
　7月上旬から8月下旬に種まきすれば、20日ほどで収穫できます。
①横幅65㎝の普通サイズのプランターに、市販の野菜用培養土を15ｃｍほ
ど入れ、板や棒を使って5㎝間隔に深さ1㎝ほどの長い筋を3本引きます。
②溝に3㎝間隔に種を2粒ずつまき、溝を埋めて、十分水やりをします。
③本葉（※1）が3枚ぐらいで、1カ所1本に間引きます。間引いたものはみそ
汁の具材などに使えます。

④本葉が5枚ぐらいになったら、6㎝間隔に間引き収穫を待ちます。この時の間
引き菜はかなりの量が一度に穫れるので、油炒めなどにするのがおすすめ
です。

⑤20日経てば、収穫です。油炒めのほか、浅漬けや細かくして炒めたものに
醤油、ごま油などで味付けし、水分を飛ばせばふりかけにもなります。

　（※1）本葉…発芽後、ふたばの次に出てくる葉のこと
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Green Page
組 合 理 念

（組合が存在する意義、理由、目標を表わしたものです）

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。
地域の農業とく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あつぎ管内では、トマトやナス、キュウリなどのさまざまな夏野菜が旬を迎えます。その中でも、旬ならではのおいしさを味わえるとして、
子どもから大人まで幅広く人気が高い「トウモロコシ」。各農家では朝採りして出荷するなど、一番おいしい状態で消費者に届けようと努力し
ています。この機会に、地元でしか味わえないもぎたてならではのおいしさを、ぜひ味わってみてください。

トウモロコシは、炭水化物や食物繊維などの栄養素がバランス
良く含まれるほか、ビタミンB群を含み代謝を促進し、夏バテ予防
にも良いとされています。日中の生長のために使うエネルギー（糖
分）を、気温の低い夜に蓄えるため、日が昇る前に収穫作業を行う
農家も多くいます。JAあつぎ農産物直売所「夢未市」や「グリーン
センター」では、そのおいしさからリピーターも多く、人気の農産
物の１つとなっています。
生でも食べられる品種がある！
代表的な品種として、粒が大きくジューシーでさわやかな甘みが
特徴の「ゴールドラッシュ」や、粒皮が薄く、食べると甘い果汁が
弾ける「甘々娘」、フルーツのような甘さで、粒度の薄いホワイト
コーンなどは、下ゆでせずにそのまま食べられます。

2020
6月

ここがすごい！トウモロコシの魅力

トウモロコシの選び方・保存方法

保存法
味が落ちやすいため、すぐにゆ
で、熱いうちにラップで包む。
冷めたら保存袋に入れて、冷蔵
庫へ。

ひげがふさふさで赤褐
色のものは完熟

粒にハリ・ツヤがあり、大き
さがそろっていると良品

新鮮なものは、
皮の緑色が鮮
やか

（4）2020年6月 GreenPage
グリーン ページ

直売所などで「ダイコンの葉を切り落としたい」という消費者の
方を多く見かけます。ダイコンの葉は、食物繊維やビタミンA・C・
βカロテン、カルシウム、鉄分などが豊富に含まれるだけでなく、
美肌作用や胃腸を整え便秘を改善する効能があり、女性にとって
非常に喜ばれる美容・健康野菜です。
葉ダイコンは、8月中旬から9月頃の比較的青菜野菜の少ない

時期に収穫できる野菜です。「葉を食べる」野菜として改良された
品種が多く、柔らかでさわやかな苦みも魅力です。プランターで
簡単に作ることができ、JAあつぎ「グリーンセンター」では、葉ダ
イコン専用品種の種も販売しています。

家庭菜園
ワンポイントアドバイス

夏から秋の貴重な青菜「葉ダイコン」

●栽培のポイント

トウモロコシを栽培する
新規就農者の皆さん

トウモロコシ栽培のこだわり！

あつ
ぎのトウモロコシ

Yellow

White

トウモロコシの共同栽培を行っています。糖度
が高く、粒皮が柔らかい「プレミアム未来85」とい
う品種を中心に、追肥や土壌水分の管理に気を付
けながら栽培を行っています。先端までしっかりと
実が入り、艶のある粒皮は、トウモロコシらしいレ
モンイエローで食欲をそそります。

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。

※状況により営業時間が変更になる可能性があります
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

ＪＡあつぎの直売所ガイドＪＡあつぎの直売所ガイド

※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番地
☎ 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

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

5％割引に！

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

JAあつぎ管内で生産されている小麦は「さとの
そら」と、もう１つは何？
当広報紙内にヒントがあります。
〇〇〇〇〇
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7月27日（月）

問　　題

ヒ ン ト

応募方法

締め切り

正解者の中から抽選で10名の方にかながわブランドに登
録される「あつぎの梨」をプレゼント！当選者の発表は、発
送をもってかえさせていただきます。

どなたでもご応募いただけますプレゼントクイズ

※①～⑦すべてをご記入ください※発送は、夢未市よりクール便でお届けいたします。
※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

