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輝らり

さらなる作付け面積拡大を目指す
≪知っ得集≫ 地球に優しいペレットストーブで暖まろう
≪家庭菜園≫ アスパラガス、冬の手入れをぬかりなく

農業でキラリと輝く人に焦点をあててご紹介 し ま す

新発田市江口（五十公野支店）

五十嵐 賢治さん（61歳） 誠さん（35歳）

作付けされている五十嵐賢

11
ha

年産米の作柄について伺うと﹁今年は作

月 日に稲刈りを終えました︒
14

五十嵐さんに

10

継続していくこと︑また今年はコンバインを新調しての作

な稲を作るために肥料をしっかり考えながら良い土作りを

ことを目標にしています︒面積増に対応する丈夫で高品質

と﹁うちは米一本でこれからも作付け面積を増やしていく

取材の最後に次年度への目標と次世代対策について伺う

とお話いただきました︒

2等米が少し増えてしまったことが反省点になります︒﹂

月に諸事情で作業できない日が多く︑結果刈遅れが発生し

り収量も納得のいくものになりましたが︑作業量の増と5

付け面積を昨年の約2倍にしての挑戦でした︒面積増によ

25

り︑

コシヒカリ︑ゆきん子舞やこがねもちの作付けをされてお

五十嵐さんはご家族で米を主として品種はこしいぶきや

治さんにお話を伺いました︒

五十公野支店管内で水稲

さらなる作付け面積拡大を目指す

り
輝ら

今月の
今
今月
の

き

親子で力を合わせた水稲栽培を！
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新調されたコンバインです

※今月は車買っちゃいましたコーナーを
休載させてただきます
（次号掲載予定）

■今月の表紙

（＋99人）

33億9,850万円

出資金

（±0万円）

貯金

877億2,743万円

貸出金

287億4,788万円

長期共済保有高

5,166億203万円

（+5億8,349万円）
（＋926万円）

販売品販売高

（△11億8,899万円）
43億3,890万円 ※

購買品供給高

41億2,202万円 ※

（＋5億2,782万円）
（＋7億316万円）

488人

職員数

（△3人）

（
）
は前月対比
※平成25年４月からの実績です。
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業となりましたが︑新しい作業場やハウスなど設備投資に

（△3人）

も力を入れて効率化を図っていきます︒次世代については

7,145人

かったですね︒息子は今仕事をし

うち准組合員数

ているので本格的に就農するのは

9,719人

5年後あたりになりますが今から

（＋96人）

うち正組合員数

楽しみです︒﹂と笑顔でお話いた

組合員数

次年度使用する肥料も準備万端です

だきました︒

（平成25年9月末現在）
16,864人

息子が後継者になることが決まりました︒面と向かって何

■JAデータ

お隣にはトラクターが次年度の作業を待っています

回か話し込みましたが﹃やる﹄といってくれたときは嬉し

今月の表紙は
新潟の寒い冬を
鮮やかに彩るシ
クラメン で す。
生産者は新発
田支店管内でお
父さんと親子二
代で シクラメン
を育てる吉井暁
史（ヨシイアキ
ヒト）さんです。
当ＪＡの農 産 物
直売所でもミニ
生産者の吉井暁史さん
シクラメンや 寄
せ植えなどを販売し好評を得ています。
シクラメンは10月の中旬から12月のクリ
スマスやお正月に向けて出荷のピークとなり
ます。シクラメンにはたくさんの種類があり
ますが、吉井さんは20種類以上のシクラメ
ンを作っているそうです。栽培の苦労につい
て伺ったところ、
「繊細な花のため手間がか
かりますが、うまくいってお 客さんが 手に
取ってくれることが何よりの喜びです。」と
にこやかに応えてくださいました。
冬場の管理のポイントについて、
「かわい
がりすぎないことが大事です。水やりをたく
さんしないこと。暖かい部屋では花が 痛み
やすいので、涼しいくらいの場所で管理して
いただくのがおすすめです。」と教えていた
だきました。
吉井さんより、
「これからの季節をシクラ
メンを飾ることで少しでも暖かい気持ちに
なってもらえたら嬉しいです。」とメッセー
ジをいただきました。

topic

10/

31

超促成栽培の越後姫出荷続々と
JA北越後いちご部会
JA北越後管内で超促成栽培された越後姫の出荷がはじま
りました。超促成栽培は従来のいちご栽培と比べて収穫が最
も早く、10月中旬から出荷が始まります。出荷先は新潟県内
から首都圏を含む大都市圏が中心で、単価は1パック1,000
円と高価格でクリスマス商戦を含め多くの需要が期待され
ます。
加治支店管内の石山豪紀さんの圃場では8月22日に定植
を行い、10月15日から収穫が始まりました。栽培面積は
生育を確認しながら収穫する石山豪紀さん

10a、収穫開始時のサイズはLが中心で10月末までの出荷は
約300パックとなりました。石山さんに今年度産の作柄を伺

うと「開花率を上げるため苗を冷蔵庫で保存すると同時に
冷蔵庫内に電気を付け光合成を促し、肥料を調整した結果
過去最高の開花率になりました。収穫も出だしは好調で糖
度も約12度と甘みの強いいちごが出荷出来ています。これ
から寒くなるとサイズも大きくなっていくので安定した
品質を維持して春までいきたいですね。」と笑顔でお話い
ただきました。
超促成栽培の越後姫は2月の上旬まで収穫できる見込み
となっています。
収穫された越後姫

topic

11/

14

秋冬のやわ肌ねぎ最盛期へ
JA北越後産やわ肌ねぎ出荷始まる

JA北越後特産品のやわ肌ねぎが旬を迎え収穫の最盛期となっていま
す。当JAのねぎは春、夏、秋、冬とほぼ一年を通して栽培しています
が、秋冬のやわ肌ねぎは特に甘みが強く、柔らかな食感が特徴です。
作付はJA北越後全体で約27haで砂丘地圃場を中心に栽培されてお
り、国野菜指定産地「新潟北部砂丘」にも指定されています。今年度の目
標出荷量は594t、
目標販売高は149,000千円としています。
紫雲寺地区の本間正司さんは越後姫20aを主体に、水稲180a、露地
野菜を50a、やわ肌ねぎを20a作付けしています。本間さんは「これから
の天候が気になるが、秋冬のやわ肌ねぎの収穫期を迎えるのが一番の
楽しみです。この時期は寒さによりねぎが一番おいしいので鍋物はも

