
ＪＡのキャッシュカードなら、全国のＪＡのＡＴＭで入金・出金手数料が 

いつでも無料です。

※個人の方の普通貯金に限ります
※当月に優遇対象となった方には、翌月２５日から翌々月２４日まで優遇しま
す。期間終了後、次の月の９日（休日の場合は前営業日）に、対象口座へ手数
料分の金額を入金します

※優遇対象取引のう
ち、取引時点の早
いものから優遇し
ます

ＪＡバンク優遇プログラム 
優遇対象資格に当てはまる方には、提携金融機関・コンビニＡＴＭで
の入出金手数料をひと月に最大３回までキャッシュバックします。

さらに！ 
神奈川県内ＪＡの
キャッシュカードを
お持ちの方は 

年金振込 給与振込 組合員 
ＪＡの口座を年金振込口座
に指定している方
※当月または前月に年金振込が１件
以上ある方が対象です（年金の種類
によっては判定期間が異なりますの
で、店舗にお問い合わせください） 

ＪＡの口座を給与振込口座
に指定している方
※当月に５万円以上の給与振込が１件
以上ある方が対象です

ＪＡの正組合員・准組合員の方
※正組合員家族を含みます
※当月末時点で判定します

■優遇対象資格

■優遇内容
ステージ ステージ1 ステージ2 ステージ3

なし 優遇対象資格該当数 １つ ２つ以上 

̶ 2回 3回優遇
内容

提携金融機関・コンビニＡＴＭの
入出金手数料をキャッシュバック 

❶3～4月頃が種子のまき時で、トレイに種子をまき、軽く土をかけて明るい
場所に置き、発芽するまでは霧吹きでかん水します。発芽までは5～30日
とまばらで、発芽後はじょうろでかん水します。
❷発芽後30日ほどで葉が5～6枚の時、プランターに赤玉土中粒を3割混ぜ
た培養土を入れ、2株植え付けて明るい軒下に置くと、１か月ほどで株が
横に広がります。
❸水1ℓに大さじ2杯の塩を溶かしてかん水し、粒々が発生すると、収穫開始
の合図。茎をわき芽の上で収穫すると、次々に新しいわき芽が出てくるの
で、花が咲くまで収穫し続けます。夏に弱く、南側によしずを張るか、庭木
の下に置きます。5℃以上の室内では越冬します。

※発芽率が低く高温多湿に弱いため、直売所などで購入したものを挿し芽するのもおすすめです

【特徴とおすすめの食べ方】
　アイスプラントは、ピニトールの血糖低下、
イノシトールのコレステロール、中性脂肪低
下、カリウムの血圧低下など、生活習慣病に
効果があります。
　食べ方は、サラダ、軽くゆでたおひたし、
さっと揚げた天ぷらなど、食感と塩味を残す
調理に向きます。濡れた紙に包んでビニール
袋に入れ、野菜室で保管すると、5日程度は
鮮度が保てます。

JAあつぎ 検 索発行　厚木市農業協同組合　厚木市水引2-9-2　☎　046（221）1666（代） 　　https://www.jakanagawa.gr.jp/atsugi/

グリーン ページ

Green Page
組 合 理 念

（組合が存在する意義、理由、目標を表したものです）

夢ある未来へ 
人とともに、街とともに、大地とともに…

ＪＡあつぎは、組合理念のもと、「農業を軸とする地域に根ざした協同組合」として、支
所店を中心にさまざまな事業活動を展開しています。准組合員の皆さまにおかれまして
は、当ＪＡの事業をご利用いただくとともに、各地区で展開する協同活動にご参加いただ
き感謝申しあげます。
地域の農業と暮らしを支えるパートナーである准組合員の皆さまが当ＪＡの事業を利

用していただくことは、厚木市・清川村の農業の発展に役立っています。准組合員の皆さ
まに管内農業やＪＡ事業に関する理解をさらに深めていただくための広報紙として
「Green Page」をお届けします。

准組合員向け広報紙

　JAあつぎ管内で生産される地場農畜産物は、生
産者と消費者の皆さんとの距離が近く、短い輸送距
離・時間で新鮮な食材をご家庭の食卓にお届けする
ことができます。地場農畜産物が、どのような流れで
皆さんのもとに届くのかをご紹介します。

