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一丸となって豊作（宝石）にかける
みなさんこんにちは。らっきょ
う生産部会でございます。
28年産の出荷が最盛期をむかえ
ています。

編集と発行
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らっきょう生産部部長

組むことを確認致しました。
今年の生育状況は概ね順調で、
収量も期待できると思います。
生産者の皆さんが一番暑い時期

去る４月28日に大阪で販売対策

に両面焼きになりながら植え付け

会議を開催し全員が一丸となって

された「鳥取らっきょう」が今、

「鳥取らっきょう」の販売に取り

お客様の所へ届きます。
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来年にはキャッチコピーをつけ
新しい「鳥取らっきょう」として
デビューする予定です。
今後とも可愛がってもらいます
よう、よろしくお願い致します。

３．農業委員一年の思い
毎日新聞鳥取支局長賞受賞 大谷地区
４．空き農地情報バンク
農地Ｑ＆Ａ 農地の相続手続き
農業者年金加入について

若きグループ「おいしいLackyoつくりたいっ」
「若い世代に
も っ と 、ら っ
きょうの良さ
やおいしさを
知ってもらいた
いっ！」
その思いか
ら若い世代が
よく使うフェイ
スブックやクッ
ク パ ッド で P R
に挑戦していま

（左）杉川 藍月

（右）中村 哲平

す。農家さんがらっきょうをどの

これからも自分たちが出来る事

ような思いで育てているのかを取

を試行錯誤しながら、らっきょう

材し、栽培に沢山の人の手がかけ

のファンを少しでも増やしていき

られていることを伝える動画を発

たいです!!

信。農家のお母さん方と協力して

グループのメンバー 中村 哲平

らっきょうの美味しさを
もっと引き出すレシピな
《イベントに出店した様子》

（中）森本 充裕

ども考案しています！

おいしい
「Lackyo つくりたい」
で検索☆

おいしいっ!! オリジナルらっきょうレシピ
Cookpadの
らっきょう検索で
1位獲得！

超かんたん
ドレッシング

らっきょうタルタルソース

材料
ゆでたまご ……………………… ３コ
甘酢漬けらっきょう …………… ７粒
らっきょうを漬けた甘酢 … 小さじ２
マヨネーズ ………………… 大さじ５
塩コショウ ……………………… 少々

①ゆでたまごをみじん切りにし、ゆでた
まごの黄身をつぶす。
②甘酢漬けらっきょうをみじん切りにする。
③ボールに①②を入れ残りの材料を加える。
☆らっきょうが苦手な方も
レモン汁 ………………………… ３㏄
練乳 ……………………………… ２㏄
パセリ …………………………… 少々
を入れると食べやすくなります。

らっきょうドレッシングのサラダ

ここではドレッシングのみ紹介っ!!
材料
みじん切りした甘酢漬けらっきょう
 ………………… ６粒～増やしてもOK
らっきょうを漬けた甘酢 … 大さじ２
マヨネーズ ………………… 大さじ４
すりごま ………………………… 適量
塩コショウ ……………………… 適量
材料を全部あわせてまぜるだけ。
お好みでパルメザンチーズをかけてもお
いしくなりますよ。

夏バテには
コレ!!

らっきょういなりずし

材料
ごはん …… 400ｇ（お茶碗３杯分）
市販のいなりずしのあげ（味付き）
 …………………… １コ（10枚入り）
梅ちりめん …………………… お好み
らっきょうを漬けた甘酢 … 大さじ３
甘酢漬けらっきょう …… ５粒くらい

①らっきょうを刻みます。小さく切りす
ぎないほうが食感が面白いです。
②ごはんを 冷ましながら甘 酢 を 加えま
す。しっかり効かせたほうがおいしく
なります。
③梅ちりめんと①を加え切るように混ぜ
ます。
④ラップを使って俵型に形成し、おあげ
に詰めます。

