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シベリアから越冬のため日本にやって来
た白鳥たち。冬の間、大潟村でも田んぼで
餌をついばんだり、集団で飛んでいる姿が
見られます。静かなはずの冬の田んぼが白
鳥たちで賑やかです。冬も終わりに近づき、
そろそろシベリアへ帰来する時期。白鳥の
姿が見えなくなれば、いよいよ春作業の始
まりです。

表紙写真：２ 月 1 5 日 撮影

お客さまの声から…
◎ 毎月美味しいお米をお届け下さり本当にあり
がとうございます。お世話になって26年間、子供
たちも家庭を持ちお世話になっています。今後ともよろしくお
願い致します。
北海道 牧野 様
◎

いつも美味しいお米を有難うございます。大潟村のあきたこ
まちを食してから20年以上、これからもよろしくお願いします。
今年の秋田の冬は大変だと思いますが、頑張って下さい。
神奈川県 宍戸 様

★公社より
● 長い間のご愛顧に感謝申し上げます。
・美味しいお米だと言われることが、生産者・社員共々、何より
も励みになります。これからも美味しいソーラーライスをお届
けしますので、末長いお付き合いをよろしくお願い致します。
・今年の秋田は雪が多く大変厳しい冬となりましたが、ようやく
春を感じられる今日この頃です。長い冬も終盤を迎え何かとあ
わただしくなって参りました。
※一日も早い平穏な日々への回復を願わずにはいられません。

新生 活
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円で販売します。

（税込・送料別）

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

今月の
今月の野菜は何が入っていましたか？年間予約
でお米を購入されているお客様への、２月のサービ
ス野菜は、ほうれん草かネギを一緒にお届けしまし
た。どちらの野菜も 冬野菜 の定番ですよね！今
年は大雪でほうれん草を育てているハウスの雪寄
せが大変だったり、ハウスの外で栽培しているネギ
は雪に埋もれてしまい、雪を寄せながらの収穫だっ
たりと、何かと体力と手間がかかりました(^-^;
でも野菜は寒さにさらされたお陰で、確実に甘みが
増しました。手前味噌で恐縮ですが、野菜がホント
に美味しいです!!
このようにお米を年間予約して下さっているお
客様には、お米の他に旬の野菜、野菜の生産者から
のメッセージ、そしてソーラー通信を一緒にお届け
しています。年間予約をすると、まさに一石二鳥!!
ここだけの話、１年間のポイントをコツコツと貯め
て、年末に切餅や黒豆のビン詰めと交換する方が多
く大好評です。
お米と一緒に届く新鮮な野菜や加工品も、年間予
約をして下さっているお客様の楽しみのひとつで
あれば嬉しいです。
さて、今月もお客様の笑顔を想像しながら育てた
野菜です。お米と一緒に召し上がって下さいね♪

若手農家
冬も頑張っています
各地の「青年会」と名の付く団体も、蓋を開けてみれば平
均年齢が50歳を超えているといったことも珍しくありません。
しかし、カントリー公社利用農家の若手後継者で構成される「青
年農業者クラブ」には20代から40代初めまでの農家しか在籍
しておりません。そして、この青年農業者クラブの若手たちが、
冬の農閑期にカントリー公社で仕事に汗を流しています。取り
組んでいる仕事は、主に米や大豆の出荷における補助作業です。
具体的には、大豆を詰めた30kgもあろうかという袋を肩に乗
せて次々と運ぶ力のいる作業や、玄米を詰めたフレコンという
運搬用の袋をフォークリフトで運ぶ際の補助などの作業をして
います。
若手農家が公社で働いてくれると、公社にとっては労働力の
面でも助かるうえに、若手に公社の出荷現場の仕組み等も良く
知ってもらえるということで一石二鳥のようです。みなさんも
カントリー公社のお米をいっぱい食べることで、大潟村の若手
農家たちを応援していただけたらと思います！
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ソーラー通信

ナ禍でも盛況
コロ

道の駅

おおがた ＆ おが
先にお伝えした大潟村産チューリップはいよいよ開花の時期を迎えてい
ます。そして２月13日と14日には、道の駅おおがたにてチューリップの即
売会が行われました。毎年人気の催しですが今回も開店から大盛況で、続々
と入荷されるチューリップの束は店先に並べられるや否やすぐにお客様の
買い物かごに入っていきました！たくさんの品種はどれも美しく、お客様
の財布の紐も緩んでしまうようです（笑）
。
そしてお隣男鹿市の「道の駅おが」では、なまはげ柴灯（せど）まつり
の関連イベントが行われました。例年であれば柴灯まつりは、真山神社に
たくさんのなまはげと観客が集まる大きなお祭
りなのですが、今年は感染拡大防止に配慮して会
場を分散して行われました。こちらの会場では、
大迫力のなまはげ太鼓の演奏と、男鹿グルメ屋
台で多くのお客様を楽しませていましたよ！