皆さまのもとへ
届くまで

2020
2月

JAあつぎ管内には、農産
物直売所「夢未市」や「グリー
ンセンター」など、生産者の
方々が採れたての地場農畜
産物を出荷し販売する直売
所があります。作り手の顔が
見える安心はもちろん、旬の
農産物をより新鮮な状態で
提供しています。

農産物直売所
生産者の庭先で直接農産物を買うことができます。生産者と直接会話をしな

がら野菜を購入できるところも魅力の一つ。ひと足先に旬の食材に出会えた
り、スーパーなどでは見かけない珍しい農産物が並んでいることもあります。

庭先直売所

なかなか直売所に足を運べない方にも地場農
産物をお買い求めいただけるよう、イトーヨーカ
ドー厚木店の食品館内に「夢未市出張所」を常設
しています。駅から近く、午後9時までオープンし
ているので、仕事帰りの方なども気軽に新鮮な農
産物を買うことができます。

イトーヨーカドー厚木店「夢未市出張所」

新鮮な地場農産物が購入できる「夢未市出張所」

JAあつぎは、地域貢献活動の一環で移動販売
車「ゆめみちゃん号」を運行しています。曜日ごとに
管内の販売場所を巡回し、直売所に行かなくても
地場農畜産物を買うことができます。JAあつぎ本
所や駅前支店でも、定期的に「ふれあい販売」を実
施しています。
※巡回スケジュールなどの詳細はJAあつぎホームページをご覧ください

移動販売車「ゆめみちゃん号」

地域住民の買い物を支援する「ゆめみちゃん号」

子どもたちに地域農業への理解・関心を深めて
もらおうと、生産者・学校・行政とJAが協力し、学校
で提供される給食に地場農産物を取り入れてい
ます。地場農産物や郷土料理を献立に入れた「パ
クパク厚木産デー」を実施し、地産地消を進めて
います。

学校給食

地場産の食材を使った給食を頬張る児童ら

生産者のこだわりが見える庭先直売所多くの来店者でにぎわう「夢未市」店内 おすすめの野菜や食べ方を聞くこともできる

JAあつぎ管内
生産者の
皆さん

地場農畜産物が
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アイスプラントは、夢未市やグリーンセンターでも見か
ける比較的珍しい野菜です。葉や茎の表面に、塩分を含ん
だ光る粒々がある
のが特徴で、南ア
フリカ原産のため
過湿を嫌います。

①答え　
②住所　③氏名
④年齢　⑤電話番号
⑥当広報紙で取り上げ
　て欲しい情報
⑦当広報紙へのご感想
　やＪＡに対するご意　
　見・ご要望

243-0004
切手

厚木市水引
２丁目９番2号

ＪＡあつぎ総合企画部
グリーンページ
プレゼントクイズ係宛

今回の紙面でご紹介した管
内で人気の果物狩りは？
当広報紙内にヒントがあります。
〇〇〇狩り
ハガキまたはFAX、電子メー
ルにて①～⑦の項目を記載
し、ご応募ください。
■ハガキ　右記の通り
■FAX　　046-223-8814
■電子メール
　kouhou@at.kn-ja.or.jp

2020年
3月19日（木）

問　　題

ヒ ン ト

応募方法

締め切り

正解者の中から抽選で10名の方に、厚木産マスクメロン使用「サクマドロップス」を３缶
プレゼント！ 当選者の発表は、発送をもってかえさせていただきます。

プレゼントクイズ

※①～⑦すべてをご記入ください

QRコードを読みとると電子メールの
アドレスが表示されます。

※ご記入いただいた個人情報は、抽選、賞品発送に利用するほか、個人を特定できない統計情報としたう
えで、マーケティング等に利用させていただきます

正解者の中からプレゼント

家庭菜園
ワンポイントアドバイス

～シャリシャリ感とほのかな塩味が魅力～
アイスプラント

　ＪＡは、組合員が一人では解決できない農業や暮らしの困りごとを、他の組合員と力を合
わせて解決するための組織です。そのためには、組合員同士で意見を出し合い、それをJA
の事業に反映することが必要となります。このような役割を「意思反映」や「運営参画」など
と呼んでいます。しかし、組合員になって間もない人がこうした役割を果たすのは容易では
ありません。　
　そこでＪＡでは、組合員に対してまずは地域農業や協同組合、JAへの理解促進を図り、そ
の上でＪＡ事業の複合利用や、さまざまな活動への参加を呼び掛けています。さらに組合員
の傾向や特性に合わせて、受け皿となる組合員組織（生産組合、女性部等の各種部会など）
を整備しています。こうした多数の組合員が集まる「場」を通じて組合員の「意思反映」を図
るとともに、その代表者による「運営参画」を進めています。

