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輝らり

大粒いちご出荷好調！
！
≪知っ得集≫ みんな元気！お肉を食べて健康に
≪家庭菜園≫ ズッキーニ、上手に育て おいしく食べる10カ条

農業でキラリと輝く人に焦点をあててご紹介します

大粒いちご出荷好調

︑大豆

ha

a︑いちご

50

年農業に携わっているベテランで

﹁今年は超促成栽培が開花率

％を超える好調な滑り出

木村さんに今年度産の越後姫について作柄を伺うと

進めます︒

稲が始まる季節になると︑ご家族4人で分担して作業を

越後姫の収穫作業が本格化してきています︒これから水

す︒現在は超促成栽培の越後姫が一段落し︑促成栽培の

木村さんは兼業で

ご圃場でお話をお聞きしました︒

︵越後姫︶9aを作付けされている木村健次さんにいち

佐々木支店管内で水稲2・8

！
！

で︑うどんこ病は大分少なくなり︑収量・品質ともに向

策にイチゴ苗の温湯消毒を実施しました︒効果は抜群

んこ病が流行り︑収量に影響が出ました︒今年はその対

越後姫栽培にあたり好調の秘訣を伺うと﹁昨年はうど

話いただきました︒

すね︒サイズも2Lが主流となってきています︒﹂とお

から始まり︑前年と比較すると1週間から2週間早いで

しとなりました︒促成栽培に関しては収穫が1月末ごろ

80

木村 健次さん（51歳）
新発田市下興野（佐々木支店）
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り
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今
今月
今月の
の

き

越後姫の
品質・収量向上へ
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■今月の農産物

圃場には沢山の赤い大粒越後姫！

76億6,265万円 ※

購買品供給高

（＋12億9,447万円）
70億2,595万円 ※
（＋6億6,334万円）

486人

職員数

（−1人）

（
）
は前月対比
※平成25年４月からの実績です。
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上しています︒﹂と木村さん︒イチゴ苗の温湯消毒と

（△6億4,289万円）

販売品販売高

50

は︑水稲種もみ消毒用の温湯消毒器を使い︑空中採苗し

5,108億6,196万円

度の湯に3分漬けて︑冷水で1分間冷や

（△3,585万円）

長期共済保有高

たイチゴ苗を

（△10億6,065万円）

す手法で︑手軽で安全な技術として期待されています︒

289億6,383万円

取材の最後に︑今年の目標を伺うと﹁昨年は何だかん

貸出金

だ7月7日まで収穫できました︒今年は6月末までの収

861億4,048万円

穫を目標として頑張ります︒収穫もこれからピークに差

（+1億1,240万円）

貯金

し掛かってきますが︑病害虫も増えてくるので︑しっか

（＋69人）

35億1,417万円

出資金

り防除して収量を確保したいですね︒﹂と意気込みを語

（+10人）

ってくださいました︒

7,464人

農産物データ︿北越後の越後姫﹀

うち准組合員数

収穫期⁝⁝⁝促成栽培は1月中旬から6月末ごろまで

9,728人

生産地⁝⁝⁝北越後管内

（＋79人）

うち正組合員数

年間出荷量⁝186t︵前年実績︶

（平成26年1月末現在）
17,192人

組合員数

総作付面積⁝645a

■JAデータ

生育状況を確認する木村さん

部会⁝⁝⁝⁝北越後農協いちご部会

甘く豊かな香りが特徴の越後姫。わた
したち新潟県民にとっては春の訪れを感
じさせるもののひとつです。『越後姫』
という名前は平成6年に「可憐でみずみず
しい新潟のお姫様のようだ」ということ
から名づけられました。鮮やかな赤と柔
らかい果肉。口にほおばるとジューシー
で、甘い香りが広がります。まさに姫の
名にふさわしいですね。ところで、みな
さんが種だと思われるつぶつぶは果実に
あたり、赤い部分は花托（かたく）と呼ばれ
る部分だそうです。
いちごはおいしいだけでなく、手軽に
ビタミンＣも摂取できますので、おいし
い越後姫をぜひたくさん召し上がってく
ださいね。

地域の話題をお届けしています
topic

3/
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次年度計画を策定、目標達成へ
平成25年度北越後農協ねぎ部会通常総会を開催

