

JAしおのや
稲澤 高明 組合長

く丸ごと食べましょう︒

●新規就農希望者を対象に、農業の実務研修
を行っています。これまで約25人の研修
生が就農。現在、7期生を募集中です。詳し
くはHPをご覧ください。

JAしおのやうど部会

●皆様の暮らしを豊かにする「くらしの活
動」を展開。2018年度は、収穫した野菜で
ピザ作り、寄せ植え教室、デコ巻き寿司作
りなどを実施しました。

JAしおのやうど部会は︑

●県や各市町、関係機関と連携し、農地の集
積、露地作物の新規栽培者推進をしていま
す。

﹁山ウド﹂を ハ ウ ス 栽 培 し ︑ 1

●安定した販売のため、販売ロットの拡大
による共計販売を実施するなど、JAしお
のや産の農産物をブランド化できるよう
努めています。

12

月〜3月に出荷しています︒

地域の活性化のために

好きです。
季節ものなので是非、食
べて春を感じてください。

名

農業生産の拡大のために

私はキンピラにするのが

現在︑矢板・氏家地区の

しおのやのおいしいウド。

しおのん

農業者の所得増大のために

の部会員が6㌶で栽培していま

当JAは、農業者の所得増大・農業生産の拡大・地域の活性化に向けて様々な事業に取り組んでいます。
本誌を通じて地域の皆さまに「食」と「農」に興味を持ってもらい、JAの取り組みについても理解を深め
ていただけたら幸いです。
今回は、それぞれの事業についての取り組みを一部紹介いたします。

す︒品種は︑育てやすくて重量

JAしおのや topics

のある﹁栃木芳香2号﹂︒20

営業時間 9:00〜18:00
（11月〜4月）
定 休 日 第2・4火曜日

19年は9200ケース︵1㌜

ウドは捨てるところがない食
材。ピーマンは、種に栄養たっ
ぷり。無駄なく調理しておい
しく食べましょう！

2㌔︶の出荷を見込みます︒

メモ

県内や東京方面に出荷する他︑

9:00〜17:00

にならないなら生でも食べられ

農産物直売所
高根沢町上柏崎588-1
☎028-676-1515

JA管内の直売所にも多くの生

営業時間

ロリー︒ウドに含まれるカリウム

元気あっぷむら

JA

8:30〜17:00

ありますが︑軟白ウドは温度管理

乾燥・日に当たるのを避け
るように、新聞紙などで包み、
冷蔵庫の野菜室か冷暗所へ。す
ぐ食べない場合は固めに下茹
でして冷凍か酢漬けを！

JA
船生ライスセンター

営業時間

ます︒

保存方法

産者が出荷しています︒

高根沢町光陽台1-9-3
☎028-680-1910
宝積寺
バイパ
ス

塩谷町船生3733-1
☎0287-41-6002

たんたんプラザ光陽台

は︑高血圧予防やむくみ防止に効

道の駅湧水の郷しおや
農産物直売所

8:30〜16:30
（11〜2月）
8:00〜17:00
（3〜10月）

された暗所で栽培されたもの︒茎

9:00〜18:00

果あり︒また︑ウドのアクには抗

営業時間
営業時間

が葉の近くまで白く︑皮が柔らか

イオン
ビック
カンセキ エクストラ
とりせん

程度︒少し酢を入れておくと綺

ヤマダ
電機

コジマ

酸化作用があり︑老化防止にも︒

4

JAしおのや
本店

くアクが少ないのが特徴です︒緑

氏家

市役所

麗な色に仕上がります︒

氏家小

さくら市
総合公園

疲労感の軽減につながるアスパラ

さくら
清修高校

化ウドは﹁山ウド﹂と呼ばれるこ

農産物直売所
さくら

さくら
警察署

香りやほろ苦さが際立つ穂先

JR東北本線

N

ギン酸も含みますので︑最近疲れ

塩谷町上平7052
☎0287-46-0477

さくら市桜野1581
☎028-682-0090

材料（3〜4 人分）…ウド 1 本・ピーマン 2 個・
バター 大さじ 1・味噌 大さじ 1・
酒 大さじ 1・塩 小さじ 1/5 程度
①ウドは皮ごと、ピーマンはヘタごと種ごと使う。
②ウドは皮の汚れている部分だけ取り除き、斜め薄切りにして
から細切り。ピーマンは縦半分に切って細切りにする。
③フライパンに 2 とバターを入れ、しんなりするまで炒める。
④味噌、酒、塩を入れ、水分がなくなるまで炒める。

ともありますが︑天然の山ウドと

農産物直売所さくら ふれあいの里しおや
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気味の方は是非摂取してみてくだ

白たまり漬けの素

違い︑軟白しないで育てられたも

まっすぐと伸びハリがあ
り、産毛が密に生えている
もの。穂先が開いてなく
枝葉が多いもの。

さい︒

選び方

の︒葉が緑色で︑風味や香りが良

いのが特徴です︒

甘酒
の
じ
う
米こ

ほとんど農薬を使わず栽
培しています。キンピラや
天 ぷ ら 、生 の まま マ ヨ
ネーズ味噌で食べるなど
がオススメです！

JAしおのやうど部会
中里 正夫さん 喜美子さん

ウドを使った料理教室&お米2品種食べ比べ
開催日時 ：2019年3月9日（土） 午前10時〜12時頃まで
募集人数 ：12人（4人1テーブルでの作業となります）
JA管内（矢板市・塩谷町・さくら市・高根沢町）にお住まいの方なら誰でも ※小学生以上
集合場所 ：JAしおのや食材センター（さくら市狹間田1714）
講
師 ：食材センター管理栄養士
参加料金 ：1人300円（当日徴収）
内
容 ：・肉巻き・サラダ・キンピラの調理・試食 ・米の食べ比べ
・お土産にウドをプレゼント！ ・部会員による栽培説明 他
申込み先 ：企画管理部企画広報課 ☎028−681−7551
info@ja-shionoya.or.jp
※大人1人分の参加料金で小学生1人まで同行可能ですが、ウド料理の試食・お土産は1人分となります。
2人分必要な方は2人分でお申し込みください。