　ＪＡあつぎは、准組合員を「農と暮らしをともに支えるパートナー」と位置付けていま
す。地場農畜産物の購入などによる「食べて応援」、体験型農園などによる「作って応
援」といった活動を促進し、正組合員だけでなく、准組合員も積極的な役割を果たす中
で「地域農業の振興」と「農業者の所得増大」、「農業生産の拡大」を目指しています。

なるほど！
ＪＡ講座 「組合員」としての役割発揮

【栽培手順】

アイスプラント
栽培の材料は

グリーンセンターで
揃います！

組合員のメンバーシップ強化イメージ

准組合員の「地域農業振興の応援団」取り組みイメージ

アクティブメンバー

理事、地区運営委員等としてJA運営に参画

組合員組織等を通じてJA運営に意思反映

地域農業、協同組合、JAの理念を共有

JA加入・事業利用

●組合員組織、支所店等の活動に複数参加
●事業の複合利用

●体験型農園　●家庭菜園講習会
●援農ボランティア　●農業塾作って応援

食べて応援
●直売所で地場農畜産物を購入
●農業まつり　●農業体験イベント　
●直売所でのイベント

【地域農業振興の応援団】 （ちいきのうぎょうしんこうのおうえんだん）語句解説



春は学校や会社など、新生活が始まる人も多い
時期。さまざまなシーンで作る料理に、旬の野
菜を使うだけで彩り鮮やかになります♪簡単に
作れるおかずレシピに挑戦してみましょう！ 

人物を撮る時、一番気を付
けたいのが逆光です。被写
体の顔が暗くなってしまうの
で、太陽は撮影する自分の背
にあるよう意識しましょう。 

管内飲食店の店主を招き、地場農畜産物を使っ
た「おいしい＋おしゃれ」なレシピを学びます。

JAあつぎが委嘱する「ふるさと先生」が講師を務め、
旬の素材、季節行事に合わせた料理などを学びます。 

料理で
楽しむ

写真で
楽しむ

JAあつぎ本所クッキングスタジオ「DaidoCoひなた」

⒈ニンジンは縦半分に切り、鍋に入れてかぶるくらいの水とバターを入れ、
やわらかく煮る。

⒉タマネギ・ベーコンは薄切りにし、フライパンで炒めておく。
⒊バターを溶かし、小麦粉を焦げないよう炒め、牛乳で伸ばしホワイトソー
スを作る。塩コショウで味を調える。

⒋3に2を加え、1のニンジンに乗せ、上にチーズをかける。220℃のオーブン
で焦げ目がつくまで焼き、盛り付けにニンジンの葉を添える。

厚木観光いちご狩り組合
組合長 内海則行さん

暖かくなると、梅やサク
ラ、草花など、美しい風
景に思わず写真を撮りた
くなる場面が増えてきま
す。うまく写真を撮るポ
イントを知って、自分だ
けの写真スポットを見つ
けましょう！ 

管内には、家族や友人と
お出掛けできるスポット
がたくさん。旬を味わえ
るスポットとして訪れて
ほしいのが「イチゴ狩り」
♪完熟のジューシーで
甘いイチゴをたっぷり味
わえます！

・必ずご予約の上、お越しください

・入園料は各農園にお問い合わせください

・生育状況によって開園日や開園期間、時間等が変更

になる場合や品種を選択できない場合があります

JAあつぎでは、組合員・
地域住民の方を対象に、
毎月さまざまな講習会を
開催しています。旬の地
場農産物を使った料理
やフラワーアレンジメン
トなど、新しく趣味を見
つけたい方にもおすす
めです♪

人を撮る時は、
逆光に注意！

同じ場所でも角度を変えて写
真を撮ってみると、また違っ
た味わいが楽しめます♪ 

目線を
変えてみる
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ジェラートコーナーは4月～10月は午前10
時～午後5時、11月～3月は午前10時～午
後4時となります。

