おたよりのコーナー

今

去年の春、道の駅で買った一鉢のサニーレタス。こぼれ種から
十株育て重宝しています。
（能代市 佐藤 和子さん）

梅雨のシーズンとなったが運動を心がけています。主にウォー
キングをがんばっていきたいです。

キューシーズンにはもってこいの食材ですね。

（能代市

初

夏のさっぱり漬物。どれも楽しめて美味しそうなので作って
みたいです。
（山本郡藤里町 田中 一男さん）
編
特 集ページを見て、私は「ナスの塩昆布漬け」にヨダレが…。
田中さんはどの漬物にチャレンジしてみますか？

白井

準一さん）

いきたいと思います。

梅雨に入りました。今年は梅雨明けすると暑い夏になるらしい
とニュースで言っていましたが、畑の作物がどう育っていく

サ

のか心配です。趣味の畑ですが、皆元気に生育できるように手入れ
頑張ります。
（ペンネーム ムーババさん）
編
「 暑い夏になるらしい」って聞いただけで汗がにじみ出る季節
になりましたね。しっかりと水分補給するなど熱中症対策も万
全に頑張ってくださいね。

食農教育活動の記事で全児童の皆さんの笑顔あふれる活動に元
気をもらいました。また、Ｍａｍａ’ｓ Sｗｅｅｔｓも毎回楽しみで

今年も雪消えと同時に、自宅近くの米代川沿い堤防を中心に
ウォーキングしています。早朝の澄み切った空気を胸いっぱ

す。私も「農家のチエ」「大根の一穴２粒蒔き」に挑戦。間引きい
らずにスクスク育ち、店頭では１本２００円？！
川柳…お裾分け おろしみそ汁 活躍し
（能代市二ツ井町 山谷 峯子さん）
編
お ろしみそ汁おいしそうですね～。お裾分け おろしみそ汁
私にも

い吸い、無心でウグイスやカッコウのコラボレーションを聞きなが
ら歩く。本当に「早起きは三文の徳」。同じ時間帯にまだ布団に
入っている人にはこの爽快さは解ってもらえないだろうな～。
川柳…雪消えて 目立つゴミには 言葉なし
後ろ向き 歩きで鍛え 股関節
（能代市二ツ井町 清水 博文さん）
編
清 水さんがウグイスやカッコウが奏でるコラボ演奏を聞き入る
中、私は布団の中で鼻ラッパを奏でております。「早起きは三
文の徳」を体感できるよう頑張っていきます！

旬の野菜で楽しむ初夏のさっぱり漬物は美味しそうなイラスト
が目に留まり旬野菜の漬物に挑戦してみました。簡単に作れ

てオススメですね。
（能代市 児玉 優子さん）
編
児 玉さんはどの漬物にチャレンジしました？オススメ品やさら
に加えた一工夫があったら是非教えてください。

畑物も収穫をむかえ、ほうれん草、春菊、サヤエンドウ等、毎
日食べきれなくお友達にお裾分け。その他の野菜も順調に

育っております。
（能代市 福士 サチ子さん）
編
順 調な生育なによりです。これから夏野菜の収穫がピークを迎
えると思いますが熱中症には十分に気を付けてくださいね。

友

達と日帰りバスツアーに参加。久々におやつを食べおしゃべ
りに花を咲かせ本当に楽しかった。そしておまけのクーポン
が渡されおみやげを買えと言う。道の駅ではウキウキしつつ、何を
買おうか迷ってこれも楽しかった。このご時世、動ける人が動き、
そして何かを動かし、それが動き…
この循環で活力や経済効果というところまでいきついてほしいと願
う。
（ペンネーム ばあたんさん）
編
バ スに揺られてどちらまでお出かけですか？一番楽しかったの
は友達とのおしゃべりだったのでは（＞＿＜）バスツアーいい
ですね～。憧れです。
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●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

載させていただきます。

能代市字一本木47

ＪＡあきた白神クイズ係

タテのカギ

２１

〒016-0102

ヨコのカギ

０1．７月の第３月曜日は――の日。国民の祝日です
０２．お遍路さんが巡ります
０３．ムチとの使い分けが大切
０４．開くと花が咲きます
０５．そうめんをゆでている途中に入れる人もいます
０７．泳げない人の強い味方
０９．夏の土用の――の日にはウナギを食べると良いと
いわれます
１１．輪島や呼子のものが有名
１３．蚕の繭から作る繊維
１５．鉄がさびるのはこの化学変化によるものです
１７．京都の夏を彩る――祭
１９．酔うとこの猛獣になる人も
２１．１－１＝

