
川西支店・・・・・・・・・0721-25-1453
富田林支店・・・・・・0721-24-2020
喜志支店・・・・・・・・・0721-25-2135
大伴支店・・・・・・・・・0721-23-2381
錦郡支店・・・・・・・・・0721-24-2306
東條支店・・・・・・・・・0721-34-3149
青葉支店・・・・・・・・・072-365-6001
河南支店・・・・・・・・・0721-93-2044
石川支店・・・・・・・・・0721-93-2316
太子支店・・・・・・・・・0721-98-0500

古市支店・・・・・・・・・072-956-0388
駒ヶ谷支店・・・・・・072-957-1212
西浦支店・・・・・・・・・072-956-0285
丹比支店・・・・・・・・・072-955-4281
埴生支店・・・・・・・・・072-939-0337
高鷲支店・・・・・・・・・072-953-0219
平尾支店・・・・・・・・・072-361-0073
黒山支店・・・・・・・・・072-361-0521
丹南支店・・・・・・・・・072-361-0031
赤阪支店・・・・・・・・・0721-72-1255

狭山東支店・・・・・・072-365-0024
狭山西支店・・・・・・072-365-0831
道明寺支店・・・・・・072-955-8885
藤井寺支店・・・・・・072-955-1386
河内長野支店・・・0721-53-3085
千代田支店・・・・・・0721-53-2308
高向支店・・・・・・・・・0721-53-2731
三日市支店・・・・・・0721-63-2226
加賀田支店・・・・・・0721-64-1212

金融店舗
営農指導課・・・・・・0721-80-3386
営農経済課・・・・・・0721-80-3370

その他

羽曳野店・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0120-93-6620
河内長野店・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0120-93-6647

農産物直売所「あすかてくるで」

太子営農経済センター・・・・・0120-373-412
大伴営農経済センター・・・・・0120-373-471
西浦営農経済センター・・・・・0120-373-649
高向営農経済センター・・・・・0120-373-684
自動車農機整備センター・・・0721-24-5100
旅行観光センター・・・・・・・・・・・0721-25-8052
ローンセンター・・・・・・・・・・・・・・・0120-617-106

センター

●発行日／令和元年12月14日発行（年２回）　●編集・発行／大阪南農業協同組合  総務部企画管理課  富田林市甲田3丁目4番10号Ｊ-STATION vol.37 発行情報

ＪＡ大阪南インフォメーション
JA大阪南は、河南町、太子町、羽
曳野市、堺市美原区(小寺、大饗
及び菩提の区域を除く)及び松原
市丹南、千早赤阪村、大阪狭山
市、藤井寺市、河内長野市、富田
林市を事業区域とした農業協同
組合です。

ＪＡ大阪南ホームページ ＪＡ大阪南 検索検索https://www.ja-osakaminami.or.jp/

河南町

太子町

羽曳野市堺市
美原区

松原市

千早赤阪村

大阪
狭山市

藤井寺市

河内長野市

富田林市

本  店････0721-25-1451　金融部････0721-25-5523　共済部････0721-25-1468
J-STATION、広報誌「はばたき」はJA大阪南のホームページからもご覧頂けます

※当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせて頂きます。　※ご応募で取得した個人情報は、特にご質問・お問い合わせなどのない限り、賞品の発送以外に利用いた
しません。　※ご質問などがあった場合、該当部署よりご連絡させて頂くことがあります。

〒５８４－００３６ 大阪府富田林市甲田３－４－１０
ＪＡ大阪南「Ｊ-STATION37号」係

応募先 令和2年 1月10日（金）まで締切り

①郵便番号・住所・氏名・年齢・電話番号、②ご希望の賞品（Ａ・Ｂ・Ｃ
いずれか記号でお答えください）、③アンケートの答え（下記参照・
すべてお答えください）を必ずご記入のうえ、ご応募ください。