収穫作業中の本間正司さん

ちろん、バター焼きなど様々な方法で楽しんでいただきたい。」と笑顔
でお話いただきました。
やわ肌ねぎの出荷は新潟県内を始め県外へも積極的に行われてお
り、11月上旬から相鉄ローゼン㈱の期間限定商品として取扱が始まっ
ています。当JA自慢の品質のよいやわ肌ねぎをより多くの消費者に提
供できるよう生産者とJAが一丸となって取り組んでまいります。

本間さんと研修生の荻野淳史さん
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地域の話題をお届けしています
topic

11/

6・12

オータムポエムの摘心栽培指導会開催
JA北越後オータムポエム部会

ＪＡ北越後オータムポエム部会の摘心栽培指導会が11月6日、12
日の2日間で、部会員、普及指導センター、ＪＡ職員総勢36名の出席
により当JA川東支店と豊浦支店で開催されました。開会にあたり部
会長の渋谷宏幸さんは「オータムポエムの摘心は収穫に向けての非常
に重要な作業となるので、有意義な指導会にしましょう。」と挨拶し
ました。
現地視察の様子
指導会は普及センターの窪田香織指導員から摘心管理を実施する理
由や方法、時期について細かく説明がありました。また指導会終了後には現地研修を実施し、川東地区の
ビレッジおかださん、豊浦地区のアシスト二十一さんとみのり本田さんのハウス巡回をして、現在の生育
状況や摘心管理を実際に確認することができました。
各圃場については、生育が順調で摘心適期を迎えていて、参加者にとって
も現場を確認できる貴重な機会となりました。
今年度のオータムポエムの生育は、播種後の害虫被害が目立ちましたが、
以降は順調に推移しています。部会では12月5日に出荷目合せ会議を開催し
て、今年度の目標である出荷量22.4t、販売高16,800千円を達成できるよう
摘心指導会の様子 取り組んでいきます。
topic

11/

7

JA北越後25年産
大豆検査続々と
JA北越後25年産大豆初検査を実施

topic

11/

7

北越後農協切花部会が
チューリップ市場視察を実施
北越後農協切花部会

11月7日、JA北越後島潟低温倉庫にて25年産大
豆の初検査が行われました。検査結果については
合格以上の等級が出され規格外は無く概ね前年の
初検査結果を上回る内容となりました。その後の
検査についても規格外は0を維持しています。
北越後管内での大豆作付面積は約340ヘクター
ルで、品種は「エンレイ」・「あやこがね」を中
心に栽培されており、目標集荷数量は570tです。
大豆生育状況ならびに品質については、8月以
降天候が良く生育も概ね順調に進み、早いところ
で10月9日から刈取り作業が始まりました。しか
し刈取り直前に降雨が続き刈遅れ等の影響による
品質低下が懸念されていました、しかし検査結果
は昨年を上回る等級比率となり、全体を通して昨
年より良い品質が期待されます。
次年度の対策として、排水対策、中耕・培土、
適期防除・除草等の指導を引き続き図り品質向上
に取り組んでいくとと
もに、栽培面積の拡大
を目指していきます。

北越後農協切花部会の部会員代表6名は11月7日と
8日に青森市にある青森花卉と、翌週の11月11日と
12日に東京都板橋区にある東日本板橋花卉において
チューリップの市場視察を行いました。市場視察で
は市場担当者を交え全国のチューリップ産地におけ
る今年度の出荷予定や生育状況を確認するととも
に、販売動向や販売方針などの情報交換を行いまし
た。
同部会は毎年11月〜2月にかけて東北・関東・中
京・関西の主要7市場を訪問し産地PRと市場との情
報交換に取り組んでいます。チューリップは「クリ
スマスドリーム」を中心に11月21日の初出荷から3
月いっぱいまでの出荷を見込んでおり、総栽培面積
1.8ha、生産者21名で160万本の出荷と販売高1億
円を目標としています。

検査を担当するJA職員

市場関係者と情報交換をする部会員

5 ߈ߚ߃ߜߏ 2013年12月号

地域の話題をお届けしています
topic

10/

20

新米の北越後産コシヒカリ5kg30,000袋が首都圏へ
城南信用金庫懸賞付定期貯金抽選会

10月20日、北越後産コシヒカリが賞品として提供さ
れる城南信用金庫の懸賞付定期預金の抽選会が東京都品
川区にある城南信用金庫本店で開催されました。賞品の
北越後産コシヒカリ5kg袋、約30,000本が当選者に発
送されます。
北越後産コシヒカリが抽選会の賞品として提供される
のは平成7年からで、今回で38回目を数えます。城南信
用金庫の担当者からは「賞品のコシヒカリは、お客様に
大変好評をいただいております。」とのお話をいただい
ております。

抽選会の様子

次回39回目の抽選会は来年5月を予定しており、そこでも北越後産コシヒカリ5kg袋30,000本が賞品と
して提供され、首都圏での継続的なPRを展開してまいります。
抽選会では当JAの特産品であるコシヒカリのほかあやめみそ、ジャムをブースに展示しました。また会
場に設置する稲ハサは来場者の毎年の楽しみとして抽選会場の風物詩となっています。

topic

10/

26

地元歌手による『歌謡
ショー』開催される。
加治支部合同公演会

topic

10/

27

部員間の親睦を深める！
JA北越後女性部が日帰り部員研修を開催

10月27日にJA北越後女性部86名は福島県にある「ブリ

10月26日、月岡温泉ホテル泉慶におい

ティッシュヒルズ」とJAあいづの直売 所「まんま〜じゃ」

て、第7回年金友の会・かがやきの会加治

にて日帰り部員研 修を開催し、部員間の親睦を深めまし

支部合同公演会が開催され、総勢128名の

た。

参加をいただきました。歌謡ショーでは、

「ブリティッシュヒルズ」とは中世英国のマナーハス

地元歌手3名の方による自慢の歌が披露さ

ウス（領主の館）を中心に再現された街で、語学研修な

れ会員一同歌唱力の凄さに酔いしれ、あっ

ど様々な体験ができる完全予約制の施設です。建物の説

という間に過ぎた1時間でした。

明を受けながら、初めて目にする英国調の部屋や家具な

懇親会では、歌謡ショーに負けない会員

どに部員からは感嘆の声が聞こえてきました。また昼食

皆様の自慢の歌が披露され大いに盛り上が

ではナイフとフォークでランチコースを楽しみ、本場並

り親睦を深め、楽しい一日を過ごしていた

みの中世英国を体験することができました。

だきました。参加者の大勢の皆様から「毎

その後JAあいづの直売所「まんま〜じゃ」では、店に

年、楽しみにしている。来年もぜひ参加し

並んでいる会津の郷土料理「棒たら煮」や季節の果物や

たい。」との声が聞かれました。

椎茸などを復興支援の意味も込めて買い物をしました。
JA北越後女性部は年に１回日帰り部員研修を企画・開
催しています。

素晴らしい歌を披露した地元歌手の荒井洋一さん

ブリティッシュヒルズで説明を受ける女性部員
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地域の話題をお届けしています
topic

