第2回JAしおのやJAまつり写真コンテスト
〜JAまつりの思い出を写真に残そう！〜
応募テーマ

ＪＡしおのや
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｛特集｝ 秋・冬の旬野菜

秋号

栄養抜群の春菊を食べよう！
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JAしおのや第22回JAまつり

キャンペーン期間 令和元年

会場で撮影した写真や、まつりで購入した農産物を
家で食べている様子など、テーマに沿った写真をお送
りください。優秀作品を広報誌に掲載し、入賞者には
JAしおのや農畜産物をお送りします。
応募方法：写真用紙に2Lサイズでプリント、または電
子メール、インスタグラムで投稿も可能です。
応募期間：2019年11月1日（金）〜12月2日（月）
※郵送の場合、当日消印まで有効
応募・お問い合わせ先：
〒329−1312
栃木県さくら市桜野1670−2
JAしおのや企画管理部企画広報課
「JAまつりフォトコンテスト」係
2018年度 最
TEL：028−681−7551
優秀作品
MAIL：info@ja-shionoya.or.jp
プリント作品は、裏面に
【郵便番号、住所、氏名、電話番号、
タイトル、撮
影日】
を記入し、
郵送または支店窓口へお渡しください。
メールの場合は、2MB程度のデータを添付し、上記必要事項を記入し
てお送りください。
インスタグラムの場合は、ハッシュタグ「＃しおのやフォトコン2019」
をつけて投稿してください。入賞の際に担当者から連絡致します。
発
表：審査後、優秀作品を広報誌「しおのや」1月号で発表します。
応募規定：⒈ 組合員資格を問わず、
JAしおのや管内に在住・通勤・通学している方な
らどなたでもご応募いただけます。
（1人2点まで）
⒉ 2019年10月以降に撮影した未発表作品に限ります。
⒊ 台紙、額、パネルに貼った作品や、規定のサイズ以外の作品は応募できません。
⒋ カメラアプリ、
編集アプリ、
ソフトウェア等を利用し処理・加工したものは
対象外となります。
すべての広報活動に使用で
⒌ 入賞作品の使用権はJAしおのやに帰属し、
きるものとします。その際、
トリミングや色補正をする場合があります。
⒍ 入賞作品は、
JAしおのや広報誌、
ホームページ、
各種印刷物などに使
用する場合があります。
⒎ 応募作品は返却致しません。応募作品の権利は全てJAしおのやに帰属します。
⒏ 応募写真は被写体（本人）の了解を得たもので、肖像権侵害等その他問
題については応募者の責任とし、
JAしおのやでは一切責任は負いません。
⒐ JAまつりの運営を妨げる行為、
本フォトコンテストの運営を妨げる行
為は禁止です。

新たな資金で
された 預入期間
30万円以上をご契約
入も可）
個人の組合員（新規加

1年

（単利型）

通帳式

3年

（複利型）

©よりぞう

Q

独

数

し づき

６年

詩月

発行／JAしおのや
〒329−1312

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！

HP: https://www.ja-shionoya.or.jp/

上高根沢・仁井田

塩谷地区 玉生・大宮

喜連川地区

上江川

新設ATM 令和 2 年 3 月 2 日（月）より

合計10箇所

稼働時間の延長 令和 2 年 2 月 10日（月）より
矢板支店・片岡支店・塩谷支店・氏家支店・高根沢支店・阿久津支店・喜連川支店

農産物直売所さくら

平 日

稼働時間
平日8：45〜19：00
土・日・祝9：00〜17：00

現在 8：45〜19：00
▶変更後 8：45〜21：00

土曜日・日曜日・祝日 現在 9：00〜17：00
▶変更なし

イベント情報

11月16日
（土）
午前9時〜午後3時・17日
（日）
午前9時〜午後2時
場所：JAしおのや交流館前駐車場

特設会場

自動車展示会

11月16日
（土）
午前9時〜午後3時・17日
（日）
午前9時〜午後2時
場所：矢板地区センター・喜連川地区センター

年金無料相談会

11月23日（土・祝）午前9時〜午後3時

場所：喜連川支店

大田原調停協会で無料相談会を開催します
期日・会場： 11月14日
（木）矢板公民館
11月28日
（木）黒磯いきいきふれあいセンター
時 間：各会場とも午前9時〜午後3時
（昼休みも相談に応じます）
相談員：宇都宮地方・家庭裁判所大田原支部所属調停委員
内 容：土地・建物・金銭・交通事故など民事に関する問題
夫婦・親子・相続・戸籍など家事に関する問題
※事前申込みは必要ありませんので、当日希望する会場においで下さい。
お問い合わせ先：宇都宮地方・家庭裁判所大田原支部
（担当齋藤昌子）
TEL：0287−22−2112