イベント情報など詳しい内容はＪＡあつぎホーム
ページから夢未市のページでご確認ください JAあつぎ 検 索

※一部端末では正常に動作しない場合がございます
※アプリのダウンロードや動画再生にかかるパケット
通信料はご自身の負担となります

スマホをかざすと
動画が見られる！

2. 　  「AR EGG」を起動し、右のチャン
ネル用QRコードにかざしてください。

1. 「APP Store」または「Google play」から専用
　アプリ「AR EGG」　　をダウンロードしてください。

3.左の　　 の写真をスマホで
かざすと動画が見れます。

無料アプリのダウンロードは
こちらから▶

厚木市温水255
☎ 046-290-0141

午前9時30分～午後6時営業時間
休 業 日 毎月第3水曜日（3月・9月は

第2水曜日、8月・12月・1月は除く）
および1月1日～4日

厚木市及川1161-1
☎ 046-241-6150

午前9時～午後6時（3月～9月）
※精米機は午後5時30分まで
午前9時～午後5時（10月～2月）
※精米機は午後4時30分まで

営業時間

休 業 日 年中無休（年末年始12月31日～1月6日を除く）

グリーンセンター夢未市

ＪＡあつぎの直売所ガイドＪＡあつぎの直売所ガイド
ここにスマホを
かざして
ください!!

ここにスマホを
かざして
ください!!

ここにスマホを
かざして
ください!!

ここにスマホを
かざして
ください!!

JAカード会員様限定
夢未市とグリーンセンター
でJAカードをご利用い
ただくとご請求時に

キリトリセン

5％割引に！

鈴木農園（妻田東3-29-19）  ☎222-1467
杉山いちご園（戸田1822/1826前） ☎090-5213-0922
清田いちご園（戸田1759）  ☎228-6857
内海いちご園（下津古久696） ☎228-6967

厚木観光いちご狩り

イチゴの
直売も♪

キャロットグラタン

野菜ソムリエが講師を務め、旬の野菜をテーマに
栄養素や調理方法などを学びます。使った食材
は、帰りに夢未市で購入することができます。

管内の生産者からフラワーアレンジメントを学
びます。厳選された花を使って、自分だけのアレ
ンジメントを作ることができます。

ここでしか
受けられない
講習会も多数。
料理が楽しくなる
レシピが学べます

参加者
の声

講習会の内容が充実！
毎月どんな講習会が
あるのか楽しみに
なります♪

参加者
の声

ふるさと先生の日
管内飲食店

店主による講習
会 

JAあつぎ管内の「農」のある日常の一こまや風景など、魅力が詰まった写真を募集します！
「農」のある風景を撮って送ろう♪「農」のある風景を撮って送ろう♪

太陽を
自分の正面に向けて撮影
（逆光で被写体が暗く映ります）

太陽を
自分の背に向けて撮影

（被写体に光があたるため明るく映ります）

少しかがんで撮影。
稲穂の絨毯が一面に
広がる様子が分かります 

地面近くから撮影。
空に向かって元気に生長して
いる感じが伝わります

市内のイチゴ農家では、安全・安心な
イチゴの栽培に力を入れるほか、車
いすやベビーカーでも利用できる高
設栽培を導入するなど、家族みんな
でイチゴ狩りが楽しめます。ぜひ、も
ぎたてのイチゴを味わってください。

各種講習会のご案内につ
いては、JAあつぎホーム
ページをご覧ください。

イチゴ狩りのご案内につい
ては、JAあつぎホームペー
ジをご覧ください。

募集 !

●応募規格
　・2018年1月～2020年2月までに撮影したもので、厚木市・清川村の「農」のある風景が撮影されたもの
　・2L、六つ切り、ワイド六つ切り、A4サイズにプリントした写真
　・応募は1人3点まで（組み写真は不可）
●応募方法・期限・展示
　・作品の裏側に「名前・年齢・郵便番号・住所・電話番号・撮影場所」を記載
　・令和2年3月25日（水）までに下記応募先へご郵送ください
　・作品は、令和2年4月10日（金）～5月29日（金）の間、JAあつぎ本所1階多目的ホール「ふれあい」で展示します
●応募先
　〒243-0004　厚木市水引2-9-2　JAあつぎ総合企画部 写真応募係宛
※郵送の際の送料についてはお客様のご負担となります。あらかじめご了承願います
※ご応募いただいた作品は返却いたしません。作品はJAあつぎ各種広報媒体に使用させていただくことがあります

