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輝らり

年末出荷に向けたユリ、生育順調
JAの職場！ 徹底解剖
≪家庭菜園≫ ナガイモの上手な掘り方、蓄え方

農業でキラリと輝く人や農畜産物に焦点をあててご紹介します

熊倉

誠 さん（56歳）

10

48

１２

五十公野金谷地区でユリを約 ａ育てる熊倉誠さんはハ
ウス 棟のユリと水稲
の複合経営をされています︒ユ
リは６月から８月にかけて 種︑９月から 月にかけて４
種栽培します︒取材をした日は︑つぼみをつけたハウス一
面のユリが年末の出荷を待っていました︒
熊倉さんはユリの栽培を始めて 年になるそうです︒球
根は海外に発注しますが︑植付よりもかなり早い時期に頼
むため︑どの品種がその年の気候に合い高い値がつくのか
読めず︑為替相場の影響も受けることもあって︑ある種の
賭 け の よ う だ と お っ し ゃ い ま す︒﹁１ 年 に ２ 度 作 る か ら︑
年で 回作っていることになるが︑大ベテランの域には
まだまだ︒これまで野菜や他の花も作ってみたが今はユリ
に 代 わ る も の は な い か ら︒﹂と 話 さ れ ま す︒花 は 気 温 等 の
環境の変化がストレスになります︒以前ハウスの暖房器具
が 故 障 し︑た っ た 一 日 で ユ リ が 全 て 駄 目 に な っ た こ と も
あって︑ハウスの温度管理は気が抜けないそうです︒現在︑
熊倉さんのハウスはビニールが２枚張られ温度を保つ工夫
がされていました︒球根の植付作業をはじめ︑作業は全て
手作業で︑全盛期には朝の４時から１︐６００本ほどのユ
リを奥様と２人で切り取り選別します︒夏場の作業はとて
も過酷だそうです︒
一年で５５︐０００本育てる中で︑秀品と言われるもの
はたった１割︒球根の状態や天候等により思い通りにでき
ず秀品の確率が少ないからこそ︑選別時にいいものがある

年末出荷に向けたユリ︑
生育順調

り
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■今月の農産物

枝葉と花のバランスが重要

（＋36人）

33億3,771万円

出資金

（＋31万円）

貯金

865億7,484万円

貸出金

294億2,050万円

（＋4億1,530万円）
（△3億223万円）

長期共済保有高

5,004億4,162万円

販売品販売高

（△17億9,643万円）
38億7,362万円 ※

購買品供給高

19億3,610万円 ※

（＋5億3,729万円）
（＋4億4,216万円）

416人

職員数

（△3人）

（
）
は前月対比
※平成26年４月からの実績です。
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ととても嬉しいそうです︒今後の目標について伺うと︑し
ばらく考えた後に﹁良いものを作って無事に終わればい
い︒そして来年も続けていければ︒﹂と話されました︒着
実なユリの栽培に取り組む真摯な姿勢が伺えました︒
＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
花を贈られると嬉しいものですね︒花にまつわる記念日
があるのはご存じでしょうか？
○1 月 日 は﹁愛 妻 の 日﹂ 奥 様 へ の 日 頃 の 感 謝 の 気 持 ち
を花に託してみてはいかがでしょうか︒花束で贈った側
も贈られた側も︑にっこり♪
○2 月 日﹁フ ラ ワ ー バ レ ン タ イ ン﹂女 性 か ら 男 性 へ チ ョ
コレートを渡す日として知られていますが︑欧米では男
女がお互いに愛や感謝を伝えるのだそうです︒みなさん︑
花を選んで贈ってみませんか？

（△2人）

農産物データ︿北越後のユリ﹀

7,935人

▲

うち准組合員数

11

６月中旬〜８月上旬
９月上旬〜 月下旬

9,497人

名

（+34人）

うち正組合員数

主な収穫時期

（平成26年9月末現在）
17,432人

組合員数

栽培面積⁝⁝⁝⁝⁝約

■JAデータ

だんだんと色付くつぼみ

ユリ専門部会⁝⁝⁝

ユリそのものの品種は100種以上あ
ると言われ、純白で大輪の花を咲かせ
るカサブランカが良く知られています
が、
ユリの品種の一つです。
甘い香りが漂うユリの花ですが、香り
が強いため、飾る場所が選ばれることも
ありました。近年は品種改良も進み、香
りが比較的薄いものや香りの性質の異
なるものも出てきているそうです。
「立てば芍薬、座れば牡丹、歩く姿は
百合の花」
と、美しい女性の姿を例えた
言い回しにも使われていることはよく
知られています。年末年始に華やかな
空間を創る際に欠かせない花の一つで
もありますね。

14

31

topic
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農業・農協改革に関する
組合員説明会を開催

当JAは、聖籠町町民会館にて、国から示され
た「農林水産業・地域の活力創造プラン」と農協
改革についての組合員説明会を3回に分けて開催
し、組合員174人が出席しました。
この説明会では、昨年から農業・農協のあり方
について検討を重ねてきた政府の規制改革会議・
農業ワーキンググループが6月13日に規制改革会
議2次答申を発表し、同24日に閣議決定がなさ
れ、次期通常国会にて関連法案が提出される運び
となったことから、現時点での情勢の整理と、農
協改革に関する概要、今後のスケジュールについ
てJA執行部より説明がありました。
「農林水産業・地域の活力創造プラン」につい 農業・農協改革について詳細を説明する笹川髙市営農経済担当常務
ては、プランが発案された背景と、政界ならびに
財界の動きを時系列で解説しました。農業の構造改革として産業政策では、農地中間管理機構の制度化、
経営所得安定対策の見直し、水田フル活用とコメ政策の見直しについて、地域政策では、日本型直接支払
制度の創設について説明しました。
次に、農協改革については、政府の規制改革実施計画で示された農協改革の概要としてJAの非営利規定
の見直し、連合会の組織形態の変更、全農の株式会社化、中央会制度の新たな制度への移行などの11項目
を説明し、当JAでは、農協改革と並行して事業刷新を検討していることを説明しました。
当JAでは、国の農協法改正にかかる大綱の決定後、政府・与党・JAグループによる法改正に向けた法案
骨子が取りまとめられた段階で、組合員へ説明を実施する予定です。