北越後農協ねぎ部会は新発田市内にて、平成25年度通
常総会並びに研修会を48名の参加により開催しました。
通常総会では、同部会25年度の決算報告や事業実績な
どの報告があり、次年度の目標販売数量や販売金額、予算
など次年度計画が承認及び決定されました。
同部会の25年度実績は、2月末の段階で、収量456t、販
売金額は1億1457万円となり、次年度では収量550t、1億
3750万円の販売金額を目標に設定しました。
研修会では、㈱ナビックよりやわ肌ねぎ販売対策・重点
病害虫対策と亜リン酸資材の紹介・ハイプロNにおける試
験実証結果について説明がありました。
26年度の『やわ肌ねぎにおける安定栽培・安定出荷』
に向けて、部会での情報共有を密にし、部会員、JA役職員
一丸となって目標達成を目指します。

topic

3/
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ねぎ出荷調製プラント設置
による安全祈願祭を実施
JA北越後青果物集出荷センター

当JA青果物集出荷センター内において、ねぎ
出荷調製プラント設置に伴い、安全祈願祭を総
勢20名が同席し開催しました。
導入に当たっては、関係機関支援のもと県単
事業を活用して、本年の1月6日より工事を着工
し、2月25日に無事工事が終了しました。
導入内容については、根葉切り機3台、皮剥き
機10台、選別機2台からなる共選ラインとなって
います。
事業主体を代表し宮島允組合長より、
「シンプ
ルな構成ですが、今まで以上に安全で効率的な
共選作業が図られ、市場における有利販売に繋
がるよう事業を展開し、部会員の皆様より安心し
てご利用いただければ幸いです。」と挨拶しまし
た。
神事終了後には、導入した機器のデモンストレ
ーションを実施し、根切りから選別までの流れを
参加者全員で確認しました。

機器のデモンストレーションを確認する参加者

挨拶をする小林八寿夫部会長

topic

3/
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JA 北越後稲作部会が
通常総会を開催
JA北越後稲作部会

JA北越後稲作部会は新発田市内にて、部会員・役
職員総勢60名の参加のもと通常総会を開催しまし
た。総会では25年度の事業・収支決算報告、26年度
の事業計画・収支予算、役員改選等について承認され
ました。
役員改選では部会長に宮村正義さんが再任された
ほか、副部会長に中野久平次さんと桜井賢七さん、監
事に五十嵐賢治さんと丸山昇さんが選任され、26年
度は新役員体制のもと部会事業の運営を行います。
宮村正義部会長は「昨年度の一等米比率は全体で
83.3％と良い成績を残すことができました。引き続
き部会員一丸となって高品質米の栽培に取り組んで
いきます。」
と挨拶しました。
総会終了後には小野田化学工業の鈴木昌氏、梅田
俊和氏を招いて『苦土・微量要素の働き』について講
演会を開催しました。肥料成分の特性や、肥料資材の
紹介があり、出席した部会員は、真剣な面持ちで講演
に耳を傾けました。
同部会では、25年度以上の高品質米栽培を目指し
て部会員・職員が力を合わせて取り組んで参ります。

挨拶をする宮村正義部会長
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積極的な活動参加で女性参画活性化を目指す
JA北越後女性部が通常総会を開催

JA北越後女性部は新発田市内にて、JA北越後女性部通常総会を、女性部員、JA役職員総勢113名の参加
により開催しました。総会では、事業計画で地産地消運動の実践・食育の取り組み・エコ活動としてペッ
トボトルのキャップ回収運動を継続していくことや、若い世代の部員育成をめざしてフレッシュミズグ
ループ「さくらフレッシュ」の活動の活性化などを提案、承認されました。
総会終了後は座談会を開催し、管内で開催されている集落座談会の資料を基に、JA常勤役職員から平成
26年度のJA事業計画の説明を受けました。この座談会は、JA常勤役員との懇談会として、女性部員にJA
活動をより理解してもらい、参画意識を高める目的で、総会と同時に開催しています。
菅秀寿女性部長は開会にあたり「女性部はJAや地域の活動に積極的な参加をしてきました。今後も多種
多様な活動に参加し、色々な場面での女性参画を活性化していきましょう。またTPPについては、食に関
する部分ということで私たち女性部員が一番関心のあると
ころなので、家族の食を守るために私たちが意識を高めて
いきましょう。」と挨拶しました。
また総会に出席した宮島允組合長もTPP問題に触れ
「TPPは、私たちの生活に直接関係する問題が多く含まれ
ています。食の安全が脅かされ、社会不安も大きくなると
考えています。JAと女性部は力を発揮して地域に貢献して
いくと同時に、今後は部員間の交流をより深めて、農業を
守り、地域との交流をよりすすめ、地域の力となって女性
部が発展してゆくことを望みます。」と結びました。
挨拶をする菅秀寿女性部長

