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組むSDGs
SDGs は、
「持続可能な開発目標」の略称で、世界中が一丸となっ
ますので、一緒に環境に優しい農業について考えてみましょう！

Sustainable Development Goals
（持続可能な開発目標）
の略称であり、
2015年に国連で採択された国

SDGsとは？ 際社会共通の目標です。貧困や飢餓の撲滅、疾病の蔓延の防止、環境の持続可能性確保など、豊かさを追求

しながら地球環境を守る17のゴールから構成されており、
2030年までの達成を目指します。
国連や地球と聞くと規模が大きく、
自分とは無縁な感じもしてしまうかもしれませんが、
農業を行う上でも身近に取り組めるので、
今回はいくつかの方法をご紹介したいと思います。
プラスチックの利用を減らし、
環境に優しい方法で野菜を育ててみませんか？
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Pattern

農業資材の選定

近 年、レジ袋が 有料に
なるなどプラスチック資
源循環のあり方に注目が
集まっていますよね。
農 業 分野でも、農 林 水
産省が廃プラスチックの
排 出 抑 制と適 正 処 理に
向 け、国 民 に自主 的 な 取
組宣言を広く発信してい
ます。
シルバーマルチの代わ
⃝敷きワラ
りに敷きわらを使ってみ ⃝防虫ネット
敷きワラを利用すると、地温の上昇を抑え、土の
防虫ネットを使用すると、減プラスチックの他
るのはいかがでしょうか。
に農薬の使用量減少につながり、化学物質の水、 乾燥を防ぐことができます。雑草対策にもなり
ます。乾いた長いワラを畝と並行に敷くと良い
土壌への放出削減と優しい環境づくりにもつな
でしょう。
がります。
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身近に取り
最 近、よく耳にするSDGs。その意味をご 存じでしょうか？
てより良い世界を目指していこうという国際目標です。
今回は、小さなことから取り組めるいくつかの事例をご紹介し
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Pattern

病気に強い苗を選びましょう

⃝接木苗の利用
接木苗とは、違う植物の苗同士をつなぎ合わせた苗を指します。
接木苗を使うことにより、連作障害や病害虫、寒さに強い苗を作ることが
できます。
スイカやメロン、トマト、ナスなど様々な接木苗が販売されています。

穂木
キュウリの
子葉

台木
カボチャの
子葉
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Pattern

栽培方法で工夫しましょう

ピーマン × マリーゴールド

サツマイモ × オオムギ

キュウリ × 長ネギ

トマト × ニラ
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Pattern

栽培環境を工夫しましょう

⃝土をリフレッシュする
石灰窒素は農薬で、センチュウ
類、猫部病と雑草の種の駆除に効
果があります。散布後は、春から
秋は２～３週間、冬は１か月おいて
から、野菜の栽培を始めます。
太陽熱消毒は、畝の地温を高め
るだけでなく、土が原因に病気や
虫の被害を減らしたり、雑草が生
えにくくなったりします。
3

⃝コンパニオンプランツの利用
コンパニオンプランツをご存じでしょうか。
一 緒に栽培するとお互いに良い影響を与え合
う、相性の良い植物の組み合わせのことを言
います。
害虫の防除や病気の予防、成長を促進するな
ど、メリットはたくさん。
・アブラナ科の野菜
（キャベツやブロッコリー）
×キク科やセリ科（シュンギクやニンジン）
・コマツナ、チンゲン菜、ミズナ×ニラ
・イチゴ×ニンニク
など組み合わせは様々。気になった方は調べ
てみるといいですよ！

石灰窒素

太陽熱消毒

地域情報
発信室

琴浦町

くろ まつ

黒松

ます み

斗美 さん

今回ご紹介するのは琴浦町在住、現在も保育士としてのキャリア
を続けながら、
絵描きとしても活動する黒松斗美さんです。
学生の頃から美術展に出向き、絵画を鑑賞するのが好きだったと
いう黒松さん。20歳の時に、
絵画教室で油絵を５年間学び、
それ以来、
40 年以上にわたって絵を描き続けています。
「結婚後も家事、仕事、
子育てに追われる中、
時間を見つけては創作に没頭していました。イ
ンスピレーションを大切にして、強く心に感じたものを自らの方法で
画面にとらえていきます。試行錯誤をくり返し、
技術的には不十分で
も自分が描きたいと思うように描き、
自分にしかできない絵が完成し
た時の喜びはとても大きいです」
と絵描きとして思い描く世界を自由
に表現し、形にする黒松さん。そんな長きにわたる地道な努力が実
り、
平成 30 年第 14 回北栄町美術展において奨励賞、
第 15、
16 回には
美術展賞に選ばれ、３年連続で受賞するという快挙を成し遂げまし
た。他にもたくさんの作品を美術展などに出品し、
高い評価を受けて
います。現在も、友人の紹介で絵画

美術展賞を獲得した作品「夢窓のユートピア」 教室「虹色クラブ」に入会し、先生の

指導のもと月１回、８名の会員たちと和気あいあいと楽しく創作活動を続け
ています。
「これからも人の心に響き、人の心に語りかける絵を描きたい」と
いう黒松さん。これからも素敵な作品を作り続けて下さい。応援しています。

まさ と

東伯有機米生産部 部長

かどわき

門脇 正人 さん

戸の生産者が９１８・７ａのほ場で有機米

今回は、東伯有機米生産部長門脇正人さんを紹介いたし

ます。同部は、

（きぬむすめ）を栽培しています。「紙マルチ栽培・機械除

草栽培」を管内米生産の中心に位置づけ、全栽培ほ場にお

いて「農薬・化学肥料を使用しない特別栽培」に取り組み、

地域で環境にやさしい農業を実施しています。門脇部長は

「品質、収量の向上と安定を図ると共に『売れる米作り』の

安定生産により、食の安全・安心や消費者に対する信頼を

確保するため、３年前からＧＡＰ（農業生産工程管理）に

取り組んでいます」と話します。

同部は、令和４年度、栽培の具体策として、栽培こよみ

を励行するとともに、新たな栽培技術等を積極的に導入し

ます。また、栽培管理情報を発行し適期管理の徹底、高品

、全体

ha

質米の生産に努めます。

同部の門脇部長は「令和４年度は、面積を ・３

収量を増やし、高品質な米の生産に努めます。また、有機

ＪＡＳ認証制度を取得するよう頑張ります」と抱負を話し

ました。応援しています。
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各支部の活動を
女 性 会
青壮年部
紹介します!!
2/11 第23回女性大会・家の光大会