10/

新米の北越後産コシヒカリ5kg約35,000袋が首都圏へ

22

城南信用金庫懸賞付定期預金抽選会

topic

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、賞品の
北越後産コシヒカリ5kg袋、数にして約35,000
本が当選者に発送されました。
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40回目を数え
ます。
今回で40回目を迎えた城南信用金庫懸賞付定期
預金抽選会「スーパードリーム」は、懸賞付定期
預金取扱いから20年となる節目の抽選会となり、
約150名の招待客のもと実施されました。抽選前
抽選前に挨拶をする石山正博組合長
には、預金2兆円達成セレモニーが開催され、預
金者に各協賛企業より豪華賞品が贈られました。協賛企業を代表してJA北越後の石山正博組合長は「城
南信用金庫のお客様に対する姿勢に改めて感銘を受けました。約20年のお付き合いをさせてもらってい
るJAとして光栄に思います。今後とも首都圏の皆さまに北越後産コシヒカリを味わっていただきたいで
す。」と祝辞を述べました。
抽選会では当JAの特産品である新米の北越後産コシヒカリやあやめみそ、ジャムをブースにて展示
し、会場に設置する稲ハサは来場者の毎年の楽しみとして定着、抽選会場の風物詩となっています。
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強盗事件と振り込め詐欺を想定した防犯訓練を実施

10

JA北越後菅谷支店

topic

JA北越後菅谷支店において、新発田警察署、日本防
災通信協会の協力を得て防犯訓練を行い、来客の安全
確保と、職員の防犯対応の役割を確認しました。
強盗事件を想定した防犯訓練では、新発田警察署員
が犯人役と人質役を務め、拳銃で脅しながら現金を要
求し、奪って逃走するという想定で行われました。そ
の後には振り込め詐欺を想定した訓練を行い、同警察
署職員が来客役を担当し、同支店窓口担当職員が対応
しました。
強盗事件を想定した訓練では強盗が逃走するまでの
時間を引き延ばすことや被害者保護、身なりや特徴を
強盗事件を想定した防犯訓練の様子
確認し、振り込め詐欺を想定した訓練ではチェックリス
トをもとに粘り強く振込みについて確認を行いました。
訓練後に日本防災通信協会の小出睦生支部長は「防犯訓練は想定した内容ですが、実際の持ち場で動いて
みて繰り返し訓練することが大切になります。店舗にある非常ボタンがすべて押されていたのはよかったで
す。犯罪の未然防止は、お客様への声掛けと施設の整理整頓が重要になります。今日経験した訓練を忘れず
に業務にあたってほしいです。」と講評しました。また当JAの加藤定男副組合長は「万が一のときに備え、
防犯意識を日頃から高めてほしい。」と職員に呼びかけました。

地元中学生がJAで実際の
29・30 業務を体験
topic

topic

10/

10/

JA北越後職場体験学習

新発田市立猿橋中学校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。
職場体験学習では、職場で直接働くことの意義や
心構えを学び進路学習に具体性を与え、今後の進路
選択に生かすことが目的です。
実際の仕事を体験した班長の同学校2年の小林右
季さんは「米の荷造りでは70個の米を梱包し、ねぎの
皮むき仕事では、ねぎ100本分の皮むきと梱包、シー
ル貼りと運搬業務を体験しました。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。職場体験学習
を通して、積極的に動けたこととあいさつをしっかりす
ることができて良かったです。」と話しました。生徒
を引率した同JA人事課の佐藤高志係長は「疑問なこ
とに 対して積 極 的
に 質 問し 、各 業 務
の理 解を深めてい
ました。今後も勉学
に 励 み 、立 派 な社
会人になってほしい
です。」と感想を述
べました。
新米を梱包する業務を体験

5 ߈ߚ߃ߜߏ 2014年12月号
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今こそ農村女性の知恵を活かす
JA北越後女性部が農村女性 知恵のわ
フォーラムに参加

新発田地域農業振興協議会、聖籠町、新潟県新発田
地域振興局農業振興部が主催の農村女性 知恵のわ
フォーラムが聖籠町文化会館で開催され、管内農業
者、北蒲原農村地域生活アドバイザー、JA北越後女性
部員など約100名が参加しました。
テーマは、近年農業生産物や地域資源を活かした農
業・農村の6次産業化が進められている中で、農村女
性ならではの知恵を活かした新たな発想で地域資源を
活用する方法を検討し、今後の経営改善や地域の活性
化につなげようというものです。
フォーラムでは、農林水産省の「観光農業」のカ
リスマに選定された工藤順一講師による「発想の転
換で未来を切り開く〜農村は宝の山〜」を演題に講
演が実施され、参加者からは「農業を営む私たちは
農産物しか、お金にならないと思っていましたが、
講師の方の話を聞いて、地域をよく見て、発掘し発
想する事、常に前
向きに考えること
が大事だと感じま
した。これからの
農業と生活に心掛
けていきたいで
す。」と感想を述
べました。
講演をする工藤順一講師

topic

11/
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多くの来場者が秋の味覚に舌鼓
農産物直売所で収穫感謝祭を開催

