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輝らり

日本食の原点は味噌にあり！
≪知っ得集≫ ハンティングからジビエ料理まで 女性と狩猟のいい関係
≪家庭菜園≫ 鮮度が命のホウレンソウは自家菜園取りが最良

農業でキラリと輝く人に焦点をあててご紹介 し ま す

新発田市大友（川東支店）株式会社高田農園

左から

川東支店管内で味噌︑甘酒︑塩麹を製造・販売する株

式会社高田農園の代表である高田直さんにお話を伺いま
した︒

高田農園は平成2年より新発田を代表する味噌となった

月から3月に仕込みを行い︑出荷は通年単位︑

﹁あやめ味噌﹂の製造をスタートしました︒現在は従業員
6名で︑

年間約 tのあやめ味噌を生産しています︒

11

歩︵大豆と米が同量︶で仕上げた味は辛

10

園・小学校・中学校の

％の給食で︑子供たちのミネラル

和光市でも販売されています︒また︑新発田市内の幼稚

トアーで購入することができ︑県外では沖縄県や埼玉県の

め︑各支店ほっとコーナー︑イオンやウオロク︑かんだス

あやめ味噌の主な取扱は︑当JAのお米センターをはじ

口︑色は淡色の米味噌になります︒

噌で︑麹歩合が

培米コシヒカリを麹米と︑素材にこだわった旨味のある味

あやめ味噌は北越後産エンレイ大豆︑高田農園産特別栽

35

ています︒

不足の解消と免疫力の強化を目的にあやめ味噌が提供され

95

阿部 厚子さん 柄澤 武志さん 高田 和直さん
斉藤 幸悦さん 高田 直さん（代表）

日本食の原点は味噌にあり！

り
輝ら

今月の
今
今月
の

き

新発田の代表、あやめ味噌
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熱を通した大豆が冷却器を登っ
ていきます

加工された大豆と酵母などが混ぜ
合わせられます

冷却器から大豆が潰され、混ぜ
やすいように加工されます

熟成タルには800kgのあやめ味噌
が入っています

作ってみよう！家庭菜園 ....................11
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■今月の表紙

購買品供給高

55億6,782万円 ※

（＋4億7,503万円）
（＋6億9,779万円）

488人

職員数

（+0人）

（
）
は前月対比
※平成25年４月からの実績です。
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あやめ味噌の製造にあたり︑こだわりを高田さんに伺う