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。
金融共済部
金融課

当日消印有効

金融共済部
共済課

前号『ひだまりVol.59』の「数独」の答えは、
「14」でした。
ご応募

応募総数 193通 ありがとうございました。

JAしおのや
イメージキャラクター
「しおのん」

©よりぞう

高根沢地区

営農部
園芸課

貯金、ローンについて

☎028-681-7552

営農部
営農企画課

☎028-681-7553

企画管理部
総務課

☎028-681-7554

企画管理部
企画広報課

共済について

園芸作物の相談について

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！
Facebook

Instagram

「jashionoya」
で検索

「ja̲shionoya」
で検索

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

0.079

矢板地区 塩谷病院・泉・沢

農機秋冬期展示会

2019年12月20日（金）

企画管理部企画広報課

よりぞう
ミニトートバッグ

/ 新設 / 稼働時間延長のお知らせ

ＪＡしおのや

締切日

栃木県さくら市桜野1670−2

定期貯金
200万円以上のお客様

氏家地区 氏家駅西・狹間田

たくさんのご応募お待ちしております。

２
１
３
１
９
２
３

﹃果物の秋﹄

塩谷町立大宮小学校

い とう

伊東

秋といえば︑
果物のおいしい季節

なし︑りんご︑
ぶどう

あまくて︑みずみずしくて

ほっぺが落ちそう

太陽の光をいっぱいあびて

一つ一つきらきらかがやいている

その果物を食べると

私も元気いっぱいきらきらかがやく

毎年︑秋が楽しみ

おいしい果物をたくさん食べられて

私は幸せ

2代目ひだまりちゃんとゴマメ

よりぞう
コースター

※店頭表示利率0.01%（令和元年11月1日現在）

廃止するATM

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。

Vol. 60 2019年11月10日発行
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廃止に伴いましてご不便をおかけいたしますが、今後も変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

「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。

②郵便
番号
70−2
桜野16
氏名、年 、住所、
さくら市
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

定期貯金50万円以上
200万円未満のお客様

令和2年1月31日（金）PM3：00をもちまして、下記ATMを廃止させていただきます。

〈クイズの応募方法〉

63

1年または3年

0.15
0.10

JAしおのや ATM廃止

〔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！

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。

月

ご契約いただいた方に

※店頭表示利率0.01%（令和元年11月1日現在）

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

12 / 30

（自動継続に限ります。）

に限り。

日
時：令和元年12月26日
（木） 午前9時〜
（受付：午前8時45分〜）
対 象 者：右記のいずれかを満たす学生
当JAに就職を希望する学生（2021年3月卒業見込者）
JA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。参加者への報酬や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12月6日
（金）
まで
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
TEL：028−681−7555 FAX：028−682−3222
Eメール：jinji1@ja-shionoya.or.jp
※Eメール応募時は「件名：JAしおのやインターンシップ応募」と明記ください。

答え

令和元年

金利上乗せ定期貯金

インターンシップを開催します！！

二重枠に入った
数字の合計はいくつ？

金

2019

直売所について

☎028-681-7554

組合員出資について

☎028-681-7555

誌面について

☎028-681-7551

美味しい春菊の見分け方は?
葉先まで緑が鮮やかでみずみずしいもの
が新鮮です。切り口が新鮮で、茎が太すぎ
ないもの。指で簡単に折れるくらい軟らか
いものが良いです。

第8期研修生を募集中!

春菊とバナナの
カップケーキ

JAしおのや新規就農者育成研修事業
研修内容
JAしおのやが推奨する重点作物の農業実務を中心に、JA全農とちぎや県塩谷南那須農
業振興事務所など関係機関から協力を得て、就農に必要な技能や知識を学びます。
重点作物の栽培や出荷、販売
農業機械講習
先進農家視察、県外研修
座学（農作業安全講習、栽培履歴・GAP、施肥設計、農業簿記、農業労災、その他）

正しい保存方法は?
葉先を乾燥させないように、湿らせ
たキッチンペーパーや新聞紙で包み、
ビニール袋に入れて野菜室に立てて
保存してください。

研修までの流れ
1．応募・面談相談
2．審査と面接
3．合格発表
4．研修開始
JA子会社㈱グリーンさくらで、4月から翌年3月までの1年間研修を行います。
（期間延長あり）
5．研修修了、就農
JAは修了後も地域に溶け込むための支援や技術・資金・経営管理サポートなど、総合
的にサポートします。

市場出荷用→

JAしおのやの春菊は
どこで買えるの?