⒈レンコンはスライスし、酢水にさらしてから湯がく。菜の花はさっと洗って
塩茹でする。

⒉春キャベツを千切りにし、電子レンジで1分温める。ハムは角切りにする。
⒊ミックスナッツを包丁で好みの大きさに砕き、ドレッシングの材料を混ぜ
合わせておく。

⒋粗熱が取れたら、ドレッシングと和えて完成。

旬を楽しむ春サラダ

☆作り方☆

☆作り方☆

ニンジン ……………… 小2本
バター…………………… 10g
ベーコン（ハーフ）……… 1袋
タマネギ ………………… 50g
サラダ油………………大さじ1
塩コショウ ……………… 少々
ピザ用チーズ …………… 30g
ニンジンの葉 ……………適量

●ホワイトソース
バター………………… 30g
小麦粉 ……………… 30g
牛乳 ………………1カップ
塩コショウ ……………少々

☆材料（4人分）☆

レンコン ………… 100g
菜の花……………… 1束
春キャベツ ………… 2枚
ハム…………………50g

●ドレッシング
ミックスナッツ、マヨネーズ、
ヨーグルト ……… 大さじ2
しょう油、ハチミツ… 小さじ1
レモン汁……… 小さじ1/2

☆材料（4人分）☆

お出掛けで
楽しむ

有効期限：令和2年3月1日～31日まで有効（但し
土日祝を除く）　※夢未市・グリーンセンターでご
利用いただけます　※1会計に限り本券1枚限り
有効（数量制限なし）（コピー不可）

厚木産はるみ
（4.5㎏精米）

1,９50円
→1,７00円
特別割引券

（税込）

キ
リ
ト
リ
セ
ン

参加して
楽しむ

※写真は咲いた時のイメージです

春
か
ら
始
め
て
み
よ
う
！

　
　

 

あ
つ
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の
魅
力
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楽
し
む
４
選
♪

学んだレシピの食材を
夢未市で購入できるので、

実践しやすい ！

生産者から
直接ポイントを

教われるのが魅力!
栽培におけるこだわりなど

も学べます
参加者
の声

参加者
の声

夢未市「研修交流室」
みんなの

よい食プロジェク
ト 生産者による講

習会



ＪＡのキャッシュカードなら、全国のＪＡのＡＴＭで入金・出金手数料が 

いつでも無料です。

※個人の方の普通貯金に限ります
※当月に優遇対象となった方には、翌月２５日から翌々月２４日まで優遇しま
す。期間終了後、次の月の９日（休日の場合は前営業日）に、対象口座へ手数
料分の金額を入金します

※優遇対象取引のう
ち、取引時点の早
いものから優遇し
ます

ＪＡバンク優遇プログラム 
優遇対象資格に当てはまる方には、提携金融機関・コンビニＡＴＭで
の入出金手数料をひと月に最大３回までキャッシュバックします。

さらに！ 
神奈川県内ＪＡの
キャッシュカードを
お持ちの方は 

年金振込 給与振込 組合員 
ＪＡの口座を年金振込口座
に指定している方
※当月または前月に年金振込が１件
以上ある方が対象です（年金の種類
によっては判定期間が異なりますの
で、店舗にお問い合わせください） 

ＪＡの口座を給与振込口座
に指定している方
※当月に５万円以上の給与振込が１件
以上ある方が対象です

ＪＡの正組合員・准組合員の方
※正組合員家族を含みます
※当月末時点で判定します

■優遇対象資格

■優遇内容
ステージ ステージ1 ステージ2 ステージ3

なし 優遇対象資格該当数 １つ ２つ以上 

̶ 2回 3回優遇
内容

提携金融機関・コンビニＡＴＭの
入出金手数料をキャッシュバック 

❶3～4月頃が種子のまき時で、トレイに種子をまき、軽く土をかけて明るい
場所に置き、発芽するまでは霧吹きでかん水します。発芽までは5～30日
とまばらで、発芽後はじょうろでかん水します。
❷発芽後30日ほどで葉が5～6枚の時、プランターに赤玉土中粒を3割混ぜ
た培養土を入れ、2株植え付けて明るい軒下に置くと、１か月ほどで株が
横に広がります。
❸水1ℓに大さじ2杯の塩を溶かしてかん水し、粒々が発生すると、収穫開始
の合図。茎をわき芽の上で収穫すると、次々に新しいわき芽が出てくるの
で、花が咲くまで収穫し続けます。夏に弱く、南側によしずを張るか、庭木
の下に置きます。5℃以上の室内では越冬します。