JA北越後農産物直売所は、農産物直売所店舗とJA営
農センター駐車場を会場に収穫感謝祭を開催し、約600
人が来場しました。
駐車場を会場としたイベントでは、餅まきや餅つきを
開催し、テントでは生産者手作りの試食品コーナーを設
け、生産者が対面で試食品の説明をしながら提供しまし
た。また、直売所の野菜で根菜ごま汁の振舞いや、ラッ
プに載せられたご飯を生産者手作りの味噌などを入れて
来場者自ら握って食べる新米コシヒカリのおにぎり体験
の催しも実施され、来場者からは「野菜だけで汁にこれ
だけ味が出るのは野菜が美味しい証拠。新米のおにぎり
餅まきには多くの来場者が詰めかけた
も美味しかったです。」と好評で早々に品切れとなりま
した。また、生産者は「お客様と会話できて楽しい１日
でした。このような機会は貴重で参考になることも多いので、またイベントを開催してほしいです。」と感想
を述べました。
収穫感謝祭は、農産物直売所のお客様へ感謝の気持ちを伝えたいと今年初めて企画しました。当日は天候に
恵まれ、店内ではコシヒカリの新米やこれからの時期に喜ばれるシクラメンの鉢物などを特価で販売し、売れ
行き好評でした。
topic

11/
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養液栽培の手法を学ぶ
インショップ協議会視察研修を実施

地元スーパーのインショップ出荷者で構成される
JA北越後インショップ協議会では、今年度で5回目
の視察研修が開催され、会員22名が参加しました。
この研修では、養液栽培の視察を目的に、視察
先を群馬県伊勢崎市のカネコ種苗株式会社波志江
研究所に決定しました。研修当日には、カネコ種
苗株式会社開発部の安藤司課長代理から養液栽培
の長所、種類や資材、注意点などの説明を受け、
参加者からは肥料の濃度や経費など質問が積極的
に出されました。
説明の後は施設内のハウスを巡回し、カネコ種苗
株式会社が現在取り組んでいるレタスやみょうが、
トマトの生育状況を確認し、栽培方法などについて
質疑応答がなされました。実際に養液栽培に取り組
んでいる会員は「取組みを視察して、コストを下げ
るために自分でもさらなる工夫が必要ですね。」と
話していました。
養液栽培は、植物の生長に必要な養水分を、液肥
として与える栽培で、培地を用いない水耕栽培、噴
霧耕と、培地を用
いた固形培地耕な
どの手法があり、
露地栽培にはない
収穫期間の長さや
圃場管理の視点か
ら注目されていま
す。

安藤司課長代理の説明に耳を傾ける参加者

topic

11/

10

JA北越後
26年産大豆検査始まる

JA北越後島潟低温倉庫にて26年産大豆の初検査が
実施されました。検査での品質は良く、収量も昨年を
上回る数字が予想されることから、大豆の作柄は全体
を通して昨年より期待できる状況となりました。内容
については、3等ならびに合格以上の等級が出され、
規格外はありませんでした。
北越後管内での大豆作付面積は約330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、今年度産の目標集荷数量は530tを設定
しました。（前年集荷数量約500t）
大豆生育状況については平年並みで、夏場に発生し
た台風の影響が懸念されたものの被害は最小限に収ま
り、生育も順調に推移したことから、早いところで10
月9日から収穫作業が始まりました。また、収穫作業
では品質向上のため、生産者には適期刈取りを周知し
ました。
継続される対策として、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、大豆の品質向
上のために適期刈
取りを徹底し、栽
培面積ならびに生
産者数の拡大を目
指します。

検査を担当するJA職員
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摘心栽培指導会を実施

13

JA北越後オータムポエム部会

topic

JA北越後オータムポエム部会は、摘心栽培指導会を
11月4日、5日、12日、13日の4日間で、部会員、普
及指導センター、JA職員総勢41名の出席により各支
店管内で開催しました。
今年度のオータムポエムの作柄は、播種後の害虫被
害が少しあったものの、全体的には順調に生育してい
ます。部会では今後、12月6日に出荷目合せ会議を開
催して、有利販売に繋がるように取り組みます。
JA北越後オータムポエム部会の渋谷宏幸部会長は
「オータムポエムの摘心は、収穫に向けての非常に重
要な作業です。今年度の生育は少し早めに推移してい
現地巡回で各圃場の状態を確認する参加者
るので、現場の確認をしながら有意義な指導会にしま
しょう。」と挨拶しました。指導会では、新発田普及センターの前川稚香子さんより摘心管理の方法から実
施時期について詳細な説明があり、参加者はそれぞれ真剣に耳を傾けました。
現地巡回指導では、摘心栽培指導会に参加した生産者のハウスを巡回し、現在の生育状況の確認や今後の
管理について指導がありました。各圃場について、播種時期の違いによる生育差がありますが、それぞれの
生育は順調に推移しており、参加者はそれぞれの圃場を確認できる貴重な機会となりました。
JA北越後オータムポエム部会は、今年度作付面積350ａ、収量24,000㎏、販売金額20,000千円を目標
としています。

topic

10/

25

「春よ来い」管内の特産物
で支店活性化へ
紫雲寺支店でチューリップ球根植え

当JA紫雲寺支店では、支店管内の特産である
チューリップ球根を、支店前の花壇に長さ80mに
渡って9品種で計3,200球根植え付けを行いまし
た。
この取組みは支店活性化対策の一環として支店
美化・産地PR・職員間の親睦を目的として実施さ
れ、支店職員が休日を利用し総出で植え付けを行
いました。当日は晴天の中、初めてにしては手際
良く、和気あいあいの雰囲気の中で終了しました。
残念ながら開花は来春となりますが、職員や通
りかかった組合員さんからは早くも「来春が楽し
みだね」や「咲く時期は見事な光景だろうね」な
ど春を心待ちにする声が多く聞かれました。

球根を植える支店職員
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topic
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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