ＪＡ鳥取中央女性会とＪＡ鳥取中央は、湯梨浜町
で第23回女性大会・家の光大会を開きました。
大会では、ＪＡ全国女性組織協議会で決議された
令和４年からの新３カ年計画「ＪＡ女性 想い（おも
い）を一つに かなえよう♣」のスローガンのもと魅力
のある活動に取り組み、仲間の輪をより一層広げて
いくことを確認しました。
活動発表では、久米支部の福井美幸さんが「更に
花 開く熟 女パ
ワー！」と題し、
『家の光』掲載記
事からヒントを
もらい「おしゃれ
もんぺ」や「キッ
チン 帽 子 」を 楽
しみながら作っ
てきたことを発
表しました。
活動発表を行う福井美幸さん

2/ 2 米価下落対策 提案型研修

水田農業経営体育成協議会
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新役員を紹介します
ＪＡ鳥取中央青壮年部では、新型コロナウイルス
感染拡大防止の観点により、第24回通常総代会を
書面決議で行い、事業計画や新たに設けた慶弔規約
等の承認、役員改選を行いました。
役員改選では、委員長に大栄支部の森広幸さん、
副委員長には倉吉支部の福井紀章さんが就任しま
した。
思うように活動ができない状況でもありますが、
盟友が力を合わせ、次世代のリーダー育成や支部間
交流をはじめ、各支部で工夫しながら地域とのかか
わりを 大
切に活動し
ていきます
ので、一年
間 、よろし
くお願いし
ます！
森委員長（左）
と福井副委員長（右）

2/ 1 年金友の会 会長会

研修会の様子

会長会の様子

水田農業経営体育成協議会は、営農組織団体、行政、農業
共済、
ＪＡ関係者26人が参加し研修会を開きました。
研修会では、令和３年度産の米価下落で農業経営が厳し
さを増していることから、飼料米や大豆、園芸作物への転換
を説明しました。
園芸作物では、令和５年までに500haへ生産拡大を目指
すブロッコリーなど高収益・省力化が期待できる転作作物
を提案しました。
同協議会の戸田勲会長は、
「非常に有意義な研修会となっ
た。貴重な意見をいただいたので、ＪＡとしてすべきことを
しっかり実行していきたい。このような研修会を定期的に
開催して現状の問題点を共有し合い、行政と連携して取り
組むことが我々の責務であり、使命である」
と述べました。

ＪＡ鳥取中央本所にて年金友の会会長会を開き
ました。
令和３年 12 月末の貯金残高実績や、令和３年度
年金口座獲得実績についてなど報告。年金友の会活
動実績については、６月にはグラウンドゴルフ大会
を行うことができましたが、新型コロナウイルス感
染拡大の影響を受け、県大会やゲートボール大会を
中止したことを報告しました。
令和４年度は、会員の誕生日記念品として誕生日
ケーキを引き続きプレゼントし、年金振込予約の方
には今年から歯磨きセットをプレゼントすること
が決定されました。

6

営農
1/ 28 祝！ 羽合ぶどう部会 50 周年記念生産振興大会

湯 梨 浜 営 農 セ ン タ ー

羽合ぶどう部会は、同部会 50 周年記念生産振興大会を開き、行政、生産者、ＪＡ関係者 54 人が参加し盛
大に祝いました。
昭和 22 年、羽合町で初めて甲州ぶどうが導入され、昭和 27 年には「長瀬ぶどう組合」が発足し、昭和 40
年ハウス栽培による「ネオ・マスカット」で産地の個性化を目指しました。そして昭和 48 年、先人の努力に
より県下初の加温栽培で、
「ネオ・マスカット」を大阪に出荷しました。同年、
６件の生産農家により「ピオー
ネ」の苗木 60 本が導入され、現在の「ピオーネ」一本化へと急速に改植が行われました。その後、技術革新
などによる生産者の努力で現在に至り、ＪＡ鳥取中央のトップクラスの農産物として育っていると羽合
ぶどうの沿革史の説明が行われまし
た。その後、生産振興対策「羽合ぶど
う生産基本方針」を掲げ、生産者に地
球温暖化に対応した、栽培技術の確
立や安全・安心なぶどう作りについ
て周知徹底しました。
同部会神崎勝治部会長は「熱心な
指導者に恵まれ、栽培研究の成果に
よりピオーネが中心となりました。
長きに渡る歴史の中、先人たちの努
力を継続するため、これからも高品
質なぶどうの生産に努めましょう」
と呼び掛けました。
挨拶を行う神崎部会長

2/ 3 ＪＡ鳥取中央大栄
抑制メロン部会 総会

ＪＡ鳥取中央は、令和３年度営農指導員成果
確認会を行いました。
本所と管内４営農センターをテレビ会議シ
ステムで結び、対象となる営農指導員 29 人が
参加しました。
各指導員が５分間の持ち時間の中で前年度
に掲げた「新規就農者の獲得」や「販売力の強
化」などの目標を振り返り、その成果と今後の
取り組みへの意気込みを報告しました。
同Ｊ A の戸田勲常務は「指導員同士の協力
体制を強め、広い視野をもって組合員から必要
とされる職員になれるよう頑張ってほしい」と
エールを送りました。

大栄抑制メロン部会は、第 16 回総会を開き
ました。生産者、ＪＡ関係者 33 人が参加し、令
和３年度事業報告や令和４度事業計画など承
認しました。
令和３年度は、９月に新たに品種登録された
裂果しにくい特徴がある「プリモレッド」の栽
培に力を入れたことで、出荷数量の確保がで
き、抑制栽培の「アールス」
「ルピアレッド」、
「プ
リモレッド」の出荷総数１万 8,433 ケース（前
年度実績比 3,655 ケース増）、販売金額合計
7,181 万円、
（同 1,504 万円増）で販売実績が
好調だったことを報告しました。
同部会枡井康行部会長は「今年度も生産者の
所得向上につながるよう、高品質なメロン栽培
に力を入れたい」と意気込みを話しました。

成果内容を聞き取る戸田常務
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北 栄 営 農 セ ン タ ー

