おたよりのコーナー

ＪＡあきた白神 無料職業紹介事業のご紹介
○無料職業紹介所
無料職業紹介所とは、農業をお手伝いしたい方（求職者）と働き手を求める農家組合員（求人者）
を募集し、ご希望の条件に沿ってマッチングを行います。登録料や申込費用、紹介料等の費用は一
切かかりません。

無料職業紹介所の仕組み
農家組合員
（求人者）
①求人票の作成

④面接
⑤採用
⑥雇用

・野菜の定植や収穫作業
・出荷作業（結束・箱詰め等）

働きたい方
（求職者）
①求職票の作成
・短時間の就業
・期間雇用 等

受付から雇用までの流れ
働き手を探す
①求人票の作成
求人票に雇用期間や
仕事内容を記入

仕事を探す
①求職票の作成
希望の勤務地域など
を記入

②求人登録

②求職登録

③求職者の紹介

③求人者の紹介

募集のあった求人者
を紹介

求人先の紹介

日程調整後に面接

⑤採用

②求人・求職受付登録
③求職者・求人者の紹介

⑥雇用

面接を経て採用・不
採用の決定

園の桃の花は今年も綺麗に咲き誇りました。
（ペンネーム 桃タロウさん）
編
サ クラの花もきれいですが、桃の花もきれいですよね。桃タロ
ウさんのこれまでの誇りと同様、さぞかし誇らしげに花咲いた
ことでしょうね。見てみたかったです。

今年も畑と庭仕事で楽しませてもらおうと計画中。種芋を植え、
茄子、キュウリ、トマトの苗を購入してもう少し暖かくなる
のを待って準備しているところ。桜も満開を迎えました。春は気持
ちが明るくなります。自然にひたって癒されていることに感謝です。
（ペンネーム ムーばばさん）
編
新型コロナウイルスや最高記録を更新した昨冬の降雪。暗～い気
持ちで過ごしてきましたが、暖かい春空の下、綺麗な桜を眺める
ことが出来て、私も心癒されました。

・求職数と求人数に偏りがあ
る場合等は、紹介に至らな
い可能性があります。
・賃金は秋田県の最低賃金以
上が条件となります。
・求人者はＪＡあきた白神の
組合員に限ります。

を食べて一人の時間を満喫。こういうのってすごく大事だと思いま
した。
（ペンネーム ジャムおばさんさん）
編
１人の時間を如何に有意義に過ごすかってホントに大事だと思い
ます。私も１人の時間には、何をしようか目を瞑って考えている
と、いつの間にか鼻ラッパ吹いて 、ムダな時間を過ごしてしま
います

私は年金を満額受給する身となり、新採用職員の表情を見て、
就職した頃を思い出しました。今は自由な時間を趣味などで
と思っているのですが…新採用職員の皆さん頑張ってください。
（能代市 白井 準一さん）
編
新採用職員への激励ありがとうございます。白井さんのもとへも
お伺いする機会がありましたらよろしくお願い致します。ところ
で、白井さんのご趣味はなんでしょうか？

孟宗竹をたくさん送ってもらいました。当然食べきれないので
桜も咲き誇り、農作業も本格的に始動しました。さて、我が家
ご近所にお裾分け。炊き込みご飯や天ぷら、キンピラも美味
の畑は、連作障害を懸念しつつ、図書館で見つけた「農家が
しかったです、春の味を楽しんでいます。
（能代市二ツ井町 秋林 ミチ子さん）
編
秋林さんは「食」で春を満喫しているようですね。羨ましい限り。
是非とも来春は私にもお裾分けを……

新採用職員の皆さんおめでとう！この日の初心を忘れず地域農
業発展を目指して頑張ってください。

教える野菜づくりのコツと裏ワザ」に挑戦したいと思っています。
川柳：畑作で メタボ解消 頑張るぞ
（能代市二ツ井町 山谷 峯子さん）
編
裏ワザが成功したら教えてくださいね。それよりも気になるメタ
ボ解消の裏ワザもあったら直ちに教えてください！

豪雪の冬を乗り越えて、今年も満開の桜にまた会えました。数
年ぶりに訪れた菜の花ロードは色彩と人並にあふれていまし

緑が芽吹き、スイセンが眩しいほどに咲き誇り、仰げば満開の桜…
と続く。気持ちが湧き立つなんとも嬉しい「春」です。世界中の人
たちが、百花繚乱のこの嬉しい春を満喫できるように祈ります。
（能代市二ツ井町 茂呂 チヨミさん）
編
新採用職員同様に私も初心を忘れず日々頑張りたいと思います。
新採用職員共々これからもよろしくご指導お願い致します。

た。
（能代市 柴田 アイ子さん）
編
今月号の特集で紹介したとおり私も菜の花ロードに行ってきまし
た。車を停車して桜を眺めている時間よりも渋滞に巻き込まれ車
窓から眺めていた時間の方が長かったですよね～。