56億9,731万円 ※

と﹁素材は北越後産のエンレイ大豆とうちで作っている特

（△9億3,260万円）

販売品販売高

別栽培米コシヒカリを使用し︑安心・安全なものを使用し

5,112億7,829万円

ています︒味噌づくりの際には︑アルコールの発酵や乳酸

（+1億9,779万円）

長期共済保有高

菌の発酵バランスを調整し︑味噌の色が濃くならないよう

（△8億4,094万円）

に注意しています︒大豆の特性に配慮し︑半煮半蒸での糖

287億6,208万円

質の除去︑豆の旨味を残し︑酵母を培養添加して香りのよ

貸出金

い味噌に仕上げています︒﹂とお話いただきました︒

878億7,531万円

取材の最後に︑あやめ味噌を通して消費者へ発信したい

（+23万円）

貯金

ことを高田さんに伺うと﹁味噌は安全であること︑栄養が

（＋61人）

34億121万円

出資金

あること︑食べて美味しいこと︑体に何かしらの働きかけ

（＋4人）

があることの4点があげられます︒最近は味噌汁を食べな

7,289人

い方も多いと聞きますが︑味噌は癌を筆頭に色々な病気の

うち准組合員数

予防にもなります︒﹃朝の始まりは一杯の味噌汁から﹄を

9,723人

合言葉に︑旬の野菜がたっぷり入った具沢山の味噌汁を一

（＋65人）

うち正組合員数

日一杯食べて︑体調を整えるとともに︑新発田の素材にこ

（平成25年11月末現在）
17,012人

組合員数

だわったあやめ味噌の香りと旨味をご賞味いただければ幸

■JAデータ

北越後産の大豆が煮えました！いい香りがします

いです︒﹂と笑顔でお話いただきました︒

県内一の生
産・出 荷 量とな
るJ A 北 越 後 産
のオータムポエ
ムが出荷最盛期
に突 入しまし
た。新発田市松
浦 地 区で 水稲
5 0 h a 、大 豆
4ha、デントコー
ン3.5 h a 、オー
タムポエム6a、
オクラ8aを作付
けする農事組合
収穫されたオータムポエム 法人松浦アグリ
テックさん の
オータムポエム収穫・出荷作業中にお邪魔し
て、表紙の写真を撮らせていただきました。
アグリテックさんのオータムポエム栽 培
（ハウス）は今年度で２年目となります。昨
年度の作付けでは初めてということもあり、
生育管理から収穫・出荷まで苦戦しました
が、今年度は播種を昨年9月26日に行い、
収穫は12月9日より開始しました。作柄につ
いてはハウスの排水対策と植え直しが若干
生育に影響した以外、順調な収穫・出荷が
出来ているそうです。味は甘みが強く、太く
柔らかいオータムポエムは3月の上旬まで収
穫・出荷を予定していて、
「品質を維持して
目標収量の600kgを達成したい。」とお話
いただきました。
表紙の写真は左から五十嵐貴徳さん、斉
藤ヨシ子さん、藍川俊之さん（代表）、五十
嵐勝雄さん
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JA北越後女性部が雑煮合戦に出店
第10回城下町しばた全国雑煮合戦

新発田市商工会議所青年部が主催する第10回城下町しばた全国雑煮合戦が新発田市内で開催され、JA北
越後女性部が販売する「かあちゃんの北越後雑煮」に多くの来場者が舌鼓を打ちました。当日は8道県から
50の店が出店、約2万人の来場者を記録しました。
JA北越後女性部が振る舞う「かあちゃんの北越後雑煮」は醤油ベースに北越後産の野菜を使い、鮭とい
くらを交えるシンプルな雑煮ですが、懐かしく美味しいと毎年多くのリピーターが訪れます。
「かあちゃんの北越後雑煮」
を注文した来場者は「昔懐かし
い雑煮で鮭やいくらが入って上
品な美味しさ。野菜は地元のも
ので新鮮でうまみが違うし、鮭
の使い方は参考になります。今
度自分の家でも作ってみたいで
す。」と話しました。
城下町しばた全国雑煮合戦
は町おこしを目的とし、新発田
商工会議所青年部が2005年か
ら毎年開催していて、JA北越後
女性部は9回目の出店となりま
した。
多くの来場者に振る舞われたかあちゃんの北越後雑煮

topic
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JA常勤役員との懇談会の開催
JA北越後青壮年部
JA 北越後青壮年部は、新発田市内にて JA
北越後青壮年部本部事業である常勤役員との
懇談会を開催しました。JA からは宮島允組
合長、齋藤松郎副組合長、笹川髙市営農経済
担当常務、藤倉秀明金融共済担当常務と新保
忠司青年部代表理事、島津茂夫営農部長、本
部役員5名・各支部から36名の部員が参加し
ました。
懇談会では、事前に募った各支部から集約
した質問を代表で各支部長からそれぞれ発表
をしていき、なかでも特栽米の関係や給油所
懇談会にて挨拶をする宮島允組合長

関係などについて、常勤役員から回答を求め
ました。

また、事前に集約した質問以外にも「正組合員数に対し准組合員数が増加しているが、准組合員に対
して具体的にどのような情報提供をしているのか」、「正組合員と比較すると情報提供が少ないのでは」
などの質問があり、短い時間の中、常勤役員との活発な意見交換ができました。
懇談会で宮島允組合長は「TPPの問題や新たな水田農業政策等で農政の仕組みが変化し、農家経営への
不安がある中、これからの農業・ＪＡを担う青壮年部とともに、より一層の太いパイプでつながっていき
たい。」と青壮年部に激励を送りました。
߈ߚ߃ߜߏ 2014年2月号 4

地域の話題をお届けしています
topic
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月岡温泉にチューリップを
贈呈

topic
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月岡温泉ホテル泉慶にて、北越後産のチューリップ300

JA北 越 後年
金 友の会は、豊
浦地区公民館で
第20 回 年 金 友
の会将棋大会を
開 催しました 。
将棋大会の様子
各支部より16名
の会員と当JA事務局2名が参加し、6チーム
による総当たりリーグ方式で試合が行われ
ました。
同大会は、「会員相互の親睦と趣味を深
め、ゆとりある生活の糧とする」ことを目
的に、年金友の会本部事業の一環として毎
年開催されているものです。参加者は皆強
者揃いで、和やかなムードの中にも終始熱
戦が繰り広げられました。優績者は下記の
通りです。
優績者（５戦５勝）
細野 英敏さん（豊浦支部）
中村 健三さん（紫雲寺支部）