10/
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ＦＣ下越セレソンが全国大会に出場！

新発田市をはじめ下越地区を拠点に活動している
ジュニアサッカーチーム「ＦＣ下越セレソン」が
10月に聖籠町で行われたスポーツオーソリティ
カップ北信越大会にて優勝し、全国大会への切符を
手にしました。設立２年目で、全国大会出場を決め
たチームの指導者の畠山健一さんとキャプテンの伊
藤慧くんから、今後の目標や全国大会に向けてお話
いただきました。
はじめに指導者である畠山さんにチームについて
伺うと「昨年８人からスタートしたチームですが、
現在は小中学生約50人で楽しく真剣に取組んでい
ます。また選手それぞれの性格・特徴・技術を生か

全国大会に出場するFC下越セレソンの皆さん

すように指導をしています。今後は各年代で、日本だけではなく海外のトッププロでも活躍できる選手の
育成を行っていく予定です。」と力強く話してくださいま
した。
次にキャプテンの伊藤くんに全国大会について伺うと
「日頃の練習と仲間を信じて、最後まであきらめず全力で
戦ってきます。優勝を勝ち取りたいです！」と意気込みを
語ってくれました。
当ＪＡは夢に向かってがんばる子供達の活動を応援して
います。
試合前に円陣を組み気合いを入れます

topic

10/ 11/

地元中学生がJAで職場体験学習を実施

31・1 JA北越後職場体験学習

10月31日と11月1日にかけて新発田市猿橋中学校2学年生徒3名がJA北越後の青果物集出荷センターと
お米センターにて職場体験学習を行いました。生徒達は集出荷センターでねぎの選別作業、お米センター
では新米の発送荷造り作業を体験しました。
職場体験学習にあたり生徒達は農業関連の業務に興味を持ち、地元企業のなかから当JAを職場体験学習
先に志望しました。実際の仕事を体験した生徒は「仕事はきつ
く大変でしたが楽しくすることができました。自分たちが選別
したネギを誰かが食べてくれると思うとやりがいを感じます
し、米の荷造り作業は発送用の箱に入れる際に運送中に袋が破
けないようにその米袋の４つの角を内側に折り込む工夫をしま
した。今回の職場体験学習を通して大切なのはあいさつとコ
ミュニケーション、お客様への気配りだと感じました。」と感
想を述べました。
この職場体験学習は生徒達の進路や将来の職業に対する意識
を高め、働く力を育てることを目的に学校が計画しているもの
業務内容を真剣に聞く生徒達
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で、JA北越後は今後も積極的に受入れを行っていきます。

知っ得集
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緊急時に対応できる「食料自給力」が大切
日本の食料自給率は、カロリーベースで39％。約６割を輸
入に依存している計算になります。気候変動や地域紛争、世
界人口の増加など、食料を取り巻く国際情勢はつねに不安
定。TPPによって関税が撤廃され、食料自給率がさらに下
がってしまったら、わたしたちの食料をまかなえなくなるお
それがあります。
こうした事態を防ぐには、日本の食料自給率を高めること
はもちろんですが、
「食料自給力」を向上させることが不可欠
です。これは、緊急時に日本の農業がどれくらいの生産力を
もっているかを表す指標です。
食料自給力を高めるためには、高齢化や耕作放棄地など、
農業が直面している課題を、まずは解決しなければなりませ
ん。そのうえで、農業資源、担い手、技術力といった食料生
産を支える基盤を整えることが大切。つまり、総合的な農業
の力を高めることこそが、食料を安定的に確保することにつ
ながるのです。
（監修／東京大学大学院教授

ダイエットで食事制限をしているのに、
痩せないのはなぜ？
極端な食事制限は、むしろ太りやすい体質になっ
てしまうおそれがあります。食べない事でかえって基
礎代謝が低下したり、脂肪を燃焼させるエネルギー
が不足したりしてしまうからです。また、脳が飢餓を
感じて必要以上の栄養を摂取しようとしたりします
から、要注意です。きちんと食べて適度な運動をすれ
ば、体の基礎代謝が上がり消費カロリーもアップしま
すよ。
そのためにもおすすめしたいのが、ごはんを中心と
した日本型食生活です。たとえば、カロリーを消費す
るうえで欠かせない筋肉を作る栄養素は、たんぱく
質です。日本型食生活の調味料や食材として活躍す

鈴木宣弘）

食べないから太るのかも。おいしく食べてきれいに
痩せる、健康ダイエットに切り替えてみましょう。
るみそ、しょうゆ、豆腐、納豆などは、大豆からでき
ています。「畑のお肉」と呼ばれる大豆が、良質なた
んぱく質源であることは、みなさんよくご存知ですよ
ね。洋食に比べて脂質などを少なくおさえられるの
も、うれしいメリットです。
また、日本型食生活には、発酵食品が多く含まれ
るのも特徴です。発酵食品には、脂肪の合成をおさ
え、体内の脂肪細胞に脂肪をたまりにくくさせる必須
アミノ酸や、エネルギー代謝に不可欠なビタミンB群
なども多く含まれます。
極端な食事制限ではなく、おいしく食べて健康的
に痩せる食生活を心がけましょう!

【ダイエットを支える
筋肉とたんぱく質】
カロリーを上手に消費するに
は、体内の筋肉量が大きく影響
します。筋肉を動かす事で、多
くのカロリーが消費されるため
です。この筋肉が作られるうえ
で有効なのが、肉や魚、大豆製
品などのたんぱく質です。ま
た、このたんぱく質には血液を
造る働きもあります。血液が全
身に酸素と栄養素を運ぶ際に
も、多くのカロリーが消費され
るため、これが代謝エネルギー
となって、ダイエットにもプラ
スに働きます。
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日本農業を支える生産者の想い

