令和元年度

プロのインストラクターがかんたんで効果的な運動法をレクチャーします！！

『カラダのお悩みスッキリレッスン！』
ＪＡしおのや
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｛特集｝

夏号

今が旬！
「タンタンえだまめ」

1．採用予定者……………若干名
2．応募資格………………高校卒業見込者または卒業者 ※原則：昭和59年4月2日以降に生まれた者
3．募集職種………………総合職（全職員で営業業務を実施）
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（国語、数学、
英語、一般常識、時事等）
・作文・適性検査
（2）面接試験 筆記試験合格者に対して実施

開催日時：令和元年7月26日（金）
午後2時〜午後4時（午後1時30分より受付）
開催場所：JAしおのや交流館
（さくら市桜野1581 農産物直売所さくら敷地内）
講
師：日本体操研究所 健康運動指導士
ひら おか
りょう いち
プロフェッショナル体操インストラクター 平岡 亮一 様
内
容： 実感！カラダの状態チェック！
改善！カラダのお悩みスッキリレッスン！
募集人数：40名程度（定員になり次第締め切り）
参加資格：矢板市、塩谷町、さくら市、高根沢町に
お住まいの運動制限のない方
参 加 費：無料

5．筆記試験日時…………令和元年9月20日
（金）午前9時50分〜（受付は午前9時15分から）
6．筆記試験会場（予定）…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
7．出願手続………………（1）提出書類：履歴書（自筆による）
・
・
・1通 / 調査書・
・
・1通
写真（1枚は必ず履歴書に貼付すること）
・
・
・2枚
※最近3ヵ月以内に撮影したもので、大きさは縦4㎝横3㎝。
裏面には必ず撮影年月日、氏名を記載ください。
※合格内定者には健康診断書を提出していただきます。
（2）願書締切日
（当JAへ必着日）…令和元年9月12日
（木）
（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：赤羽勇人
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します。

★こんな方におススメ★
運動不足や肩こり、
腰痛などの悩みがある方！
プロのインストラクターと一緒にたのしくカラダを動かしたい方！

≪待遇や就業時間、休日等の詳細については、ホームページをご覧ください≫

【参加申込・お問合わせ先】
JAしおのや 総務課まで TEL：028-681-7555 FAX：028-682-3222

1DAYインターンシップを開催します！！

・安全な
ＪＡしおのやサマーキャンペーン Ｊ大切な資金の運用は安心
Ａにお任せください
令和 7
6
令和初！定期貯金 令和
元年
元年
3
31
（月）

（水）

キャンペーン内容 新たな資金で20万円以上定期貯金をご契約頂いた個人のお客様に限ります。
ご契約頂いた方に先着でカワイイ
「よりぞう」
「ちょリス」
のいずれかのグッズをプレゼント！！
※プレゼントはお一人様1点（1回限り）
とさせて頂きます。
※よりぞう・ちょリスグッズは商品が無くなり次第終了と
なりますのでご了承ください。
C よりぞう

タオル

ちょリスグッズ
●貯金種類：スーパー定期貯金（単利型）
●お預入期間：1年もの（自動継続に限ります） 〈詳しくは窓口・信用渉外担当者へ〉
●お預入方式：総合口座及び通帳式
矢板支店 0287-44-2311
片岡支店
0287-48-1141
●適用金利：年0.05％（税引後年0.039％）
塩谷支店 0287-45-1103
氏家支店
028-682-2921
※適用金利は、下記8項目のうち1項目以上該当するお客様に限ります。 高根沢支店 028-676-0232 阿久津支店 028-675-0038
お菓子

ご利用条件

日
時：令和元年8月7日
（水） 午前9時から午後3時 終了予定
（受付：午前8時45分から）
対 象 者： JAしおのやに就職を希望する学生（2020年3月卒業見込者、2021年3月卒業見込者）
JAしおのやに興味がある学生
（現住所、帰省先住所が栃木県内の方）
場
所：塩野谷農業協同組合 本店
内
容：事業所見学や業務体験、
グループワークなど ※内容は業務等の都合により変更になる
場合があります。参加者への報酬、
交通費はありません。昼食はJAで用意します。
募集期間：令和元年8月1日まで
Eメール応募時
応募方法：塩野谷農業協同組合 人事教育課 TEL：028−681−7555
件名
Eメール：jinji1@ja-shionoya.or.jp
「JAしおのや
インターンシップ応募」
お問い合わせ先：塩野谷農業協同組合 企画管理部人事教育課
と明記ください。
TEL：028−681−7555 FAX：028−682−3222