本の贈呈式を行いました。月岡温泉チューリップいっぱい
プロジェクトは、新たな月岡温泉の魅力づくりと県内有数
のチューリップの産地をＰＲすることを目的に、県・月岡
温泉旅館協同組合・月岡温泉観光協会・JA等農業関係機関
と市が連携して様々なイベントを企画しており、今年度で3
年目となります。
年末年始のイベントになる「新春おもてなしチューリッ
プ」では25年12月28日から26年1月6日まで、バレリーナ
やレディマーゴットなど8品種、合計2,200本のチューリッ
プが月岡温泉の各旅館で飾られました。
2月に「春先どり！チ
ューリップ」、4月には
「春満開！チューリッ
プ」の二つのイベント
が開催予定となってお
り、このイベントでも
沢山のチューリップが

topic
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月岡温泉を彩ります。

運転マナーアップ
優良事業所として表彰

JA 北 越 後は 新 潟 県 安 全 運 転 管 理 者 協 会 か
ら、運 転 中のマナーアップ 運 動の優 良 事 業 所
として表 彰を受けました。運 動は昨年6月の1
カ月間、県下の安全運転管理者選任事業所が
参加して行われ、当 JA では運転中のマナー向
上と役 職 員524人の事 故 防 止の署 名 運 動を行
いました。この交 通 安 全 運 動 実 践の結 果、事
故 数が 少なく、安 全 運 転 管 理が 徹 底されたこ
とが認められました。
ま た 当 JA で は シ ー ト ベ ル ト 着 用 の 徹 底と
100日間無事故無違反運動へ参加し、積極的な
交通安全運動に取り組んでいます。
表彰を受けた
齋藤松郎副組合
長は「職場をあげ
て交通安全に取
組んでいます。年
間 を 通して交 通
安全の意 識を高
めていきたい 。」
交通安全運動の実践が認められ表彰を受 と話しました。
ける齋藤松郎副組合長
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将棋大会を開催
JA北越後年金友の会

月岡温泉チューリップいっぱいプロジェクト

チューリップを泉慶の若女将穴澤恵子さんに手渡す島津茂夫部長

第20回年金友の会

女性部と直売所が合同
で節季市を開催
JA北越後女性部・農産物直売所

JA 北越後営農センター敷地内で、お正月に備えた
節季市が開催されました。この市は歳の瀬の恒例行
事となっていて、JA 北越後女性部が中心となって松
飾りや飾り花、豆や野菜類を販売します。開場予定
時刻の午前9時よりも前に多くの来場者が詰め掛けま
した。また、今年は農産物直売所と合同で節季市を
開催し、旬の冬野菜や正月用品の販売を行いました。
当日販売される松飾りや飾り花は大人気で、すぐ
に完売になる盛況ぶり。さらに冬の代表格である大
根や白菜、長ネギなどの野菜や、生産者が腕をふるっ
て作った漬物や手作
りこんにゃくなどバ
リエーションの豊富
な品物が市を盛り上
げました。

正月食材を買い求める来場者

知っ得集
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子ども達の大好きな築山で
…ハイポーズ！
大好きな先生と手をつないで
お散歩♡

Ïॎಔஏֳ߳ଛÐ
「今日のごちそうは何にしようかな〜。
」
「はやく作ってぇ〜。
」

わたしたち︑げんき
いっぱいの０歳児︒

ƤॐൾϾѓ

優の森保育園は︑西新発田駅
近くにある︑創立６年目を迎え
た私立保育園です︒県産の杉や
栗の木をふんだんに使った園舎
に一歩踏み入れると︑温もりあ
る︑あたたかな雰囲気が︑子ど
もたち一人ひとりを優しく包み
込みます︒
そんな園舎に現在は︑０歳児
から５歳児までの１３８名の子
どもたちが︑毎日仲良くのびの
びと過ごしています︒
園舎脇にはちょっとした畑が
あり︑さつまいもや夏野菜の栽
培︑収穫にも取り組んでいます︒
自分たちで育てた野菜を給食の
食材として使用したり︑年長組
の親子クッキングで調理するこ
とで︑収穫の喜び︑みんなで一
緒に食べる楽しさを味わってい
ます︒また︑３年前から︑地域
の方々の協力の下︑米栽培にも
挑戦しています︒最初は上手く
いかず失敗もしましたがその経
験が実を結び︑今年度はちょっ
とした豊作に恵まれました︒

