准組合員（ 事業利用を通じて地域農業を応援していただける方）の皆さまのための情報誌
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〜あなたのそばに、いつも J A がいます〜
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読者プレゼ ント企 画

なぞ なぞ

JA北つくばHP

正解者の中から抽選で20名様に、JA北つくばファーマーズ
マーケット「きらいち」などで使える「レインボー商品券
（500円分）」をプレゼント！ ※詳しくは裏面をご確認ください。

あなた がまだまだ知らない

JA北つくば の魅力

旬の農産物をご紹介

梨

JA北つくばの農産物は、出荷前などに同じ作物を栽培する生産者（部会員）が集まり、品質や規格を統一する「目揃え会（めぞろえかい）」を開いて、消費者に良質で
おいしい農産物をお届けしています。写真は、目揃え会の様子です。

トウモロコシ

出荷時期：7月下旬〜10月中旬

筑西市は安政4年（1857年）から梨園を開いた日本最古の梨産地の
一つ。7月下旬から「幸水」出荷が始まり、8月下旬頃からは「豊水」
「あきづき」
「新高」
「にっこり」など、品種をリレーしながら10月まで出
荷が続きます。また、9月からは、糖度が平均13以上と甘味が強く、
酸味が少ないのが特徴の茨城県オリジナル品種「恵水」が出荷されます。

こだまスイカ

出荷時期：5月下旬〜7月

結城市は全国有数のトウモロコシ産地。実の皮が軟らかくフルーツ
のような甘さが特徴の「味来（みらい）」をオリジナルブランド「夏
祭り」の商品名で販売しています。トウモロコシの甘さと鮮度を保っ
たまま消費者に届けられるよう収穫時間を決め、保冷車などで輸送
し、こだわった出荷をしています。

出荷時期：3月から7月中旬

筑西市・桜川市は全国有数のこだまスイカの産地。高い糖度と大玉
スイカに似たシャリ感が特徴の品種「スウィートキッズ」を中心に出
荷しています。出荷前にはJA職員が、糖度や食味、形状などを確認し
て、条件を満たしたスイカだけを「紅の誘惑」のブランド名で販売し
ています。

☆旬の時期には、「きらいち」で取り扱いしておりますので、ぜひお買い求めください。
JA北つくば子育て支援センター
「はだしっ子」

准組合員の皆さまに知って欲しい！

地域のために︑組合員のために︑JA北つくば独自の取り組み

JA北つくばは︑農家組合員の農業所得の向上に向けて取り組んで

います︒また︑地域のよりどころを目指し︑組合員・地域住民のくら

しの豊かさに貢献する活動を行っています︒

JA北つくば管内の農産物や活動内容をご紹介します！

「親子であそぶ、ママ友づくり、子どもの友だちづくり」
たくさんのおもちゃで自由に遊びながら、親子で一
緒に楽しい時間を過ごしませんか。筑西市・桜川市・
結城市にお住いの0歳〜6歳（未就学児）までのお子様
と保護者なら、どなたでもご利用できます。

ファーマーズマーケット
「きらいち」へようこそ
周辺の地元農家から届いた採れたてでみずみず
しい旬の野菜や果物をお届けしています。曜日ご
とに割引などのイベントを実施しています。ぜひ
お立ち寄りください。

JA北つくば「オリジナル麦茶」
キャンペーン実施中
JA北つくばオリジナル麦茶ペットボトル（500
㎖）を販売しています。当JAの購買店舗や
ファーマーズマーケット「きらいち」で取り扱い
しています。JGAPの認証を受けたJA管内の筑
西市で生産された
二条大麦を原材料
として使用し、甘
みのあるスッキリ
とした味わいに
なっています。ぜ
ひご賞味ください。

カフェインゼロ
なので、安心！
●自由あそび
毎週
月曜日 午前10：00〜12：00
火曜日 午前10：00〜12：00
木曜日 午前10：00〜12：00

●企画あそび
毎月 第4水曜日
午前10：00〜12：00
農業体験・季節の行
事などが楽しめる企
画を行っています。

＜お問い合わせ・お申込み＞
JA北つくば子育て支援センター
桜川市加茂部1627 TEL 0296-70-8501
JA北つくば総務部 企画開発課
筑西市岡芹2222
TEL 0296-25-6600
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「きらいち」プレミアムポイント

会員募集中！

入会費・年会費無料！詳しくはこちら

キャン ペ ーン
期間：令和4年7月29日（金）まで
価格：1ケース（500ml×24本入り）
2,400円（税込み）
特典：2ケースお買い上げいただいたお客様に、
特別割引券1枚（1,000円分）を進呈します。
※特別割引券は、JA北つくばの「ファーマーズマー
ケットきらいち結城店・筑西店」「協和直売所」
「旅
行センター」でご利用いただけます。
※「きらいち」では、特別割引券の進呈はしておりません
ので、JA北つくばの各購買店舗でお買い求めください。