月５日︑機会あって長崎県島原雲
仙地方のミカン農家を見学することに
なりました︒この地域は島原半島の一
番南端に位置し︑耕地は平地が乏し
く︑傾斜地で段々畑︑棚田が続いてい
る︑耕作には大変厳しい土地条件のと
ころでありました︒
車でやっと登れるような︑急な坂道
を行ったところに︑ミカン畑がありま
した︒黄色くたわわに実ったミカンの
木の下には︑地面一面に白いマルチ
シートが敷かれていました︒このシー
トは太陽の光を反射させ︑ミカン全体
に着色を進めることと︑雨水を遮っ
て︑糖度を上げる役割を果たすそうで
す︒
収穫したものは︑ １個 １個光セン
サーで糖度 度以上のものだけを︑選
別して出荷されます︒条件をクリアし
た個人︑園地ごとに登録園地として指
定し︑当Ｊ Ａでは正月用ミカンとし
て︑取り扱っております︒厳しい環境
を克服し︑高度な品質管理で生産され
たミカンからは︑生産者の誇りと自信
というものを感じとる事が出来まし
た︒平地と比べ様もないほどの厳しい
山間地での農業︒それでも生産者は︑
一生懸命農産物の生産に取り組んでい
ます︒そんな農家があって︑日本の農
業︑地域の農業が支えられていること
を感じ取りました︒
市場開放︑国際競争力にさらされる
農業︑そして︑規模拡大︑コストの引
き下げが求められている農業経営です
が︑それだけでは図れない何かが農家
の支えになっているのではないでしょ
うか︒
11

代表理事組合長

宮島

允
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作ってみよう！

家 庭 菜園

Home g

arden

今月の野菜
冬の手入れをぬかりなく

アスパラガス

アスパラガスは野菜の中では長命で、上手に管理すれ
ば10年間は収穫を楽しめます。来年も良い若茎がたく
さん出るよう、手入れを怠らないよう心掛けましょう。
アスパラガスの成長を年間で考えると、若茎の収穫を
打ち切ると茎葉の育ちは活発になり、葉を開いて光合成
を行い、9月以降になると同化養分が貯蔵根に蓄えられ
ます。11〜12月には休眠に入り、霜が2〜3回降り葉の
黄化が進んで最も深い休眠期に入ります。
葉が完全に黄変したころを見計らって、地際から5〜7cmの茎を刈り取り、その場で乾かし、畑の外
に持ち出して処分しますが、焼却できれば最良です。というのも、この茎葉はアスパラガスの大敵であ
る茎枯れ病や斑点病にかかっているものが多く、病原菌が茎葉の中で
越冬し翌年の発生源になるからです。できるだけ散らさずに、丁寧に
集めて処分することが肝心です。
茎葉を片付けたなら、株元に多くの土寄せをしていた場合には、土
を畝間に戻し、少なかった場合はそのまま、畝間の通路部分を中耕し
ながら、畝の両側に深めの溝を掘り、その中に粗め（発酵度が中程
度）の堆肥や、干し草などと油かすを施し、アスパラガスの根株を埋
めるように畝上に土を大きく上げておきます。こうすることで根株を
防寒できるので、寒さが厳しい地域ほど盛り上げる土を多くしておき
ます。
越冬後の3月ごろ「寄せ土戻し」として、萌芽（ほうが）に支障の
ない程度に土を取り除き、畝間に落としてやります。
その際に、春の追肥として緩効性の化成肥料や有機配合肥料など
を、1株当たり各大さじ2杯程度を目安に与えます。
このように再三土を動かすことにより、地面付近に落ちていた雑草
種子の発芽を抑え、除草の手間を省きます。
栽培年数が経過し、株元の根系が過密になり、根全体が浅く盛り上
がるようになったら、冬の休眠中に根株全体を掘り上げ、分割して、
他の畑に株間を広く取って植え替え、再び勢を回復させることもでき
ます。
新しい品種も生まれているので、これらに切り替えることも必要で
す。自分で育苗する場合は3月ごろセルトレイ（72穴）に数粒種まき
し、1年がかりで苗を仕上げます。春に出回っている苗を買い求めて
植え付ければ、より早く品種の更新を図れます。

11 ߈ߚ߃ߜߏ 2013年12月号
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春は桜の木の下で記念撮影です︒

żƏƂॐൾϾѓ

平成 年に米倉︑赤谷︑大
槻︑山内︑小戸地区の各へき地
保育所が統合し︑公立の保育園
が創立されました︒臼が森山の
ふもとに黄土色の壁と緑色の屋
根の木造の建物が〝うすが森保
育園です︒現在は 名の子ども
達が穏やかな環境の中で楽しい
保育園生活を送っています︒
春には桜が咲きみんなの目を
楽しませてくれます︒
食育の一環で夏野菜を育てま
した︒また︑毎月〝食育集会〟
を行い︑食について大切なこと
を子どもたちにわかりやすく伝
えています︒園庭のプランター
や畑に︑今年はジャガイモ︑茄
子︑ピーマン︑トマト︑てなし
インゲン︑ミニトマト︑オク
ラ︑枝豆︑さつま芋などを育て
ました︒栽培は﹁生長の感動﹂
﹁収穫する喜び﹂﹁味わう楽し
み﹂があり子ども達には貴重な
体験です︒
〝夏野菜カレー〟にはピーマ
ン・なす・ジャガイモ・トマト
が入り自分達が作った野菜を美
味しく味わうことができまし
た︒オクラは去年とれた種を植
えたところ芽が出てきれいな花
を咲かせ秋の初めまで収穫する
ことができました︒自分達が関
わった野菜はどの子も苦手な物
がなくなるようです︒これから
も自然環境を大切にしながら︑
子どもたちが健やかに育つこと
を願って保育していきたいと
思っています︒
14
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大きなトマトに
成長しました︒

昨年栽培したオクラの種を
今年植えたところ芽が出て
花が咲き収穫することがで
きました。「感動です！」

見てみて！
こんなに大きい
さつま芋だよ！

9月の食育集会に アスパラくん を招待しました。子どもたちに少しでも
食に関心を持ってほしい想いからです。子ども達には大人気でした。

さつま芋の苗植えです。
こうやって植えるの？

毎日、交代で水くれをして野菜を育てました。

߈ߚ߃ߜߏ 2013年12月号 12

えいた

藤間

詠太くん

お父さん 友規さん
お母さん 良美さん
（新発田市上三光）

いつも元気いっぱいでおもしろい事が大好きな詠太君（４歳）
です。
マイブームはブロック遊びで、保育園では、お友達とブロック
で基地を作ったり、剣を作ったりして元気に遊んでいるそうで
す。お友達を楽しませ、笑顔にさせるのが大得意です。
詠太君は「大きくなったらキョウリュウジャーのブラックのよ
うにかっこよくなりたい。」とお話してくれました。お話のとき
に元気いっぱいのキョウリュウジャーに変身してくれました。
ご両親からは詠太君が「やさしく、強い男の子に育ってほし
（川東支店）