topic

３/

顧客満足度向上へ全力

10〜12 ホスピタリティ研修を実施

当JAは、課長補佐職以上70名と係長職89名の総勢159
名を対象に、ホスピタリティ研修を営農センターにて3日間
に渡り開催しました。講師にはオフィスらぞ代表の岩崎と
も子氏を招き、ホスピタリティについてサービスとの違い
や、顧客満足度を上げる応対マナー、他業種での好事例を
学び、
「顧客満足度から顧客感動に繋げるには」をテーマ
に、班ごとでグループワークを実施しました。
岩崎とも子講師は「同じ値段で販売しているものを必ず
JAから購入してもらうには、人で選んでもらえるように、人
に付加価値をつけていくことが重要です。」と講義で説明
しました。
ホスピタリティ研修実施にあたり藤倉秀明常務は「この
研修がJA全体に浸透し、職員一人一人がしっかりとした意
識を持って、組合員の皆さまに喜んでもらえるようお願いし
ます。」と挨拶しました。
受講した職員は「ホスピタリティはサービスの先を行く
顧客満足度の最高峰であり、サービスは当たり前の世の中
で、その先に行くことがこれからの時代に必要だと感じまし
た。」と話しました。
ホスピタリティ研修は
顧客満足度向上、またも
う一段 踏み込んだ顧客
感 動に繋 がるように今
後も継続して実施してい
く
く予定です。
講義で説明する岩崎とも子講師
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フレッシュミズグループで
桜餅作りを実施
JA北越後女性部さくらフレッシュ

JA北越後女性部目的別グループのさくらフ
レッシュは、
新発田市内でひな祭りの時期に合わ
せた桜餅作り講習会を開催し、部員11名が参加
しました。
蒸しあがった道明寺粉が温かいうちに餡を包
めるよう、分担して手際よく作業を進めました。
桜餅作りは初めてという参加者も多かったので
すが、
とてもきれいに作ることが出来ました。
参加者は、
「 洋菓子は一人でも作れるけれど、
桜餅のような和菓子はみんなで協力すると作り
やすいので、
またみんなで作ってみたいです。」
と
話しました。
さくらフレッシュはJA北越後女性部の若手中
心組織フレッシュミズとして、部員自ら体験し
たい、挑戦したいことなどを積極的に提案し、現
在17名の部員で
活動しています。
今後の活動では、
和紙のランプ
シェード 作り体
験などを予定し
ています。
参加者みんなで楽しめる桜餅作りとなりました

知っ得集
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親子で作って遊ぼう会。
廃材や自然物を使ってごちそう作り
おいしそうなパフェもできました。

ࣷЭൾϾѓ
Ïॎಔஏ߳ܶৣÐ

松浦保育園は︑目の前に月岡

温泉街が見渡せ︑周りが田んぼ

に囲まれた自然豊かな保育園で

す︒自慢は︑広い園庭とモダン

な木造園舎です︒園庭の真ん中

に樹齢百年はあると思われる欅

の木がそびえ︵子ども達はトト

ロの木と呼んでいます︒︶銀杏︑

２月３日、園庭に突如現れた鬼。
みんなで豆をまいて
やっつけました。
その後、春の訪れと福を運んできて
くれた福の神さま

どんぐり︑桜の木など四季折々

楽しませてくれています︒

名が自然に交流しながら

そんな中︑０歳児から５歳児

まで

遊んでいます︒

園庭の端には︑これまたりっ

ぱな畑があり︑春から秋にかけ

て様々な野菜を栽培し︑収穫す

ると給食の食材に入れてもらっ

たり︑家庭に持ち帰って︑親子

クッキングなどを奨励していま

す︒入園当初は︑野菜が苦手な

子もいつの間にか︑みんな﹁お

いしいー﹂と野菜大好きになっ

てくれます︒

一人ひとりが安心して過ごし︑

友だちと一緒に育ち合える保育

園をめざし︑これからも成長を

保護者の方と一緒に喜び︑共有

しながら見守っていきたいと思

います︒

44

春１番に、保育園の畑でじゃがいもを収穫し
ました。
その後、さつまいも、アスパラ、夏野菜、
大根など保育園の給食にはもちろん、お家
にも持って帰って親子クッキング！どんな
料理に変身したかな？

松浦保育園の自慢は、
何といっても広ーい園庭。
今年は例年に比べて雪は少なかったけど、そりや
雪だるまをつくっておおはしゃぎでした。

収穫したじゃがいもで、クリスマス会には
年長組さんがシチューを作ってごちそうし
てくれました。
みんなで楽しく会食です。
☆型のきゅうり作りに大成功！

７月にはおみこしを作っ
て夏まつり。夕方から親
子 一 緒 で お ま つ りごっ
こ、大盛況でした。
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侑莉奈ちゃん

