JAしおのや職員を募集します

ＪＡしおのや
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｛特集｝

春号

JAしおのやのシイタケを食べよう！

1．採用予定者 15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60年4月2日以降に生まれた者
（営業業務含む）
3．募集職種・求める人材…総合職
JAしおのや行動理念にあるように、
「あいさつ」が基本であり、組合員・地域への
サー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取れ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：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）
2020年4月17日（金） 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
7．出願手続
（1）
提出書類
履歴書
（自筆による）
・
・
・1通
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。
※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。

2020年4月7日（火）

（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。

第8期研修生を募集中!

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）など
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。
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。

≪詳しくは、ホームページをご覧ください≫
組合訪問希望者は随時対応いたしますので、
人事教育課へご連絡をお願い致します。

3/10 JAグループ栃木合同就職説明会
中止のご案内
広報誌「しおのや」やホームページ等でお知らせしていました令和2年3月
10日
（火）に開催予定だった上記の説明会は、
「新型コロナウイルス」
感染拡
大防止の観点から、
中止させていただきます。
来場を予定していました皆様方には大変申し訳ございませんが、
ご理解い
ただきますようお願いいたします。

Q

独

数

問い合わせ先：JAしおのや人事教育課（TEL：028-681-7555）

二重枠に入った
数字の合計はいくつ？

一緒に夢を叶えましょう!

応募・お問い合わせ先
企画管理部企画広報課 ☎：028-681-7551
営農部営農企画課
☎：028-681-7554

〔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。

ＪＡしおのや
休日ローン相談会

※
「数独」
は㈱ニコリの登録商標です。

①答え

63

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

氏 家 支 店（☎028-682-2921）
阿久津支店（☎028-675-0038）
内

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。

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。

「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
には使用いたしません。

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。

だいすき﹄

あい り

1年

愛莉

発行／JAしおのや
〒329−1312

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。

締切日
2020年3月27日（金）

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.60』の「数独」の答えは、
「10」でした。

応募総数

91通

たくさんのご応募
ありがとうございました。

Vol. 61 2020年3月1日発行
企画管理部企画広報課

栃木県さくら市桜野1670−2

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

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！

午前9時〜午後4時

たくさんのご応募お待ちしております。
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﹃しいたけいろいろ

矢板市立矢板小学校

や ぎ さわ

八木澤

わたしはしいたけがだいすき

だってふっくらしていて

わたしのかさににているから

わたしはしいたけがだいすき

だっていっぱい入った

しいたけパスタがおいしいから

しいたけが二つならぶと

わらっているみたい

にこにこえがおで

かわいいしいたけ

やっぱりわたしは

しいたけがだいすき

2代目ひだまりちゃんとゴマメ

毎月第2日曜日

開催店舗：矢 板 支 店（☎0287-44-2311）

〈クイズの応募方法〉
答え

イベント情報

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」

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

ＪＡしおのや直売所 おすすめ商品

栃木県生産量No.1

作って
みよう
！

農家おすすめ

JAしおのやのシイタケを食べよう！

ウド
2月から出荷が始まり、現在出荷最盛

低カロリーで食物繊維も豊富なシイタケは、料理の時に主役、時には名脇役として大活躍！JAし

しいたけの
ピリ辛肉詰め

期を迎えています。シャキシャキとした
食感とほろ苦さを特徴に持つウドで春
を先取りしてみてはいかがでしょうか。

おのやは栃木県で一番の生産量を誇り、肉厚で美味しいシイタケを年間通してお届けしています。

美味しいシイタケの
見分け方は?

JAしおのやのシイタケは
どこで買えるの?