※発芽率が低く高温多湿に弱いため、直売所などで購入したものを挿し芽するのもおすすめです

【特徴とおすすめの食べ方】
　アイスプラントは、ピニトールの血糖低下、
イノシトールのコレステロール、中性脂肪低
下、カリウムの血圧低下など、生活習慣病に
効果があります。
　食べ方は、サラダ、軽くゆでたおひたし、
さっと揚げた天ぷらなど、食感と塩味を残す
調理に向きます。濡れた紙に包んでビニール
袋に入れ、野菜室で保管すると、5日程度は
鮮度が保てます。

JAあつぎ 検 索発行　厚木市農業協同組合　厚木市水引2-9-2　☎　046（221）1666（代） 　　https://www.jakanagawa.gr.jp/atsugi/

グリーン ページ

Green Page
組 合 理 念

（組合が存在する意義、理由、目標を表したものです）

夢ある未来へ 
人とともに、街とともに、大地とともに…

ＪＡあつぎは、組合理念のもと、「農業を軸とする地域に根ざした協同組合」として、支
所店を中心にさまざまな事業活動を展開しています。准組合員の皆さまにおかれまして
は、当ＪＡの事業をご利用いただくとともに、各地区で展開する協同活動にご参加いただ
き感謝申しあげます。
地域の農業と暮らしを支えるパートナーである准組合員の皆さまが当ＪＡの事業を利
用していただくことは、厚木市・清川村の農業の発展に役立っています。准組合員の皆さ
まに管内農業やＪＡ事業に関する理解をさらに深めていただくための広報紙として
「Green Page」をお届けします。

准組合員向け広報紙

　JAあつぎ管内で生産される地場農畜産物は、生
産者と消費者の皆さんとの距離が近く、短い輸送距
離・時間で新鮮な食材をご家庭の食卓にお届けする
ことができます。地場農畜産物が、どのような流れで
皆さんのもとに届くのかをご紹介します。

皆さまのもとへ
届くまで

2020
2月

JAあつぎ管内には、農産
物直売所「夢未市」や「グリー
ンセンター」など、生産者の
方々が採れたての地場農畜
産物を出荷し販売する直売
所があります。作り手の顔が
見える安心はもちろん、旬の
農産物をより新鮮な状態で
提供しています。

農産物直売所
生産者の庭先で直接農産物を買うことができます。生産者と直接会話をしな

がら野菜を購入できるところも魅力の一つ。ひと足先に旬の食材に出会えた
り、スーパーなどでは見かけない珍しい農産物が並んでいることもあります。

庭先直売所

なかなか直売所に足を運べない方にも地場農
産物をお買い求めいただけるよう、イトーヨーカ
ドー厚木店の食品館内に「夢未市出張所」を常設
しています。駅から近く、午後9時までオープンし
ているので、仕事帰りの方なども気軽に新鮮な農
産物を買うことができます。

イトーヨーカドー厚木店「夢未市出張所」

新鮮な地場農産物が購入できる「夢未市出張所」

JAあつぎは、地域貢献活動の一環で移動販売
車「ゆめみちゃん号」を運行しています。曜日ごとに
管内の販売場所を巡回し、直売所に行かなくても
地場農畜産物を買うことができます。JAあつぎ本
所や駅前支店でも、定期的に「ふれあい販売」を実
施しています。
※巡回スケジュールなどの詳細はJAあつぎホームページをご覧ください

移動販売車「ゆめみちゃん号」

地域住民の買い物を支援する「ゆめみちゃん号」

子どもたちに地域農業への理解・関心を深めて
もらおうと、生産者・学校・行政とJAが協力し、学校
で提供される給食に地場農産物を取り入れてい
ます。地場農産物や郷土料理を献立に入れた「パ
クパク厚木産デー」を実施し、地産地消を進めて
います。

