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ＪＲ男鹿駅に黒板アートが飾られています。桜と菜の花、さらにチューリップが描かれた
構図はまるで大潟村の風景を描写したかのように見えますね。この黒板アートはこの春、期
間限定で男鹿線を走る「卒業メモリアルトレイン」に合わせて、秋田公立美術大学付属高等
学院の生徒さんたちによって描かれたものです。
「ずっとつながっている。
」という言葉は、
卒業生に限らず、社会的に大変な状況にある今こそ心に留めておきたいものに思えます。
表紙写真：３ 月 1 9 日 撮影

お客さまの声から…
◎

ママのお腹にいた時からずっとソーラーライ

スで育った孫も10才になりました。ごはんが大好き
で、じいじの漬けた梅干を「すっぱい、すっぱい」と言いなが
らご飯をパクパク食べています。
これからも安全で美味しいソーラーライスをよろしくお願い
します。
東京都

藤井 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。
・10才のお孫さんに飽きられないよう、そして大人になっても
食べ続けて下さることを願い、安全で美味しいお米作りを今
まで以上に頑張ってまいります。どうぞ末永くソーラーライ
スをよろしくお願い致します。

応援キャンペーン
カントリー無洗米５kg
+ 白神水（2ℓ）２本セット

2,300円（送料別）で販売します。
単身赴任のご主人や離れて暮らす学生さん等いかがで
しょうか。無洗米なので洗う手間がはぶけ、更に白神
水で炊けば美味しいこと間違いなしの商品です。

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。
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ソーラー通信

カントリー青年農業者クラブ
新理事長就任挨拶
いつもソーラーライスをご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。
この度、
カントリー青年農業者クラブ理事長に就任いたしました椎川健一（38
歳）です。
祖父が入植して私は三代目となります。就農して今年で15年目を迎えるまだ

椎川

健一

まだ若輩者ですが皆さまよろしくお願い申し上げます。
当クラブは、会員数23名で活動しております。年代も20〜30代と若い後継者
の集まりです。活動内容は主に、水稲の生育調査や学習会等の開催、そして一
大イベントである江東区民まつり新米キャンペーンがあります。昨年度は、皆
さまのおかげで過去最高の売上を残すことが出来ました。今後も、我々若手農
家と公社職員がしっかりと手を合わせてもっとソーラーライスを全国にＰＲし
ていければと思います。
これからも「安心・安全」で美味しいお米を皆さまに届けられるように務め
て参りますので、ソーラーライス並びに当クラブをよろしくお願い致します。

麦、順調に
育ってます！
育苗用の土運び、肥料合わせ、等々、今年の米作りに向けての
作業が始まっています。暖冬で雪がなく、暖かな日が続いている
ことも影響して、着々と作業が進んでいます。
田んぼに向かうと、緑の絨毯を敷き詰めたような田んぼがちら
ほら見られます。青々とした麦の若葉です。
今年は暖冬の影響で例年より成育が早いようで、順調に育っていました。日本では、昔から「イネは自力でとり、
ムギは肥料でとる」と言われているように、麦栽培にとって追肥は
とても重要な作業です。５月頃まで10日おきに何度か追肥を繰り返
します。
取材させてもらった田んぼではブロードキャスターと呼ばれる機
械に肥料を入れ、トラクターが広い田んぼを何往復もしながら肥料
を散布していました。収穫は、田植えなどの稲作作業がほぼ落ち着
く６月下旬から７月上旬頃。
収穫まであと３ヶ月、麦秋を実り豊かに迎えられるよう、栽培農
家さん達が愛情いっぱいに育てていきます。
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ソーラー通信

暗渠作業
今年の１〜２月は降雪量
が例年に比べてかなり少な
く、自宅の雪かきを 1 度も
行うことなく３月を迎えま
した。
例年に比べ、路面の雪
もかなり少ない状態ですので、農作業も出来ることから早めに行っています。
写真は去年の秋に掘削した暗渠の埋め戻し作業です。暗渠とは田んぼに溝
を掘り、パイプを埋設し、籾殻で溝を埋め、排水性を高めるものです。埋め
戻し作業は暗渠作業の最後の工程になるのですが、掘削したときに表面に残っ
た溝を、トラクターで平らにならすというものです。３月上旬は雨の日が多
かったので、短い晴れ間を見つけて作業を行いました。雨の影響で田んぼが
柔らかくなり、トラクターが埋まってしまわないか心配でしたが、２〜３日
続いた天気のおかげで田んぼが乾き、順調に作業することができました。そ
の後の春の準備作業も、雨が降ったり止んだりの天候で、スマホで天気予報
を何度も見ながら、晴れ間を見つけては作業を進めている今日この頃です。
今年もまだ始まったばかりですが、変わりやすい天気にはしばらく悩ませ
られそうです。