ＪＡしおのや
自動車夏季展示会

喜連川支店 028-686-2042
①JAカード新規申込者及び既契約者 ②給与振込新規及び既契約者 ③各種JAローン契約者
④農産物代金振込 ⑤公共料金口座振替契約者 ⑥ネットバンク新規及び既契約者 ⑦定期積金新規及び既契約者 ⑧年金受給者

イベント情報

7月20日
（土）〜21日
（日） 開催時間：午前9時〜午後3時
場所：矢板地区自動車センター（矢板市本町126）
喜連川地区自動車センター
（さくら市喜連川1696）
内容：各メーカー車種の自動車を展示・販売

親子でつくろう！おにぎり＆楽しい工作

第2回しおのん『ちゃぐりん』フェスタ 参加者募集！

パワフルアグリフェア
7月20日
（土）〜21日
（日） 場所：みずほの自然の森公園
開催時間：午前9時〜午後3時
内容：農業機械メーカー各社による最新農業機械の展示・試乗をはじめ、
とち
ぎの農畜産物の販売なども行います。

年金相談会
・7月7日（日） 場所：喜連川支店
・7月21日（日） 場所：塩谷支店
開催時間：午前9時〜午後3時
内容：社会保険労務士の先生が相談承ります。予約優先となりますのでご予約ください。

休日ローン相談会 毎月第2日曜日 午前9時〜午後4時
開催店舗：・矢板支店（☎0287−44−2311） ・氏家支店（☎028−682−2921）
・阿久津支店（☎028−675−0038）
内容：住宅、
車、
教育、農業資金などさまざまなローンの相談を承ります。

Q

独

数

開催日時：令和元年7月28日（日）
参加
午前9時〜12時半頃（予定）
無料
場
所：JAしおのや交流館
内
容：栃木県産のお米を使ったおにぎり作り・試食
簡単で楽しい工作 など
募集人数：親子30組（矢板市・塩谷町・さくら市・高根沢町在住の方）
申し込み方法：7月8日（月）までに生活課（028-681-7557）
へ電話または、
メール（info@ja-shionoya.or.jp）
へ、保護者の氏名・年齢・
住所・電話番号・お子様の氏名・年齢を記入し、申込みください。
名簿は傷害共済加入および当日の受付時に使用します。
主
催：JAしおのや女性会

二重枠に入った
数字の合計はいくつ？

新入職員（高卒）募集中！

〔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！

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。

※商品のデザイン・仕様・機種
等は変更となる場合がござい
ますので、あらかじめご了承
ください。

〈クイズの応募方法〉

さらに

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。

答え

たくさんのご応募お待ちしております。

①答え

62

②郵便
番号
氏名、年 、住所、
齢
職業、電 、
のや
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
70−2
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。

※数に限りが あります の で、
ご希望賞品をお選びいた
だけない場合があります。
※賞品がなくなり次第、終了
いたします。
※JA の共済窓口またはライ
フアドバイザーにお見積も
りをご依頼いただいた方を
対象とします。

ＪＡしおのやは地域の皆さんのサポーターです

締切日

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。

2019年7月31日（水）

貯金、ローンについて

当日消印有効

金融共済部
金融課

19通

金融共済部
共済課

ご応募
ありがとうございました。

せり な

芹奈

発行／JAしおのや
〒329−1312

☎028-681-7553

営農部
園芸課

☎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

E-mail: info@ja-shionoya.or.jp
HP: https://www.ja-shionoya.or.jp/

JAしおのや
イメージキャラクター
「しおのん」

「jashionoya」
で検索

「ja̲shionoya」
で検索

☎028-681-7554
組合員出資について

企画管理部
総務課

園芸作物の相談について

【お詫びと訂正】前号「ひだまりVol.58」の「数独」を誤って、クロスワードを掲載してしまいました。楽しみにしてい
た方々には、
ご迷惑をおかけいたしまして大変申し訳ありませんでした。