農 産 部

2/ 24 令和３年度
営農指導員成果確認会

第16回大栄抑制メロン部会総会の様子

2/ 14～ 相談プラザがスタートしました

詐欺を未然に防止 警察から感謝状！

悩みや困ったことがあったら相談プラザにお越しください

還付金詐欺にはくれぐれもご注意を！

管内にあった３つの出張所 ( 三徳、西倉吉、栄出張
所 ) は、今月から新たに相談プラザとしてオープン
しました。
相談プラザの職員は、金融・共済・営農・購買など
ＪＡのことならなんでも相談に乗りますので、近く
にお住いの組合員さんで困ったことがありました
ら相談プラザを気軽にご利用くださいませ。
また相談プラザには、最新式のＡＴＭを設置して
おりますので、今まで通り口座の入出金は行って
いただけます。操作方法が不安な方には、職員が丁
寧にご案内いたしますのでご安心してご利用くだ
さい。

東伯支所 金融課 平信英明職員は、来店者に適切な対応を行
い、詐欺の被害を未然に防いだとして、琴浦大山警察署から感謝
状を受け取りました。
１月中旬の17：30頃、平信職員はＡＴＭの操作方法に戸惑っ
ている来店者の対応を行ったところ、
「役場の職員からＪＡのＡ
ＴＭを使って今日中に手続きを行ってほしいと指示を受けた」と
話を聞きました。17時を過ぎ不審に思っていると、役場の職員
を名乗る物から着信があり平信職員が替わると切られ、その後
繋がらなくなったことから詐欺の可能性があると説明しました。
鳥取県内ではこのような市町村役場の職員を名乗りＡＴＭへ誘
導して現金を振り込ませる還付金詐欺が多発しているようです。
疑わしいと思ったら、家族やＪＡの窓口へ相談してください。

2/ 3・4 役員による意見交換会！

2/ 18 中核人材育成研修全国発表会

要望を聞き取る栗原組合長（左）

発表を行う中橋さん

ＪA 鳥取中央の栗原隆政組合長は２月３日苺生産者を
訪問し、ＪAに対する意見・要望を聞き取りました。訪問
を受けた羽合苺部会の山下英夫会長と市橋勉副会長から
後継者不足や近年の異常気象により困難になる温度管理
などへの対策を求められた栗原組合長は「羽合苺の魅力
を知ってもらうため、情報発信を強化し、新規就農者の獲
得に繋げていきたい。暑さ対策については遮熱に有効な
資材などの情報を収集し提供していく」
と応えました。
２月４日には、蔵増保則専務が北栄町で白ネギ部会の
井勝耕太副部長を訪問。生産者の高齢化や後継者不足、
繁忙期の人材確保など生産現場の課題について意見を
交わし、
担い手農家の現状を確認しました。

ＪＡ全中は、ＪＡ戦略型中核人材育成研修の全国
研究発表会をオンラインで開きました。同研修を受
けたＪＡと共済連の職員 23 人がＪＡの課題解決へ
の提案を発表しました。ＪＡ鳥取中央からは、中橋
裕一さんが農業所得向上に向けた市場開発戦略に
ついて発表を行いました。中橋さんは、農家所得を
向上させるためには現在の事業領域を見直す必要
があり、標的市場を県内から近隣府県まで広げてみ
てはどうかと提案。当地の産物を他県の直売所で販
売し、また他県の産物を当地の直売所で販売するこ
とで、県外の売り場確保に新たな投資を行うことな
く、市場拡大が可能になるのでは、と説明しました。
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2/ 4 シャインマスカット 13年連続過去最高単価を更新

総会の様子

同部が栽培するシャインマスカット

北条支所ぶどう生産部は北栄町で総会を開き、令和３年度事業報告や令和４年度事業計画など、生産者、ＪＡ
関係者約 50 人が参加し承認しました。
主力品種のシャインマスカットは、出荷量 32.0 ｔ、販売金額 5,422 万円（同 1,214 万円増）、１㎏あたりの販売
単価 1,651 円（同 161 円増）となり、13 年連続の過去最高単価を更新しました。また、総出荷量 158.3 ｔ、販売
金額１億 9,188 万円（前年実績比 157 万円増）で好結果となったことを報告しました。
令和３年度から新たに冷蔵貯蔵を開始した約 100 房を、３カ月間貯蔵して出荷しました。ロスなく製品率
100 ％となり、令和４年度は、貯蔵量を増やし有利販売に努めます。
同部の石宝梅市部長は「生産者が心を一つにして、消費者に高品質なぶどうを届けよう」と呼び掛けました。

2/ 15 椎茸生産部総会
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2/ 14 バレンタインデー ＪＡ共済感謝デー

部長から表彰状を受け取る福井聡さん

笑顔でプレゼントを受け取る来店者

椎茸生産部は、倉吉市で第 15 回通常総会を開き、
生産者、行政、JA 関係者約 20 人が出席しました。
令和 3 年度事業報告や 4 年度事業計画を承認し、
原木椎茸「とっとり 115」を中心とした生椎茸のブ
ランド強化や持続的な生産基盤の強化を進めてい
くことなどを確認しました。
この日は、第 54 回全農乾椎茸品評会で農林水産
大臣賞を受賞するなど、功績のあった部員の表彰も
行いました。生産者の那須輝男さんは「生産者や関
係者が一丸となり、これからも高品質な椎茸を栽培
したい」と話しました。

ＪＡ三朝支所では、
「バレンタインＪＡ共済感謝
デー」を開催し、この日に来店した方先着 100 人に、
日頃の感謝の気持ちを込めて粗品をプレゼントし
ました。
プレゼントには、メッセージカードとともにＡ
コープマーク品や牛乳の消費拡大を図るため白バ
ラコーヒーを準備。共済課の担当職員が、心を込め
ながら笑顔で手渡しました。
同支所の津村正紀支所長は「今後も、組合員さん
の寄りやすい支所にしていきたい」と話しました。

2/ 17 新嘗祭供御献穀齊田 種子引渡式

2/ 17 大栄西瓜 ３年連続20億円達成

抜き穂引き渡しの様子

新嘗祭に献上する献穀米の種子引渡式が、八頭町
役場で開かれました。令和３年度の奉仕者、八頭町
の清水章雄さんが倉吉市の河野正人さんへ献穀米
「星空舞」の種子と抜き穂を引き渡しました。石田
耕太郎倉吉市長や吉田英人八頭町長、ＪＡ関係者 16
人が出席しました。倉吉市での新嘗祭への献穀は、
平成 13 年に行って以来 21 年ぶりとなります。
河野さんは「種子引渡式を迎え、改めて献穀奉仕
者としての重責を実感し、身が引き締まる思いで
す。秋の献穀に向け精一杯努力し、無事献穀の重責
を果たしたい」と話しました。

