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出資金口数上限の変更のお知らせ
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楽しく元気にジャガイモ堀り
JA 茨城みなみ女性部は 6 月 23 日、つ
くばみらい市川崎にある約 10 ㌃の畑で
ジャガイモ堀りをしました。この日参加
したのは市内の認定こども園「ふたばラ
ンド」の園児 40 人。裸足になって畑に入
ると、みんな夢中になってジャガイモ掘
りをしました。
ジャガイモの品種はキタアカリ。楽し
く収穫したたくさんのジャガイモを目の
前に園児達は「おうちでたくさん食べる
んだ」と嬉しそうでした。
JA 女性部のジャガイモ掘りのイベン
トは、近隣の園児向けに収穫体験を行う
ことで、食の大切さや地産地消について
学ぶ機会を設けています。24 日には、市
内の認定こども園「ルンビニー学園」の
園児 52 人が楽しく収穫体験をしました。
また、26 日には、地域住民に向けての、
ジャガイモ堀りも行いました。

広報誌
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営農情報

▶▶

一部肥料の供給価格の値上げのお知らせ
肥料情勢の大きな変動があり、令和３年６月１日より一部肥料価格が値上げになっています。

肥料情勢概要

肥料の原料は、ほとんどが輸入に依存しており、世界経済の情勢によって原料価格が変動しています。令和３年の世界的な肥料
情勢は、新型コロナウィルス対策の進展に伴い、一時の低迷から反転して世界経済の活性化を背景として、各価格構成要因（為
替・原油・原材料など）が上昇しています。これに伴い、日本の肥料製造コストも軒並み上昇となっていることから、令和３年６月
より肥料価格は値上げをせざる得ない情勢ですので、ご理解ご協力をお願いいたします。

肥料価格構成要因の大枠

表：国内肥料価格に影響を与える価格構成要素イメージ

肥料原料の多くを海外からの輸入に依存する我が国では、
外国為替レートの変動を起点として、それぞれの肥料原料
相場、輸入の際に必要な海上運賃（船代）の変動が国内
肥料価格に影響を与えます。
また、原油は、その精製産物が国内肥料工場操業にお
ける燃料として使用されるため、工場操業経費に影響を与
えると同時に、多様な化学合成製品の原料でもあるため、
化学合成される尿素や、化学合成製品の副産物である硫
安、被覆尿素の被覆資材など、特に窒素質肥料の価格変
動に大きな影響を与えます。
その他、肥料原料輸入から国内での肥料製造を取り巻く
情勢変動を背景に肥料価格は構成されます。

令和元年６月～令和３年４月末までにの各肥料価格構成要因の変動
①

外国為替レート（円相場）

②

原油相場

③

主要肥料原料海外相場（左から窒素質：尿素、リン酸質：リン安、加里質：塩加）

化成複合肥料の原料である、窒素、リン酸、加里質それぞれの海外原料相場は、令和 3 年度に入り、いずれも相場が上昇を
示しています。昨年度からの世界的な新型コロナウィルス感染拡大を契機として、世界的な食料安定確保に向けた動きが強まり、
食料相場は上昇傾向しています。世界的な食料生産増大に向けた、肥料需要の増加が、肥料原料相場上昇の背景の一つにあり
ます。
上記、肥料価格構成主要因である、外国為替レート、原油相場、個別の肥料原料情勢、いずれの相場も大きく上昇している情
勢から、令和３年６月～１０月末の国内肥料製品価格は総じて値上げとなっております。
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e of vegetables
Lif

シェフ永井のおすすめ
永井智一（ながい・ともかず）
茨城県笠間市にある「キッチン晴人（ハレジン）
」
オーナーシェフ

豚ばら肉とジャガイモの辛煮込み
●材料
（4人分）

豚ばらブロック ……………500g
ジャガイモ（下ゆでしたもの）…… 2個

トマト（さいの目に切ったもの）……中1個
さんしょう ………………… 適宜

A
ニンニク
（みじん切り）…… 小さじ1/2
ショウガ（みじん切り）…… 小さじ1/2
豆板醤（とうばんじゃん）、
豆鼓醤（とうちじゃん）、
サラダ油 ……………… 各小さじ1