出荷本番！春菊づくり

ＪＡしおのや春菊部会の部会

長を務めるさくら市の綱川仁さ

んは︑８年前に春菊の栽培を始

11

めました︒現 在は﹁さとゆたか﹂

を栽培し︑ 月上旬から出荷が

始 ま り ま し た︒生 育 は 台 風 の 影

綱川さんは春菊栽培で土づく

春菊ってなに？

菊という名が付きました︒主に

りに一番こだわっています︒定

響で遅れ気味ですが︑品質はお

関西では﹁キクナ﹂とも呼ばれ

期的に土壌診断を行い︑春菊に

春に黄色い花を咲かせ︑葉の

ています︒葉の切れ込みが浅く︑

合った土になるように努めてい

おむね良好です︒

肉厚な大葉種︑切れ込みが深く︑

ます︒

形が菊に似ていることから︑春

香りが強い中葉種があります︒

綱川さんは﹁独特の苦味があ

り苦手な人が多いですが︑栄養

価が高く︑体に良い野菜︒是非︑

デコ巻き寿司作り

たくさんの方に食べてもらいた

い﹂と話しました︒

おいしいご飯をたくさん食べよう!! お米消費拡大活動

独特の香り成分は自律神経に

作用し︑食欲の増進やせきを鎮

めるなどの働きがあると言われ

ています︒骨粗しょう症や貧血

の予防に効果的なカルシウムや

鉄 も 多 く 含 ん で い ま す︒β│カ

ロテンも豊富で︑皮膚や粘膜を

春菊部会 目ぞろえ会の様子

栄養価や効能

供にいかがでしょうか。
保護し︑抗酸化物質として生活

詳しくは、11月14日
（木）折込のチラシをご覧ください。

が始まり、12月に最盛期を迎えます。サラダや鍋のお
習慣病予防に効果を発揮します︒

2018年最優秀作品

96

ＪＡしおのや春菊部会

組合員の皆さんには、
事前にご案内兼抽
選券をお届けします。
組合員でない方は、
当日までに各支店窓口で加入手続きをし
て頂くか、
当日
「組合員加入予約申込書」
にご記入下さい。
※組合員になるには一
定の要件と出資が必要となります。

JAまつり会場や、買った物を家で食べている
様子などを写真に撮ってご応募ください。
応募作品はJAの広報誌に掲載し、入賞者
には景品をお送りします。

ＪＡしおのや春菊部会は 人

★組合員大抽選会

★第2回フォトコンテスト

12

が７・3㌶を管理しています︒

当日加入でも参加可能!
49型液晶テレビが当たる

JA
ふれあい
教室

8月下旬から出荷が始まり︑

郵送で、携帯で参加OK!

ても美味しい春菊。JAしおのや管内でも8月から出荷

出荷本番に向けて
出荷規格を統一します！

JAしおのや
稲澤 高明 組合長

2会場を回ってスタンプを集めると、
抽選でJA
しおのや産農産物の詰め合わせが当たります。

165

月中旬頃にピークを迎えます︒

★青い鳥をGet!

出荷は３月頃まで続き︑計 ㌧

農産物詰め合わせが当たるスタンプラリー

矢板地区は船生かぶき村ショー、ビンゴゲーム大
会。塩谷地区はサンマ祭り、つきたてもち。
氏家地
区はお米のすくい取り、スモークマシーンによる
疑似体験コーナー。高根沢地区は味噌汁・豚汁な
どの無料配布、ステージイベント。喜連川地区は
福もちまき、餅や牛焼肉などの無料配布など各地
区で内容が様々 !!!