知らなきゃ損！
新品種「にじのきらめき」
地域の米農家や産地
を守るために、農家と
JA が一体となって生
産拡大を進めています。
「にじのきらめき」は、
2018年に登録された
ばかりの新品種。虹の
ように多彩な特性を持
つこと、ご飯の炊きあ
がりが艶やかであるこ
とから「にじのきらめ
き」と命名されました。
近年、温暖化による
高温の影響でお米の品
質低下が問題になっています。そんな状況に対応する
ため、高温耐性に優れた品種として開発されました。
コシヒカリ並みの良食味でありながら、多収なうえ、
稲の丈が短いため倒れにくいこと、稲の病気（イネ縞
葉枯病）への抵抗性を持つことなどから栽培に取り組
みやすく、作付けが広まっている期待の品種です。
まだあまり知られていないお米ですが、JA北つくば
では、地産地消と消費拡大のために取り扱いを強化し
ています。JAファーマーズマーケット「きらいち」で
購入することができます。
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直売所モニター募集のお知らせ

カレンダーフォトコンテストの募集について
■ テ ー マ

30名程度（定員を超えた場合は抽選）
年4回のアンケートにお答えいただきます。

■ 募集期間

6月1日（水）～7月22日（金）

■ 活動期間

令和4年8月～令和5年3月

■ 特

①モニター期間中、JA北つくばの広報
誌「すてっぷ」を毎月郵送
②アンケート全4回お答えいただいた
方に、モニター期間終了時にJAで使
える2,000円分の商品券を進呈
③JA北つくばの農産物を進呈

典

■ 必要事項

・応募写真のタイトル
・撮影日、撮影場所 ・郵便番号
・住所 ・氏名 ・電話番号

■ 記 念 品

JAで使える商品券を賞に合わせて進呈
します。
（3,000円～10,000円）

■ 応募締切

令和4年7月31日（日）

■ 審査発表

令和4年11月にJA北つくばホームペー
ジ上で発表

■ お問い合わせ

JA北つくば 総務部 企画開発課
〒308-0051 茨城県筑西市岡芹2222
TEL 0296-25-6600
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HPアドレス http://www. ja-kitatsukuba.or. j p/Eメールアドレス
茨城県筑西市岡芹 2222 電話 0296︵ ︶6600

JA健康カレンダー
フォトコンテスト応募要項→

■ 開 催 日

令和4年7月4日（月）

■ 時

間

9：00～12：00（※予約先着順です）

■ 場

所

JA北つくば本店研修棟1階
（筑西市岡芹2222）

■ 内

容

税理士が税金などの問題にお答えします。
JA北つくば総務部 企画開発課
TEL 0296-25-6600（担当：齋藤）

ファーマーズマーケット「きらいち」お得情報
■ 8月10日（水）～16日（火）
毎年大好評のお盆セールを開催します。
お盆用のお花、夏野菜、おいしい果物などを取り揃
えておりますので、ご来店お待ちしております。
毎週月曜日「お米の日」、火曜日「卵の日」、水曜日「肉
の日」は、1割引で販売。木曜日「ポイント2倍デー」。
クレジットカード、QRコード決済もご利用いただけ
ます。
結城店 結城市新福寺4丁目13-5 TEL 0296-34-1777
筑西店 筑西市西方838-1
TEL 0296-54-4831

☆JAのおすすめローン☆

JAマイカーローン 金利引下げキャンペーン中！
貸出金利 変動金利型 1.40％～
自動車購入費用はもちろん車検費用にもご利用いただ
けます。
JA住宅ローン 金利引下げキャンペーン中！
貸出金利 変動金利型 0.675％～
固定金利型 1.300％～
固定変動選択型 1.150％～ ※15年固定型
住宅新築・リフォーム・既存住宅ローン借換等ご利用
いただけます。
JAカードローン（基金協会型）
極度額 50万円以内
貸出金利 変動金利型 6.00％
月々1万円の返済でOK！
急な出費などにもスピーディーに対応！
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※各種ローンについて詳しい内容やご相談は最寄りの
JA各支店までお問い合わせください。

（ウラ）

行

正解者の中から抽選で20名様に、JA北つくばファーマーズマー
ケット「きらいち」などで使える「レインボー商品券（500円分）」を
プレゼント。応募方法は、次の通りになります。
【応募規定】 ハガキに右記の要領で記入してください。
【締め切り】 令和4年7月8日（金） 当日消印有効
※プレゼントは7月末頃の発送になります。

（オモテ）

info @ ja-kitatsukuba.or. j p

では、ちゃわんでやる「わり」ってどんな「わり」？

〒308-0051

筑西市岡芹2222

スイカでやる「わり」といえば「スイカわり」。

①クイズの答え
②「きらら」の
ご意見・ご感想
③JAへのご意見
・ご要望
住所
氏名
年齢
電話番号

JA北つくば本店

なぞ なぞ

きらら係

読者プレゼント企画
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月発行

必要事項を写真の裏面に記載し、下記
のお問い合わせ先へ郵送または最寄り
の支店までお持ちください。
（※応募点
数はお1人様5枚まで）

無料相続相談会の開催について

■ 申 込 先

カラー、サービス版 L～2L

〒 308
︲ 0051

◇JA北つくば総務部 企画開発課
TEL 0296-25-6600
（担当：齋藤・仁平）までご連絡ください。
◇電子メールにて件名を「モニター希
望」とし、氏名・住所・連絡先を明記の
上、送信ください。
〈メールアドレス〉
info@ja-kitatsukuba.or.jp

格

■ 応募方法

2022年

■ 応募方法

■ 規

「JA北つくば管内の魅力を伝える写真」
〜未来に残したいふるさとの風景〜

編集／総務部企画開発課

■ 募集人数
■ 活動内容

JA北つくば准組合員向けコミュニティー誌

i

発行／北つくば農業協同組合
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