月岡温泉ホテル泉慶において、第8回年金友の会・
かがやきの会 加治支部合同公演会が開催され、総勢
104名の参加をいただきました。
昨年好評を博した地元歌手による歌謡ショーを今
年も実施し、2名の歌手がそれぞれ自慢の歌を披露し
て、ショーの中盤ではトークショーもあり、会員一
同で歌と笑いに大いに盛り上がり、あっという間の
歌謡ショーとなりました。
地元歌手の方々にも懇親会に参加いただき、今度
は会員の皆様方が自慢の歌を披露し、大いに盛り上
がり楽しい一日を過ごしていただきました。参加者
大勢の皆様から「来年も楽しみにしています。」と
の声をいただきました。

歌と笑いに大いに盛り上がりました！

topic

11/
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北越後産ヤマノイモ収穫完了、出荷へ
北越後農協ヤマノイモ部会

JA北越後の米倉地区名物のヤマノイモが収穫
完了しました。同地区にある集荷場にて選別・
出荷作業が短期決戦で行われ、各サイズに分け
られたヤマノイモが箱詰めされて出荷されます。
北越後農協ヤマノイモ部会の渡辺芳輝さん
は、14aの圃場でヤマノイモを栽培し、自ら収
穫したコンテナ52箱分（約1t）のヤマノイモの
選別・出荷作業に励みます。「今年度産は、大
きなイモが多いです。サイズの中心になるのは
2Lと3Lですが、4Lや5Lも見られます。価格は
その年により変動し、最近は大き目のサイズが
高く取引されています。品質も良いので楽しみ
ですね。」と渡辺さんは笑顔で話しました。
北越後農協ヤマノイモ部会は、設立されて31
それぞれのサイズに選別されるヤマノイモ
年目となる歴史のある部会で、部会員11名、総
作付面積が88.3a、今年度500万円の販売を見込みます。部会長の津村岳志さんは「今年度部会では、有機質
肥料に拘り、土づくりに力を入れた結果、形状もきれいでサイズも大きく、収量も前年より多いヤマノイモが
収穫できました。現在大阪の大果大阪青果を中心に出荷され、市場からはもっと沢山出荷してくれと要望され
ています。規模拡大を目指し、部会員を募集しているので、ヤマノイモに興味がある農家は気軽に声を掛けて
ください。」と意気込みを語りました。

topic

10/
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JA北越後が優秀安全運転
事業所表彰で銅賞
平成26年優秀安全運転事業所表彰を受賞

JA北越後は、自動車
安全運転センターが実施
する優秀安全運転事業所
表彰にて銅賞を受賞しま
した。この賞の受賞は今
回が初。表彰基準は、交
通事故・違反ゼロの職場
作りのため、運転記録証
明書を一括申請し、安全
表彰を受けた加藤定男副組合長（左）と表彰状を 運転管理に活用している
授与する佐藤昇新発田警察署長
会社・事業所のうち、事
故及び違反率が基準に該当し、これまでの実績を含め総合的
に審査したうえで決定されます。また、休日や勤務時間外の
自家用車も含めての運転履歴が表彰基準に入るため、役職員
全員の高い運転モラルが問われます。
今回受賞した銅賞の表彰基準は、交通違反件数が全体の
7%以下、交通事故件数が全体の2%以下となります。
表彰式は同JA管轄の新発田警察署にて実施され、加藤定男
副組合長が代表して表彰を受けました。表彰式で新発田警察
署の佐藤昇署長は「この度新発田管内で優秀安全運転事業所
の表彰を受けたのは久しぶりです。7号線や農道での事故が
多いので、今まで同様事故が起きないように安全運転をお願
いします。」と話し、加藤定男副組合長は「組合全体で交通
安全強化を図っています。月に1度交通安全宣言を唱和し、
安全運転の意識付けを実施しています。引き続き事故や違反
がないように努めていきます。」と話しました。

topic

11/
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「虹のホールしばた」で
人形供養祭

㈱ ライフサ ポー
ト北 越 後 は 、虹の
ホールしば たで人
形供養祭を開催し
ました。
朝10時からの受
付には 、25 0 名 程
の方が節句人形や
ぬいぐるみを手に来館し、人形は次々に祭壇
へ飾られました。供養祭開式前には2,500体
余りの人形が祭壇を埋め尽くしました。供養
祭の参列者数も100名を超え椅子を追加す
るほどの大盛況でした。
法音寺大日堂ご住職の読経のもと参列者は
焼香し、思い出多い人形に手を合わせました。
供養祭終了後には、北越後管内でとれた新
米コシヒカリのおにぎりや、温かいうどんや
そばを食べながら、心も体も温まるひと時を
過ごしました。
ライフサポート北越後葬祭課
虹のホールしばた スタッフより
今年も、人形供養祭に大勢の皆様にお越
しいただきありがとうございました。これか
らも皆様にご満足いただけるJA葬祭をめざし
て、スタッフ一同頑張ります！
߈ߚ߃ߜߏ 2014年12月号 8

J A の職 場！ 徹 底 解 剖
ドバイザ ー）の

LA（ライフ仕ア事編！
お

JA の 業 務 を 担 当 職 員 と 一 緒 に ご 紹 介 し ま す ！

߅ቴ᭽ߦߞߚ৻⇟⦟ࡊࡦࠍ
ߏឭ᩺ߔࠆḰߢߔ

お客様から「共済に入っていて良かった」と言われる
ようにプランの準備です。お客様のライフサイクルに
しっかりと合わせた共済をご提案します。
合
た共済
提案
す

࠲ࡉ࠶࠻ࠍ↪ߒߡ⸃߆ࠅ߿ߔߊ߅ߒ߹ߔ
JA共済専用のタブレットです。この端末を使用して、
L Aはお客 様のお宅でより詳しく、より解りやすい共
済の説明を実施します。