の出荷を予定しています︒主な

会場 矢板・塩谷・氏家・高根沢・喜連川の JA 各地区センター

栽培品種は﹁さとあきら﹂
﹁さと

・17日

9時〜
（日）14時

みで品質も良好です︒

16日

11月

9時〜
（土）15時

安心・安全な

★多彩なイベント

第22回JAまつり

ＪＡしおのや産の春菊を

新鮮でおいしい旬の農産物を、お得な価格で販売
します。各地区で販売する物の内容が異なります
ので是非複数会場に遊びに来てください。

是非食べてみてください︒

★農産物・お茶の特売

①春菊はさっと茹でて、冷水にとります。水気を絞り、みじん切り
にします。更にペーパーで包み、水気を絞り苦味の汁を出します。
②バターを耐熱皿に入れて、電子レンジ600W30秒加熱して溶
かします。
③ボールに卵、牛乳を入れてよく混ぜます。ホットケーキミック
ス、溶かしバター、春菊を入れ全体を混ぜます。
④耐熱カップに、生地を半分まで入れます。輪切りにしたバナナ、
ドライクランベリーを乗せます。※乾燥ドライフルーツは、干
しレーズンやドライマンゴー等、お好みのフルーツでOKです。
⑤180度に予熱したオーブンで、25分加熱します。竹串を刺して
何も付かなければ、完成です。

☎：028-681-7554

火を通す温かい料理だけでなく、そのまま生で食べ

JAしおのや管内の直売所で購入可能です。

材料（５人分）…春菊茹でたもので 50g、ホットケーキミック
ス 200g、卵 1 個、牛乳 1 カップ、バター
30g、バナナ 2 本、ドライフルーツ 15 粒

ゆたか﹂
︒今 年 の 生 育 は 平 年 並

研修先 ㈱グリーンさくら
JAしおのやが設立した出資型農業生産法人。農業者の高齢化による離農や遊休農地が
増える中で元気な地域農業の実現を目指して設立しました。
さくら市のJA本店北側にある農場（1.88ha）で、多品目の野菜や花きを栽培し、市場及
び直売所に出荷しています。
研修期間：2020年4月〜2021年3月 ※期間延長あり
応募期間：2019年9月2日（月）〜2020年3月13日（金）
応募資格：次の全てを満たす満年齢が18歳以上、原則45歳未満の個人。
①心身ともに健康であること、②農業に対する固い意志と意欲がある農業後
継者や新規就農者等③研修後もJAしおのや管内に居住し、一定期間（10年）
就農できる方
募集人数：10名程度
募集方法：①応募書類 新規就農者育成研修申請書、住民票
②応募先等 JAへ持参または郵送 ※郵送の場合当日消印有効
研修期間中の待遇：研修者には研修手当を月10万円程度支給します。
また、労働保険・雇用保険（事業主負担分）についてはJAしおのやが負担します。
応募・お問い合わせ先
☎：028-681-7551 営農部営農企画課

秋・冬の旬野菜

作って
みよう
！

一緒に夢を叶えましょう!

企画管理部企画広報課

栄養抜群の春菊 を食べよう！

農家おすすめ

春菊のQ＆A

JAしおのや産のお米を使ったデコレーション巻き寿司（＝デコ巻き寿司）作りを開催します。
「巻寿司大使」の川井ゆかり先生から可愛い巻き寿司の作り方を教えて頂けます。初めて
の方もお気軽にご参加ください!

日
時：2019年12月14日（土） 午前9時30分〜（12時頃まで）
場
所：JAしおのや交流館（直売所さくら西側）
講
師：川井 ゆかり先生（2019年度巻寿司大使）
内
容：デコ巻き寿司2つの柄を作成・試食（今回はサンタクロースとぐるぐる巻きを作ります。）
対 象 者：管内（矢板市・塩谷町・さくら市・高根沢町）にお住まいの小・中学生を含む親子
参 加 費：1組500円（当日徴収）
定
員：10組（大人1人＋子ども1〜2人）
締
切：2019年11月29日（金）定員間近
※先着順。定員になった時はJAのホームページでお知らせ致します。
応募方法：電話またはEメールで、代表者氏名・住所・連絡先・参加者の氏名・お子様の年齢をお伝えください。
お問合せ：企画管理部 企画広報課 ☎028−681−7551
info@ja-shionoya.or.jp

川井ゆかり先生
※個人情報は、当組合個人情報保護方針に基づき、本講座以外の目的では使用いたしません。
※1組で作る巻き寿司は、人数に関わらず2柄×1本ずつです。
※当日、当組合広報員が写真を撮影し、広報紙・SNS等に掲載いたします。ご了解のうえお申し込み下さい。