給食おいしいよ！
お皿もピッカピカするんだ。

〜脱穀〜
「わぁ〜!!お米になってる！」

〜稲刈り〜
たくさん穂がついたよ。

〜小正月飾り〜
今年もたくさんお野菜ができます
ように…と、年長児が飾りました。

お正月恒例の獅子舞。
今年も元気に過ごせます
ように…

優の森畑で育てたさつまいもを掘り
ました︒こんなに大きいさつまいも
をみ〜つけた

ナスって日焼けするの??
黒い布をかけて育ててみたら…
白いナスができちゃった！

プール遊び 大〜好き♡
ワニさん泳ぎだって大得意！
２歳児さんの育てたミニトマト。
愛称は『あいこちゃん』毎日「大き
くな〜れ」ってお水をあげました。

佐々木耕起組合さんから教えてもらい、バケ
ツに稲を植えました。
「ドロドロしてる〜」
ピーマン、ナスを育てた４歳児。
毎日、お当番さんが水やりの
お仕事をしてくれました。

〜給食試食会〜
保育園の給食をお家の人と
一緒にいただきました。

これからも︑さまざまな経験
を積み重ね︑豊かな感性をもっ
た子どもたちに成長して欲しい
と思います︒

!!
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荻野まどかちゃん
ん
お父さん 裕之さん
お母さん 有里さん
（新発田市飯島甲）

現在１才６か月のまどかちゃん、家の中でおも
ちゃのピアノを弾いたりして毎日元気に遊んでい
ます。
納豆ごはんが大好きなまどかちゃん、もうすぐ
お姉ちゃんになるのを楽しみにしています。
買物に一緒に出掛けると後ろを振り返らずまっ
すぐどこまでも進んでいくそうです。
ご両親からは、「人と人を結びつける円のよう
に思いやりがあるまっすぐな子に育ってほしい」
と話してくださいました。
（佐々木支店）

編み物

女性部聖籠支部
編み物の会
（聖籠）

聖籠編み物の会は今年１月で28年目をむかえ
長年頑張って続けられています。
佐藤先生を中心に総勢９人で構成されている
仲の良い教室です。
１月から３月の毎週水曜日に聖籠支店の二階
で開催しております。
農家の仕事がない冬の三か月間だけの会です
が皆さん自分で編んだ物を着ておられ、とても
とても似合って素敵でした。
今まで展示会を開催する事がなかったそうな
ので、是非機会があったら開催して素敵な作品
を沢山の人に見ていただけたらと感じています。

（聖籠支店）
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作ってみよう！

家 庭 菜園

Home g

arden

今月の野菜
鮮度が命の
ホウレンソウは
自家菜園取りが最良

ホウレンソウ

西アジアが原産で世界各地に広がり、日本へは東洋種
が中国から、その後西洋種がヨーロッパから伝わり、現
在は両者の交配種が主流で、品種改良により新品種が
次々とお目見えしています。
カロテンやミネラルが豊富で、緑黄色野菜の中でも栄
養価は抜群。鉄・マグネシウム・マンガン・亜鉛などの
ミネラル類、ビタミンB1・ビタミンC・葉酸などを豊富
に含み、貧血予防にも有効とされています。
葉物野菜の中でもホウレンソウは鮮度が命、葉先から水分がどんどん蒸発してしまうので、取りたて
の新鮮なうちに調理したいもの。家庭菜園取りが大変魅力的です。
畑の準備に当たっては、ホウレンソウは酸性土壌を最も嫌う作物であ
ること（好適pHは6・3〜7・0）を心得、石灰を多めに施用すること
と、畑の周囲の排水を図り、まき溝に水たまりしないように、凹凸なく
丁寧に作るようにします。
まきどきは春先のトンネル栽培の2月上旬（関東南部の平たん地、以下
同じ）から10月中旬までの広範にわたりますが、ホウレンソウは低温に
は強い（生育停止温度は0度だがマイナス10度までは寒害を受けない）
のですが、高温には比較的弱い（30度になると生育停止）こと、日長が
長い時期（13時間以上）あるいは外灯の照明下などにまくと、とう立ち
することをよく認識してまきどきを選ぶことが大切です。
露地栽培で育てやすいのは9月上旬から10月上旬の秋冬取りと、3〜5
月の初夏取りです。ただし、春まきは長日条件に入るので、春まき用の
晩抽性（とう立ちしにくい品種）を選ぶことが大切です。
ホウレンソウの種子は堅い果皮の殻に包まれていますので、過湿の畑
では果皮が水を吸い過ぎ、内部が酸欠になり発芽しにくくなってしまい
ます。多雨の後はまき溝に水たまりしていないか気配りをしましょう。
発芽しやすいように果皮を取り除いたり、削って薄くした種子も販売さ
れています。これらは発芽しやすいですが、種子を保護する力が弱いの
で、乾燥期には発芽するまでの灌水（かんすい）を怠らないように注意
しましょう。本葉2枚で間引いて株間を2cmほどになるようにし、株元
に少し土寄せします。その後1〜2回間引きして、最終株間を6〜7cmと
し、草丈5〜6cmのころと10cmぐらいのころ、条間に化成肥料と油かす
を追肥し、中耕して土を和らげます。草丈が20cmぐらいになったら収
穫適期です。
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ＪＡ北越後
農産物直売所へ行こう！
ようこそ！食育ソムリエのいる直売所へ
いる直
いる直売所へ
直 売 所へ
みなさん、
「食育ソムリエ」という資格はご存知
存知
の旬
ですか？「食育ソムリエ」とは、野菜や果物の旬
材に
や鮮度の見分け方、おすすめの調理方法や素材に
あった保存方法などについて、消費者にアドバイ
バイ
産物
スできる役割を担う資格で、現在、全国の農産物
当
直売所を中心に、続々と仲間が増えています。当
店の食育ソムリエも、生産者と消費者、生産現場
現場
と食卓を結ぶ架け橋になれるように、日々研鑽を
鑽を
続けています。
ワッペンが目印ですので、気軽に声をかけてく
てく
ださい。
当店には現在３名の食育ソムリエがおります。
・水野