プ ロ フィール
紫雲寺支店金融共済課

渡邉 光（29歳）
趣味：ジムでトレーニング（週2回）
趣

アクション映画鑑賞
好きな食べ物：ブロッコリー
好
（ボイルしてマヨネーズをかけます）
一言：「坊主頭がトレードマークの渡邉です！
一

見かけましたらお気軽にお声掛け下さい！」

お客様のお宅に集金でお邪魔しました。いつでも信頼
していただけるよう親切・丁寧を心掛けています。会
話の中では自然と笑顔がこぼれます。

様々なニーズに
応えられるL Aに
今年より紫雲寺支店のLAに配属され、ようやく仕
事の流れも掴んできました。お客様のニーズをしっ
かりとお聞きして、お客様のためになるプランを第
一に考えて行動します。L Aのやりがいは、自分が
提案した共済のご契約をいただくことはもちろん、
お客様から「この共済に入ってて助かったよ」と言
われることです。目標としては、尊敬する先輩LAと
肩を並べて仕事ができるように成果はもちろん、知
識 習得に励み、沢山のニーズに応えられるよう謙
虚な姿勢で頑張っていきます。
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ライフアドバイザー︵ＬＡ︶とはＪＡ
共済の専門家で生活保障のアドバイザー
を担います︒また︑組合員・利用者とＪ
Ａをつなぐパイプ役となって共済以外に
も信用業務などの渉外も行います︒共済
は︑万一の病気や将来に備えた﹁ひと﹂
の保障︑大切な家屋を万一の火災や台
風・地震などに備える﹁いえ﹂の保障︑
万一の自動車トラブルにしっかり備える
﹁くるま﹂の保障からなる３つの総合保
障で構成されています︒共済の種類やお
客様ごとに保障のプランが異なるため︑
ＬＡはそれぞれの保障に関する知識を習
得し︑お客様の立場にたって︑一番良い
保障をお客様と一緒に考え︑一緒につく
ります︒

ᧄᣣߪ㓸㊄ߢ߅㇎㝷ߒ߹ߒߚ

LAのお仕事って？

ジムで鍛えた身体も自慢です！

たから保育園は昭和 年に設
立され︑平成 年４月に佐々木
保育園と合併し園舎も新しくな
り︑定員も１００名に増員して︑
もうすぐ１年が経とうとしてい
ます︒ 月には創立 周年記念
式典を催し多くの方々と喜びを
分かち合う事ができました︒
たから保育園は佐々木地区の
農村地区に位置し︑春はみずみ
ずしい緑に囲まれ︑夏は園の周
りの田んぼからカエルの合唱が
きこえてきたり︑蝉の鳴き声が
響いています︒秋には色づいた
稲穂をみたり︑冬は雪が積もれ
ば園庭でのそり遊びなど︑四季
折々にわたり楽しめる︑自然豊
かな保育園です︒
昆虫やダンゴ虫もたくさんい
て︑虫好きの子ども達がシャベ
ルとバケツを手に虫集めに夢中
になる姿もみられます︒いつも
息吹を与えてくれる自然の懐
で︑毎日元気いっぱい子ども達
の歓声が響きわたっています︒
日々の保育では年齢別の活動
に加え︑異年齢グループでの活
動も行っております︒年上の子
や年下の子と過ごす事で︑芽生
える子ども達同士の学び合い︑
一緒に育つことを大切にしてい
ます︒集団の中でのルールや思
いやり等沢山の事を︑一緒に遊
んだり生活する中で体験し心身
ともに強い子に育ってほしいと
願っています︒

５歳児
５歳児
自然の中で、草花の観察をしました。 ムッレ活動で、葉っぱジャンケンの
素材集めをしています。

４歳児
移動動物園で蛇やフェレットと
触れ合いました︒

４歳児
プールでワニ泳ぎに
チャレンジしました。

ソフト積み木に座りおしゃまな
ポーズをとる幼児組

異年齢活動のジャンケン列車で、
交流を深める幼児組

３歳児
手作りマイクで気持ちよさそうに
歌っています。

２歳児
色水を作ってジュースやさん
ごっこをして遊びました。
２歳児
園庭のポッポシステムにのり
ニコニコ笑顔です。

未来の

たからもの

１歳児
田んぼ道は発見がいっぱい！
とんぼや、
かえるも友達です。
０歳児
「みんなそろってはいポーズ！」

ƕƁƿൾϾѓ
Ïॎಔஏ߳ফÐ
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26

45

43

３歳児
春、
マリーゴールドの苗を
植えました。

創立45周年記念式典でダンスを披露する幼児組の子ども達。異年齢グループで元気に踊りました。
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野 そ ら ちゃん（右）
幸之介く ん（左）
ほのか ちゃん（中）
お父さん 竜瑠さん お母さん 美緒さん
（新発田市板山）

今回の元気キッズは、片野家の仲良し三兄弟です。
一番上は面倒見が良い長女のそらちゃんで小学校二
年生です。得意な教科は算数で、学校のお昼休みに
はお友達とドッジボールをして仲良く遊んでいるそう
です。将来の夢を聞いたところピアノの先生になりた
いという事で、今は週に一回ピアノのレッスンに通っ
ているそうです。今、唐揚げが食べたい！！と元気に