JAは、日本の農業協同組合のニックネームです。シンボルマーク
は、どっしりとした大地と、人と人との絆をイメージしています。JA
は、今からおよそ70年前に「農家による農家のための集まり」とし
て日本に生まれました。当時の農村は貧しく、JAでは米などの農産
物を作ることに加え、人々が健康なくらしを送れるよう、生活改善
や栄養管理などにも取
り組んできました。「皆
で力を合わせて農業を
盛り上げ、くらしをより
良くしていく」ことが、昔
も今も変わらないJAの
あるべき姿です。

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。

JAなるほど講座JAって？

南毛利地区
伊藤 直文さん

果物のような甘さの「ロイシー
コーン」と、シャキッとした食感が
特徴の「クリスピーホワイト」を栽
培。移植時期の霜害に気を付け、
最小限の病害虫防除を心掛けて
います。生食のほか、電子レンジ
で加熱すると、また違った食感や
甘さが楽しめます。さまざまな品
種を食べ比べてほしいです。

荻野地区
井上 芳文さん

寒暖差のある上荻野地域の
特徴を生かし、旬の時期に合わ
せて「ホワイトショコラ」「ピュアホ
ワイト」「プラチナコーン」の３品
種を栽培しています。新鮮で甘
みの強いホワイトコーンの特性
を生かすため、実に糖分を蓄え
る夜明け前に収穫を行っていま
す。旬ならではの味を、ぜひ楽し
んでみてください。

種まき
板や棒で幅2cm、
深さ1cmくらいの溝をつくる。

害虫防除
不織布をべた掛けして、コナガ、ヨトウムシなどの飛来を防ぐ。見つけたら、早めに薬剤散
布する。

葉ダイコン

25cm

※アブラナ科の野菜なので、
チョウやガの幼虫が葉を食
い荒らすことが多く、市販
の1㎜目の防虫ネットを、プ
ランターを覆うように掛け
ると良いでしょう。

特別割引券

券を使う方に質問です！ 厚木産はるみを
食べた感想を聞かせてください！

有効期限：2020年7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会計につき本券1枚限り有効（コピー不可）

厚木産はるみ
（4.5㎏精米）

1,９50円→1,７00円（税込）

キリトリセン

キ
リ
ト
リ
セ
ン

5cm

3cm間隔に2粒ずつまく

今回の栽培に必要な材料や種は
JAあつぎグリーンセンターで
買うことができます！
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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7月27日（月）

問　　題

ヒ ン ト

応募方法

締め切り

正解者の中から抽選で10名の方にかながわブランドに登
録される「あつぎの梨」をプレゼント！当選者の発表は、発
送をもってかえさせていただきます。

どなたでもご応募いただけますプレゼントクイズ

※①～⑦すべてをご記入ください※発送は、夢未市よりクール便でお届けいたします。
※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

JAは、日本の農業協同組合のニックネームです。シンボルマーク
は、どっしりとした大地と、人と人との絆をイメージしています。JA
は、今からおよそ70年前に「農家による農家のための集まり」とし
て日本に生まれました。当時の農村は貧しく、JAでは米などの農産
物を作ることに加え、人々が健康なくらしを送れるよう、生活改善
や栄養管理などにも取
り組んできました。「皆
で力を合わせて農業を
盛り上げ、くらしをより
良くしていく」ことが、昔
も今も変わらないJAの
あるべき姿です。

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。

JAなるほど講座JAって？

南毛利地区
伊藤 直文さん

果物のような甘さの「ロイシー
コーン」と、シャキッとした食感が
特徴の「クリスピーホワイト」を栽
培。移植時期の霜害に気を付け、
最小限の病害虫防除を心掛けて
います。生食のほか、電子レンジ
で加熱すると、また違った食感や
甘さが楽しめます。さまざまな品
種を食べ比べてほしいです。

荻野地区
井上 芳文さん

寒暖差のある上荻野地域の
特徴を生かし、旬の時期に合わ
せて「ホワイトショコラ」「ピュアホ
ワイト」「プラチナコーン」の３品
種を栽培しています。新鮮で甘
みの強いホワイトコーンの特性
を生かすため、実に糖分を蓄え
る夜明け前に収穫を行っていま
す。旬ならではの味を、ぜひ楽し
んでみてください。

種まき
板や棒で幅2cm、
深さ1cmくらいの溝をつくる。

害虫防除
不織布をべた掛けして、コナガ、ヨトウムシなどの飛来を防ぐ。見つけたら、早めに薬剤散
布する。

葉ダイコン

25cm

※アブラナ科の野菜なので、
チョウやガの幼虫が葉を食
い荒らすことが多く、市販
の1㎜目の防虫ネットを、プ
ランターを覆うように掛け
ると良いでしょう。

特別割引券

券を使う方に質問です！ 厚木産はるみを
食べた感想を聞かせてください！

有効期限：2020年7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会計につき本券1枚限り有効（コピー不可）

厚木産はるみ
（4.5㎏精米）

1,９50円→1,７00円（税込）

キリトリセン

キ
リ
ト
リ
セ
ン

5cm

3cm間隔に2粒ずつまく

今回の栽培に必要な材料や種は
JAあつぎグリーンセンターで
買うことができます！