昭弘（第１６期講座修了）「営農指導や米の検査員も務めています」

・窪田

一成（第１７期講座修了）「野菜の選び方なら何でもお聞き下さい」

・渋谷

勇輝（第１７期講座修了）「調理方法などお気軽にお尋ね下さい」

食育ソムリエ より
「普段なにげなく食べている地元の農産物は、生産者さんの苦労と北越後の豊かな
自然が生み出した宝物です。まずは地元のお客様に、その良さを味わってもらえ
るように努めてまいりますので、ぜひよろしくお願いします！」

今月のおすすめ・・・

ほうれんそう：
この時期はアクが
少ないのでぜひ食
べていただきたい
です！底を見て、
太い株のものがお
すすめ！

ＪＡ北越後農産物直売所
プチヴェール：さっとゆでれば
驚くほど甘みたっぷり！

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
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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・JA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。
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。

もしも…の時の備えに、はじめませんか？

ＪＡ 積 立 定 期 貯 金（ に じ ）
積立額

3,000円以上（定額）

積立方法 毎月一定日に普通貯金からの振替による自動積立
※本商品は積立定期貯金おおぞらと同じ商品の内容によります。

組合員特典も同様にご利用いただけます。

積立契約者特典

■ＪＡオリジナルグッズ進呈（契約時）
■冠婚葬祭マナーブック進呈（契約時）
■虹のホール使用料10％値引き（積立中）
■供物（生花・灯籠）５％値引き（積立中）
※積立契約者本人及び、同居親族限定。※配達地域（管内）限定。

詳しくは

ＪＡ北越後各支店窓口 虹のホールしばたまで

24時間年中無休受付
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Readers' Voice

きたえちごが来た。炬燵で目を通す地域の
皆さんの活躍が目に見えるようです。がんば
って下さい。頭の体操を楽しんで居る一人で
す。暖かくなると畑で…皆さんのお知恵を拝
借しながら年を重ねていきたいです。宜しく。
（新発田市中田町 Ｋ・Ｔ）
小松菜は鉄分が豊富なのは知ってました
がたくさん食べれるし、色どりがいいと思
いました。
（新発田市中ノ目新田 Ｍ・Ｆ）

新しい年が始まり、また雪との戦いが始
まります。太陽活動が弱まっているとの事
なので大雪にならなければよいか…と心配
しています。
（新発田市五十公野 Ｕ・Ｍ）
わが家では、現在車が５台。春には就職
する娘がいて６台になります。何でこんな
に車が必要なのかな〜。昔は１家に１台で

し

あけましておめでとうございます。今年
もバレンタインデーが近づいて参りまし
た。娘達は義理チョコ、友チョコ、本命チ
ョコと手作りして贈っていました。私は自
分に出来ない仕事が沢山あって春から初冬
にかけて大変お世話になっている友人がい
ます。本当に有り難いです。今年も娘同様
友チョコで心を込めて贈りたいと思ってい
ます。まだまだ寒い日が続きます。本年も
宜しくお願い致します。
（新発田市下中沢 Ｆ・Ｔ）
笑いヨガの講習会に参加しました。笑う
事を体操と捉え、ヨガの呼吸法（複式呼吸）
を組合せた新しい健康法です。笑うと免疫
力が上がったり顔の表情筋が鍛えられ若々
しくなったり、お腹の底から笑うと身体の不
調の改善が期待できるそうです。「笑う顔
には福が来る！」実行したいと思います。
（新発田市大手町 Ｓ・Ｔ）
１月号掲載の大栄町Ｓ・Ｋさん、「年齢と
共に健康であること、寿命は年齢ではな
い」と…同感です。私の妹が一昨年他界
し、ほんとに哀しくて悔しくて残念でなり