お父さん 友太さん
お母さん 紀子さん
（聖籠町亀塚）

侑莉奈ちゃんは家族みんなの愛情をたっぷりもらい、
元気いっぱいな女の子です。
毎日大好きなおばあちゃんと一緒にあそんだり、動物
が好きで特に猫が大好きなのでひっかかれてもめげずに
猫を追いかけて遊んでいる活発な女の子です。
春から子供園に通い始める侑莉奈ちゃん、大好きなお
ばあちゃんに手作りカバンを作ってもらい張り切ってい
ます。
ご両親は、これから沢山お友達がふえ、益々元気に侑
莉奈ちゃんが成長してくれる事を願っているそうです。
（聖籠支店）

きめこみパッチワーク
長谷川とし子さん（米子）
長谷川さんは冬期の１月〜３月の週一回、米子公会堂
を借りて60代〜80代の13名できめこみパッチワークを
楽しんでいます。
もともとは、冬の間に気軽におしゃべりできる場所を
求め、始めたのがきっかけだそうです。今では【リハビ
リ教室】と名付け、自家製の漬物などを持ち寄りながら
おしゃべり、ストレス発散のため、みなさんで 一冬に
一品 を目標に自分のペースで楽しく取り組んでいます。
『きれいに作品が出来上がった時にとても達成感が味
わえるし、メンバーと楽しく協力しながら取り組めるこ
とが何より嬉しい』とみなさん常に笑顔で生き生きとし
ていらっしゃいました。
『きめこみパッチワークは、ハサミと目打ちだけで誰でも
簡単にきれいに仕上がるのでおしゃべりが好きな方、ぜひ
一緒に始めてみませんか？』と話してくださいました。
（紫雲寺支店）
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作ってみよう！

家 庭 菜園

Home g

arden

今月の野菜
上手に育て
おいしく食べる10カ条

ズッキーニ

ズッキーニはカボチャの仲間のペポ種の一つで、節間
が短縮されて伸びないので、つるなしカボチャとも呼ば
れています。サマースカッシュという別名もあります。
50年ほど前に導入された当初は、食習慣になじまず
利用が伸びませんでしたが、近年、洋風料理に向いてい
ることが知られるようになり、消費が伸び始め、図のよ
うに果色・果形の異なる新品種も種々出回るようにな
り、人気が急上昇しました。
ズッキーニの性質をよく知り、上手に育て、うまく利
用するポイントの10カ条は次の通りです。
（1）濃緑の長形、キュウリを一回り大きくしたものが代表的な品種ですが、同形の黄色、丸形の緑、黄
色など多彩になりました。早めに種子を手配し、苗を育てましょう。
（2）苗作りは3号ポリ鉢に2粒まき、本葉が開いたころ1本立ちにし、本葉3〜4枚のころ畑に植え出し
ます。
（3）茎は短縮され、葉が大きく株元付近が込み合った状態に育つので、多湿を嫌います。畑は排水の良
い場所を選び、畝は高めに作り、ポリマルチをして育てましょう。
（4）葉が大きく、葉柄は中空で、風に振り回されたり、つるが反転すると折損し、傷口から病原菌が入
りやすいので、図のように短い支柱を株元に交差させて立て、葉
柄をひもで結び付け固定します。
（5）育ちが盛んになってきたら、株元付近の葉を1〜2枚、果実
を2個ほど摘除し、込み合いを防ぎます。
（6）雌花は短縮した茎の各節に付き、開花後の肥大は早いの
で、長形種は長さ20cmほどに、卵形種は直径6〜7cmぐらいに
なったら早めに収穫します。開花後4〜5日で収穫できますのでお
見逃しなく。
（7）開花時、ハウス栽培では早い時期に雄花を探して人工受粉
することが必要ですが、露地栽培では訪花昆虫が活動するので、
放置しておいてもよく実止まりします。
（8）多湿状態の天候が続くときは、果実に花びらを付けておく
と、しおれた後で果実が腐りやすくなるので、花びらは早めに取
り除きます。
（9）代表的な食べ方は、トマトやナスなどと一緒に煮込むラタ
トゥイユ、油で一度炒めてから煮込むとカロテンの吸収も良くな
ります。
（10）簡単なのは輪切りにしてバターで炒めてチーズの付け合わ
せに。ゆでて塩とレモン汁を振ってサラダに。縦に薄く切って帯
状にし、ゆでて軟らかくして、サーモンやトマトなど彩りが良い
材料をまきオードブルに。花の中にチーズや肉を詰めて揚げたり
蒸したりし、イタリア料理風にと用途は大変広がります。
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宗派によって表書きが違うので、
どの形式の葬儀なのかを確認して準備を。