い。」とお話いただきました。

樹脂粘土

桜井 美世子さん
（新発田市上中沢）

桜井さんは平成23年頃に友達から
声をかけられ樹脂粘土を使用した作
品を見たことがきっかけとなりご自
分でも作品作りを始められました。
それから2年ほど先生に作品作りを
習いました。現在は独学で花やか
ご、器などを作っています。
「ようやく孫の世話も一段落し時間を見つけては
作品を作っています。微妙な色具合を出すのによく
観察し、より本物と同じようにするか大変難しいの
ですが、好きな事なので時間を忘れて作業をしてし
まいます。今は花など飾る器を作成していますが、
体の元気なうちに技術を磨いてもっと大きな器作り
に挑戦し、そこにたくさんの花などを飾って見たい
です」と嬉しそうに話してくれました。
（佐々木支店）
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秋冬やさいが揃いました (^^)

ＪＡ北越後
農産物直売所
へ行こう！
今月のスタッフおすすめ
おでんや
この季節、
ふろふき大根が
おいしいですね！

冬至のゆず湯や
ゆず味噌に！
新商品
自然乾燥で作られた
乾そば。年越しに。
大きなかぶ

紅しぐれという
品種の大根
酢漬けすると
おいしいですよ
!(^^)!

ＪＡ北越後農産物直売所
新潟県新発田市島潟字弁天1449-1
電
話：0254-20-8801
定 休 日：通年営業（火曜日定休予定）
営業時間：9:00〜18:00

お正月用にいかがでしょうか。

12

広報誌﹁きたえちご﹂に
広告を出しませんか

１５︐０００円

１回

１回

１ 掲載位置・募集数
掲載位置はページ下段︒
最大４〜 枠︵１ページあたり
最大２枠︶とする︒
２ 規格・掲載料︵税抜︶

１枠

縦60㎜ 縦60㎜
×
×
横180㎜ 横90㎜

３０︐０００円

３ お申込み先
企画管理部企画総務課︵担当 宮川︶
までお申込み下さい︒

︿有料広告﹀

２枠
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ࣞࣥࢪࣇ࣮ࢻࠊẼᡪࡣ࢟ࢵࢳࣥࡢ
ᙧ≧࣭ࢧࢬࡼࡾᕤ᪉ἲ࣭ᕤ㈤ࡀ
␗࡞ࡾࠊู㏵ྲྀ㒊ᮦࡀᚲせ࡞ࡿ
ሙྜࡶࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ
ࡑࡢⅭࠊྲྀᕤࡣ๓ࡢ⌧ሙ☜ㄆ
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大好評

up!

第３回
ʻ終活ʼワンステップセミナー

秋の収穫も落ち着いた10月22日、虹のホールしばたでは、３回目となるʻ終活ʼワンステップセミナーを開催
致しました。
今回のセミナーは、前回までのセミナーに参加された方々からのご要望に応じ、山﨑有希先生と田中税理
士に相続や生前贈与の相談先や節税のお話を講演いただきました。今回参加された40名の受講者の中に
は、２回目３回目という方もおられ、ʻ終活ʼへの感心が高まっていることを実感するセミナーとなりました。
今後もライフサポート北越後では、お客様のご要望に応じた各種セミナーを開催していく予定です。その
際には、広報誌等でお知らせを致しますので、皆様も是非ご参加ください。

ご 葬 儀 事 前 相 談承ります
ライフサポート北越後事務所・虹のホールしばた

ご 自 宅 へ の 出 張 相 談・J A 各 支 店 で の 相 談 も
承 り ま す の で 、お 気 軽 に お 申 し 込 み 下 さ い 。
虹のホール・提携ホールも
組合員価格でご利用いただ
けます。

組合員特典も同様にご利用いただけます。

ＪＡ葬祭ご利用で提携ホールの料金が
割高になることはございませんのでご
安心下さい。

24時間年中無休受付
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歳から
歳まで幅広く加入できる共済です
契約締結時の予定利率で満期共済金が保障されます
䈜ᡤᐃ䛾ᮇ㛫䛷୰㏵ゎ⣙䛥䜜䜛䛸䚸ᡶ䛔㎸䜎䜜䛯ඹ῭㔠䜘䜚䜒㏉䜜䛔㔠䛾㢠䛜ᑡ䛺䛔ሙྜ䛜䛒䜚䜎䛩䛾䛷䛤ὀព䛟䛰䛥䛔䚹

簡単な手続きで
簡単な手続きで
ඹ῭ᮇ㛫䠍䠌ᖺ

一時払共済掛金が１，０００万円の場合（平成25年12月契約）
䈜ணᐃ⋡䛿ẖ᭶タᐃ䛧䜎䛩䚹䛤ዎ⣙䛻ᮇ㛫䛾ணᐃ⋡䛜☜ᐃ䛧䜎䛩䚹

⛯㔠䛻䛴䛔䛶䠖
ඹ῭ᮇ㛫䠍䠌ᖺ䛾୍ᡶ㣴⪁⏕ඹ῭䛾ሙྜ䛿䚸୍ᡤᚓ䛾ᑐ㇟䛻䛺䜚䜎䛩䚹䠄䠑
ᖺ௨ෆ䛾ゎ⣙䛾ሙྜ䛿䚸※Ἠศ㞳ㄢ⛯䛾ᑐ㇟䛸䛺䜚䜎䛩䚹䠅

当チラシの有効期限
䈜䛣䛾㈨ᩱ䛿ᴫせ䜢ㄝ᫂䛧䛯䜒䛾䛷䛩䚹䛤᳨ウ䛻䛒䛯䛳䛶䛿䛂㔜せ㡯ㄝ᫂᭩䠄ዎ⣙ᴫせ䠅䛃䜢ᚲ䛪䛤ぴ䛟䛰䛥䛔䚹
䜎䛯䚸䛤ዎ⣙䛾㝿䛻䛿䚸䛂㔜せ㡯ㄝ᫂᭩䠄ὀពႏ㉳ሗ䠅䛃䛚䜘䜃䛂䛤ዎ⣙䛾䛧䛚䜚䞉⣙Ḱ䛃䜢ᚲ䛪䛤ぴ䛟䛰䛥䛔䚹

䛆㻝㻟㻝㻣䠌䠎䠑㻖㻖㻖㻖䛇
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歳から
歳まで幅広く加入できる共済です
契約締結時の予定利率で満期共済金が保障されます
䈜ᡤᐃ䛾ᮇ㛫䛷୰㏵ゎ⣙䛥䜜䜛䛸䚸ᡶ䛔㎸䜎䜜䛯ඹ῭㔠䜘䜚䜒㏉䜜䛔㔠䛾㢠䛜ᑡ䛺䛔ሙྜ䛜䛒䜚䜎䛩䛾䛷䛤ὀព䛟䛰䛥䛔䚹