ホワイトデーの
お返しは満菜館で！

3/ 14

ホワイトデーのお返しはＪＡ直売所で！

中部管内のＪＡ直売所では、バレンタインのお返
しにぴったりなホワイトデーのギフトを販売して
います。
ギフトはイチゴのパック詰め合わせとイチゴと
クッキーの詰め合わせ２種類をお買い得価格で準
備しています。受注販売として２月下旬から予約を
受け付けており、３月 13、14 日には数量限定で店頭
でも販売致します。
倉吉市の「旬鮮プラザ満菜館」の正木店長は「旬の
イチゴを用意しております。ＪＡ鳥取中央の甘～い
イチゴをぜひバレンタインのお返しにプレゼント
してみてください」とＰＲしました。

大栄西瓜組合協議会は、コロナ禍のため書面表決
で第 50 回通常総会を行いました。
同部の本年度の販売は、出荷数量54万9,000ケー
ス（前年 59 万 9,000 ケース）、販売金額 20 億 5,600
万円（同 21 億 1,200 万円）、平均単価 3,738 円 / ケー
ス（同 3,525 円 / ケース）と平均単価は前年を上回る
結果で終了し、販売金額については３年連続で 20
億円を達成しました。
同部の山脇篤志会長は「今後もスイカの大産地で
あり続けるため、新規就農者の育成に努め、生産者
の栽培面での負担軽減やインフラ整備など関係機
関と連携し対応していく」と挨拶しました。

2/ 18 女性会河北支部さくらんぼの会
活動の喜びを感じ合う女性会活動

ピンチねこ作りに真剣に取り組む会員の様子

女性会河北支部さくらんぼの会は、河北支所で会
員７名が参加し、
ピンチねこ作りを行いました。
同会員が、
講師となり洗濯バサミを使った手芸に挑
戦。講師の丁寧な説明を聞き、
慣れた手つきで自分の
オリジナルなマスコット（ピンチねこ）を完成させま
した。普段、家庭ではできないことを会員同士で楽し
く活動をできることに、
喜びを感じ合っていました。
同会長の川本千賀子さんは「コロナ禍で自粛を余
儀なくされているが、できることを考え、工夫しなが
ら魅力ある活動を行いたい。会員以外の方にも楽し
さを伝え会員を増やしていきたい」と今年度の抱負を
話しました。
10

2/ 21 鹿児島全共に向け候補牛の巡回調査を行いました

和子牛市場平均価格２年連続日本一!

1頭1頭発育状況を確認していきました

中央家畜市場でのセリの様子

10 月に鹿児島県で開催される第 12 回全国和牛
能力共進会 ( 全共 ) に向け、種牛の区の候補牛を巡回
調査しました。行政やＪＡ職員で構成する技術指導
班のメンバーが、体高・胸囲の測定、生産者への聞き
取りを行い発育状況を確認しました。
管内では、第２区に１頭、第６区に「元花江」を父
に持つ４頭を候補牛として飼育中です。第６区の候
補牛を飼育する岡崎久徳さんは「全共に向け、牛に
人を慣れさせ、姿勢の良い立ち姿になるよう調教し
ていきたい」と話しました。

日本農業新聞が発表した 2021 年に全国の家畜市
場で取引された黒毛和種の取引価格ランキングで、
鳥取県中央家畜市場が２年連続の全国一位を獲得
しました。
鳥取市場では人気の「白鵬 85 の３」の産子が全体
の６割を占め、平均価格は 83 万 2,000 円でした。
鳥取の牛は肉質が良いうえに飼いやすく増体も
期待できることが大きな理由となっています。ま
た、血統だけではなく全国に先駆け、ゲノム育種化
を掲示するなど新たな取組みも行っていることも
大きく評価を上げた要因となっています。

2/ 22 東郷果実生産部

第19回通常総会開催

2/ 22 第37回中部農業みらい宣言

寺地政明生産部長 挨拶の様子

会見を行う栗原組合長

東郷果実生産部は、第 19 回通常総会を開き、生産
者、行政、ＪＡ関係者 69 人が参加しました。令和３
年度の販売実績が 10 億 2,800 万円を達成したこと
などを報告しました。
ハウス梨「二十世紀」の販売平均単価は、前年度実
績比 108 ％で 7,792 円（１箱 10 ㎏）、
「新甘泉」は同
比 111 ％の 6,806 円で推移するなど、全体的に販売
は好調でした。令和４年度は、
販売数量 18 万 2,760
ケース、販売金額 10 億 700 万円を目指します。
同部の寺地政明部長は、
「生産者が一丸となって
生産振興に取組み、消費者が求めるより高品質な梨
生産に努めたい」と意気込みを話しました。

ＪＡ鳥取中央は、倉吉市で定例記者会見「中部農業みらい
宣言」
を開き令和４年度の販売戦略について発表しました。
同ＪＡでは、毎年YouTuberやお笑い芸人を起用したポッ
プやチラシなどで管内の特産物をＰＲしてきましたが、今
年はＣＭを作成し、消費拡大を図ります。ＣＭのコンセプ
トは「すべての食には、愛と音がある」とし、収穫する音、調
理する時の音、食べる時の音などで新鮮さとおいしさを発
信します。ＣＭは今年の５月から放送予定です。栗原隆政
組合長は「音には農産物が出す大地の音、消費者が調理し
たり食べたりするときに出る幸せの音の２種類がある。Ｃ
Ｍで視聴者の五感に訴えかけ、有利販売に繋げたい」と話
しました。
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2/ 22 第19期あぐりキッズスクール 運営委員会開催

ＪＡ鳥取中央は、
倉吉市で食農教育
体験「あぐりキッズ
スクール」の運営委
員会を開き、第 19
期も規模縮小をし
な が ら、募 集 人 数
40 人で開校するこ
とを決めました。
昨年は、密集や密
閉を避けるためバ
昨年の様子
ス移動の中止、カリ
キュラムは屋外を中心に、飲食は行わないなど新型コロナ
感染対策をしっかりと行い、活動を行ってきました。
運営委員会では、今年も同様に対策を徹底しながら田植
え、稲刈りの米作りをベースに、人気の高い恒例の県立倉
吉農業高校の生徒との乗馬体験を行うことを決定。また、
昨年台風の影響で中止となってしまった、農産物をめぐる
ウォーキングを今年もカリキュラムに盛り込んでいます。
参加するあぐり生に楽しんでもらえる、また農作業を通し
てあらたな感動が与えられるようなカリキュラムになるよ
う準備を進めていますので、参加されるあぐり生の皆さん
はどうぞ楽しみにお待ちください。

