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●●● WE LOVE　ふくしま ●●●

福島県伊達みらい農協として
震災以降の食の安全性への取り組みについて

私達はこんな検査・分析をしています。

①調査は毎週に1回、品目ごとに実施しています。

②�出荷直前には、生産農家に県の調査担当者が出向き畑から直
接サンプルを1kg以上採取します。集められたサンプルは
県で指定された分析機関（財団法人日本分析センター）にて
調べられます。

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

W E  L O V E

ふくしま

●●● WE LOVE　ふくしま ●●●

③�検査機関では、ゲルマニウム半導体検出器により、ガンマ線
放出核種の測定、放射化学分析によるヨウ素分析、セシウム
134分析及びセシウム137分析を行います。なお分析内容の詳
細については福島県のホームページをご覧ください。

財団法人日本分析センター

分析作業の様子
放射線、放射能、中性子測定に関する
計量法の規定に基づく校正事業者とし
て登録されJCSS認証マークを取得した
分析機関（財団法人日本分析センター）
で、厳正に分析が行われています。

◆�国の定めた検査方法に
基づき、安全性が確
認された品しか出荷
しません。

JA伊達みらい 桃担当指導員

芳 賀　武 志

◆�検査においては可食
部（食べる部分）にて
行いますのでより安
全な品である事がわ
かります。

JA伊達みらい 桃担当指導員

高 橋　香

◆�伊達みらいは、農協として
全国で一番早くISO9001
を取得しています。日ご
ろから品質、安全につ
いて心がけています。

JA伊達みらい 桃担当指導員

八 巻　英 子
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（8/20〜）

「本当においしい桃をお届けしたい！」と
のこだわりから、ひとつひとつ光センサー
で糖度を計測し、厳しい基準をクリアした
桃だけをお届けします。

糖度
12.5度
以上

2.5kgコース

2.0kgコース

5.0kgコース

糖度
12.5度
以上

糖度
12.5度
以上

糖度
12.5度
以上

※すべて送料・税込みの価格です。

「白 桃」
川 中 島

申込締切
8月5日㈮まで

申込締切
8月5日㈮まで

申込締切
8月5日㈮まで

申込締切
8月5日㈮まで

福島県旧盆後に収穫される
桃で「あかつき」に次ぐ代
表品種！しっかりした果肉
で桃好きには食べ応えのあ
る晩生桃です。
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●福島県ブランドマーク
福島県では、福島県ブランド認証制度委員会の審査を経て、福島県ブランドマーク及
びキャッチコピーを決定しました。

●ブランドマークに込められた意味
地球をつかさどる太陽、大地、水、そして福島県の文化・歴史。
これらの4大要素に支えられるのが生物、人間であり、大地の恵
みからうまれた産品とその人間の関わりを「福島」の「ふ」の
文字に託しました。また伝統的な日本の美意識を十分尊重し、
全国に誇れる福島の逸品を紹介していくというテーマで「うま
し、うつくし福島逸品」というキャッチコピーにしました。

■「桃」のご注文について

商品名：「川中島白桃」
商品記号 C F I K

●お申込み締切：8月5日㈮まで

◎ご入金の確認をもってご注文受付とさせていただきます。

■お問合せ先

電話番号：024-575-0113
〈受付時間〉平日8:30〜17:00
　　　　　 （担当：霜山・横山）
Eメール：simoyama601@jadatemirai.or.jp
　　　　　 （担当：霜山）

インターネットからご注文をお願いします。
▼

「伊達の蜜桃」で検索して下さい。
http://www.rakuten.co.jp/datemirai/

伊達の蜜桃 検　索 クリッ
ク

※ 政府等により生産・出荷停止等の指示が有る場合や、伊達みらい農業協同
組合による自主検査の結果少しでも不安のある場合は、出荷は行いません。
出荷が可能な場合の安全性は確保されておりますのでご安心下さい。

※ 上記事情により、ご注文頂きましてもやむをえずキャンセルさせて頂く場
合もございますので、あらかじめご了承下さい。その時は、すでに入金済
みの商品の代金はご返金致します。

■掲載商品について

■個人情報について

◎商品は全て 税込・送料込 です。

●掲載商品のイメージ写真は実際とは異なる場合がございます。
● 万一品切れの場合はご連絡後郵便為替にて返金させていただ

きます。
● 商品は青果物ですのでお客様都合の返品はお断りさせていた

だいております。もし、注文と違った商品が送られてきた場
合や、お届けの際に万一不良品がございましたら、お手数で
すが電話またはメールにてJA伊達みらいまでご連絡ください。