Vol. 59 2019年6月22日発行

直売所について
営農部
営農企画課

共済について

前号『ひだまりVol.58』の「数独」の答えは、
「9」でした。

応募総数

☎028-681-7552

☎028−681−7551

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！

先着4,000名様に

「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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﹃あじさい﹄
こ いけ

小池

喜連川小学校 4年

あじさいに︑
雨がふった

ほうせきみたいに光っている

カエルもカタツムリも

みんなでてきてびっくりしている

わたしもびっくり

6月がそろそろ終わりで

あじさいがかれそうだ

かなしいけれど

来年もみせて

ほうせきみたいなあじさいを

2代目ひだまりちゃんとゴマメ

お見積りいただいた

1 、2
どちらか1つ
プレゼント！

☎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

農家おすすめ

作って
みよう
！

栃木県唯一のエダマメ産地

ナス

今が旬！「タンタンえだまめ」
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大
大粒で甘みがあり、色鮮やかな緑色が特徴のエダマメ。
粒で甘みがあり、色鮮やかな緑色が特徴のエダマメ。

チーズ枝豆もち

ＪＡしおのや管内でも５月下旬から出荷が始まり、７月上旬から最盛期を迎えます。
ＪＡしおのや管内でも５月下旬から出荷が始まり、７月上旬から最盛期を迎えます。
夕
飯の一品にいかがでしょうか。
夕飯の一品にいかがでしょうか。

選び方

梅

さやがふっくらとしているも
ので、
粒の大きさに偏りがない
ものを選びましょう。産毛が
びっしりと付いていて、産毛
が立っているものが新
鮮です。
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トウモロコシ
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道の駅

農産物直売所 ふれあいの里
たんたんプラザ
湧水の郷しおや
さくら
しおや
光陽台
農産物直売所
さくら市桜野1581
☎028-682-0090

そもそもエダマメって？
続き︑計 ㌧の出荷を予定して

い ま す︒主 な 栽 培 品 種 は︑
﹁湯

あ が り 娘﹂や﹁福 だ る ま﹂︒特

に７月頃から出荷が始まる﹁湯

（注１）天候、生育状況により収穫内容が変わる可能性があります。
（注２）暑さ対策（飲み水・涼しい恰好など）をお願い致します。

エダマメは未成熟な大豆を収

きです。夏の思い出にどうぞ！

あがり娘﹂は香りがよく︑甘味

「タンタンえだまめ」のお土産付

穫 し た も の で す︒﹁畑 の 肉﹂と

モ ロ コ シ」は お 持 ち 帰 りで き 、

もあり絶品です︒

収穫しませんか？収穫した「トウ

いわれるほど高い栄養価が特徴

●高齢者福祉事業として、デイサービスを
運営しています。コミュニケーションロ
ボ「パルロ」を導入し、利用者の生活機能
改善や介護担当職員の負担軽減などにつ
なげています。

安心安全なエダマメ作り

味しいトウモロコシを自分の手で

です︒

ＪＡしおのや枝豆部会の部会

年前にエダマメの栽

長を務める高根沢町の齋藤誠治

さんは︑

回は「トウモロコシ」。新鮮で美

開催日時：令和元年７月22日（月）午前9時から（1時間程度）※雨天決行
募集人数：１０組（１組１人〜２人程度）※５歳以上
※募集人数に達し次第、受付終了。定員になった際は
ＪＡのホームページでお知らせ致します。
集合場所：ＪＡしおのや交流館（さくら市桜野１５８１）
参加料金：１組５００円（体験料）
服
装：汚れていい恰好、靴、帽子
申込み先：企画管理部 企画広報課 ☎０２８−６８１−７５５１