②
右 側 、下 側 の 順 に
角を折る。

弔事の時のふくさの使い方は？
Ｑ．
慶事と逆になるので気をつけて
Ａ．

①
ふくさを 広 げ、不
祝 儀 袋を右 寄り
の中央に置く。

不祝儀袋はどのように選ぶの？
Ｑ．
葬儀の形式に合わせて選びます
Ａ．

④
左 側 の 角 を 折 って、
かぶせて包む。

御霊前
仏 式 、神 式 、キリスト 教 式 の
いずれにも使える。相手の宗
教がわからないときに。

不祝儀袋はそのままバッグや
ポケットに入れて持ち運ばない
ように︒紫やグレーといった地
味な色のふくさや小さな風呂敷
に包んで持って行きましょう︒
ふくさの包み方は慶事と逆にな
るので気をつけます︒

③
上側の角を
折ってかぶせる。

御榊料／玉串料／御神饌料
神 式 で 使 用 。霊 祭（ 法 事 ）
のときは「御神前」も。

仏式では黒白か銀一色︑神式
では黒白︑白一色︑銀一色の結
びきりの水引がかかったものを
使います︒
結びきりには不幸が重ならない
ようにという意味︒御霊前は通
夜︑告別式の時に各宗教で共通
して使えます︒

御香典／御香料
仏教のほとんどの宗派で通
夜や 葬 儀で使う。浄土 真 宗
は「御仏前」を。

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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J A 北 越 後 農 産 物 直 売 所 旬 の お 知 らせ
爽やかな春の雰囲 気を感じさせる彩りも鮮やかなレシピを紹介します。

パンナコッタ

〜いちごでさくらの飾り切り添え〜

〈材料〉
ココット６皿分
生クリーム

400 ㎖

牛乳

100 ㎖

砂糖

50g

粉ゼラチン

６g

バニラエッセンス

少々

越後姫

６粒

作り方
す。
①粉ゼラチンを大さじ 1.5 の水に浸す。
汁を鍋に入れ、沸とうさせる。
②生クリーム・牛乳・砂糖・レモン汁を鍋に入れ、沸とうさせる。
③沸とうしたら火を止め、ゼラチン・バニラエッセンスを加える。
④ココット皿に移し、冷蔵庫で冷やす。
※いちごの飾り切りの作り方
①いちごのへたを取り、中心に向かって切り込みを入れて桜の
花びらの先端を作る。
もよりますが５枚位に。
②いちごをスライスし花びらを作ります。いちごの大きさにもよりますが５枚位に。
小さいいちごは４つに切りいちごの個数を増やします。
③サクラの形に並べて出来上がり。
みなさ〜ん、長い冬が終わって待望の春がやってきましたよ〜！
よ〜！
４月は「越後姫」の甘味が最高にのってくる時季です。
に
農作業が本格化してお忙しい方も多いと思いますが、たまに
し
はこんなスウィーツを手作りして、思い切りデザートを楽し
り
んでみるのはいかがでしょうか？新年度も北越後の旬を取り
そろえて皆様のお越しをお待ちしていま〜す！
︿有料広告﹀
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Readers' Voice

三月は（孫の誕生日、高校合格、私の一
足早い古稀祝と）ちっちゃい孫から大学生
の孫と総勢十五名の小団体？ゆっくり温泉
に入り楽しい一泊旅行が出来ました。少し
でも可愛い孫と一緒に居る時間が欲しい
と、よくばっています。これからも健康に
気をつけ、パズルでボケ防止して、ミニ農
園も楽しんで…。
（新発田市 Ｈ・Ｈ）

私は花粉症ではないのであまりつらさな
どわかりませんが、目がかゆくなったりし
た時など気をつけたいと思っています。
（新発田市 Ｍ・Ｆ）
そろそろ農作業も始まる頃ですが、この雪
です。天候の不順で作業も慎重にやろうと思

毎年この時季になると鼻づまりと臭いが
感じなくなり美味しい物も半減します。花
粉の飛散が一日も早くなくなるといいなあ
と思っています。
（新発田市 Ｋ・Ｋ）
三月に入って雪が降り、何時になったら
春がと思っていたら我が家にも春の知らせ
の福寿草が咲きました。今年もミニ菜園で
頑張るぞう。
（新発田市 Ｓ・Ｓ）
我が時代には「花粉症」なんて無かった
ようだ。今思えば早春の花吹雪だった四半
世紀後はトップニュースとなり対策は厚労
相からだ。時代は変わった。
（新発田市 Ｙ・Ｍ）
今年は今まで何もなかったのにこの頃く
しゃみ出で困っています。花粉症かななん
て思う今日この頃です。きたえちご大好き
です。畑の事出ていました。勉強になりま
す。楽しみです。
（新発田市 Ｉ・Ｋ）