2/ 25 スイカの定植作業がスタートしました！

泊のスイカは、県内の他産地よりも早く収穫できるのが特徴なんです！

泊西瓜生産部は湯梨浜町泊地区で、主要特産物のスイカの定植を始めました。２月中旬気温が下がっていた
影響で予定よりも１週間遅いスタートとなりました。同地区で栽培されるスイカは「とまり美人すいか」の名で
ブランド品として知られています。今年は約 0.9ha で 3,000 ケース ( １ケース 15.5 ㎏ )、1,200 万円の販売を
目指します。
同部の山本昌介生産部長のハウスでは 60 ａで約 3,000 本の定植を予定。この日の作業は鳥取県立農業大学
校の学生で今後同部に入部を希望している杉本直耶さんも手伝いに来るなど４人で行いました。同部のハウス
では、早期生育のため二重ハウスで栽培。夜でも地温を確保でき、雌花雄花の成長が順調に進むため着果不良が
少なく栽培することができます。山本生産部長は「消費者の方が笑顔で明るい気持ちになってもらえるよう、糖
度が高く、食味の良い、おいしいスイカを部会一同一丸となって作っていく」と意気込みました。
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平成２７年に開催した第４８回ＪＡ鳥取県大会以降、ＪＡでは組合員・地域に寄り添い求
められる組織であり続けるためにＪＡ自己改革に取り組んできました。
直近のＪＡグループ鳥取のＪＡ自己改革の取り組みと昨年開催した第 50 回 JA 鳥取県大
会を受けたこれからの取り組みを一部紹介します！

ＪＡグループ鳥取、生協、漁協、森林組合、中国労金、ワ
ーカーズコープで組織する鳥取県協同組合連絡協議会は１１月８
日、鳥取市で県内４つの大学（鳥取大学、鳥取環境大学、鳥取短期
大学、鳥取看護大学）へ生活支援物資を提供しました。協同組合連
携で、次世代を担う県内大学生の生活をサポートし、持続的な地域
教育の環境づくりに貢献しています。
支援を受けた大学生からは、
「支援の提供ありがとうございまし
た。一人暮らしなので本当にありがたいです」
「星空舞が新米だっ
たので早く食べたい」などの感謝の声をいただきました。

ＪＡ JA 鳥取県中央会と県農業農協教育研究協議会は１２月１
５日、「第２６回農業高校対抗料理コンクール」を開きました。
今年のテーマは「コロナ禍でのオリジナルテイクアウト弁当」で、
食材には今話題の青パパイアと「星空舞」、県産豚肉、シイタケを
使うのが条件でした。県内から４校が出場し、３年ぶりに県立倉吉
農業高校の「星取県の魅力いただき！！弁当」がグランプリに輝き
ました！
４校の弁当は、琴浦町の農家レストラン「ちっちゃなレストラン」
で、1 月限定で商品化・販売され、想定以上の注文・反響があり、
好評な取り組みとなりました。

現在、JA グループ鳥取では、JA 自己改革の取り組みをいっそう進めるため『JA 鳥取中央自己改革工程表』の検
討・作成を行っています。工程表には、JA 自己改革を実践するための具体的な方針や JA 自己改革の実践に向けた
組合員意思の反映方針、JA 自己改革を支える経営基盤の確立・強化の取組方針を目標数値等と合わせて示す予定で、
より組合員の方が JA 自己改革を実感できるものとなります。
4 月の総代会では、事業計画と合わせ完成した『JA 鳥取中央自己改革工程表』を提案しますので、確認していただ
くとともに、JA 自己改革の着実な実践に向け、引き続き JA 活動等への積極的な参加・参画をお願いいたします。

「ＪＡがあって良かった」
「ＪＡはなくてはならない」と実感していただけるよう、組合員の皆
さんや地域の方々からいただいた「声」をもとにＪＡ自己改革を進めていきます。今後も引き
続きＪＡ活動へのご意見・ご要望をよろしくおねがいいたします。
©よい食 P
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理事会報告
提案事項は原案どおり承認されました。
第12回
（令和4年1月26日
（水）
開催）
報告事項
１）組合員の異動について
２）各部からの報告
３）子会社の経営概況について
４）令和３年度鳥取県農林水産省要請
検査の検査書について
５）その他
協議事項
１）令和３年度第３－四半期決算監事監
査改善指摘事項に対する措置方針
２）令和４年度事業計画（収支予算）について

３）全農との農機事業一体運営の取り組みについて
４）機構改革について
５）機構改革に伴う関連規程の一部改正について
６）職員就業規則の一部変更について
７）職員退職給与規程の一部変更について
８）参事の選任について
９）鳥取中央農業協同組合と子会社と
の出向契約の承認について
10）役員賠償責任保険への加入について
11）出資金の減資について
12）経理規程の一部変更について
13）令和３年度補助事業による大栄西瓜選果場新選
果機機能向上工事の固定資産取得計画について

人事異動

【異動】（令和4年2月1日付）

審査役 伊藤 秀樹
新部署：参事 兼 総務部 部長
現部署：総務部 部長
調査役 野儀 明彦
新部署：総務部付（鳥取東伯ミート出向）
現部署：監査部監査課
主 査 松本 和也
新部署：監査部監査課
現部署：企画管理部リスク統括課

【異動】（令和4年2月14日付）

考査役 加藤 泰宏
新部署：大鴨支所組合員課（西倉吉相談プラザ担当）
現部署：大鴨支所西倉吉出張所 所長
考査役 今井 聡子
新部署：大栄支所組合員課（栄相談プラザ担当）
現部署：大栄支所栄出張所 所長
考査役 赤熊 泰博
新部署：三朝支所組合員課（三徳相談プラザ担当）
現部署：三朝支所三徳出張所 所長
主 査 石原 修司
新部署：関金支所組合員課
現部署：三朝支所三徳出張所