簡単な手続きで
簡単な手続きで
ඹ῭ᮇ㛫䠑ᖺ

一時払共済掛金が１，０００万円の場合（平成25年12月契約）
⛯㔠䛻䛴䛔䛶䠖※Ἠศ㞳ㄢ⛯䛾ᑐ㇟䛻䛺䜚䜎䛩䚹

䈜ணᐃ⋡䛿ẖ᭶タᐃ䛧䜎䛩䚹䛤ዎ⣙䛻ᮇ㛫䛾ணᐃ⋡䛜☜ᐃ䛧䜎䛩䚹

（８１歳以上８５歳以下の場合、１0，２３1，１７０円）

（８１歳以上８５歳以下の場合、年０．４６％）

当チラシの有効期限
䈜䛣䛾㈨ᩱ䛿ᴫせ䜢ㄝ᫂䛧䛯䜒䛾䛷䛩䚹
䛤᳨ウ䛻䛒䛯䛳䛶䛿䛂㔜せ㡯ㄝ᫂᭩䠄ዎ⣙ᴫせ䠅䛃
䜢ᚲ䛪䛤ぴ䛟䛰䛥䛔䚹
䜎䛯䚸䛤ዎ⣙䛾㝿䛻䛿䚸䛂㔜せ㡯ㄝ᫂᭩䠄ὀពႏ㉳
ሗ䠅䛃䛚䜘䜃䛂䛤ዎ⣙䛾䛧䛚䜚䞉⣙Ḱ䛃䜢ᚲ䛪䛤ぴ䛟䛰
䛥䛔䚹
䚷䛆㻝㻟㻝㻣䠌䠎䠑㻖㻖㻖㻖䛇
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※詳しくは、
お近くのJA 北越後の窓口で、おたずねください。
□本
店 TEL 26-2600 □佐々木支店 TEL 27-5771
□新発田支店 TEL 22-2529 □豊 浦 支 店 TEL 22-6116
□五十公野支店 TEL 22-2373 □聖 籠 支 店 TEL 27-5737
□松 浦 支 店 TEL 22-3503 □加 治 支 店 TEL 22-3705
□川 東 支 店 TEL 25-2101 □紫雲寺支店 TEL 41-3121
□菅 谷 支 店 TEL 29-2111 （電話の市外局番は0254番です）

Readers' Voice

毎年３月に職場の友達と海外旅行に行っ
ていましたが今年は、どこに行くか楽しみ
です。
（新潟市北区葛塚 Ｕ・Ｋ）

物品豊富な現代。考えられない半世紀以
上も前の話は変でしょうが、クリスマスプレ
ゼント等流行さえ無かったと思いますが、朝
目がさめた枕元に毛糸のフワフワしたネッカ
チーフがきれいに畳まれて置いてありまし
た。黄色くて三角に折ってかぶります。その

読者の声楽しみにしています。11月号
での生産者の声がとてもほのぼのしていて
温かさを感じました。
（新発田市中曽根町 Ｗ・Ｍ）
今年も楽しいクリスマスがやって来ると
家族一同揃ってワインで乾杯して、デコレ
ーションケーキを貰うのが楽しみです。ク
リスマスイヴに煙突から入ってきたと言う
伯父から玩具やお菓子を貰った頃を懐かし
く思います。
（新発田市松岡 Ｙ・Ｍ）
組合員になりもうすぐ１年。「きたえち
ご」が届くのを楽しみにしています。今年

Ｙ・Ｋ）

１月号のテーマ
「新年の抱負」です。
※テーマ以外にも応募お待ちしています。

広報きたえちご11月号の３ページにあります今月の表紙で誤りがございましたので訂正いたします。
1.文章より上から9行目の「奈良の木」は正しくは「楢の木」になります。
2.文章より下から5行目の「9割以上が菌床栽培」は正しくは「ほとんどが菌床栽培」になります。
文字の誤りならびに表現に誤りがございましたことをお詫び申し上げます。

二重マスの文字をＡ〜Ｄの順に
並べてできる言葉は何でしょうか？
抽選で５名様に 農協全国商品券 1,000円分をプレゼント

1
大みそかに突く除夜の̶̶
2
真ん丸、熱々の大阪名物
3
昨日と明日の間
4 「桃太郎」でおじいさんが刈りに行ったもの
5
クリスマスの飾りに使われるセイヨウ̶̶ 赤い実がなります
8
かがんだ人の背中に手を突いて跳び越えます
10 日本においては1億3000万弱
11 日曜と祝日が重なって月曜が̶̶休日になった
13 サンタクロースがプレゼントを入れます
15 歯応えの良いラーメンの具
17 たこと人とをつなぐもの
19 黒、茶、白の毛並みのこと

＜応募方法＞ ハガキまたはメールで、①パズルの答え ②住所・氏名・年齢・電話
番号 ③読者の声VOICEへのメッセージ を記入しご応募ください。
読者の声 VOICEへのメッセージ、ＪＡまたは、広報誌へのご意見・ご感想／
身の周りの出来事／生活の知恵／わが家の○○自慢／イラストなど

■あて先

日本アニメ・マンガ専門学校
マンガクリエイト科

熊谷 まおさんの作品

〈ハガキ〉

〒957-0011 新発田市島潟字弁天1341-1
ＪＡ北越後本店 広報誌係
〈メール〉 info@ja-kitaechigo.or.jp
■当選者の発表は商品の発送をもってかえさせていただきます。

ささいなことで腹を立てやすいよう︒笑
顔 を 心 掛 けると 開 運 のきっかけに ︒荷
物の整理や大掃除にも同様の効果が

先月号の答え

モミジガリ

ヨ
コ
の
カ
ギ

名刺に氏名とともに載せることも
公費ではなくて
こたつで丸くなりたいニャー
溶質＋̶̶＝溶液
「何だ何だ？」と現場を取り囲む
食器を拭くのに使います
私の趣味は釣り、̶̶は腹話術です
家の稼ぎ手の意味でも使われる、穀物を保存する容器
幸せを呼ぶという̶̶グッズ
コーヒーをこぼしたら残っちゃった
年賀状の図柄によく使われます
香り̶̶、味シメジ