平野歩夢クン凱旋パレードを見て、益々
ファンになりました。パレードで見せてく
れたあの笑顔、とってもいい笑顔でした。
（新発田市 Ｎ・Ｙ）
退職３年目に入ります。旅行や本業以外
にやりたかったミニ就労等々、ギッシリの
スケジュールを楽しみながら過ごしまし
た。３年目は今までの長い人生を振り返る
悟りの旅とダイエットを目標にしていま
す。
（新発田市 Ｙ・Ｙ）
４月と言えば、春爛漫、行楽シーズン到
来。でも今の時季になると嫌な花粉症に悩
まされますね。何か良い手立てはないもの
かと農家では、春一番、農作業の始まりで
す。今冬雪も少なく、天候不順の予報も耳
にしますが、気になりますね。農業情勢も
良くない中、でも頑張るしかありません
ね。良くなる事を願いつつ…
（新発田市 Ｓ・Ｓ）

5月号のテーマ
「広報でこんな記事を
読みたい！」です。
※テーマ以外にも応募お待ちしています。

先月号の答え

ソツギョウ

1
2
3
4
6
8
9
10
11
14
16

モグラは上手に掘ります
北島康介選手が得意とする種目
家具の高さ、──、奥行きを測った
今は平成、一つ前は昭和
浪曲の伴奏に使われる楽器
百獣の──、ライオン
持ち歩いたり身に付けたりしているもののこと
急須に付く汚れの一つ
クルミがよく似合う小動物
日の出前の空に輝く──の明星
丁寧ではありません

＜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

小松

美隆さんの作品

〈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。

ささいなことでクヨクヨしやすいみた
い︒
一人の時間を満喫してリフレッシュ
を︒
神社参拝も開運のきっかけに

ヨ
コ
の
カ
ギ

ピータンはこの鳥の卵を使って作ります
芦ノ湖や大涌谷で知られる観光地
和歌山や三重と隣接する県
ゴルフ場の緑のじゅうたんの正体
店子（たなこ）にとっては親も同然？
授業中は慎んで、お静かに
砂糖・塩・しょうゆ・みそなど
メェメェと鳴く動物
怖い目に遭ったときに凍り付きます
大福餅の中身
ももとすねの間
洋装の花嫁が参列者に投げます
ズボンのこと カーゴ──

積 極 性 がつきを 呼ぶ期 間です ︒やりた
かったことにチャレンジを︒
お花見など
のアウトドアレジャーもお勧め

タ
テ
の
カ
ギ

1
3
5
6
7
9
10
12
13
14
15
17
18

頑固になりがち︒周囲のアドバイスには
素 直 に 耳 を 傾 けてみて ︒伝 統 芸 能 を 鑑
賞することで良い気晴らしに

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

産地直送

知 的 好 奇 心 が旺 盛になる時 期 ︒興 味 を
引かれる分野についてとことん調べて︒
共通の目標を持つ人との交流も吉

今年は雪がほんとに少なかったので、花
粉は早くからとびまわり元気に活動して
…。人間はだんだん元気がなくなってしま
います。今のうち薬、マスク、ティッシュ
などなど５％のうちに買っておく母ちゃん
です。ちなみに、今年はちょっとはやいけ
ど、ホワイトデーはビールつきでした。
（新発田市 Ａ・Ｓ）

一言、この冬、暖かみのある竹トンボを
200本ほど作り、子供達に差し上げて、喜ん
でもらっております。小生は少年の頃から小
鳥カゴやスキー竹、横笛、鳥さし棒、竹馬な
ど竹細工が好きで、作って遊んでおりまし
た。今の年齢になりボケ防止のためゲート
ボールと竹細工で楽しんでおります。
（新発田市 Ｉ・Ｋ）

５年ぶりに友人と会う事になり、数ヶ月
前から心機一転ダイエットに夢中になって
います。体が少し軽くなった様に感じま
す。
（新発田市 Ｗ・Ｍ）

冷静に考え︑行動できます︒持ち前の粘
り 強 さを 発 揮 して ︒趣 味 や 特 技 に 励 む
と︑手応えを感じられそう

キャベツの芯でお手軽キッチン菜園をし
てみました。そしたら、何と、何と緑色の
かわいい葉が次から次へとでてきて、びっ
くり。その葉を摘んで温野菜の彩りにして
います。緑が本当にきれいですよ。
プランターにはサニーレタスのこぼれ種
が芽をだしてきました。夜には、大きなポ
リ袋でおおい、大事に大事に育てていま
す。毎日、見るのが楽しみです。
（新発田市 Ｉ・Ｃ）