家庭菜園のコーナーを参考にして今年も
野菜作りにチャレンジして行こうと思って
います。
（新発田市荒町 Ｔ・Ｓ）
クイズやパズルで頭の体操、楽しませて
いただきました。今月のレシピもとても参
考になります。
（新発田市稲荷岡 Ｋ・Ｍ）
毎回料理を楽しみに見てます。野菜作り
も家庭菜園に役に立っています。
（新発田市飯島 Ｉ・Ｎ）
2014年元旦の朝、今年こそはと初日の
出にお願いと思い急いで外に東の空から雲
の影から明るい日差しが見えたので思わず
一年の無病息災をと願い手を合わせた。満
足感あふれる元旦の朝の始まりでした。
（新発田市古川 Ｋ・Ｙ）

3月号のテーマ
「ホワイトデー」です。
※テーマ以外にも応募お待ちしています。

二重マスの文字をＡ〜Ｅ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

味

先月号の答え

フクジユソウ

ヨ
コ
の
カ
ギ

1
2
3
4
6
9
10
11
13
14
16

おいしいものを好んで食べるグルメな人
目玉焼きの目玉になる部分
道路脇で手を挙げて拾います
2014年に冬季五輪が行われる国
眠っているときに見ます
財宝の──を示した地図
温めると湯葉が作れます
頭が良く教養のある女性のこと
朝まで寝ませんでした
犬は3日飼うと忘れないとか
ギターやバイオリンに張ります

＜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

諸橋

紬さんの作品

〈ハガキ〉
〈メール〉

〒957-0011 新発田市島潟字弁天1341-1
ＪＡ北越後本店 広報誌係
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。

情 緒 不 安 定 になりやすいかも ︒深 呼 吸
で 気 持 ちを 安 定 させて ︒植 物の 世 話 を
したり︑
ハーブティーを飲むのも吉

足柄山で熊と相撲を取りました
読書、ゴルフ、釣り、カラオケ……人それぞれ
髪をとかす道具
晴れているのに雨が降る、きつねの──入り
雪の上を歩くと残ります
インドの伝統的な衣装の一つ
調理実習や裁縫などをする教科
──は外、福は内！
転ばぬ先に用意したい
蒸留・精製するとガソリンなどになります
グー・チョキ・パーで勝負します

決断力が不足しがち︒迷ったら︑独りで
悩 ま ず ︑信 頼できる 人 に 相 談 するの が
ベスト︒
創作活動も好影響あり

タ
テ
の
カ
ギ

2
5
7
8
9
11
12
14
15
16
17

ネガティブな発想をしやすいので︑意識
的 に プラス 思 考 を ︒明るい笑 顔 を 心 掛
けて︒
花を飾ると開運の呼び水に

隠

傘寿もすぐそこにきました。毎年小正月
のまゆ玉飾りをたくさん飾って一年中楽し
んでいます。皆んなの健康を願って!!広報
楽しみです。
（新発田市乗廻 Ｉ・Ｈ）

極寒の毎日、小鳥たちが餌を求めて庭に
集まって来ます。トショウの実から始まっ
て、玉龍、ツゲ、万両、南天と順番に実を
食べ尽くすまで、入れ替わり立ち替わり、
縄張りを競いながら、逆さ宙吊り状態で夢
中になって食べている、ホホのあたりをふ
くらませて、驚かさないようにソーッと窓
から私。腹はいっぱいになったかなー。
（新発田市下中 Ｋ・Ｍ）