B
水 ……………………… 2カップ
しょうゆ、酒、
みりん、
砂糖 ………………… 各大さじ2
ネギ
（青い部分）………… 1本分
ショウガの皮 ……………… 少々

●作り方

①フライパンで豚ばら肉を脂身の面から焼き始め、順に全面を焼き上げる。
②大きめの鍋に①、ひたひたの水（材料外）、ネギの青い部分 1 本分、
ショウガの皮（分量外）を入れ中火で2 時間ゆで、ゆで上がった豚ばら
肉を冷ましてから角切りにする。
③鍋にAとトマトを弱火で2 〜 3 分炒めてからBと豚ばら肉、ジャガイモ
を入れ中火で15 分煮る。
④③を器に盛り付けさんしょうを散らして出来上がり。
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出資金 口数上限の変更のお知らせ
令和３年６月１日より、出資口数の上限が変更となりました。

【変更前】
２００口
金額：2,000,000 円

➡

【変更後】
５００口

金額：5,000,000 円

※ 詳細につきましては、各支店窓口にお問い合わせください。

ＪＡ茨城みなみ 正職員募集のお知らせ
【募集職種・人員】
総合職

○退職金制度有

5名

（参考・2021年度

−2022 年度採用 職員募集要領−

【採用選考】

※その他、当組合の規程による。
総合職8名採用）

○二次選考（採用試験）
【受験資格】

【採用予定日】
2022年4月1日（金）

○一次選考（書類審査）
○三次選考（面接）

（1）ＪＡ茨城みなみ管内（つくばみら
い市・守谷市・取手市）または隣 【採用試験日】
接市町村に住所又は実家を持ち、 （二次選考）

【勤務地】
当組合の事業区域内
（つくばみらい市・取手市・守谷市）

通勤が可能なもの
（2）国内の高等学校を卒業（2022年

大

卒168,290円

短大卒155,370円

るもの

（事業業績等により支給する）
※通勤手当支給あり

（3）平成16年4月1日までに生まれた

試験科目は同一】
１．基礎能力検査

もの

２．性格検査
【応募締切日】
2021年8月20日（金）必着
（郵送可・簡易書留）

※申し込みに際して提出いただく個人
情報につきましては、採用者選考に
のみ使用いたします。尚、応募書類

※その他、当組合の規程による。
【応募先及び問い合わせ】

については返却いたしません。選考

〒300‑1537

作業の終了後、速やかに廃棄しま

8：30 〜 17：00

茨城県取手市毛有111

す。予め了承のうえ申し込みくださ

※その他、当組合の規程による。

ＪＡ茨城みなみ

い。

【勤務時間】

企画総務部

総務課 ℡：0297（63）2211
【休

日】

土、日、祝祭日

【提出書類】

※その他、当組合の規程による。

・自筆履歴書（写真貼付の事）
・成績証明書

【加入保険など】
○雇用保険・労災保険・健康保険・
介護保険・厚生年金
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○試験科目
【大卒・短大卒・高卒とも

高校卒143,590円
※賞与年２回

ＷＥＢテスト方式

３月卒業見込のものを含む）し、
又はこれと同等以上の資格を有す

【賃金】

2021年9月15日（水）〜 29日（水）
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・卒業（見込）証明書
・健康診断書（最近3カ月以内のもの）
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JA自己改革

機構の変更

▶自動車センター移転のお知らせ

取手市青柳にあったみなみ自動車センターがつくばみらい市（旧板橋支店敷地内）に
移転して営業しています。
皆さまには大変ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解ご協力のほど、よろしく
お願いいたします。