プ

④面接
ＪＡあきた白神
無料職業紹介所
（紹介・雇用のマッチング）

スーパーに買い物へ行った帰り、天気が良かったので
私が４０年以上植栽に励んできた桃の果樹園は今年から終えるこ
先日ちょっとドライブしちゃいました。道の駅でソフトクリーム
とにしました。今は誇りと感謝の思いでいっぱいです。果樹

―チンが世界を敵に回し、自国民までも欺く手段でまるで狂
気の沙汰。ウクライナもロシアも小麦等の穀倉地帯であり戦
争が長引くと食糧不足と高騰を招くのではと心配している一人です。
川柳：プーチンは 秋田犬だけ 信頼し（日本から送られている犬）
「ひまわり」の 映画悲劇と ウクライナ
（能代市二ツ井町 清水 博文さん）
編
本当に狂気の沙汰ですよね。被害に遭われているウクライナ国民
は当然ですが、戦争に反対する数多くの善良なロシア国民も世界
中から白い目で見られてしまう被害も出始めているようで…何を
したいんでしょうねプーチン大統領は…

命躍動感動いたしました。冬に膝を痛め春からの畑は我慢か
な？と思っていたらミニミニ菜園にアスパラガスがニョキ

ニョキ。頑張りマース！
（能代市 大塚 洋子 さん）
編
アスパラガスが「頑張って」と応援しているようですね。無理は
しない程度に畑作業を楽しみながら頑張ってください。

当選おめでとうございます

茂呂チヨミさん（能代市二ツ井町）
ペンネーム 桃タロウさん
ペンネーム ムーばばさん
清水 博文さん（能代市二ツ井町）
秋林ミチ子さん（能代市二ツ井町）

▲誌面の都合上、皆様から寄せられたお便りを、一部割愛させて頂きました。たくさんのお便り、ありがとうございました。

○１日農業バイト
「デイワーク」
（スマートフォンアプリ）
ではなく、農繁期だけの募集や働きたい日に応募することができます。
生産者が「デイワーク」を利用するとその地域に住む方々や本業を持っ
先月号の答え

ハガキの裏面に答えと

●応募方法

住所、氏名、年齢、電話

番号、今月号の良かった

コーナー、あわせてお便

りコーナーへひと言添え

広報に寄せられたお便

てご応募ください。

り及び当選者の氏名を掲

↓インストールはこちら

載させていただきます。

ヤエザクラ

１５ １３ １１ ０９

０７ ０６ ０５ ０３

０１

タテのカギ

１日農業バイト「デイワーク」とは、生産者と働きたい方を１日単位で
結びつけるサービスです。これまでの数週間～数か月単位の連続した雇用

ている方が休日を利用して手伝ってくれるようになります。

１９ １７

．
ハナ
 ショウブとカキツバタは――をつ
けるのが難しい
．
擬餌
（ぎじばり）
の一種です
 鉤
．
米国の通貨単位
．
――の前の小事
．
――の余 地 も ないほど混み合った会
場
．
商品
 を並べて売る場所
．
料理長をフランス語でいうと
．
あご
 や鼻の下に生えます
．
高校の最寄り駅までの――定期券を
買った
．
ジェ
 ラシー、焼きもちともいいます
．
プリ
 ンセス・ミチコという 品 種がある
花
．
カキ
 ツバタに似た花が咲きます
燃料ガスや酸素などを詰めます
．

２１ ２０

ヨコのカギ

０1．５月４日は――。国民の祝日です
０２．３拍子の曲に合わせて踊ります
０３．野球のグラウンドに四つあります
０４．調理中の料理から一口分を取って……
０６．食事制限などで体重を減らすこと
０８．ちらしやにぎりがあります
1０．柱・傷・５月５日・ちまきから連想される童謡

宛

お問い合わせ先：ＪＡあきた白神無料職業紹介所（営農部 営農企画課内）
〒 ０１６－０１０２ 能代市字一本木 ４７ 番地 ０１８５ － ７４ － ８３４５
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山羊座（12・22〜1・19）

表面的には穏やかでもはらわたが煮えくり返るようなことがあるかも。よく観察し冷静に。相手の術中にはまらないで

１２．届いた手紙の――を切った

先

〒016-0102

能代市字一本木47

ＪＡあきた白神クイズ係

射手座（11・23〜12・21）

１４．バスやタクシーから降りること
１６．屋外で写生するときに机代わりにする道具
１８．マニキュアを塗るところ

二重枠に入った文字をＡ→Ｅの順に並べて
できる言葉が答えです。正解者の中から抽
選で素敵な景品をプレゼント。どしどしご
応募ください。（締切は５月３１日必着です）

やった者勝ちなところがあるので先んじて動いて。問題が出てきたら後からフォローしていきましょう

2022
20
22..5月号

16