レ ジャー 運 が 盛 り 上 がり ︑気 の 合 う 仲
間 たちと 楽 しく 過 ごせる 気 配 ︒飲み 会
や忘年会を企画して︒旅行も大賛成

タ
テ
の
カ
ギ

1
4
6
7
9
11
12
14
16
18
20
21

神 経 質 になりやすい 時 期 ︒細 かなこと
を気にせず︑
おおらかに振る舞った方が
好結果に︒
気晴らしには公園散策へ

お詫びと訂正

（新発田市中曽根町

勢いはあるものの︑ちょっとしたことで
つまずきやすい期 間 ︒くよくよせず︑
ス
パッと切り替えると運気好転へ

紅葉の季節も残り少なく、一日が短く、
毎日の食事作りも重荷になって来ました。
最近パズルの「タテのカギ」１に「イワシ
のすり身」が！あっ今晩はこれだ…時折ア
イデアに協力入れて頂くと嬉しい七十半ば
の女性です ^ロ^
（新発田市大栄町 Ｓ・Ｋ）

年と共に１年月日も早く感じます。早来
月はクリスマスと忙しくて私の時代は子供
にやってこなかったです。昔のおとぎ話は
よく聞かされ覚えています。今年は天候が
みだれあちこちで災害台風次々と、未来は
良い年であるよう願うばかりです。
（新発田市川口 Ｓ・Ｓ）

「クリスマス」教徒でも何でもないのに
街にツリーとかイルミネーションが点灯さ
れたのを見ると、小さい頃から今でも心が
トキメキます。私が中学生の頃には友達と
プレゼントの交換をして楽しんだ事を想い
出されます。僅かな小遣いで小さな飾り
物、机の隅にちょこんと置く当時はそんな
物が流行っていました。プレゼントは心が
ワクワクして嬉しかった事が青春の懐かし
い思い出になっています。
（新発田市中曽根町 Ｙ・Ｋ）

ネ ガティブな 気 分 になり ︑暗 い 表 情 で
過 ごし がち ︒意 識 的 に 明 るく 考 えるこ
とで︑好変化が︒落語や漫才につき

数年前にＪＡ北越後よりチューリップの
切花（3色）50本の花束がクリスマスプレ
ゼントとして届けられ、花好きの私には最
高のクリスマスの想い出です。新潟ふるさ
と村で27回新潟県切花共進会のアンケー
ト当選とのこと！心豊かになりました。今
月は誕生日プレゼントとしてＪＡ北越後よ
り、クリスマスホーリーの苗木を頂戴し、
一足早いクリスマスプレゼントのようで
す。広報誌も毎月楽しみにしております。
（新発田市緑町 Ｈ・Ｋ）

私の小学校の頃、貧しくて物が買えない
時代、クリスマスが近づくと母が夜なべし
て布に花のブローチを手作りして幼い妹の
枕元にプレゼント。朝目覚めて喜ぶ妹に
「それはサンタではなく、母が作ったんだ
よ。」とバラしてしまいクリスマスになる
度今は亡き母と妹に済まなかったナーと後
悔しています。今その分孫達にいつまでも
良いサンタでいようかと！
（新発田市稲荷岡 Ｓ・Ｈ）

は裏庭にミニトマト（赤・黄）、ゴーヤ、
サニーレタスを植え、できは今ひとつでし
たが、自分で育てた野菜はおいしいの一言
です。今は、枯葉や生ゴミをうめこみ、土
作りをしている最中です。お手軽、キッチ
ン菜園、さっそくやってみます。
（新発田市長者館 Ｉ・Ｃ）

前向きな気持ちになれる月です︒
やって
みたいことには果敢にチャレンジを︒
ア
ウトドアレジャーにも幸運あり

読者の声

今月のテーマ
クリスマスの想ひ出

三角の所に赤い花もようがついてて、とって
もあったかかったのをおぼえています。
（新発田市金塚 Ｈ・Ｈ）

■応募締切 当月25日（消印有効） ※お預かりした個人情報につきましては、広報活動に利用する以外は使用しません。

߈ߚ߃ߜߏ 2013年12月号 26

ю۪ƁǅƿƦǉ
知 的 探 究 心 が 旺 盛 になりそう ︒気 にな
ることがあったら︑まずは情 報 収 集を︒
体験教室を受けてみるのもグッド

20分

鴨の焼き漬け
2013.12

（1人分 410kcal）
※漬け置く時間は除く

＜材料＞（２人分）

ゆったり 気 分 で 過 ごせる 予 感 ︒プライ
ベートを充実させるのに最適なので︑好
きなジャンルに意識を向けると◎

鴨肉（かたまり）………………………………… 200g
（Ａ）
みりん………………………………………大さじ 3
酒……………………………………………大さじ 2
しょうゆ……………………………………大さじ 1
＜付け合わせ＞
リンゴ………………………………………………1/2 個
（Ｂ）
砂糖…………………………………大さじ 1・1/2
白ワイン・水…………………………各カップ 1/4

＜作り方＞

新しいことをスタートさせれば︑
スムー
ズに 発 展 していく は ず ︒過 去 に 失 敗 し
た事柄へのリベンジも成功確率大

（１）鍋にAを合わせ、約1分煮て冷まし、ポリ袋に入れます。
（２）鴨肉は皮に約5mm間隔の縦長の切り込みを入れます。
（３）グリルに肉を皮を上にして入れます。中火で両面を約5分ずつ
焼きます。
（４）肉の粗熱を取り、（1）に入れます。空気を抜いて口を閉じ、
30分以上置きます（冷蔵庫で3〜4日保存できま
撮影：大井一範

優 先 順 位の 付 け 方 を 間 違 えやすく ︑周
囲 か ら ク レ ー ム が ︒素 直 に 反 省 し て ︒
迷ったら信頼できる相手に相談を

鴨肉

冬が旬。軟らかく仕上げるには火加減がポイント

周 囲 から 良い部 分 を 吸 収でき ︑人 間 関
係 に 好 影 響 があります ︒初 対 面の 人 に
も気さくに話し掛け︑人脈を広げて

鴨（カモ）肉は身が柔らかく、滋養に
富み、寒い時期の料理に向く食材です。
本来冬場の狩猟シーズンが旬。現在は、
野生のカモ（マガモ）はほとんど手に入
らなくなり、肉屋さんで売られているの
は各地で飼育されているアイガモです。
肉質は鶏肉に似ていますが、地上で飼
われ、もも肉が発達している鶏肉と違
い、空を飛ぶことのできるカモは手羽か
ら胸肉の部分が発達しているのが特徴で
す。
鴨肉は、脂肪が多めで柔らかく、脂は
こくや独特のうま味のもとになります。
ロースとして売られているのは、胸肉。