A．色のムラやシミがなく、ハリがあるもの
を選びましょう。軸が太く、裏のヒダは白
く、しっかりと張っているものがグット！

A．JAしおのや管内の農産物
直売所 など

スナップえんどう
サ ヤごと食べられ 、甘みが あり、ぱ
りっとした食感が楽しめます。直売所さ
くらでは3月頃から出荷量が増えてくる
予定です。

葉タマネギ
3月頃から出荷が増えてくる葉タマネ
ギ。葉は甘く柔らかいので、玉ねぎにな
る部分だけではなく、葉も美味しく食べ
られます。

安全安心で
美味しいシイタケ作り

JAしおのや菌床しいたけ部

会の部会長を務める塩谷町の大

第2弾 ひだまり×SNSプレゼントキャンペーン！
！
ひだまりの特集を記念して、
JAしおのやのシイタケを抽選で10名様にプレゼントします。
賞品

JAしおのや産シイタケ 合計10名様

SNSで応募してくれた方は
当選確率2倍！
皆さんのご応募
お待ちしております。

開催期間：2020年3月2日（月）〜3月31日（火）
【ハガキの場合】
応募方法：
①「ひだまり春号」
（Vol.61）にある応募券をハガキに
キリトリ線
【Instagramの場合】
貼付の上、必要事項を記入し、下記宛先まで郵送。
①JAしおのや公式Instagramアカウント「＠ja̲shionoya」をフォロー。
必要事項：
②ハッシュタグ「#しおのやシイタケキャンペーン」がついた投稿にいいね♡
郵便番号・住所・氏名・連絡先・シイタケの生産者へ
＆コメント（シイタケの生産者へ応援メッセージ）をする。
応援メッセージ
ひだまり×SNS
【Facebookの場合】
応募・問い合わせ先：
プレゼントキャンペーン
①JAしおのや公式Facebookアカウントをフォロー。
〒329-1312 栃木県さくら市桜野1670-2
②ハッシュタグ「#しおのやシイタケキャンペーン」がついた投稿にいいね♡
塩野谷農業協同組合 企画広報課
＆コメント（シイタケの生産者へ応援メッセージ）をする。
ひだまり×SNSプレゼントキャンペーン事務局
【E-mailの場合】
TEL：028-681-7551 FAX：028-682-3222
①必要事項を記入の上、JAしおのや代表メール（info@ja-shionoya.or.jp）
宛てに送信。

応募券

原木と菌床の違いって?

﹁原 木﹂と﹁菌 床﹂は 栽 培 方

法のことを指します︒菌床栽培

が人工栽培で原木栽培は自然栽

年のベテラン生産者です︒通

島正志さんはシイタケ栽培を始

年で2万8000ブロックを管

42

培になります︒

菌床シイタケは︑おがくずを

理し︑1ブロックから1㌔のシ

15

めて 年︑菌床シイタケ栽培は

センチ四方ほどのブ

20

菌床シイタケとは?

固めた

イタケを収穫できるように努め

ほ場見学会と栽培講習会を行います。詳細
は決まり次第、広報誌「しおのや」やホーム
ページにてお知らせいたします。

ロック︵菌床︶にシイタケ菌を

次回の予定
品目：ニラ 5月下旬開催予定！

ています︒

タマネギ、ウド、
ネギ（周年）

播き︑湿度や温度管理されたハ

土地利用型の大規模
栽培が可能な野菜

大島部会長は﹁シイタケは免

ニラ、ネギ（周年）

ウス内で育ててシイタケを発生

年間安定して収入が
見込める野菜

疫力を高めるなど体に良い食材︒

春菊、ウド、
ネギ（秋冬）

させます︒約3︑4か月培養し︑

冬期間の収入が
見込める野菜

風邪対策にも繋がるため︑多く

取り組みとして初めて、2月1日に春菊のほ場見学会を実施しました。新規栽培希望者
が12人参加し、春菊のハウスや機械などを見学した他、栽培講習会でより詳しく春菊に
ついて学びました。

その後4〜6か月の間に次々と

夏秋ナス、オクラ、
ズッキーニ、エダマメ

の方に食べてもらいたい﹂と呼

水田を利用した
露地の夏野菜

収穫できるので︑複数のハウス

イベントに潜入!!