谷田部
インター
板橋小

総合運動公園
板橋不動尊

みなみ自動車センター

新住所：〒 300-2307 つくばみらい市板橋 2037（旧板橋支店敷地内）
TEL 0297- 44 - 8371

▶葬祭みなみ

機構変更のお知らせ

令和３年２月１日（月）より、生活部の廃止に伴い、葬祭みなみを営農経済部の経済課に編入しました。

フリーダイヤル：0120-491-373（24 時間受付・対応）
機構変更に当たり、葬祭みなみのご利用に関する変更はございません。
【提携ホール】JA 小絹ホール 〒 300-2445 つくばみらい市小絹 441 TEL 0297-52-5942 FAX 0297-52-0802
JA 山王ホール 〒 300-154 取手市山王 223-1
TEL 0297-70-4194 FAX 0297-85-8163

▶グリーンパレスふじしろ

営業時間・定休日のお知らせ

令和３年２月１日（月）より、生活部の廃止に伴い、グリーンパレスふじしろを企画総務部の企画課に編入しました。
機構変更に当たり、誠に勝手ながら下記のとおり、営業時間と定休日が変更になりました。
ご利用については、会場利用のみとし、飲食の伴う利用はお受けすることができません。食事の持込も禁止とさせていただ
きます。

営業時間 ： 8:30 ～ 17:00（利用は営業時間内とします） 定休日 ： 土・日曜日・祝祭日・年末年始
【お問い合わせ】 企画総務部 企画課 0297 - 63 -2211
（代）

▶企画課−資産管理・グリーンパレスふじしろ事務所移転のお知らせ

令和 3 年 2 月 15 日（月）より、企画課−資産管理・グリーンパレスふじしろの事務所が本店事務所内へ移転しました。
ご利用に関する変更はございません。

組合員からの情報提供窓口について
当組合の監事は、経営の健全な発展に資するため、農協法第 35 条の５及び農協法施行規則第 81 条に基づ
き、理事等による組合の適正な業務遂行を阻害する行為に関する情報（組合経営に関する事象に限る）の提供
を求めています。
当組合の理事等の組合経営に関する気になる行為について、見たり聞いたりした事柄があれば電話または
封書にて下記宛に連絡くださいますようお願いします。
連絡先：住所

茨城県取手市毛有１１１番地

情報受付

電話番号 ０２９７−６３−2211（平日９時から１６時）

常勤監事

お電話の場合は、月曜日〜金曜日、9時〜 16時にお願いします。
※当組合の業務に関する一般的な苦情等については、別途窓口を設置しておりますので、そちらをご利用ください。
※ご好意による情報提供であっても、誹謗・中傷に類似する内容のものは受付いたしかねますので、予めご了承ください。
※その他業務に関する相談につきましては、企画総務部において、一括してお受け致します。受付後、担当事業窓口よ
り、連絡し対応させていただきますのでご了承ください。
【その他業務に関する相談窓口】
住所
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茨城県取手市毛有１１１番地

電話番号 ０２９７−６３−２２１１（代表）

担当部署

企画総務部

広報誌

〜4月号に寄せられたお便りから〜

CROSS WORD PUZZLE

頭の体操

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？

新緑

Ｙ. Ｈさん（つくばみらい市）

正解者の中から抽選で
3人にプレゼント

今の季節は、空が水田の水面に映り、カエ
ルの合唱、新緑の香りです。

3 名 の 方に・・・ 粗 品

巣作り

Ｋ. Ｎさん（つくばみらい市）

この頃、ツバメをはじめ種々な鳥たちがカラ
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スに狙われないように巣を作っています。今
は、餌運びに奮闘中です。

コロナワクチン接種

Ｔ. Ｋさん（取手市）

コロナワクチンの接種を、受けられるのに受
けない人がいると知り、びっくりしています。
私はもちろん接種を希望します。

ヨコのカギ
① 最低気温が 25 度以上の夜のこと
② 寺子屋では字の――やそろばんを教えま
した
③ 地球の中心部にあります
④ 長良川で有名な伝統漁法
⑥ 親戚の――を頼って仕事に就いた
⑨ 高速道路のサービス――で一休みした
⑪ 親潮は千島――とも呼ばれます
⑬ 帰る客を玄関まで――に行った
⑮ 力士が腰に締めます
⑰ 割、分、厘の次
⑲ 虫が入ってこないように布団の周りにつる
します