右のＱＲコードを読み込んで、専
用のフォームに必要事項をご入
力いただき、ご応募ください。

応募方法

アンケート

※率直な意見をお書きください

読者プレゼント！！アンケート
に

答えて当
たる！

音声でリモート操作できるスマート
スピーカー。話しかけるだけで、
音楽を再生したり、天気やニュース
を検索できます。

Amazon Echo
（アマゾンエコー）

B

気軽に作れる炭酸水メーカーです。

soda stream
（ソーダストリーム）

C

足や手を入れるだけで簡単に
マッサージ！毎日のリラックス
タイムに。

ルルド フットケアコードレス
リラブー

すてきな

プレゼントが

もらえるよ！QRコードから    応募できるよ♪

作り方材料（ 4 人 分 ）

焼き野菜
洋風スープ仕立て

大学生が地元農産物で料理を作る
レシピコンテスト開催！

❶フライパンにオリーブオイルをひき、ウインナー
を焼いて取り出す。

❷①のフライパンにダイコン、ニンジン、ナス、
シロネギを入れて焼き、表面に焼き色を付け、
塩胡椒をする。コマツナは軸と葉を焼く。焼い
た野菜は取り出しておく。

❸ダイコンは焼き色を付けた後、耐熱容器に入れ
てラップをし、電子レンジに約10分かける。

❹ダイコン、ウインナーをコンソメスープで煮
こみ、15分ほどでニンジン、シロネギを加えて
15分煮る。

❺ダイコンが柔らかくなったら、ナス、コマツナを
入れてひと煮立ちさせ、火を消す。

❻器に野菜を盛り付け、スープをかけて飾りに
白髪ネギをのせる。

　１１月１６日、ＪＡ大阪南は四天王寺大学・四天王寺
大学短期大学部（羽曳野市）と産学連携し「食べて
応援・作って応援レシピコンテスト」を同大キャ
ンパス内で開催しました。地元農産物の消費拡

大や地域農業への理解を促進する事
が目的です。今回で２回目の開催となり、
一次審査を通過した６チーム１２人が調理・
実食審査に臨みました。

　１１月１６日、ＪＡ大阪南は四天王寺大学・四天王寺
大学短期大学部（羽曳野市）と産学連携し「食べて
応援・作って応援レシピコンテスト」を同大キャ
ンパス内で開催しました。地元農産物の消費拡

大や地域農業への理解を促進する事
が目的です。今回で２回目の開催となり、
一次審査を通過した６チーム１２人が調理・
実食審査に臨みました。

　審査員が農産物の活かし方や美味しさ、オリジナリ
ティー、見た目の良さなどの観点から審査し、最優秀
賞はチーム名「松本ゼミ」による「焼き野菜　洋風
スープ仕立て」が受賞しました。
　コンテストに参加した６チームのレシピは、ＪＡ大阪
南の広報誌やホームページに掲載するほか、農産物
直売所「あすかてくるで」河内長野店で期間限定の
販売を予定しています。

　審査員が農産物の活かし方や美味しさ、オリジナリ
ティー、見た目の良さなどの観点から審査し、最優秀
賞はチーム名「松本ゼミ」による「焼き野菜　洋風
スープ仕立て」が受賞しました。
　コンテストに参加した６チームのレシピは、ＪＡ大阪
南の広報誌やホームページに掲載するほか、農産物
直売所「あすかてくるで」河内長野店で期間限定の
販売を予定しています。

2名様

A

3名様

南河内のブランド米や新鮮な野菜ならあすかてくるでにいこ！

ＪＡの自己改革に関する
組合員調査 第１次調査結果について

　JAグループは、自己改革の取り組みに対する組合員の皆様の
評価をお伺いして、頂いたご意見をJAの運営・自己改革に反映
させるため、組合員アンケートを実施しました。ご協力頂いた
皆様にはお礼申し上げます。
　このたび、JA大阪南の第１次調査を取りまとめましたので、
ご報告致します。

［ 対象：ＪＡ大阪南の正組合員・准組合員 ］

ＪＡの総合事業について、どのように考えているか？

ＪＡは地域農業やくらしに必要な存在か？

必要な存在だと感じる

65.3%

29.4%

どちらかといえば、
必要な存在だと感じる

必要な存在だと感じない

1.1%

4.2%

どちらかといえば、
必要な存在だと
感じない

農業関連事業や、
信用事業・共済事業
などを行っている、
総合事業は継続すべき

64.1%

29.8%

どちらかといえば、
総合事業は継続すべき

信用事業・共済事業などはやめて、
農業関連事業のみに特化すべき

1.7%

4.4%

どちらかといえば、
信用事業・共済事業
などはやめて、
農業関連事業に特化すべき

これまでと同様、
事業の利用は制限
しない方がよい

91.1%

8.9%

事業の利用は
制限した方がよい

准組合員のＪＡ事業の利用が制限されることに
ついてどう考えるか？A

A

A

5名様

ハガキで応募 ケータイ・スマホから応募
〈 野菜の下ごしらえ 〉
・ダイコンは1.5センチ幅の輪切りにし、面取りを
して両面に切り目を入れる
・ニンジンは5ミリ幅の輪切りにし、花形で抜く
・ナスは1センチ幅の輪切りにし、両面に切り目を入れる
・シロネギは3センチ幅の輪切りを6本作り、
うち2本は白髪ネギにする
・コマツナは3センチ幅に切る
・ウインナーは縦1/4に切る