まれたばかりの末っ子の、ほのかちゃんです。お二人

答えてくれたのは、長男の幸之介くんで川東保育園

のお兄ちゃんお姉ちゃんに愛されていて写真撮影の

に通っています。保育園で最近流行っていることは、

ときは、二人でほのかちゃんの取り合いになっていま

レゴブロックと妖怪ウォッチだそうです。写真に写っ

した。母の美緒さんにお子様に向けてのメッセージを

ているのは、幸之介くんの作ったブルドーザーです。

お聞きしたところ、
「いっぱい遊んで、いっぱい食べて、

将来の夢は警察官になりたいとのことで、パパやママ

いっぱい寝て大きく育って下さい。
」との事で、そん

の運転マナーに厳しい指導が入るそうで将来は有望

な願いを伝えるまでもなくわかっているかのような笑

な警察官が期待されます。そして、昨年の１２月に生

顔の溢れる三兄弟でした。

（川東支店）

佐藤さんが、カメラ撮影を始めたのは２〜３年
前。毎年１月８日頃に、太田川の鉄塔に大鷲が止ま
っている事を発見し、飛立つ瞬間を撮影したいとい
う気持ちから本格的にカメラを始めました。

カメラ撮影
佐藤

達雄さん （飯島新田）

大鷲が羽ばたき飛んだ瞬間を撮影した時は本当に
言葉に出来ないほど嬉しく毎年、姿を見せてくれる
のが楽しみで天気の良い日は、福島潟にある「雁晴
舎」で全国各地から集まるカメラ
マン仲間と楽しく話したり、撮影
方法を聞いたり教えあいながら腕
前を磨いていらっしゃいます。
佐藤さんは、１年を通して、人
物・風景と被写体も幅広く撮影
し、ご自宅に飾ったり、友人に配
ったりし「ありがとう」という一
言が大変嬉しく思えると、お話し
くださいました。
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（佐々木支店）

きたえちご

後
越
北
Ａ
Ｊ

地域に密着した管内の情報をお伝えします

今月のお店
今
月のお
月のお
のお店
さと

深層湯温泉

紫雲の郷

県立紫雲寺記念公園内にある『紫雲の郷』は、温泉に
スポーツ、散策に日帰りから宿泊まで気軽に利用できる
おすすめのスポットです。
温泉は地下 1300 メートルから湧き出た天然温泉で大
風呂からジェットバス、サウナ、一枚岩をくり抜いた巨
石露天風呂など、お一人様からご家族連れまでゆったり
と温泉を楽しめます。
スポーツ施設では、温水プール・体育館・多目的運動
広場・テニスコートを完備しており、様々なスポーツを
楽しむ事ができます。
レストランでは新発田産アスパラガスを使用した『ア
スパラみどりカレー』や紫雲寺の紫米を使用した『おに
コロ』、『紫米うどん』を通年販売されており、その他パ
イオニアポークや原木栽培椎茸、思い出たまご等、地場
産の食材を使用したメニューを提供しています。
また、この時期から平成 27 年 2 月 28 日まで、お得な
クーポン付き忘新年会プランの予約を受け付けています。
『選べる鍋プラン』や、温泉付きの『日帰りトクトクプラ
ン』・ちょっと豪華に『紫雲の郷宴会プラン』オプション
で『2 時間飲み放題』を付けることができます。忘新年会
プランでは無料送迎バスを利用することができ、送迎の
条件について詳しくは『紫雲の郷』へお電話、ホームペー
ジにてお問い合わせ下さい。
この冬は『紫雲の郷』で日頃の疲れをゆっくりとって、
美味しい食事を味わうプランはいかがでしょうか。
ラ
アスパ レー
カ
り
みど

おにコロ

住
所：新発田市藤塚浜966番地
営業時間：10：00〜21：00
定 休 日：毎月第3木曜日（8月は無休）

日帰りトクトクプラン

3,600円

選べる鍋プラン

4,600円

←至蓮野I.C

3,500円

113
至村上→

多目的
運動広場

※館内のメンテナンスのため臨時休業する場合がございます。

さと

紫雲の郷

芝生広場
展望広場
加治川

入 館 料：大人（中学生以上・フェイス・バスタオル入湯税込）… 700円
小人（小学生・フェイス・バスタオル）………… 400円
休憩料金：中休憩室（3時間〜）…………………… 5,000円〜
小休憩室（3時間〜）…………………… 3,000円〜
宿泊料金：1泊2食付 9,000円〜

紫雲の郷宴会プラン

バーベキュー広場
トリム広場
休憩所（売店）
新潟愛鳥センター
「さえずりの里」

県道新発田・
紫雲寺線

日

本

落堀川

113

胎内川

加治川

※宿泊・休憩でのご利用は、予約が必要です。
詳しくは、事前にお問い合わせください。

荒川胎内 I.C
免許センター

プール利用料金：大人 620円、小中学生 310円
※ご利用の際は、プール用帽子を着用してください。

お問い合わせ

TEL.0254-41-1126 FAX.0254-41-0678

海

↓至新発田

蓮野 I.C
豊栄新潟東港
I.C

豊栄駅

動車道

中条 I.C

東北自

日本海
聖籠新発田
I.C

7

中条駅

新発田駅
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直売 所だより
今月のおススメ農作物

今回の担当は生産者の高橋ハル子さんです。
今

白 菜

簡単

おススメクッキング
鍋や浅漬け、炒め物など、
ど、
これから特に活躍する「白菜」
こ
これか
白菜」。
今回はあえて生で美味しい食べ方を
今
今回はあ
食べ方を
を
ご紹介します。

ཆ ੨ɂ Ɉ ʍ ˁ ʘ
材料

白菜

160ｇ

ブロッコリー

120ｇ

柿

120ｇ

Ŗ.Ŗ.Ŗ.Ŗ.Ŗ.Ŗ.Ŗ.Ŗ.Ŗ.Ŗ.Ŗ.Ŗ.Ŗ.Ŗ.Ŗ

しょうが（おろし） 20ｇ
オリーブ油
Ａ

小さじ２（８ｇ）

砂糖

小さじ１（３ｇ）

酢

小さじ２（10ｇ）

塩
こしょう

①白菜は、軸の部分を３㎝の長さに薄切
りにし、葉は一口大にちぎる
②ブロッコリーは子房にして茹でる
③柿は一口大に切る
④Ａはあらかじめよく混ぜておき、さらに
しょうがを加えよく混ぜる
⑤１〜４をよく和えて完成。