● パンフレットに掲載しております商品写真は、印刷の都合上
実際とは若干異なる場合があります。

● 青果物ですので天候等によって発送期間が前後する場合がご
ざいます。ご了承ください。

● ご注文に係る個人情報は、JA伊達みらいにおいて厳重に管理
し、ご注文商品のお届け及び、ご依頼主への今後の商品情報
の提供のみに使用させていただきます。



●夏のイベントガイド

̶禁転載̶
　この冊子についてご意見・ご感想をお寄せください。
　FAX　022̶224̶8163までお願いいたします。

ハマボウフウ（浜防風）
　東日本大震災の大津波で、壊滅的な被害にあっ
た名取市閖上地区を訪れた。
　友人Ｏ氏の自宅は土台だけを残して流失してい
た。庭の一角には紫の「あやめ」の花が咲いていた。
　当地区は、10年前から乱獲で激減した「浜防
風」を、古里の海辺にしようとＯ氏を中心に活動を
展開してきた。
　茎や葉は食用として、根は漢方薬（風邪薬）と
して昔から重宝されてきた。
　この浜防風は大津波にも耐え、奇跡的に泥の中
から芽を出し花を咲かせた。
　６月18～19日の両日、この閖上の地で北は北海
道、南は静岡県の関係12団体が集い、第２回「ふる
さと海辺フォーラム」を開催した。
　遠方にはガレキの山、広がる砂浜には、津波に
耐えた「浜防風」の群生が花を咲かせていた。海
は蒼く、静かで穏やかな一日でした。
　花ことばは、恋の芽生えた瞬間

菅原　清男
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ゆりあげ

日時 イベント名 場所 お問い合わせ先
8月1日（月）〜
10月31日（月）

はなわのダリアまつり
　［塙町］ 湯遊ランドはなわ 塙町観光協会

Tel：0247-43-2112

8月3日（水） 第15回 郡 山 の 太 鼓　
［郡山市］ 郡山駅前広場 郡山の太鼓連絡協議会

Tel：024-951-5730

8月5日（金） 空也念仏踊り
［会津若松市］ 八葉寺 金剛寺

Tel：0242-22-1689

8月6日（土） 大桃夢舞台
［南会津町］ 大桃の舞台

南会津町観光物産協会
伊南観光センター
Tel：0241-76-2517

8月6日（土）〜
7日（日）

第19回真夏の雪まつ
り　［檜枝岐村］

尾瀬檜枝岐温泉スキー
場

尾瀬檜枝岐温泉観光協会
Tel：0241-75-2432

8月6日（土）〜
7日（日）

沼沢湖水まつり
［金山町］ 沼沢湖畔 金山町産業課

Tel：0241-54-5327

8月7日（日） ばんげ夏まつり
［会津坂下町］　

会津坂下町役場前メイ
ンストリート

会津坂下町観光物産協会
Tel：0242-83-2111

8月7日（日） 本郷せと市
［会津美里町］ 本郷地域　瀬戸町通り

会津美里町本郷インフォメ
ーションセンター
Tel：0242-56-4637

8月7日（日） 鏡石夏祭り
［鏡石町］ JR鏡石駅前 鏡石町観光協会

Tel：0248-62-2118
8月9日（火）〜
10日（水）

萩姫まつり
［郡山市］　 郡山市熱海町熱海地内 磐梯熱海温泉観光協会

Tel：024-984-2625
8月 土 日 及 び お
盆

2011あだたら高原夏
祭り　［二本松市］ 岳温泉ヒマラヤ大通り 岳温泉観光協会

Tel：0243-24-2310

8月14日（日） 棚倉夏まつり
［棚倉町］ 棚倉駅前大通り

棚倉夏まつり実行委員会
（棚倉町商工会内）
Tel：0247-33-3161

8月16日（火） 河 井 継 之 助 墓 前 祭　
［只見町］ 医王寺 塩沢観光協会

Tel：0241-82-2458

8月18日（木） 鎮守神祭礼奉納歌舞伎
　［檜枝岐村］ 檜枝岐の舞台 尾瀬檜枝岐温泉観光協会

Tel：0241-75-2432
8月20日（土）
〜21日（日）

子どもブナサミット　
［只見町］

20日：季の郷湯ら里 
21日：癒しの森

ただみブナと川のミュージアム
Tel：0241-72-8355

8月21日（日）
うつくしまトライアス
ロンinあいづ

［猪苗代町］
天神浜 福島民友新聞社

Tel：024-523-1334

8月27日（土）
〜28日（日）

第9回川俣シャモまつ
りin川俣　［川俣町］ 川俣町中央公民館 川俣町産業課

Tel：024-566-2111

8月27日（土） かわひがし皆鶴まつり
［会津若松市］ 広田西公園

かわひがし皆鶴まつり
実行委員会事務局
Tel：0242-75-3511

8月27日（土）
〜28日（日）

第57回岳温泉復興仮
装 盆 踊 り 大 会 

［二本松市］
岳温泉ヒマラヤ大通り 岳温泉観光協会

Tel：0243-24-2310

8月27日（土） 早戸温泉神社まつり　
［三島町］ 早戸温泉 三島町観光協会

Tel：0241-48-5000

8月28日（日）
第51回伊達ももの里
マラソン大会　［伊達
市］

保原中央公民館前
伊達ももの里マラソン大会
実行委員会
Tel：024-575-4166
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