アクティブに動き回れる月︒
何事にも果
敢にチャレンジを︒
インターネットや海
外に関する分野にも幸運が

21世紀のたからもの、いつも楽しく拝
読しています。写真入りで紹介。我が家の
２歳児の参考になっています。
（新発田市中曽根町 Ｗ・Ｍ）

今年の新年号も内容がもりだくさんで、
参考になることが多く、又、野菜づくりに
いつも役立っています。
（新発田市日渡 Ｎ・Ｓ）

細 部 にこだわり ︑先 に 進 めなく なる 暗
示 ︒周 囲の意 見 を聞くなど︑柔 軟に︒気
分転換には古典音楽の鑑賞が有効

随分前、デパートでサラリーマン風の男
性がスカーフ売り場で真剣に柄選びをして
いました。きっと部下の女性からチョコを
頂いたのでしょう。若いって良いなーと思
って家へ帰りました。翌日、兄から、やはり
私にもスカーフが送られて来ました。チョ
コもあげてないのに、兄も妹の為にと真剣
に選んでくれたのかなーと思うと、大切に
使っていきます。その兄ももういませんが。
（新発田市金塚 Ｈ・Ｈ）

抱負？と言えば、本年も趣味を存分に楽
しもうと思っています。毎号パズルを楽し
んでます。
（新発田市下中ノ目 Ｅ・Ｙ）

ませんでした。でも今は趣味のサークルで
和気藹藹と人の和を大事に楽しんでいま
す。英会話も無理じゃない×２。何事も 挑
戦 今日と云う日を大切に、Ｓ・Ｋさんにエ
ールを送ります。旅行大好き仕事も遊びも
二度とない人生大いに謳歌しませんか。
（新発田市古田 Ｋ・Ｎ）

知 的 好 奇 心 が刺 激 されそう ︒興 味 を 引
かれるジャンルがあれば︑
トライしてみ
るのが正解︒小旅行も良い刺激に

読者の声

今月のテーマ
バレンタインデー

も充分だったのに。バスがもっと充実すれ
ばいいのにといつも思います。
（新発田市下中沢 Ｉ・Ｍ）

■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。
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レジャーや飲み会に誘われるなど︑
にぎ
やかなイベントがめじろ押し︒気軽に顔
を出し︑伸び伸びと英気を養って

ダイコンと牛肉のスープ

15分
（1人分

2014.2

88kcal）

＜材料＞（２人分）
ダイコン………………………………………………150g
牛もも肉（薄切り）……………………………………60g
ネギ………………………………………………… 1 / 2 本
ショウガ……………………………………… 1 片（10g）

余 計 なひと 言 が 多 く なるな ど ︑対 人 面
に暗雲が︒周囲への干渉は控え︑自分が
やりたいことに集中すると好転

（Ａ）
水……………………………………カップ2（400ml）
スープのもと……………………………… 小さじ 1
（Ｂ）
花 し ょ う…………………………………小さじ 1/2
塩 …………………………………………小さじ 1/6
酒 ……………………………………………小さじ 1
し ょ う ゆ……………………………………小さじ 1
※花しょうは中華食材で、粒さんしょうのことです。

コミュニケーション能力が活性化︒誰と
でも 気 さくに 付 き 合 えます ︒特 に 趣 味
や習い事を通じた交流に発見が

＜作り方＞

撮影：大井一範

持 ち 前 の 粘 り 強 さ を 発 揮 で きる 期 間 ︒
何 事にも 忍 耐 強 く 取 り 組 んで ︒余 暇 は
好きなことを満喫すると充実感大

ダイコン

やる気が高まるはず︒
未体験ジャンルに
思い 切って 挑 戦 す れ ば ︑新 たな 才 能 が
目覚める予感︒自己主張も大賛成
優しい気持ちになれるので︑自然とみん
なから慕われる時期︒
サービス精神を発
揮すれば︑
より幸運度アップへ

ダイコンは一年中出回ってい
ますが、寒い時期に甘味が増し
ておいしくなります。日本では、
春の七草の一つ「スズシロ」と
して古くから、親しまれていま
す。
現在は肉質が柔らかく、甘味
が強い青首ダイコンが主流です
が、京都の伝統野菜の聖護院
（しょうごいん）ダイコン、水
分が多く大型の三浦ダイコン、
薬味に使われる辛味ダイコンな
ど、独自の品種があります。
シャキシャキとした食感を生か
し、生のままサラダやあえ物、
大根おろしとして食べたり、加
熱すると甘味が増し、だしのう
ま味を閉じ込めるので、ぶり大
根、おでんなどの煮物や煮込み
料理、スープにしたりと、いろ
いろな料理でおいしくいただけ
ます。
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（１）ダイコンは5cm長さ、7〜8mm角の拍子切りにします。
（２）牛肉は1〜1.5cm幅に切ります。
（３）ネギは斜め切り、ショウガは薄切りにします。
（４）鍋にＡとダイコンを入れて火にかけ、ふたをして
２〜3分煮ます。牛肉、ネギ、ショウガを加え、
沸騰したら、あくを取ります。
（５）Ｂを加えて調味します。