一般的なエダマメは︑産毛が

白い白毛種ですが︑最近では地

方在来品種の茶豆や黒豆も流通

するようになり︑独特のうまみ

培を始めました︒現在は１㌶で

朝から収穫したエダマメを機械

が人気を集めています︒

良質なたんぱくを含み︑糖質

でさやを取り︑洗った後選別作

主に﹁湯あがり娘﹂
﹁ゆかた娘﹂

をエネルギーに変え︑新陳代謝

業を行います︒選別は病害や傷

﹁雪 音﹂を 栽 培 し て い ま す︒早

を高めるビタミンＢ１が豊富で

などに気をつけ︑品質が良いエ

栄養価や効能

す︒鉄︑葉酸︑
ビタミンＣを含み︑

ダマメだけを出荷します︒

齋藤部会長は﹁安心安全な美

貧血の予防に役立ちます︒食物

繊維︑大豆サポニン︑レシチン

15

夏の思い出に！収穫体験開催決定！
今年も収穫体験を行います。今

●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。

味しいエダマメを家族みんなで

●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36人の研修生
がJA管内で就農しました。4月から7期生6
人を受け入れています。

などの成分は︑数々の生活習慣

●皆様の暮らしを豊かにする「くらしの活
動」を展開。3月には、ウドの料理教室を実
施。今後もニーズに応じた内容で実施し
てまいります。

食べてください﹂と呼び掛けま

●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。

病の予防にも効果的です︒

す！

●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。

タンタンえだまめって？

地域の活性化のために

エダマメ生産者
齋藤 誠治さん

農業生産の拡大のために

ＪＡしおのや枝豆部会が︑丹

JAしおのや 稲澤 高明 組合長

農業者の所得増大のために

精込めて育てたエダマメを﹁タ

12

ンタンえだまめ﹂の愛称で市場

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。
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24

に出荷しています︒出荷袋には︑

JAしおのや
topics

9:00〜17:00

高根沢町のキャラクター﹁タン

営業時間

タン﹂が︑エダマメを持ってい

8:30〜17:00

ま す︒﹁タ ン タ ン え だ ま め﹂は

営業時間

大粒で品質が良いと市場でも高

9:00〜18:00

い評価を得ています︒

営業時間

8:30〜16:30
（11〜2月）
8:00〜17:00
（3〜10月）

※
﹁タ ン タ ン え だ ま め﹂の 出 荷

営業時間

もちを焼く時に油を多めにフラ
イパンにひくと、表面がカリッ
となってよりおいしくなります。

袋は市場出荷のみです︒

JA
船生ライスセンター

ＪＡしおのや枝豆部会

ヤマダ
電機

メモ

コジマ

イオン
ビック
カンセキ エクストラ
とりせん

ＪＡしおのや枝豆部会は高根

4

JAしおのや
本店

沢地区の 人が約 ㌶を管理し

氏家

市役所

アピタ宇都宮店、
たいらや、オータニ、
福田屋百貨店宇都宮店
等

↑市場出荷用
ています︒５月 日から出荷が

氏家小

高根沢町光陽台1-9-3
☎028-680-1910

さくら市
総合公園

どこで買えるの？

枝つき、
なしに関わらず、
購入後すぐに茹でましょう。
すぐに食べない場合は、
硬めに茹で、
しっかり水分を
切ってから冷凍しましょう。

始まり︑７月〜８月頃にピーク

さくら
清修高校

保存

を迎えます︒出荷は９月頃まで

農産物直売所
さくら

さくら
警察署

塩谷町船生3733-1
☎0287-41-6002

①さやの両端を切ります。
②塩でエダマメをよくもみ
こみます。
③沸騰した鍋で3〜5分
茹でて完成です。

材料（６個３人分）…米粉（上新粉）110ｇ・熱湯 1/2 カップ・
枝豆 1/4 カップ・プロセスチーズ 30ｇ・
白ごま大さじ 1・サラダ油小さじ 1・しょ
うゆ適量
①枝豆は塩ゆでしてさやから出し、プロセスチーズは7〜8㎜角に
切る。
②ボウルに米粉を入れ、熱湯を加えてはしでかき混ぜる。粗熱がと
れたら粉っぽさがなくなるまで手でこね、①と白ごまを加え、混ぜ
たら 6 等分に丸め、厚さ 1 ㎝くらいになるように手で押しつぶす。
③フライパンにサラダ油を熱し、②を並べて両面を焼き上げる。焼
き上がったら皿に盛り、しょうゆをかける。

宝積寺
バイパ
ス

JR東北本線

N

塩谷町上平7052
☎0287-46-0477

美味しい食べ方
美味しい食べ方
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「タンタンえだまめ」
お土産付き!!