JA鳥取中央

葬祭センター
0120ｰ80ｰ9831

〒682-0017
倉吉市清谷町2丁目143
TEL
（0858）
47-4300
FAX
（0858）
47-4320

通話料無料

温暖 化で米作り
が だんだんと大
変になってきまし
た。
（トマトさん）

たくさんのお便りを
お待ちしております。

ん
スクワットがだ
て
だん大変になっ
きました。

）
（はったんさん

雪かきが重労働に
感じる様になって
きました。
若い頃は
子どもと遊んだり
地域の人とコミュ
ニケーションを取
りながら作業でき
たのですが、今で
は息切れしながら
やっています。
（岡っぱさん）

あじさい

〒682-0604
倉吉市福本220-1
TEL
（0858）
48-2100
FAX
（0858）
48-2101

コロナ禍でネッ
ト
通販を利用する
機
会 が 増 えて
、た
まった段ボール
を
方付けるのが大
変
になってきまし
た。
（ヤッピーさん
）

年度末というこ
と
で 、次年度の仕
事
のため の 引 継
ぎ
作業が大変です
。
（上中別府しま
さん）

〒689-2303
琴浦町徳万282-13
TEL
（0858）
53-1184
FAX
（0858）
52-3943

読者からの
お便り紹介
今月もたくさんのお便り
ありがとうございました。

今月のお題

休 みの日の掃除
が年を重ねるごと
に手抜き掃 除 に
なってきている。

だんだんと大変に
なってきたこと
を教えて下さい。

（だんごさん）

に
若い 時 に は 気
ま
したことがあり
、世
せんでしたが
つ
の中 の変 化 に
う
いていけないよ
な気がします。

）
（ゆんゆんさん
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メモリアルホール

福 本

報恩舎

24時間受付

副主査 豊岡 由佳
新部署：企画管理部リスク統括課
現部署：総務部付
主 事 世瀬 瞳
新部署：羽合支所金融課
現部署：大栄支所栄出張所
一般職 内堀 綾
新部署：三朝支所金融課
現部署：三朝支所三徳出張所
一般職 吉村 みなみ
新部署：久米支所金融課
現部署：大鴨支所金融課

メモリアルホール

メモリアルホール

TEL
（0858）
47-0983
FAX
（0858）
47-0981

【次号のお題】
「申し訳ないなぁ～
と思うこと」

14）琴浦製氷機機能向上工事の建設委
員会の設置について
15）令和４年度手数料率（案）の設定について
16）借入最高限度額について
17）信用の供与等最高限度額について
18）貸出利率の最高限度について
19）令和４年度余裕金運用方針について
20）資金の貸出について
21）資金の貸出（利益相反契約に係る承認）について
22）利益相反契約に係る承認について
23）令和４年度座談会資料について
24）その他

眠りが浅くなっ
て
きて 、疲れがと
れ
なくなってきま
し
た。
（生田さん）

り
床からの立ち上が
、よ
が大変になり「
声
いしょ！」のかけ
が増えました。

さん）
（和くんばあば

東伯郡湯梨浜町久留26-1
TEL／35-3535 ＦＡＸ／35-3888
営業時間／9：00～18：00
定休日／なし

種を蒔き収穫まで
精魂込めて育てています
あきやま

秋山

みつ お

充雄さん 北栄町

今回は、野菜などを精魂込めて栽培される秋山充雄さんを紹
介します。就農し24年を迎える秋山さんは実家が花き栽培農
家だったことから、大学卒業後、愛知県で２年間花き栽培技術
などを習得しました。その後、その知識を活かすため地元に戻
り、家族３人で『花壇苗』
『パンジー』
『ビオラ』などを栽培し、市
場に出荷していました。
今は、花き栽培から野菜栽培に切り替え、10ａの畑で季節に
応じた野菜の種を露地に蒔き苗を育て、愛情を注ぎ大きく育った野菜を収穫し、直売所に出荷しています。
秋山さんは「今の時期は、数種類の白菜の品種を計画的に栽培し、消費者に質の良い白菜を届けるよう努力
している」と言います。また、ロスを出さないよう栽培管理に気を付けているそうです。余った野菜は、友人、知
人、お世話になった方への恩返しと思い、お裾分けをされているとのこと。
秋山さんは「自分の立てた計画どおり出荷ができた時は、達成感が喜びへと変わる瞬間です」と話します。今
後の目標を聞くと「商品ロス削減に繋がるよう質の良い野菜作りを心掛け、消費者の方に喜んでもらえるよう
日々努力することです」と話します。
毎日、農作業に関わる秋山さんは、地元の野球チームに所属され、メンバーとの交流を含め仕事のストレス
発散をされているそうです。シーズンが到来したら、おもいっきり野球を楽しんでください。応援しています。

直売所では
旬のイチゴ、お彼岸用のお花

直売所情報

など、各種取り揃えております。
みなさまのご来店をお待ちしております！
旬鮮プラザ満菜館 ４８－２５２５
楽 市 楽 座 ４３－２２８６
あぐりポート琴浦 ５５－６３３６

旬鮮プラザよってみたい菜 ４７－４１９７
ハ ワ イ 夢 マ ー ト ３５－３５３５
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生育適温は17～20度でウリ科野菜の中では比較的低温
に強く、強健で病害虫も比較的少ない野菜です。
ビタミン類、カリウム、カルシウムなどを豊富に含み、特
に免疫力を高めるβ-カロテン含量は野菜の中ではトップク
ラスです。