無病息災

大館アメッコ市

大潟村から車で約１時間半、県北部に位置する大館市。秋田犬発祥の地
としてご存じの方もいらっしゃるかもしれませんね。その大館市で２月
13日、14日の２日間にわたり「大館アメッコ市」が開催されました。「大
館アメッコ市」は400年以上続く大館市の小正月行事で、この日にアメを
食べると風邪をひかないと言われています。
今年は新型コロナウイルス感染防止のため、会場となる市中心部のおお
まちハチ公通りに４カ所設置された出入口からのみの入場となり、会場内
の人数が5,000人以下になるよう入場制限も実施されました。例年より会
場スペースは４割削減され、イベントは全て中止。イベントの一つに「白
ひげ大神巡行」があります。これは、白ひげ大神という神様が山からアメ
を買いにやってくるという言い伝えを再現したものです。そして、白ひげ
大神が山に帰る時その足跡を隠すため吹雪になる、という言い伝えがあり、
実際アメッコ市の期間中は雪が降ることが多いそうです。しかしながら、
今年は２月とは思えないほど暖かく、雲一つない晴天。好天に恵まれたこ
ともあり、多くの人で賑わっていました。購入したアメは家族みんなで美
味しくいただきま
した。アメッコの
ご利益があります
ように。

２月
豚まんこわい

秋田市に「福楼」という豚まん専門
店があるのですが、とてもおいしくて
連日すぐ売り切れてしまう大人気店
です。このお店の豚まんの魅力は、具
材がすべて秋田県産であるというと
ころにあります。小麦粉には秋田県産
小麦の「銀河のちから」を使用してい
ます。この小麦は大潟村でも栽培が盛
んな品種です。そして大潟村民にとっ
て最も誇らしいことに、玉ねぎはすべ
て大潟村産「潟たまねぎ」を使用して
います。
私も先日ようやくうかがいました。
店先にも潟たまねぎのPR用のぼりを
立ててくれていてうれしい限り。家に
持ち帰り、温めなおしてからいただき
ましたが、確かにおいしい……！同じ
お店で売っているシュウマイは、あき
たこまちのご飯にも合いそうです。こ
んなお店がウチの近くにあったら嬉
しいなあ、家族全員太るなぁ…なんて
思いながら寝てる息子を見ると、もう
豚まんみたいにコロコロ体型でした
(笑)。家族全員、食べることが大好き
で太り気味な我が家です。おいしい豚
まんこわい！

By

三代目潟吉
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２月13日と14日、道の駅おおがたにて
何の即売会だったでしょうか。
つぎの❶❷❸のなかから選んでお答えください。

の即売会が行われました。さて

応募方法

応募先

〒010−0444

②年齢

❸ ひまわり

③〒 住所
④電話番号
⑤答え

令和３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
令和３年５月号に掲載致します。

ひとこと

１月号
（No.305） クイズ当選者発表
前々回クイズの

60

解答

北 海 道

牧

野様

大 阪 府

岩

田様

神奈川県

増

田様

北 海 道

津

山様

東 京 都

佐々木 様

東 京 都

青

柳様

●
❷パンプキンパイ

東 京 都

植

竹様

青 森 県

木

村様

でした。

神奈川県

太

田様

神奈川県

宍

戸様

お知らせと
お 願 い

字南一丁目 番地

﹁クイズまるごと大潟村﹂係

①氏名

❷ ハイビスカス

秋田県南秋田郡大潟村

❶ チューリップ

大潟村カントリー
エレベーター公社

３月号

正解は

農林水産省食品流通局長賞
を受賞し、JALの機内食にも
採用されたことのある大潟村の特産
品といえば何でしょう？
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。

確定申告が始まっています！令和２年の出来事を思い出しながら書類とニラメッコです。 あ〜
あの時、草刈機壊しちゃったんだった…
でいるな…

とか、 トラクターも古くなってきて点検費用がかさん

など、思い出しては反省の繰り返し。また、米や野菜の良し悪しも、感覚だけではな

く明確な数字で確認できるので、令和３年の農業経営の方針を決める事にも役立ちます。
まずは、目の前にある書類の山と、期限が迫っている申告書を完成させる事に全力を注いでいる
ところです!!
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