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穏やかな天候の中
「第40回冬季ふるさと祭り」
が開催されました。
このお祭りは、
たこ揚げやこま回し、竹馬といった冬の伝承遊びを通して、世代間交流を図る目
的で行われています。中でも、馬そりとポニーに乗れるコーナーには、親子連れ
の長い列が出来ていました。また、
今年は第40回を記念し、
秋田のご当地ヒーロー
超神ネイガーのショーもあり、親子ともども満喫した日となりました。

表紙写真：２ 月 ３ 日 撮影

お客さまの声から…
◎ 創立50周年を迎えられて、おめでとうござ
います。
昭和39年に大潟村が誕生されて、昭和29年生まれの私が
10歳上になります。
私の母は２年前から施設にお世話になっていますが、今年の
５月で101歳を迎えます。白ご飯は食べやすく「おかいさん」
にしてスプーンで食べています。美味しいお米が一番です。
「おかいさん」ってわかりますか？
大阪府 和田 様

★公社より
●

長い間の御購入本当にありがとうございます。
白いご飯が一番の御馳走であり、元気の源のように感じます。
どうぞ皆様いつまでもお元気で、ソーラーライスを食べ続けて
くださることを願っております。
50周年を迎え、私達社員一同気持ちも新たに今まで以上に頑
張りますので、これからもよろしくお願い致します。
※「おかいさん」とは「おかゆ」のことですよね。

新規お客様ご紹介キャンペーン
平成31年３月中に年間予約のお客様を
ご紹介下さった方、ご紹介された方へ
チューリップの花束（大潟村産）を
プレゼント致します。

TEL 0120−45−3388（8時30分〜17時00分受付）

ご注文
（24時間受付）
専 用 FAX 0120−65−2280

MAIL ce-kome1@atlas.plala.or.jp（24時間受付）

ご不明な点は上記ご注文専用までお問合せ下さい。

メッセ

ご用意 ージカード
摘みたてのチューリップの
してお
も
ります
。
春の香りを添えて、
お誕生日など贈り物にいかがですか。
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ソーラー通信

若手農家が公社に潜入！
職場体験 2019
１月 25 日にカントリー青年クラブのメンバーがカントリー公社にて
公社にて
体験作業を行いました。私は昨年に続き２度目の参加となります。
。
午前中は米の籾摺り棟にて作業を行いました。サイロに保管されている籾は、営業課からの注文で計
画的に籾摺り、調製作業を行います。始めにサイロ内の籾の温度を測定しました。サイロは 30 メート
ルもの高さがあり、制御盤のスイッチを押すことで高さごとに温度が表示されます。サイロ内の籾は放
置していると温度が変化することもあるので、温度測定は欠かすことのできない作業の一つです。
それが終わると籾摺り作業に入ります。見上げるような高さの籾
摺り機を制御盤で操作すると自動で作業を開始します。しかし、一
度に全ての籾殻が取り除かれるわけではないので、ロスしたものは
また戻されて籾摺りされる構造になっています。そして、色彩選別
機で害虫の影響などで着色した玄米をはじき出します。最後にフレ
コンに玄米を入れ、フォークリフトで運搬します。私はフォークリ
フトでフレコンを運搬する際の補助作業を行いました。フレコンを
玄米の排出口に取り付ける作業は手順よく正確に行わないとこぼれ
てしまうので慎重に行いました。
お昼は青年クラブメンバー全員で社員の方に用意して頂いた炊き
立てのカントリー米と潟工房のおかずを美味しくいただきました。
午後は黄大豆工場での作業でした。工場では比重選別、色彩選別、大きさの選別という工程で仕訳さ
れた黄大豆を袋詰めし、パレットに積む作業を行いました。選別作業で機械の中を豆が転がりながら仕
訳されていく様子はコミカルで興味を引きました。袋詰めの際は手結びで袋を閉じるのですが、大豆が
ぎっしり詰まっているので、テクニックを使わないと
紐が届かなかったりして苦労しました。また、こぼし
てしまうと広範囲に転がっていくので注意が必要だと
社員の方に教わりました。
続いて午後３時からは農産物施設で青大豆の仕訳作
業を行いました。ベルトコンベアで流れてくる青大豆
を指でつまんで不良品を除去します。種子用として出
荷する品物なので皆さん慎重に作業を行っていまし
た。他の作業に比べると危険度も少なく簡単ですが、
精神的に疲れる仕事でした。
体験学習終了後、カントリー青年クラブのメンバー
はカントリー社員と新年会を開き、お互いの日頃の勤
労を称え合いました。一日を通し、カントリー社員の
方々には仕事中にもかかわらず、種々ご指導いただき
カントリー青年クラブとして有意義な一日を過ごすこ
とができました。大変ありがとうございました。
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ポルダーリップウェーブ
2019
「ポルダーリップウェーブ2019大潟村チューリップ作品展」が２月
15日〜 17日、大潟村干拓博物館にて開催されました。大潟村のチュー
リップは、東北一の産地。村内４農家が栽培した約53品種3,200本の色
とりどりのチューリップが並び、訪れた人たちを楽しませていました。
会場では、チューリップの生け花展示や写真撮影コーナー、生け花・
押し花体験など、多彩にチューリップを楽しめるイベントが行われまし
た。その中でも、私のおすすめ体験は「ハウス見学ツアー」です。バ
スに乗り、チューリップを栽培しているハウスへ行き、生産者の方の生
の声を聞くことが出来ます！また、この体験のもう一つのポイントは、
流暢な秋田訛りのボランティアガイドさんによる お喋り です。
そしていろんな体験を楽しんだ後は、お隣の道の駅おおがたで開催さ
れている「産直まつり」へ。お気に入りのチューリップや地元野菜を購
入したり、地元の味を堪能したりする事も出来ます。
この日は冬にしては暖かい日でしたが、花の癒し効果で心も温かくな
り、一足早い春を体いっぱいに感じた一日となりました。