カボチャ 強健で育てやすい

［品種］
西洋カボチャでは
「みやこ」
（サカタのタネ）
、
「えびす」
（タキイ種苗）
、
「九重栗」
（カ
ネコ種苗）
など、
ミニカボチャでは
「坊ちゃん」
（ヴィルモランみかど）
など。表皮が白く貯
蔵性のある
「雪化粧」
（サカタのタネ）
などもあります。
［苗作り］
種は一般地では3、4月に12㎝ポットに3粒まき、本葉1枚の頃生育の良いも
のを残して間引いて1本にし、本葉4、5枚まで育てます
（図1）
。
［畑の準備］
植え付け2週間前に1平方m当たり苦土石灰100ｇを全面にまいて耕しま
す。次に、畝幅
（ベッド幅）
90㎝で、中央に深さ20㎝程度の溝を掘ります。この溝1ｍ当
たり化成肥料
（NPK各成分10％）
100ｇと堆肥2、3㎏とを施し、溝を埋め戻して高畝を
作ります
（図2）
。
［植え付け］
遅霜の心配のない4、5月が植え付け適期で、株間90㎝程度に植え穴を掘
り、穴に十分水を注いで植え付けます。遅霜の恐れのあるときは、ポリフィルムでトンネ
ル、ホットキャップやあんどんを作り、保温します
（図3）
。
［整枝・交配］
本葉5枚くらいで摘心し、生育の良い子づるを3本伸ばし、他の子づるは
かき取ります
（子づる3本仕立て）
。伸びた子づるは重ならないように配置します
（図
4）
。着果節位は10節前後を目標にし、雄花開花日の早朝に花粉を雌花の柱頭になす
り付け、受粉
（人工受粉）
させます
（図5）
。
［追肥・敷きわら］
追肥は果実がこぶし大の頃、化成肥料を1株当たり30ｇ程度、株元か
ら離してばらまきます。茎葉と果実への泥はね防止のため、敷きわらや不織布など透
水性の資材を敷きます。
［収穫］
開花後45～50日たって果実に爪が立たないくらい堅くなった頃が収穫適期で
す。収穫後7～10日、風通しの良い場所に置いておくと甘味が増します
（図6）
。

JA鳥取中央葬祭だより

香典返しに入っている「清め塩」は何のため？

JA鳥取中央

就農相談会
新規就農を検討されている方・農業に興味がある方

ぜひ、
お気軽にご相談ください!!

農業に興味があるけれど、実際にどんなことをすればいいの？
土地も農機もないが、農業は始められるの？
就農に関する助成金の制度はあるの？

日時：4月13日㈬ 13：30～16：00
JA鳥取中央 本所 2階（第2会議室）
（倉吉市越殿町1409）

※相談会の参加には事前申し込みが必要となります。

毎月
まずはお電話を！
第2水曜日
■営農支援課 ☎0858-24-6429
開催！

（担当：杉原・山本）
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多くの皆様が、通人、知人等のご葬儀にご厚志を
お渡しになられた場合、お受け取りになられる香典
返しに「清め塩」が付けられている場合が多いと思
います。
この「清め塩」は、元々は神道の考え方によって利
用されるようになったもので、神道では、死を「穢れ
（けがれ）」ととらえます。この際の「穢れ」は「汚れ」
とは異なり、
「汚いもの」ではなく、
「生命力が枯れる
こと（気枯れ）」に由来する言葉ともいわれ、これを
祓うため「清め塩」を使用するようになったといわ
れています。元々は神道の考え方であった「清め塩」
が仏式の葬儀の香典返しにも付けられるように
なったものです。
鳥取県中部地区では、仏式の葬儀であっても、宗
派、菩提寺によっては「清め塩」を付けない場合があ
り、必ずしも「清め塩」が付けられていなければなら
ないということではありません。
この「清め塩」は、葬儀後、ご自宅にお帰りになっ
た際、胸元、両肩、足元に振りかけてご使用いただき
ますが、食用ではありませんので、食用に利される
ことはお控え下さい。

（高塚さん）

（中野さん）

（猫好きの裕さんさん）

暮らし をうたう川柳
産む 」

鈴木

課 題「

公弘

選

横山智恵子
徳田 尚志
眞山 博充
和田 三郎
山松みち子
鳥飼寿々子
西村奈保子
為平さえ子
髙多 和弘

山崎恵美代

倉 吉 市
倉 吉 市
琴 浦 町
湯梨浜町
倉 吉 市
倉 吉 市
北 栄 町
湯梨浜町
倉 吉 市

駅 」 です。

締切

月 日
（火）
必着

22

52

（堀川さん）

（西村さん）

産む力備わっている自信持ち
産む産まぬそんな自由が今はある
猫が子を産んで親子の情を見る
運を手に苦難乗り切る記録産み
北京から感動を産むものがたり
産んだ子へ虐待目立つ世を悔やむ
産み出すも破壊するのも自分の手
産む力届け未来の担い手に
産まれたてめんこい子牛立ち上がる

倉 吉 市

【今月の佳吟】
産んだ子の人権守る愛を抱く

号の課題は「

（評） ＳＮＳ
（ネット交流サービス）
全盛の時代。言いたい放題の感がある。
生き物への愛情など欠片もない事を書く。攻撃された痛みの耐えき
れず自死に追い込まれるケースも増えた。いつの時代も人権弾圧や
差別の背景には民族、出自が色濃く関わるが、こうした事態はもと
より、言論の自由に名を借りた虚偽（フェイク）が度を超えている。
しかし、それが公序良俗や信義則に反するとき、刑罰や損害賠償の
責めを問われることを知るべきだ。法令規制を受ける前に利用者一
人ひとりが自粛しなければ、天地逆転の事態となろう。共生のルー
ル順守が人類愛の最低基準であり、我が子が悲しみ、擁護するのは
自明の理だと思う。
（投句総数 ）

※

3

住所、氏名（雅号もフルネームをご記入下さい）、電話番号、作品一人三句以内
を、裏表紙にある応募用ハガキでお送りください。応募をお待ちしております。
ペンネームでの投稿は無効となりますのでご注意ください。

次

（吉田さん）

（尾﨑さん）

（宮本さん）
さん）
（がんばるくん

う川柳」には
「暮らしをうた
ありますね。
笑いと感動が

ブロッコリーの
ポタージュ。
是非、作ってみ
たいと
思いました。
て
体に良いと聞い
ブロッコリーは
読んで
「特 集」記事を
いましたが、
す。
って良かったで
更に詳しくわか

2月号表紙の佐々木元さんの
写真からは「頑張り」や
「喜び」が伝わってきます。

「シェフ永井のおすすめ」
料理が毎回楽しみです！

直売所「よって
みたい菜」に
よく行きます。
野菜がおいしく
て嬉しいです。

我が家でも小さいですが
家庭菜園でナスやキュウリを
作っています。
すごく楽しいですよ。

ッズスクール。
第18 期あぐりキ
無事終了されて
います！
おめでとうござ
生産者さんた
ちの顔が
拝見できて嬉し
いです。
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シェフ永井