新発田のレシピ！

購入するときは、肉色が鮮やかな赤色
で、厚みがあるものを選びましょう。
鴨肉はソテーやローストなどの焼き物
の他、治部煮などの煮物や鍋物などに使
われます。また、冷めても口当たりが良
く、風味が落ちることがありません。香
ばしく焼いた後、たれに漬ける「焼き漬
け」は、冷蔵庫で3〜4日保存できるの
で、作り置きに便利です。年末やお正月
のおもてなし料理に、重宝します。
料理するときは、脂身が厚く火が通り
にくいので、皮の表面に切れ目を入れた
り、竹串などで刺して、表面に穴を開け
ましょう。こうすることで火通りが良く

なる他、加熱したときに余分な脂が抜
け、たれや調味料が染み込みやすくなり
ます。また皮が縮むのを防ぎ、きれいに
仕上がります。
焼くときは、表面を焼き固めてうま味
を閉じ込めます。皮目から焼き、表面に
きれいな焼き色が付いたら、裏に返しま
す。火が通り過ぎると、硬く締まり、パ
サつくので気を付けましょう。切り口が
ピンク色になるくらいが、ちょうど良い
焼き加減。しっとり、軟らかい食感に仕
上がります。

↞㉄ߞ߬ߐߪ⑺ߩ̖ታࠅߩቄ▵ߩ࠺ࠩ࠻ߦ

柿とりんごのとうふソース

●材料（４人分）
やたらとプレッシャーを感 じてしまう
暗示︒
できる人と比べず︑自分らしさを
大切に︒
オルゴールで気分転換を
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す）。
（５）リンゴは皮と芯を取り、2〜3mm厚さのいちょう
切りにします。Bで4〜5分煮ます。
（６）肉を薄切りにして盛り付け、リンゴを添えます。

さわし柿…３個
りんご…1/2 個
絹豆腐… 50g
マヨネーズ…大さじ 3

●作り方
① 柿・りんごは食べやすい大きさのいちょう切りにする。
② 小さいボウルに豆腐を入れ、あわたて器で細かくすりつぶす。
マヨネーズを加えて、さらに混ぜてなめらかにする。
③ 器に①を盛って②のソースをかける。

＜画像提供＞
旬の会企業組合の旬の田舎弁当より
旬の会企業組合 TEL/FAX 0254−23−6623
＊レシピは『しばたのおかず』
（開港舎）を参考
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ギャラリー蕗谷虹児 2013.12

『雪の女王』口絵
『男の子と女の子』挿絵
世界名作童話全集14巻『白鳥の王子』から
講談社

戦時中に描いた『おやゆび姫』と『船乗り
シンドバッド』が、講談社から「世界名作童
話全集」全12巻の１巻、２巻として復刊され
た翌年に、第２期13〜24巻の追加出版が決
まって、虹児は14巻の『白鳥の王子』と23
巻の『ゆめのはしご』（旧約聖書）の装幀挿
絵を引き受けました。その14巻には表題作の
他に『雪の女王』と『マッチ売りの少女』が
載っていて、アンデルセン童話の中で一番長
い『雪の女王』には口絵１点と挿絵28点を描
いています。
――向かい家の屋根裏に住む男の子カイと
女の子ゲルダは大の仲良し。ある日、悪魔が
作った何でも邪悪に映しだす鏡が砕け散っ

1951年

て、男の子カイの体に細かい破片が飛び込み
ました。するとカイは心変わりして突然さま
そり

よい歩き、雪の女王の橇を追って行方不明
に。捜しに出たゲルダを苦難が待ち受けます
が、山賊の娘や魔女やトナカイやカラスまで
が、可愛いゲルダの味方になってくれて、つ
いに雪の女王の凍える宮殿に辿りつくと、カ
イの体を暖かく溶かし、めでたく再会を喜び
合って、町に戻ることができました。「へや
の中は、なにからなにまで、もとどおりで、
カイとゲルダは、へやに入ったとたんに、じ
ぶんたちが、おとなになったことに気づきま
した」。
（蕗谷虹児記念館元館長

蕗谷龍生）

蕗谷虹児
KOJI FUKIYA
本名一男
新発田町
（当時）出身
父は地方紙記者
抒情画家 詩人
明治31（1898）〜
昭和54（1979）年
大正９年、21歳、少女雑誌からデビュー。詩画
集９冊を出版、時 代の寵 児となる。『花嫁 人
形』は25歳の詩。大正14年渡仏、春秋のサロ
ンに連続入選、個展も成功させる。帰国後は
再び挿絵を描き、モダンな画風で一世を風靡
する。名作童話や絵本の分野でも活躍。晩年
は個展に『花嫁 』など出品、画集５冊を出版。
中伊豆で没、
80歳。
昭和62年、
蕗谷虹児記念館。

編集後記

理事会だより
協議事項

報告事項

決まり文句になりますが、早い
もので今年も残すところあと１ヶ
月を切りました。
師も走ると言われる師走です
が、師でなくともなんとなく気忙
しく感じます。新年に立てた抱負
を思い出しつつ、やり残したこと
のないようラストスパートをかけ
たいと心に誓う今日この頃です。
が、果たしてどんな決意をしたの
かなかなか思い出せず困ってい
ます・・。気持ちよく新年を迎え
たいものです。
（Ｙ）

（１）理事に対する貸出の承認について
原案通り決定
（２）不良債権の処理方針について
原案通り決定
（３）規程の一部改正について
就業規程の一部改正を原案通り決定
（４）農家組合のあり方について
活性化対策等を原案通り決定
（５）直売所の設計依頼について
全農新潟県本部への設計依頼を原案通り決
定
（６）㈱ライフサポート北越後の新規事業（コン
ビニ）の取組みについて
事業ガイドライン、新規事業取組体制を原
案通り決定
（７）ねぎ共同選別調整施設導入にかかる入札の
実施について
施工及び入札方法等を原案通り決定

（１）９月末仮決算事業実績及び経営分析結果について
（２）不良債権の処理状況について
（３）コンプライアンスプログラム実践状況第２四半期
報告について
（４）利益相反管理・反社会的勢力・利用者保護対応第
２四半期報告について
（５）事務ミス等第２四半期報告について
（６）第３四半期の運用方針および第２四半期の運用実
績について
（７）相談・苦情等対応状況平成25年度上半期報告について
（８）平成26年新採用職員内定者（高卒）について
（９）正職員登用試験の実施について
（10）組合員の加入・脱退状況について
（11）旧葬祭センター解体工事入札結果について
（12）
「ローン融資要項」
（統一版）の一部改正について
（13）
「新スーパーＳ資金」融資要項の一部改正について
（14）貸出利率の改正について
（15）ＪＡ共済コンプライアンス点検結果について
（16）平成25年度「北越後大農業まつり」の開催について
（17）出資型法人の設立スケジュールについて

平成25年10月31日開催