柿は歯ごたえのあるものがおすすめ、柔ら
小さじ半分（2.8ｇ） かくなってきたら、柿の代わりにりんごを
いれても美味しいです。
少々

೨ݴĆఄɤĆɜȻɄɃȦݷ
41ɉ༃ێ༃ɈࠐଟɬȭɛɀȤ୩ဢɏɥɘȞʍĜʫʑ""

12月31日㈬〜１月６日㈫
12月
月31

初売りは
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新発田市島潟字弁天1449-1
営業時間／９：００〜１８：００
定 休 日／毎週火曜日
T E L ／20-8801

★ただし、火曜日が祭日の時は営業いたします

農産物直売所
JA営農センター
JA本店

▼

１月７日㈬ です

ＪＡ北越後農産物直売所

新潟市

五十嵐モーター様

7

7
たわら屋様
N1様
新発田市街▼

胎内市

▼

冬季休業のお知らせ

߈ߚ߃ߜߏ 2014年12月号 14

Home g

arden

作ってみよう！

家 庭 菜園
今月の野菜
ナガイモの上手な
掘り方、蓄え方

ナガイモ

夏から秋にかけて盛んにつるを繁茂させてきたナガイ
モは、晩秋になり寒風が吹き始めると、茎葉は黄変し、
やがて枯死してきます。掘り取りはこのような変化をよ
く見極めて行うことが大切です。
（1）掘り取り適期

葉がすっかり黄変し、全体が枯れ

始めた状態になったときです。緑の葉が残っているころ
に早く掘り過ぎると、芋
をすりおろした際に褐変しやすくなってしまいます。イチョウイモは低
温に弱いので、葉が黄変、枯れ始めた早いころが適期ですので間違わな
いでください。
（2）掘り取る日

できるだけ晴天続きを見計らって行うことです。雨後

で畑が過湿状態のときに掘ると、貯蔵中の腐敗が起こりやすくなります。
ナガイモは根を深く形成しており、地温が下りにくいので、低温害を受
けにくく、天候を見て掘り取り日を決めるゆとりがあるので好都合です。
（3）掘り取り作業の手順

つるを芋の首の上5〜6cmの所で刈り取り、

茎葉を片付けてから掘り取り作業に取り掛かります。ナガイモは組織が
柔弱で、折れたり傷ついたりしやすいので、株の周り30cmぐらい離れ
た所から、スコップを立てるようにして、少しずつ慎重に掘り進みます。
そして、芋の先端より少し深い位置まで、十分注意して土を取り除き、
芋を傷つけないよう丁寧に掘り上げましょう。図のように幅の狭いス
コップや鉄棒などを用いると効率良く作業を進めることができます。
（4）掘り取り後の扱い方

掘り上げた芋は、直射日光や強い風に当てな

いよう、土や覆いを掛けて肌を乾かさず、変色させないようにして畑か
ら搬出しましょう。
丸ごと1本の芋を短期間保存するには、新聞紙に包んで冷暗所に置くだ
けで大丈夫です。切ってある場合は、切り口が空気に触れないようラッ
プできっちり包み、冷蔵庫の野菜室で保存します。
たくさん取れた場合は、排水の良い場所を選び、図のように穴を掘っ
て埋め、雨が入らないよう土に覆いをします。貯蔵の好適条件は、温度4
〜5度、湿度85〜90％とされています。低温貯蔵庫でこの条件を保てば
長期間良い品質を保つことができます。
畑の条件の良い所では休眠状態に入った芋を、畑でそのまま春まで保
存することも可能です。
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布団（キャップロール）購入者への不審電話について（注意喚起）
７月にも同様の注意喚起をさせていただきましたが、今般また県内ＪＡ（中越地方）において、過去に
キャップロールを購入した方に対して、「無償で点検・修理させてほしい」との不審電話が発生したとの
情報提供がありました。
販売元はそのような事実はないとのことですので、点検商法に類似する案件として、お知らせいたします。
●先方が名乗った業者名等
業者名は不明。
●不審電話の内容等
JAと付き合いのある業者と語り、お宅に電話をして、キャップロールの「電気系統にトラブルがあ
り、苦情が発生している為、明後日訪問させて頂き、無償で点検、修理させてほしい」などという旨
の話をされた。
⇒訪問時、キャップロールの修繕や新たな高額物品の販売が行われる可能性がある。

「農業法人設立支援セミナー」の受講者募集について
●内容・概要

新発田市担い手育成総合支援協議会では、「法人化」を検討中の経営体を対象とした標記
研修会を開催いたします。
「法人化」の手続きやポイントについて学ぶとともに、講師と直接面談できる相談会も開
催しますので、お気軽にご参加ください。
●開 催 日
12月18日（木）
●開催時間
講 座：午後1時30分〜午後3時30分
（受付開始 午後1時〜）
相談会：午後3時45分〜午後5時15分
（1経営体30分、最大3経営体）
●会
場
加治川庁舎 3階 会議室
（新発田市住田510）
●内
容
「法人化」のポイント（利点・欠点、手続き等）
相談会：講師との直接面談
●参加資格
新発田市内の農業者（集落営農組織含む）
●講
師
JA新潟中央会 小見禎彦 氏、郷 直俊 氏
●参 加 費
1,000円（組織については、同額で3人まで可）
●募集定員
30名
●申込方法
下記までお電話にてご連絡願います。
●申込締切
12月12日（金）
●そ の 他
申込みは先着順ですので、お早目にお申し込みください。
●申込み・問い合わせ先
新発田市担い手育成総合支援協議会事務局
（新発田市 農水振興課 農政企画係内）
TEL ：33−3108