４月はいよいよ新年度の始まりの月。学
校、職場でそれぞれ、入学や異動の時期で
す。消費税も上がり、かなり険しい年度に
なると思われますが、心機一転し、新たな
旅立ちの一歩をふみ出しましょう。
（新発田市 Ｕ・Ｍ）

私には孫が四人います。その二人が今
春、大学生と中学生になります。時の流れ
の早いことを実感し、「ゆめ」にむかって
大きく成長して欲しいとねがっているババ
です。あやちゃん、いぶちゃん応援してい
るよー。
（新発田市 Ｎ・Ｓ）

新 しいことをスタートさせるチャンス
です︒自分の可能性を試してみて︒飲み
会などのプランを立てるのも幸運

読者の声

今月のテーマ
花粉症または心機一転したこと

ってます。越冬作物は小雪でも良いようです
が、此後の天候次第でどうなるものやら心配
です。
（新発田市 Ｏ・Ｓ）

■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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気まぐれになり︑気分がコロコロ変わり
そう︒あれもこれも⁝⁝と手を出さず︑
一つのことに集中すると◎

15分

ウド巻き焼き肉

（1人分

2014.4

262kcal）

＜材料＞（２人分）
ウド……………………………………………………100g
長ネギ…………………………………………………10cm
牛もも肉（焼き肉用）………………………………200g

神 経 質 になりやすい 月 ︒細 部 を 気 にし
過 ぎ ず ︑お お ら か に 構 え て ︒部 屋 に ブ
ルー系の花を飾ると︑開運の呼び水に

ニンニク（すりおろし）……………………………1 片
Ａ

しょうゆ…………………………………………大さじ 1
酒………………………………………………大さじ 1/2
砂糖………………………………………………小さじ 1
サラダ油……………………………………………小さじ 1

〈たれ〉
コチュジャン………………………………………小さじ 1
しょうゆ…………………………………………小さじ 1/2

＜作り方＞
楽 しいこと が 目 白 押 し ︒気の 合 う 友 人
とワイワイはしゃいでみて︒人気リゾー
トへの旅行も驚きがいっぱいです

撮影：大井一範

（１）ボウルにAの材料を混ぜ、牛肉を漬けて約5分置きます。
（２）ウドは5cm長さに切り、皮を厚めにむいて、3〜4mm角の棒状
に切ります。酢水（水カップ1に酢小さじ1※材料外）にさらし
ます。
（３）ネギは5cm長さの細切りにします。
（４）フライパンに油を熱し、
肉の両面を強火で焼きます。
（５）ウドの水気をよく切り、
ネギと一緒に肉で巻きます。
（６）たれの材料を合わせ、肉に添えます。

イライラしや す く ︑周 囲 ともめる 傾 向
大 ︒悪いと 思ったら ︑意 地 を 張 ら ず ︑自
分から謝って︒
入浴で気分転換を

ウド

しゃきしゃきとした食感が特徴です

コミュニケーション運が上昇し︑人との
付 き 合いが 楽 しく なる 気 配 ︒出 会いに
も恵まれそう︒
ドライブにもつき

ウドは、春の訪れを告げる野菜で、古
くから山菜の一つとして親しまれてきま
した。ほのかな甘味と苦味、しゃきしゃ
きとした食感が味わえます。
江戸時代から栽培され、地下の室（む
ろ）で光を当てずに白く育てる「軟化ウ
ド」と、日光に当てて軟白せずに、緑色
に育てた露地物の「山ウド（緑化ウ
ド）」があります。主に出回っているの
は、「軟化ウド」です。
ウドの成分は94％が水分ですが、血
圧を正常に保つ働きのあるカリウムが含
まれています。

新発田のレシピ！

プライベートを充実させたい期間︒習い
事 や 好 きなことに 力 を 注いで ︒発 想 力
アップにはクラシック音楽が有効
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生のまま、またはさっとゆでて、あえ
物や酢の物、サラダにすると、香りと歯
触りが楽しめます。その他、天ぷら、煮
物、炒め物、汁物の実にもします。
料理するときは、皮には産毛があり、
繊維が堅く、あくが強いので、皮を厚く
むくのがポイント。また、空気に触れる
と茶色くなるので、水にさらします。含
め煮やあえ物など、白く仕上げる料理の
場合は、皮をむいて、切ったらすぐに酢
水に5〜6分漬けましょう。
ウドはほとんど捨てる部分がなく、穂
先、茎、皮と全て使えます。堅い茎やむ