タテのカギ

Board meeting
理事会から

発行 茨城みなみ農業協同組合
編集 企画総務部 企画課
発行人 齊藤 繁

第5回

5月号の答え

【ミ ズ
Ａ

令和3年6月29日（火）開催

Ｂ

【協議事項】

山

富美子さん

中

村

和

子さん

幸

田

和

也さん

63

郵便はがき

3001537
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今月号より取材のお手伝いをさせていただくこと
になりました。早速、園児たちのジャガイモ堀りの
取材で畑へ行く為、長靴を用意しました。といって
も我が子のおさがりです。大雨の時にしか出番の
なかった長靴が思いがけず日の目を見ました。ジャ
ガイモを掘るお子さんたちの写真を撮っていたとこ
ろ、あるお子さんが「小さなジャガイモはジャガイ
モの赤ちゃんだね」と話してくれました。可愛いお
子さんたちと触れ合って、優しい気持ちになりまし
た。（Ｎ）

https://www.agrinews.co.jp
知る、活かす、つなぐ〜JAグループ情報共有運動

取手市毛有一
一一

〠 300-1537 茨城県取手市毛有 111
tel 0297-63-2211 fax 0297-63-2210
E-mail jaibam@ja-ibami.or.jp URL http://www.ja-ibami.or.jp

●ＪＡ交付金等つなぎ資金融資要項の制定に
ついて
●理事に対する貸出実行後報告について
●ＪＡ住宅ローン・リフォームローン及び賃貸
住宅（アパート）ローンの金利設定について
●2020 年度下期分の相談・苦情等の定期
報告について
●内部監査報告について
●令和３年度 ５月仮決算結果について

勝

ＪＡ茨城みな
み 企画総務
部
﹁ワンダ
フ
ル
！﹂編集部
月号 パズル係

【報告事項】

◎みらいの十六雑穀米

１．
答
え
○
○
○○○
２．
Ｊ
Ａ
や
広
報
誌
に対するご意
見
３．
あ
な
た
の
身
近な話題 必ず
４．ＪＡ自己改
( ︶
革への要望等
５．今
後
︑
掲
載
し
てほしいこと
６．郵便番号
・住所・氏名
・年齢
職業・電話番
号

●「コンプライアンス・マニュアル」の一部改
正について
●役員選任規程内規 別表２の一部改正に
ついて
●理事の辞任に伴う信用担当理事の選任に
ついて
●業務分掌兼職務権限表の一部改正について
● ＪＡバンクへ の 更 新 系ＡＰＩの 追 加に伴う
「FinTech 企業等の連携及び協働にかかる
方針」の改正について
●自己資本比率改善に向けた取組みについて

② 鉱石を高温でドロドロにする装置。高炉と
も呼ばれます
⑤ 川や池の土手のこと
⑦ 信号機で「止まれ」を示す色
タ マ リ】
Ｃ
Ｄ
E
⑧ 家屋を壊して新しく造り直すこと
⑩ 墨も料理に利用する魚介
⑫ 大きな魚はこの形でパック詰めされている
ことが多い
⑭ 令和 3 年の――の日は 8 月 8 日。国民の祝
日です
（取手市） ⑯ ねぶた祭で知られる県
（つくばみらい市） ⑱「五七五七七」などの形式で作られます
⑳ 飛行機で人や荷物を運ぶこと
（取手市）
㉑ 井戸端会議中に楽しむもの

応募方法
☆答えは、官製ハガキ又は、
Eメール jaibam@ja-ibami.or.jp
☆締 め 切 り 2021年8月25日
☆当選者発表 2021年9月号
※メール応募の場合もハガキと同じ要領で
お願いします