学校給食

地場産の食材を使った給食を頬張る児童ら

生産者のこだわりが見える庭先直売所多くの来店者でにぎわう「夢未市」店内 おすすめの野菜や食べ方を聞くこともできる

JAあつぎ管内
生産者の
皆さん

地場農畜産物が

（4）2020年2月 GreenPage
グリーン ページ

アイスプラントは、夢未市やグリーンセンターでも見か
ける比較的珍しい野菜です。葉や茎の表面に、塩分を含ん
だ光る粒々がある
のが特徴で、南ア
フリカ原産のため
過湿を嫌います。

①答え　
②住所　③氏名
④年齢　⑤電話番号
⑥当広報紙で取り上げ
　て欲しい情報
⑦当広報紙へのご感想
　やＪＡに対するご意　
　見・ご要望

243-0004
切手

厚木市水引
２丁目９番2号

ＪＡあつぎ総合企画部
グリーンページ
プレゼントクイズ係宛

今回の紙面でご紹介した管
内で人気の果物狩りは？
当広報紙内にヒントがあります。
〇〇〇狩り
ハガキまたはFAX、電子メー
ルにて①～⑦の項目を記載
し、ご応募ください。
■ハガキ　右記の通り
■FAX　　046-223-8814
■電子メール
　kouhou@at.kn-ja.or.jp

2020年
3月19日（木）

問　　題

ヒ ン ト

応募方法

締め切り

正解者の中から抽選で10名の方に、厚木産マスクメロン使用「サクマドロップス」を３缶
プレゼント！ 当選者の発表は、発送をもってかえさせていただきます。

プレゼントクイズ

※①～⑦すべてをご記入ください

QRコードを読みとると電子メールの
アドレスが表示されます。

※ご記入いただいた個人情報は、抽選、賞品発送に利用するほか、個人を特定できない統計情報としたう
えで、マーケティング等に利用させていただきます

正解者の中からプレゼント

家庭菜園
ワンポイントアドバイス

～シャリシャリ感とほのかな塩味が魅力～
アイスプラント

　ＪＡは、組合員が一人では解決できない農業や暮らしの困りごとを、他の組合員と力を合
わせて解決するための組織です。そのためには、組合員同士で意見を出し合い、それをJA
の事業に反映することが必要となります。このような役割を「意思反映」や「運営参画」など
と呼んでいます。しかし、組合員になって間もない人がこうした役割を果たすのは容易では
ありません。　
　そこでＪＡでは、組合員に対してまずは地域農業や協同組合、JAへの理解促進を図り、そ
の上でＪＡ事業の複合利用や、さまざまな活動への参加を呼び掛けています。さらに組合員
の傾向や特性に合わせて、受け皿となる組合員組織（生産組合、女性部等の各種部会など）
を整備しています。こうした多数の組合員が集まる「場」を通じて組合員の「意思反映」を図
るとともに、その代表者による「運営参画」を進めています。

　ＪＡあつぎは、准組合員を「農と暮らしをともに支えるパートナー」と位置付けていま
す。地場農畜産物の購入などによる「食べて応援」、体験型農園などによる「作って応
援」といった活動を促進し、正組合員だけでなく、准組合員も積極的な役割を果たす中
で「地域農業の振興」と「農業者の所得増大」、「農業生産の拡大」を目指しています。

なるほど！
ＪＡ講座 「組合員」としての役割発揮

【栽培手順】

アイスプラント
栽培の材料は

グリーンセンターで
揃います！

組合員のメンバーシップ強化イメージ

准組合員の「地域農業振興の応援団」取り組みイメージ

アクティブメンバー

理事、地区運営委員等としてJA運営に参画

組合員組織等を通じてJA運営に意思反映

地域農業、協同組合、JAの理念を共有

JA加入・事業利用

●組合員組織、支所店等の活動に複数参加
●事業の複合利用

●体験型農園　●家庭菜園講習会
●援農ボランティア　●農業塾作って応援

食べて応援
●直売所で地場農畜産物を購入
●農業まつり　●農業体験イベント　
●直売所でのイベント

【地域農業振興の応援団】 （ちいきのうぎょうしんこうのおうえんだん）語句解説