いた皮は、細く切ってあく抜きをし、き
んぴらにすると、無駄なくおいしく食べ
られます。
選ぶときは、太くて締まっているも
の、先までピンとしていて、全体に産毛
がしっかりしているものを。保存すると
きは、光に当てると硬くなるので、新聞
紙に包んで、涼しい所に置きましょう。
切ったものは切り口をラップで包み、ポ
リ袋に入れ、野菜室に入れます。

みずの油炒め ࠪࡖࠠࠪࡖࠠߒߚᱤߏߚ߃

●材料（4人分）

みず菜（塩漬け）…600g
薄揚げ………………2 枚
にんじん……………50g
油……………………大さじ 2
しょう油…………大さじ 2
Ａ
砂糖………………大さじ 1
ごま油………………少々
白ごま………………少々

●作り方

① 塩抜きしたみず菜は４cmに切る。
薄揚げは熱湯で油抜きにして千切り、
にんじんも４cmの千切りにする。
② フライパンに油を熱し、①を入れて炒め、
Ａを加えてさらに炒め、火を止める前に
ごま油を少し入れる。
③ 器に盛り付け白ごまをふる。

＜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

旬の田舎弁当
次回 ４月24日
有機の里交流センターで開催

߈ߚ߃ߜߏ
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『そして今年も逝く』「令女界」口絵

『慰問袋』「少女倶楽部」口絵

1937（昭和12）年12月号

1939（昭和14）年8月号

ろこうきょう

中国で盧溝橋事件が起きた年、自画伝を雑誌
「令女界」に連載中だった虹児は、12月号に
はその最終章に加え、巻頭口絵『そして今年
も逝く』を描いている。１年間の連載を無事
に終えての自身の感慨であったろう。
クリスマスの贈り物を抱え外車を背に立つ洋
装のヒロイン。 贅沢ハ敵ダ と声高に叫ば
れる時代が近づいていた。読者に夢を贈るの
が抒情画家の仕事――と自覚する虹児だが、
しかし情報局から睨まれないように、一見豪
奢に見えるこの絵に施した工夫の数々が興味
ぶかい。夜空に探照灯が走る、百貨店の垂れ
幕には「祈武運長久」、驚くのはハンドバッ
クの飛行機！ 民間航空機のない時代ゆえ、

編集後記
今月も沢 山のお 便り有難うございま
す。さて心機一転の月、4月でございます
が、当 JAでも人事 異 動が 発 令されまし
た。内容につきましては別紙を御一読願
います。
（M）は引き続き広報担当になり
ましたので、今年度も引き続きよろしくお
願いします。
今月号より表紙と輝らりについて、連
動した掲載にさせていただきました。今
年度は生産者の皆さま、北越後の農畜産
物によりスポットを当てた記事を企画中
ですので、もう少々お待ち下さい。
来月号のテーマは「広報でこんな記事
が読みたい」ということで読者の皆さま
からご意見を頂戴できればと考えており
ます。広報誌を通じて対話ができるよう
な企画も思案中です。
（M）

空軍の重爆撃機なのだ。さらに、ロールス・
ロイスのヘッドを飾る彫像は、ギリシャ彫刻
の勝利の女神・二ケを模したものであると。
なるほど、「銃後の護り」を描いたと弁解で
きる工夫を何重にも施していたのだ。
人気作家や画家たちは陸、海、空軍のいずれ
かに属して戦意高揚の宣伝に駆り出された
が、虹児は大日本航空美術展に『天兵神助』
を出品するなど、空軍派の一人であった。
郵政博物館で開催中の「少女たちの憧れ〜虹
児展」では、戦地の兵隊さんに慰問袋を送っ
た世代の方々も熱心にご覧になっている。
（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
■ 2月臨時理事会

開催日 平成26年2月25日

協議事項
（１）農産物直売所について
集落座談会対応、役員の減俸処分等について決定
■ 2月定例理事会

開催日 平成26年2月28日

協議事項

報告事項

（１）不良債権の処理方針について
原案通り決定
（２）諸規程等の制定および一部変更について
定款の一部変更等について、総代会に提案
する内容を原案通り決定
（３）㈱ライフサポート北越後の役員の選任につ
いて
常勤取締役と監査役の選任を原案通り決定
（４）㈱あぐりサポート北越後の設立について
役員候補者の選任、定款等を原案通り決定
（５）役員報酬審議委員会委員の変更について
青壮年部役員改選に伴う委員の変更を原案
通り決定

（１）１月末仮決算事業実績について
（２）決算見込み損益総括表について
（３）内部統制チェックリスト（平成25年12月
末基準）の実施結果について
（４）１月分苦情・相談等受付状況について
（５）平成26年度ほっとコーナーの休日営業に
ついて
（６）㈱ライフサポート北越後全農准会員加入
について