ダイコン・・・・・・1/2本
ニンジン・・・・・1/2本
ナス・・・・・・・・・・・1/2本
シロネギ・・・・・・・・1本
コマツナ・・・・・1/2束
ウインナー・・・・・2本

塩・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適量
胡椒・・・・・・・・・・・・・・・・・・適量
オリーブオイル・・・・適量
〈 コンソメスープ 〉
水・・・・・・・・・・・・・・・・・・・600cc
コンソメキューブ・・・2個

組合長賞 松本ゼミ「焼き野菜　洋風スープ仕立て」
専 務 賞 Cosmos（コスモス）「スウィートポテトプリン」 
 川口真岐「さつまいものレモングラッセのせ小松菜パウンドケーキ」
あすかてくるで賞 CHOICHOI（チョイチョイ）「ホクポテチャウダー」
 MiMi（ミミ）「白菜餃子」
 ポトフとミナス「さつまいものグラタン」

❶  普段どの媒体から情報を得ていますか　※複数回答可
Ⓐ 新聞折込　Ⓑ フリーペーパー　Ⓒ ＬＩＮＥ＠　Ⓓ facebook　Ⓔ Instagram

❷  農産物直売所「あすかてくるで」に今後期待する事は何ですか？　※複数回答可
Ⓐ ＳＮＳによる情報発信　Ⓑ 地元農産物を使用したスイーツの販売　Ⓒ カフェやレストランの経営　Ⓓ 移動販売車の実施

❸  本誌の中で、どの企画が一番良かったですか（いずれか一つお答えください）
Ⓐ レシピ　Ⓑ ＪＡ大阪南の旬マップ　Ⓒ 読者プレゼント

❹ 本誌を読んだ感想や、Ｊ-STATIONで特集して欲しいこと、知りたい情報などをご自由にお書きください

※①～③は全て記号でお答えください

食材によって切り目を入れたり、

煮る時間を変えることで最適な状態で

食べられるように工夫しました。

幅広い年代の方に食べてもらいたいです。

レシピの
ポイント

～みんなで地域農業を応援しよう～
「食べて応援・作って応援」

レシピコンテスト最優秀
レシピ
組合長賞

受賞者一覧

わぁ～どれ
も素敵♪

年末年始の

おもてなし
にも地元の

野菜を使い
たいな♪

詳しくは中面を見てね！

チーム名 「松本ゼミ」
優勝

STATIONJ
J A大阪南のことをもっと身近に感じる情報誌 「ジェイステーション」
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JA大阪南 地元農産物の紹介やJAで行っているイベント情報
などを　　　　　 お知らせします！いち早く