進化する北栄加工グループ

北栄町農産物加工研究連絡会の紹介

この連絡会は、JA鳥取中央女

販 売するようになりました。ま

加工に興味のある方は、各グ

性会に所属し、北栄町の加工品の

さに、６次化のはしりといえるで

ループに入会して下さることを

発展及び農産物のPRに寄与する

しょう。

願っています。

ことを目的に平成28年度に結成さ

現在、連絡会に所属している

今年度も、加工グループの商品

れました。北栄町で生産される農

加工グループは７グループありま

をコラボして、ギフトセットを作

産物を加工し、販売を行っていま

す。先駆けのグループは平成２年

ることになりました。お中元・お

す。中でも、規格外の農産物は、

に結成され、JAの加工施設建設

土産にどうぞご利用ください。限

出荷せず廃棄されていたのです

にも尽力いただいています。その

定品ですので、お早めにご注文を

が「もったいない精神」の基、付

後、次々とグループが結成され、

お願いします。

加価値を付けた商品に加工して、

現在に至っております。

手づくり北栄の味
限定

か

ぜ

｢風車のたより｣ ギフトセット
限定

100

30

セット

セット

限定

30

セット

【申し込み・引き渡し】

①ほっと…セット
1,600円

ぶどうゼリー３個、米粉クッキー２袋
長いもせんべい５袋

農業委員１年の思い

②夏味ちゃんセット
２，
５００円
すいかジャム２瓶、すいか糖１瓶

森本

壮一

③まごころセット
３，
5００円

ぶどう焼肉のたれ、ラッキョウ漬け、
味噌、すいかジャム、ぶどうジャム、
トマトケチャップ

JA鳥取中央大栄支所
組合員課
49－1153
JA鳥取中央北条支所
組合員課
36－3321
７月20日より商品をお
渡しいたします。

大谷地区に栄えある
毎日新聞鳥取支局長賞

縁あって農業委員に就任させていただきました。農
業委員会の主な業務は、１．地域農業と優良農地の保
存・確保、２．農地に関する相談、３．農家の声を行
政・政策に反映、４．農業者年金の推進、５．家族経
営協定の推進などです。
月に１度定例総会が開催され聞いたことのない農
地法の専門用語・法律等の解釈に苦慮しています。
また、広報委員として広報誌“菜種”の編集と発行に携
わっています。これもまた経験のないことで楽しみな
がら喘いでいます。それでも農業委員会長・職務代
理・他の農業委員・事務局に教えられ、支えられた１
年でした。

創意工夫を凝らした栽培技術をもとに、卓越

農業委員は農地の確保・農業の発展・農村を盛り立

した農業経営を展開する農家、営農組織を顕彰

てていくことが使命だと認識しました。そのために知

する「第65回全国農業コンクール」（毎日新

恵を絞り活動、また、情報提供していきたいと決意し

聞社主催）の地域活性化・女性の経営参画部門

ています。使えば使うほど調子の良くなる農業委員を

で、大谷の「大谷生産出荷組合」（杉川将登組

目指してまいりますので宜しくお願いします。

合長）が鳥取支局長賞を受賞しました。

空き農地情報バンク
売買、貸借に至らなかった農地について、買い手・借り手
を探しています。詳細は、「空き農地情報バンク」として農
業委員会（北条庁舎）、町ホームページで閲覧できます。
※買い手・借り手の方については、耕作面積等、農家要件が
必要です。
※下記については、掲載を希望された方の情報です。

《売りたい・貸したい》
№
１
２
３
４
５
６
７
８

農地の所在
西高尾赤坂 1485-2（売買）
西高尾赤坂 1486（売買）
西高尾向峯 863（売買）
西高尾西峯 848-62（売買）
西高尾下代 156-2（売買）
下神東灘山 1084-2（売買）
国坂東鶴泊 2160-1（売買）
国坂鶴泊 2163-1（売買）

地目
畑
畑
畑
畑
畑
畑
畑
畑

面積（ａ）
17
19
21
４
19
17
14
15

農地 Ｑ＆Ａ

農地の相続手続き

Ｑ：農地を買う方も無いので、隣の農地の所有者に貸
し出すことになりました。しかし、この農地は亡く
なった父親名義のままとなっています。貸し出すこ
とができるでしょうか。
Ａ：農地を貸し出すには、利用権設定という手続きが
必要ですが、このような場合、例えば貸借期間５年
までの場合は、共有持ち分１／２超の方、５年超の
場合は全員の方の『合意』が必要です。さらに世代
が進んで、共有者
が多くなると、共
有者の合意を得ら
れず、売買はおろ
か、貸し出すこと
さえできなくなる
可能性があります
ので、早めの相続
手続きをお願いし
ます。

農業者年金で老後の生活安定を考えてみませんか？
農業者年金のメリット
●少子・高齢化時代に強い積立方式の年金です
●終
 身年金で、80歳までにお亡くなりになった場合、死
亡一時金があります
●支
 払った保険料は、全額が社会保険料控除の対象とな
り、所得税・住民税が節税になります

●認
 定農業者など一定の要件を満たす方には、保険料の
国庫補助があります
まずはお近くの農業委員か農業委員会事務局へご相談
ください。
農業委員会事務局 36－5567

ホットたいむ
きゅうりって１株でどれくらいなるの？
自家用にスイカのトンネルのすみに植えているきゅうりだが、
最中には20本以上もなる。つけものにしたり近所におすそわけ
したり…昨年一日もかかさず収穫し記録し集計してみた。
５月末で100本、６月末に443本、７月末には841本。900いく
かなと期待したが結局889本だった。
今年も５月末で98本。どうでもいいことを楽しんでいる。６月
１日現在の様子。（ちなみに今朝は16本とれた!!）
（Ｙ．Ｓ）

編集後記
今夏の農作物の出来はいかがでしょうか。４・５月に
は、台風並みの、いやそれ以上の強風が吹き荒れ、農作
物に多大な影響を与えたと思います。
ハウスなどの施設も脅かされました。農作物は自然の
恵みですが、時折、厳しい現実を突きつけられます。農
業者はその現実に立ち向かい、忍耐強く、努力を積み重
ね、農作物を育てていかなくてはなりません。収穫でき

た時の喜びは、色々な苦労を吹き飛ばしてくれるに違い
ありません。今年も、無事に収穫が出来ますよう、強く
願っています。そして、「夢と希望の持てる農業」を実現
していただきたいと思います。
最後に４月に発生した、熊本地震の被災地の一日も早
い復旧・復興を祈念いたしております。

竹信 啓子

広報委員／盛山 由紀子・森本 壮一・東地 重義・濵坂 良男・生橋

巧・竹信 啓子・杉川 一二美