３月
emotional

上の画像が表紙でも紹介した「卒業
メモリアルトレイン」です。普段の車
両は赤と青のシンプルな２色なのです
が、秋田公立美術大学がデザインを担
当したことで、桜をイメージしたエモー

春分の日と 春彼岸

ショナルな雰囲気をまとっています。
車内には全国から応募された卒業
メッセージも多数掲出されています。

国民の祝日にも定められている「春分の日」
には、自然をたたえ生物をいつくしむ日という
意味があります。また、昼と夜の長さが同じに
なるといわれている日で、春彼岸の中日にもあ
たります。
ところで、
お彼岸の食べ物である「牡丹餅（ぼたもち）
」や「お萩（はぎ）
」
ですが、実はこの二つは基本的には同じ食べ物だということは知っていま
したか？食べる季節が違うため、その時期に咲く花に見立て呼びわけるよ
うになったようです。つまり春彼岸はぼたもち、秋彼岸はおはぎと呼びま
す。形にも少し違いがあり、ぼたもちは大きめでこしあん、おはぎは小ぶ
りで粒あんが使われるようです。
しかし今では、おはぎと呼ばれることが多く、あんこの違いもなくなっ
てきているそうです。ちなみに、
大潟村の道の駅に併設されている
「潟の店」
では、春彼岸用におはぎが販売されていましたよ。
また、昔から赤という色には魔除けの効果があり、魔よけを象徴する赤
い小豆と五穀豊穣を象徴する米との組み合わせは、昔の人の切なる願いが
込められていたようです。
さて、今年の彼岸の入りは17日。なんと、大潟村では前日に雪が積も
りました！子供は大喜びでしたが、農作業を開始している大人としては…
春の陽気を感じて伸びていた水仙も雪に埋もれていました。
「暑さ寒さも
彼岸まで」の言葉のように、降雪はこれで終わりにしてほしいものです。

学生をたくさん乗せて八郎湖と日本海
がつながる洋上を走る姿は、とても色
鮮やかで春らしく、心に残るもののよ
うに思います。
さて、学生たちの卒業シーズンは、
私たち農家にとっては始動の季節。我
が家も、育苗用土の調達調整や、育苗
ハウスのビニール張りなど、少しずつ
ですが進んでいます。
昨今の社会情勢が、農業にどのよう
に影響してくるのか想像もつきません
が、今はやらねばならぬことをやるの
みだと、卒業生たちと同じくらいの決
意を胸に、そして息子の寝姿を癒しに
して(笑)、がんばります！
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春作業が始まり忙しくなってきた大潟村です。今回は苗の問題です。
苗の病気で異常に草丈が大きくなる病気があります。さてこの病気は何番でしょうか？
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 アホ苗病

②年齢
③〒 住所

❸ いもち病

⑤答え

○○ボンのパパ

ひとこと
令和２年５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令和２年６月号に掲載致します。
２月号
（No.294） クイズ当選者発表
東 京 都

松

尾様

神奈川県

山

田様

神奈川県

藤

井様

神奈川県

甲

斐様

大 阪 府

伊

藤様

東 京 都

藤

井様

東 京 都

木

村様

神奈川県

福

島様

東 京 都

髙

梨様

東 京 都

柿

沼様

お知らせと
お 願 い

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 バカ苗病

大潟村カントリー
エレベーター公社

４月号

60

２月号（№294 前々回クイズの解答についてお詫び）
②糠玉除去機のヒントを出しましたが、

●
❶金属探知機が正解でした。
２月号は全員正解とし
抽選致しました。
大変申し訳ございませんでした。

皆様にお届けしているソー
ラーライスの精米工場には各
種の選別機や検知器があります。さ
て精米の工程で一番最後にお米が通
過する装置は何番でしょうか？
問題

★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。

春は別れと出会いの季節。我が家でも子供が無事高校卒業を迎えました。４月から、進学のため
秋田を離れます。初めての一人暮らしで、ちゃんとやっていけるんだろうか？と心配するばかりで
す。でも、30年前の自分を振り返ると、一人でもそれなりに生活していたな…と。案ずるより産む
が易し、かもしれません。台所に立ったことなど殆どない子ですが、ちゃんと自炊をするそうで「お
米よろしくお願いします！」。大潟村のお米を食べて、新生活頑張ってもらいたいです。

4