友だち登録は
こちら！

ＦＡＸ : 072-956-5559

あすかてくるで 羽曳野店

羽曳野市埴生野975-3
道の駅「しらとりの郷・羽曳野」内

TEL. 0120-93-6620

ＦＡＸ : 0721-52-3721

あすかてくるで 河内長野店
道の駅「奥河内くろまろの郷」内

河内長野市高向1218-11
TEL. 0120-93-6647

しゅん

農産物の旬早見表

高向ほたる米

7～8月
モモ

8～10月
ナシ

6～9月
ブドウ

（露地）6～9月
（ハウス）3～6月

ナス

東條ほんわか米 河南水越米

10～12月
エビイモ

（露地）6～9月
（ハウス）9～11月

キュウリ

10～2月
ミカン

12～5月
イチゴ

12～2月
ミズナ

「大阪エコ農産物」の認定を受け、レンゲやクローバーと
有機質肥料のみで育てています。

「 」
地域ブランド米は農産物直売所「あすかてくるで」で販売しています。
※高向ほたる米は河内長野店でのみ販売

南河内では様々なブランド米を育てています。
今回は、その中でも東條ほんわか米「ひのちゃん」、河南水越米、高向ほたる米をご紹介します。

南河内の広い地域で栽培されているミカン。食べ終わった後、皮を捨ててしまうと
いう人も多いのでは？ミカンの皮を有効に活用する方法を教えちゃいます。

子どもと一緒に！ ミカンの皮アート リラックス！ 皮を使って入浴剤 電子レンジピカピカ！ 皮でお掃除
ミカンの皮にカッターで切れ目を入れてむく
と、ネコやクマなど、動物の耳をつける事が出
来ます。顔はマジックで書いたり、カッターで
くり抜いて作りましょう。
※お子様がカッターを使う時は、手を切らないよう
に注意してください

皮を使って入浴剤を作ることが出来ます。
寒い冬はお風呂で温まりましょう。

①ミカンの皮４～５個分を水でよく洗う。
②電子レンジの中にキッチンペーパーを敷き、皮
が重ならないように並べる。電子レンジに２分ほ
どかけ、裏返し、さらに２分ほど温める。皮の水
分が完全に飛んで乾燥したらＯＫ。

③皮はガーゼなどに入れてゴムで縛り、浴槽の中に入れ
る。刺激が強くなるので、皮は揉まないように注意する。

※お肌に刺激を感じたり、身体に合わないと思った時は
ご使用をお止めください

みかんの皮は掃除にも使えるんです。500W
の電子レンジで２分ほど加熱し、皮の両面を
使って電子レンジの内部をふき取りましょう。
ミカンの皮が油汚れを落としてくれます。
最後にガーゼでふき取ったら完成です。

農産物直売所

ぜんざい
無料配布
各店舗

先着３００名様
各店舗での

お買い上げに付与する
ポイントが５倍

２,０００円以上の
お買いもので
１回抽選

寒い冬、温かい鍋料理が美味しい季節ですね。農産物直売所「あすかてくるで」では、
地元で採れた農産物を販売しています。鍋に欠かせない野菜や、食後のデザートの果物
など、ぜひ「あすかてくるで」でお買い求めください。

たこう

蛍が飛び交う美しい河内長野市
高向地区で栽培されています。
滝畑から流れる清流と
有機質肥料で育てるのが

こだわりです。

高向ほたる米
か 　 な ん  み ず  こ し  

水越峠から流れる透き通った水で
作ることから「水越米」と命名。
モチモチ食感のお米は
冷めても美味しく
食べられます。

河南水越米
豊かな自然に囲まれた富田林市
東條地区の澄んだ空気と
霊峰金剛山から流れる
美味しい水で育てて

います。

とうじょう

東條ほんわか米
「ひのちゃん」

ポイント

入浴剤の作り方

日 時 ２０１９年１２/２６木～３０月 日 時 ２０20年１/7火 ９時３０分～

あすかてくるで営業案内

１２月２６日木は
臨時営業いたします

９:３０～１８:００［営業時間］

［定 休 日］ 毎木曜日（１２月２６日を除く）
・年末は１２月３０日まで営業
・年始は１月７日から営業

臨　時
営業日

かわいいなぁ！ 
ぼくも作りたい！

捨てる前にぜひ試してね！

変わり種変わり種
おにぎり

コチュジャン×チー
ズ×韓国のり

オリーブオイル×岩塩×青のり

こんな
食べ方は

？

M i k a n

R i c e

炊き立てのご飯と一緒に材料を混ぜるだけ！
いつもと一味違うおにぎりを作ってみよう

1

2

3

どの
農産
物も

丹精
込め
て作
られ
た

逸品
ばか
り！

ポイント５倍
ポイントカード 新春運試し

ガラガラ大抽選会

年末年始のお料理に地元のおいしい野菜が大活躍！

年末年
始は

お楽し
みイベ

ントが

盛りだ
くさん

！

※加熱すると熱くなるので取り出す
ときは注意してください

おせちの食材は
「あすかてくるで」でゲットしよう！
しめ縄など、
お正月用品売り場を特設

年末年始を彩る
花の大売り出し
期間中、地元産玄米の
特売を実施

おおさか
ミカンソフト
南河内産の温州ミカンがたっぷり
入ったソフトクリームを新発売します！
・あすかてくるで河内長野店で販売
・味はストレートと、バニラミックスの２種類

12/13より２０19年

円330 税込

期間
限定
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