蠍座（10・24〜11・22）

響 さん

皆さんお疲れ様でした！！！

６月２３日、２４日に秋田県学校農業クラブ連盟各種発表会が本校で行われました。発表会では、秋田
県内の６校の農業高校生が集まり、普段の研究活動の成果を発表してくれました。発表会では現在の
農業課題や、将来の農業について真剣に発表していて、会場の方々の心に響きました。今回の発表会
で私たちは、農業についての将来性も深く考えさせられました。また、運営にあたった能代科学技術
高校農業クラブの生徒も、運営側として緊張感や責任感をもって取り組めたと思います。今回コロナ
禍で発表会が実施できたことを有難く思います。開催にあたり、関わってくれた方々に感謝します。
発表者のみなさん、緊張する舞台での発表お疲れ様でしたｍ
（＿ ＿）
ｍ
今年も出場者が多く例年以上の激戦となりましたが、本校から意見発表に出場した生物資源科３年
畠山栞和さん、２年関戸陽さんが優秀賞をいただきました。おめでとうございまーす（＊＾－＾＊）
ゞ
最優秀賞を受賞した選手の皆さんは、８月下旬に行われる東北大会に向けて頑張ってほしいです。

意見発表
関戸 陽さんの発表

です！
検温します。受付はこちら

運営頑張りました。

未来を担う私たち
私たち農業高校生は、未来の農業を担う人材として期待されてい
ます。本校の生物資源科２年生は専門知識を学習するため、６月２９
日に「アグリセミナー」に参加してきました！
今回は峰浜培養、轟ネオファーム、ＡＬＢＩＯＮ、朝場畜産の４
社を見学しました。その中の一つである「ＡＬＢＩＯＮ」を紹介しま
す。ＡＬＢＩＯＮは商品に使う植物たちも、自分たちで一から栽培
し、化粧品などの商品にするんです！「種から商品へ」という言葉
す！
定の植物たちで
を聞いたときはこだわりがあり、責任感に溢れている言葉だなと感
商品になる予
じ、この仕事にとても興味をもちました。
これからも農業に関して、色々勉強して、経験しての将来の農業を担っていくために頑張っていき
たいと思います！！

７８

先

各種発表会

２年

星 さん 大塚

当選おめでとうございます

佐藤 和子さん（能 代 市） 山谷 峯子さん（能代市二ツ井町）
田中 一男さん（山本郡藤里町） 児玉 優子さん（能 代 市）
ペンネーム くま子さん

▲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。

宛

杉渕

え。天を目指して青々と注いでいる。何事もなく秋の日差しを迎え
られるように。
（能代市 大山 春海さん）
編
天 災等もなく、生産者のみなさんが笑顔で収穫期を迎えること
を願うばかりです。

すが、管理は弟、出来た時だけ掘りに行く。楽でいいでしょう。
（能代市二ツ井町 秋林 ミチ子さん）
編
お 姉さん想いの優しい弟さんですね。弟さんには秋林さんのお

ラベンダー

徒

心を麗した、桜の花も終わり。心を癒してくれる百花の季節は
これからも続く。ついこの間植えたばかりと思っていた田植

ジャガイモの花が咲き始めています。隣人の畑でも昨年から
ジャガイモ作りにはまっています。私は弟の畑で作っていま

先月号の答え

２年

編
白 井さんを見習って、日常の運動を心がけた生活習慣を作って

ラダ寒天を作ってみたいと思っていたので、
Ｍａｍａ’ｓ Sｗｅｅｔｓ
で紹介されてよかったです。お盆に作ります。
（ペンネーム くま子さん）
編
初 めて食べたサラダ寒天は最高でした。暑いお盆時期には絶好
の逸品になること間違いなしですね。

２０ １８ １６ １４ １２ １０

製作担当 生

手製ジャガイモ料理をお裾分けですか？

編
１ ０株もすごい！こぼれ種栽培成功ですね。これからのバーベ

２３ ２２

回の

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７月３１日必着です）

厳しい運気となっています。思うように進まなくても慌てないで。無理せず体力を温存。次の機会に備えましょう

！
設です！
とても綺麗な施

天秤座（9・23〜10・23）

…！
けちゃいました
なんと取材を受

．
．
にて．
轟ネオファーム

少しずつ条件が整ってきます。交渉は粘り強く続けましょう。協力者が現れる予感も。説明書はよく読んで
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