JAしおのや
稲澤 高明 組合長

び掛けます！

当JAでは各園芸生産部会と栃木県塩谷南那須農業振興事務所と協力し、既存品目の生産拡大に向けた新規栽培者募集の取り組みを強化してい
ます。水稲との作業競合が少なく、初期投資や栽培技術の難易度といった面から、比較的取り組みやすい品目として9品目を選び、今後ほ場見学会
や栽培講習会などを行っていきます。
主な取り組み品目

を持つと1年中出荷ができるの

がメリットです︒また︑原木栽

培の場合は収穫までに約2年か

かるのに比べ菌床栽培の場合は

約半年で収穫が可能になるのが

しおのん

農業者の所得増大・農業生産の拡大のために

春菊の栽培ポイントを習得

特徴です︒

県内生産量一番を誇る
しおのやのシイタケ。
是非一度、食べてみて
ください。

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。今回は一部取り組みを紹介いたします。

春菊の圃場を見学！
！

シイタケの栄養

JAしおのや topics

シイタケは食物繊維が豊富に

タネを作り、片栗粉をつけるところは、みんなで協力する
と美味しさ倍増。大きさが均等になるように作りましょう。

含まれていて︑大腸の働きを促

営業時間
8：30〜16：00
（11月〜3月）
8：30〜16：30
（4月〜10月）

し便秘の解消や予防に効果的で

9:00〜17:00

す︒紫外線を当てるとビタミン

営業時間

Dに変化するエルゴステロール

8:30〜17:00

料理上手のワンポイント

を含んでいます︒ビタミンDに

営業時間

ファミリー
マート

荒川

はカルシウムの吸収を助ける働

JA
船生ライスセンター

コメリ

10

きがあり︑骨粗しょう症の緩和

営業時間
8:30〜16:30
（11〜2月）
8:00〜17:00
（3〜10月）

293

293

と予防にも有効です︒

営業時間
9:00〜17:00
（11〜2月）
9:00〜18:00
（3〜10月）

喜連川
郵便局

ベルセルバ
カントリー
クラブ

JAしおのや
菌床しいたけ部会

コジマ

イオン
ビック
カンセキ エクストラ
とりせん

かのこはた
農産物直売所

29

JAしおのや菌床しいたけ部

ヤマダ
電機

JAしおのや
本店

喜連川
小学校

会は部会員 人で大ぶりで肉厚

氏家

4

市役所

さくら市
総合公園

なシイタケを通年出荷していま

氏家小

さくら市鹿子畑281-1
☎028-686-2268

す︒その中でも 月頃から最盛

農産物直売所
さくら

高根沢町光陽台1-9-3
☎028-680-1910

期を迎え︑最大日量2㌧超を出

さくら
清修高校

たんたんプラザ光陽台 かのこはた農産物直売所

荷︒生育は天候不順の影響で1

さくら
警察署

農産物直売所

塩谷町船生3733-1
☎0287-41-6002

宝積寺
バイパ
ス

JR東北本線

N

塩谷町上平7052
☎0287-46-0477

A．ヒダを上にしてキッチンペーパー
で包み、冷蔵保存します。2〜3日
なら常温保存できます。

か月ほど遅れていますが︑品質

さくら市桜野1581
☎028-682-0090

正しい保存方法は?

は平年並みで良好です︒

農産物直売所さくら ふれあいの里しおや

道の駅湧水の郷しおや

材料（２人分）
シイタケ 6 枚、タマネギ 30g、ニンジン 20g、生姜 1/2 片、
豚ひき肉 80g、A．酒小さじ1、
A.砂糖小さじ1/2、A. 塩・コショ
ウ少々、A. 薄力粉大さじ 1、片栗粉 適 宜、豆板醤小さじ
1/4、B.中華スープ大さじ 4、B.砂糖・甜面醤各小さじ1、B.しょ
うゆ小さじ 2、C. 片栗粉小さじ 1、C. 水大さじ 1、サラダ油
大さじ 1、香菜適宜
作り方
①シイタケは石突きを取り、軸を切ります。
②シイタケの軸、タマネギ、ニンジン、生姜をみじん切りにし、
ボウルに入れ、豚ひき肉とAを混ぜ合わせてタネを作り、6等
分にします。
③シイタケの内側に片栗粉を薄くつけ、2．のタネを詰め、さら
にその上に薄く片栗粉をつけておきます。
④フライパンにサラダ油を熱し、肉の面から焼き、焼き色がつい
たらひっくり返します。豆板醤を加えて炒め合わせ、Bを加え
て煮からませ、Cの水溶き片栗粉を加えてとろみをつけます。
器に盛りつけ香菜を添えます。