2月
秋の沖縄③

恩納村で秋田県産あきたこまちに出
会えた朝、さらに北上し ｢古宇利島｣
へと車を走らせました。｢古宇利大橋｣
の向こうに見えるのが古宇利島で、大
潟村と同じく ｢かぼちゃ｣ の生産に力
を入れている島です。｢古宇利島かぼ
ちゃ｣ を使ったお菓子をお土産に買い
ましたが、とてもおいしかったです。
大潟村のパンプキンパイもおいしいで
すので是非(笑)。
島内で1泊すると、いよいよ旅行も

芸文祭が開催されました！

終盤。本島を南下し、ガンガラーの谷
や瀬長島を駆け足気味で楽しんだの
ち、秋田行き飛行機へと乗り込みまし
た。那覇空港には ｢ポークたまごおに
ぎり｣ という人気のおにぎり店があっ

２月23日・24日の２日間、ホテルサンルーラル大潟にて芸文祭が
開催されました。今回で40回目の開催となる芸文祭、村内14団体の
作品が展示され、村内外18団体の舞台発表が行われました。
展示された作品は写真・絵画・書道・俳句・川柳など300点以上。
どの作品も素晴らしく、訪れた方々も作品に見入っていました。
舞台発表では可愛らしい小学生による花笠音頭、綺麗なハーモ
ニーを聞かせてくれた合唱、琴やハーモニカの美しい音色、華やか
なフラダンスの舞、たくましく迫力ある太鼓の演奏、等々。どの発
表も素晴らしく、会場に訪れた多くの来場者の方々から拍手喝采を
浴びていました。
様々なジャンルの芸術に触れ、楽しませてもらうとともに、発表
者の皆さんの多才ぶりには本当に驚かされました。舞台の上の皆さ
んが本当にいきいきと楽しそうで、見
ているこちらも自然と笑顔になる、そ
んな時間を過ごせました。
大潟村では、芸文祭が終わればそろ
そろ春作業の始まりが近づいてきま
す。芸文祭を大いに楽しみ、来る春に
向けてパワーを充電出来ました！

たので、機内で食べるために購入。結
局、沖縄でお米を食べたのはこれを含
めて２回だけ。沖縄産のお米も食べて
みればよかったな…とホントに小さい
後悔を残して、新婚旅行は無事終了し
ました。
最後までレンタカーのハンドルを握
らなかった妻も「楽しかった〜」と今
でも言ってくれるので、運転がんばっ
て良かったと思います(笑) ！

By 三代目潟吉
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今月中旬から稲作の春作業が始まります。良質な種籾を選ぶために行う
水選が
最初の仕事です。
水に沈んだ種籾が丈夫な稲になります。さて
に入るのは
何番でしょうか ？
つぎの❶❷❸のなかから選んでお答えください。

応募方法

応募先

〒010−0444

❷塩

②年齢
③〒 住所

❸酢

⑤答え
しょっぱい
ひとこと
平成31年４月15日必着
●ハガキにて応募下さい！
●正解者の中から抽選で10名の方に大潟村
特産品を進呈致します。
●当選者の発表はソーラー通信平成31年５月号に掲載致します。
１月号
（No.281） クイズ当選者発表
前々回クイズの
千 葉 県

寺

田様

北 海 道

荒

木様

東 京 都

上

松様

神奈川県

宮

川様

岩 手 県

髙

橋様

神奈川県
東 京 都

お知らせと
お 願 い

神奈川県

山

田様

様

東 京 都

中

川様

田様

大 阪 府

和

田様

岡
藤

60

解答

正解は

❸

字南一丁目 番地

④電話番号

秋田県南秋田郡大潟村

①氏名

﹁クイズまるごと大潟村﹂係

❶ 砂糖

大潟村カントリー
エレベーター公社

３月号

50年でした。

当社は昭和45年３月創業で今年創
問題 立
周年を迎えます。さて何番
でしょうか？

★お米の交換は着日から10日以内とさせていただきます。
（お気づきの点がございましたら、ご連絡下さいますようお願い致します。
）
★ポイントの交換はお米と一緒にご注文下さいますようお願いします。サービス品のみの発送には送
料がかかりますのでご了承下さい。
★年間予約の変更等は発送日の１週間前までにご連絡下さい。
★当社ホームページよりお米のご注文ができるようになっております。
★当日発送の受付締切り時間が午前10時となりました。午前10時過ぎのご注文は翌営業日発送と
なりますのでご了承下さい。
※ご不明な点がございましたら、営業時間内（８時30分〜17時）0120−45−3388までご連絡下さい。

２月末日現在、大潟村にはほとんど雪が残っていません。私は、秋の沖縄旅行から帰ってきてから
除雪作業のアルバイトをしていたのですが、季節を通じて雪は少なく、かなりの時間を現場待機で過
ごしました。実作業が無くても時間で給与が支払われる勤務だったのですが、季節後半はなんだか申
し訳ない気持ちになってきました。雪が消えると田んぼの地表が顔を出します。少し早めの春作業が
始まりそうです。
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