冬野菜の代表格。寒い時期に甘味が増します

葉の付け根の部分は甘く、先
端（しっぽ）ほど辛味が強くな
るので、料理によって使い分け
るのがポイント。生で食べると
きは葉に近い部分、煮物など加
熱する料理には真ん中の部分、
先端はみそ汁などに使うとよい
でしょう。
ダイコンに含まれる辛味成分
は、がん予防に効果があるとい
われ、ビタミンCも豊富です。
その他、消化を助け、胃腸の働
きを整えて食欲をアップさせる
ジアスターゼも含まれています。
ジアスターゼは加熱すると壊れ
てしまうので、生のまま食べる
方が効果的です。脂っぽいもの
を食べるときに大根おろしを添
えると、消化も良く、さっぱり
します。
選ぶときは、太くて重いもの、
皮に張りがあるものが新鮮です。

葉が付いているものは、そのま
ま置いておくと、葉から水分が
失われスカスカになってしまう
ので、葉を切り分けて保存しま
す。使いかけのものは、乾燥し
ないように切り口をラップで覆
い、ポリ袋に入れて、野菜室へ。
葉の部分はゆでて刻んで冷凍し
ておくと、みそ汁の青味や煮物
の彩りにもなり、便利です。
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こ

さち

『此の年に幸あれ』

『山の乙女』

「令女界」表紙画（印刷）
1928年1月号

「令女界」表紙画（原画）
1928年2月号

てんさい

昭和3年、虹児はパリにいて故国の「令女界」
に表紙画を1年間連載した。編集長の藤村耕
一は後記で「蕗谷氏の表紙画は永く期待され
たものだけに再び満天下の若き血を湧き立た
せることゝ思ひます」と歓迎し、本人も看板
画家として長く連載を続けた主舞台への満を
持しての再登場となった。新年号らしく華や
きんとう
かな『此の年に幸あれ』は、中央の金瞳の黒
猫の肢体が印象的だが、印刷画ではヒロイン
の黒髪の流れと黒猫の毛色の区別が判然とせ
ず、原画が見つかってほしいと願う絵の一つ
になっている。弥生美術館の中村圭子学芸員
の著書『昭和モダン着物〜抒情画に学ぶ着こ
はんえり
なし術』
（河出書房新社、2005年）の「半襟」

編集後記
昨年2月の編集後記にて運動をしよう
と意気込んでいました結果、6月よりゴル
フを始めるに至りました。あまり体はシ
ェイプアップされませんが、外気温0度で
もせっせと練習をしています。
（スコアは
ま だ 公 開 で き るレ ベ ルで は ありま せ
ん・・・）
今月のテーマであるバレンタインデー
について沢山のお便り、有難うございま
した。微笑ましいエピソードから羨まし
いエピソードまであり、温かい気持ちに
なりました。私がチョコをいくつもらえる
かはさておき、もらったらお返しをする、
倍返しだ！な男性必見のホワイトデーを3
月号のテーマにしましたので、こちらも沢
山のお便りをお待ちしています。もちろん
テーマ以外も大歓迎です！（M）

の項に転載され、添えられた弥生の古賀三枝
まなざ
子館長の談話に、往年の読者の眼差しが読み
くじゃく
とれて愉しい。「帯に孔雀の羽根、羽織に鶴
の文様があるわね。そしてこの方、イヤリン
グをしているわ……着物の色に合わせた朱色
よ……なんてモダンなんだろ」。
次号の『山の乙女』の方は、最新のフランス
流行通信であった。同じ日本娘が雪山でスキ
ーを楽しむ図。大正が昭和に変わって１年
余、読者たちの大半がまだ着物姿の時代に、
はや
西欧で流行り始めたというスキーや海水浴の
ファッションはどんなふうに目に映ったのだ
ろう。
（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。

理事会だより
■ 開催日時

平成25年12月21日

協議事項
（１）農産物直売所について
五十公野公園利用拡充事業での直売所設置を取り下げることで決定
■ 開催日時

平成25年12月27日

協議事項

報告事項

（１）諸規程等の変更について

（１）11月末事業実績について

農協年度変更に伴い畜産長期平均払制度実

（２）12月末仮決算等スケジュールについて

施要領の一部改正等を原案通り決定

（３）ＪＡ全国監査機構の監査報告について

（２）監事監査報告の回答について
平成25年度上期仮決算監事監査改善指示事
項を原案通り決定
（３）監事随時監査の回答について
平成25年度随時監査における改善結果報告
書を原案通り決定

（４）内部管理態勢（中間）報告について