なが

永

のおすすめ

い

井

とも

智

かず

一

茨城県笠間市にある
「天晴（旧キッチン晴人）」
オーナーシェフ

タケノコとソラマメのチーズフリット
揚げ衣A

材 料（2人分）
タケノコ
（あく抜きしておく）…小1本
ソラマメ………………6粒
サラダ油………………適宜
レモン…………………1切れ

薄力粉…………50g
炭酸水…………80ml
パルメザンチーズ
…大さじ1
塩………………少々

作り方
⑴ タケノコは皮付きのまま半分に切り、
中を取り出しさら
に２等分にする。
ソラマメはさやから取り出し皮をむく。
⑵ Ａの材料を混ぜ合わせ揚げ衣を作り、⑴のタケノコとソ
ラマメをくぐらせ、170度のサラダ油で裏表を返しなが
ら２～３分揚げる。
⑶ 器にタケノコの皮を置き、揚がったタケノコとソラマメ
を盛り付けレモンを添える。

キリトリ

表紙の写真説明

✂

●アンケートにお答えください。
（複数回答可）
「ドリームちゅうおう3月号」良かった記事は？

良かった理由：

□ ＪＡ自己改革実践中!!
□ 読者からのお便り紹介
□ 直売所探検隊
□ あなたもチャレンジ！家庭菜園
□ 暮らしをうたう川柳
□ シェフ永井のおすすめ
□ クロスワードパズル

（※応募されない方は空欄で構いません。） ※ ク ロ ス ワ ー ド の

「クロスワードパズル」
の答え
Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

正解者の方には、
抽 選で「 神 の 笑 み
（三朝神倉大豆どら焼き）」
をプ
レゼント致します。

●次号のお便りのお題「申し訳ないなぁ～と思うこと」
を教
えてください。
また、
「暮らしをうたう川柳」への応募、JA
鳥取中央グループに対するご意見・ご要望など、
ご自由
にお書きください。

（ペンネーム：
※ドリームちゅうおう誌面にて発表することがありますので
ご了承ください。

）

キリトリ

●クロスワードパズルに応募される方はお書きください。

✂

□ 表紙
□ 特集
□ 地域情報発信室
□ 旬感！きらり人
□ 女性会・青壮年部の活動紹介
□ 栗原組合長文化賞受賞
□ トピックス

今回の表紙は、スイカ
「きらり」を30ａ、ミニト
マトを６ａ栽培する高塚哲也さんです。管内では
２月下旬から３月にかけてスイカの定植作業が始
まり、高塚さんも暑いハウスの中で、定植作業に
汗を流していました(;^_^A）
「基本的なことです
が、温度や水の管理を気を付け、大きくておいし
いスイカを作るようこだわっています」と栽培の
ポイントを教えてくださいました。また高塚さん
は、今期から琴浦ミニトマト生産部の部長を務め
ます。高齢の方も少なくないようでぜひ若い生
産者の方に入ってほしいそうです！「コロナ禍で
販売が厳しいこともありますが、丹精込めてスイ
カを作っています。琴浦の『きらり』や『がぶりこ』
ぜひ食べて下さい！」と話されました。今年もス
イカの季節が楽しみですね！

今月のプレゼントは

3月号

クロスワードパズル 神の笑み（三朝神倉大豆どら焼き）

No.290

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？

タテのカギ

ヨコのカギ

2 ナットやボルトを締めます

1 新1年生を迎える行事です

5 そこが彼の彼たる――だ

2 『ローマの休日』や『プリティ・ウーマ

発行日／令和4年3月10日
発 行／鳥取中央農業協同組合

ン』
は――映画の名作です

7 自動車の、
地面に触れる部分

3 名古屋市の南側に位置する――半島

9 調味料控えめで作りました

4 『銀河鉄道の夜』や『注文の多い料理店』

11 花見のときに広げることも

の作者

12 ――を求めて猫カフェに行った

6 大がL、
中がMなら、
小は

14 カイコの餌になる植物

8 黒い石と白い石で戦います

16 結婚が決まり、
――の顔合わせを行った

10 日本庭園に敷かれていることも

18 お酒を飲んでいない状態

〒682-0867 鳥取県倉吉市越殿町1409

13 4月29日は――の日。
国民の祝日です

20 元素記号はU。原子力発電所の燃料にも

15 稲や麦の茎を干したもの

使われます

17 表の反対側

21 ここ20年ほどで携帯する人が増えま
Ａ

B

C

D

TEL 0858-23-3000 FAX 0858-23-3070

2月号の答え

ネ ンド マ ツ

した

E

19 画家がキャンバスに走らせます

応

募

要

項

下記「応募ハガキ」に、
クイズの答えをお書きの上、
応募締切までに切
り取ってポストへ投函するか、
各支所へお持ち下さい。
※通常ハガキ・
ＦＡＸ・メール・HPからも応募可能です。クイズの答えの
他「良かった記事・住所・氏名・電話番号」をお書きの上ご投函下さい。
●応募締切 3月28日（月）当日消印有効
●応 募 先 〒682-0867 鳥取県倉吉市越殿町1409
JA鳥取中央 広報課宛
●Ｆ Ａ Ｘ 0858－23－3070
●Ｅメール kouhou@ja-tottorichuou.or.jp
※当選は商品の発送をもってかえさせていただきます。※個人情報については、
プレゼントの発送、
及び「ドリームちゅうおう」の紙面作り以外には使用しません。

HPでも応募できます
✂

郵
料金受取人払郵便

購読料

差出有効期間
2023年2月
7日まで

月極

2,623円

広報課

✂

キリトリ

年額

8,782円

（税込）

宛

企画・編集／JA鳥取中央 総務部 広報課
印刷／山本印刷株式会社

購読料

き

6 8 2 8 7 9 0

切手不要

（税込）

－購読のお申し込みは、各支所 組合員課までお問い合わせください。
－

が

倉吉市越殿町１４０９

664

お近くの新聞販 売店
から毎日お届けします。

は

鳥取中央農業協同組合

倉 吉 局
承
認

便

総務部

JA鳥取中央ホームページ

https://www.ja-tottorichuou.or.jp

中四国版
紙面には、JA
鳥取中央の記事が
随時掲載されて
います！
ぜひご覧くだ
さい!!

キリトリ

誌代1年分を
年間予約として
購読料をお支払い
いただくと普通月号
1か月分が無償
となります

住所

※原 則として、年間予約購読〔前
納〕の中途解約はできません。
※1冊からでもご購読できます。

電話
番号

氏名

※個人情報については、プレゼントの発送、及び「ドリーム
ちゅうおう」の紙面作り以外には使用しません。