12

広報誌﹁ＪＡ北越後﹂に
広告を出しませんか

１回

１５︐０００円

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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【旅行企画・実施・お申込】観光庁長官登録旅行業第939号

株式会社

農協観光

025-232-7778

新潟支店

〒950−1101 新潟県新潟市西区山田2310-15 ℡
総合旅行業務取扱管理者 長澤 史之 西尾 博利 ㈱日本旅行業協会正会員 ボンド保証会員
総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。この旅行契約に関し、
担当者からの説明にご不明な点がありましたら、ご遠慮なく上記の旅行業務取扱管理者にご質問ください。

【お問合せ】
JA北越後各支店まで

︿有料広告﹀

17 ߈ߚ߃ߜߏ 2014年12月号

24

田中

邦男

院の産婦人科は無くなったと
お思いの方がおられると思い
ます︒噂では︑４月から豊栄
病院の産婦人科は︑分娩の取
り扱いだけではなく︑産婦人
科自体が無くなったと耳にす
る事が有ります︒
再度申し上げますが︑豊栄
病院の産婦人科は︑現在も引
き続き診療を行っておりま
す︒４月からの診療で今迄と
異なる点は︑妊娠中期以降の
妊婦検診と分娩の取り扱いを
中止させて頂いている事だけ
です︒
妊娠初期の診察や分娩希望
の施設への紹介までの妊婦検
診︒残念ながら初期に流産し
てしまった方の流産手術︑今
回は︑分娩を希望されず︑妊
娠の中断を希望される方の妊
娠中絶手術等を行っておりま
す︒
また婦人科では︑今迄通り
子宮筋腫の手術を腹式及び膣
式︵貧血等の症状だけが強
く︑子宮がさほど大きくない
症例では︑お腹を切らずに膣
から子宮を摘出する手術︶︑
卵巣腫瘍︑子宮脱︑膣脱︵子
宮摘出後に膣が下垂する症
例︶の手術を麻酔科医師によ
る全身麻酔の管理の元︑行っ
ております︒引き続き産婦人
科を宜しくお願いします︒

産婦人科は診療しています！
産婦人科部長
豊栄病院

今回は︑現在の豊栄病院産
婦人科の現状を紹介させて頂
こうと思います︒皆様御存じ
のように今年３月から︑豊栄
病院では︑分娩の取り扱いを
中止しました︒これは︑新潟
大学産婦人科医局の医師数の
減少に伴い︑今迄豊栄病院に
週に２〜３回分娩当番として
来て頂いた先生を︑派遣出来
なくなった事が一番の原因で
す︒私もとうに還暦を過ぎて
いますし︑いくら月の分娩件
数が減少したからと言って︑
時間たった１人で分娩を管
理し︑しかもそれを安全に行
う事は︑困難です︒残念では
ありますが︑１９９７年４月
に︑私が当院に赴任してから
２０１４年２月までの約 年
間続けて来た分娩の取り扱い
を断腸の思いで中止させて頂
きました︒これ迄に豊栄病院
で取り扱った分娩は︑約５５
００症例でした︒本当に有り
難う御座います︒
ところで︑地域の皆様のな
かでも︑この４月から豊栄病

߈ߚ߃ߜߏインフォメーション
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症が起こり得ることが専門家
の間では知られています︒ま
た過矯正による眼精疲労など
が問題になることがあります
が︑手術を受ける医療機関か
ら手術に伴うリスクについて
の十分な説明がなく︑トラブ
ルになっているケースがあり
ます︒
レーシックで削った角膜は
元に戻りません︒医療機関の
ネット広告には有名人のコメ
ントなどが掲載されている場
合がありますが︑その情報が
必ずしもその医療機関の手術
能力を反映するものではあり
ません︒
レーシック手術にはリスク
があることを認識し︑眼鏡や
コンタクトレンズなどで不便
を感じていない場合には︑本
当に必要かを検討しましょう︒
手術を受けたい場合には︑事
前に医師から合併症や後遺症
などについての説明を受け︑
納得した上で受けるようにし
てください︒

レーシック手術は慎重に！
レーシック手術を受けて︑
危害が発生したというトラブ
ルが増加しています︒
︻事例︼インターネットで
﹁レーシック手術を受けたら
裸眼で生活できるようになっ
た﹂という有名人のコメント
を見つけた︒後日広告を掲載
していた眼科を訪れ︑レー
シック手術を受けた︒手術後︑
視力は両目とも１・５になっ
たが︑光がまぶしく見えたり︑
頭痛や︑吐き気が続いたりし
ている︒手術前に医師の診察
はあったが︑リスクの説明は
なかった︒事前にこんな症状
が起こると聞いていれば︑手
術はしなかった︒納得できな
い︒
レーシック手術とは︑視力
を回復するために特殊なレー
ザーを使って角膜の屈折力を
調整する手術のことです︒裸
眼視力を向上させるために手
術を受ける人が増えています
が︑消費者庁が行ったアン
ケート調査の結果︑レーシッ
ク手術を受けた人の４割以上
がなんらかの症状や不具合を
感じていることが分かりまし
た︒
レーシック手術を受けるこ
とで︑ハロー・グレア︵光が
ぼやけて見える現象︶やドラ
イアイなどのさまざまな合併

︿有料広告﹀
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国民年金保険料の口座振替
︵納付︶
について

現金による納付に比べて３０
０円︑１年前納の場合では現
金による納付に比べて５９０
円の割引があります︒
お申込みについて︑早割は
随時受付していますが︑６か
月前納は２月末と８月末︑１
年・２年前納は２月末までの
期限となっていますのでご注
意いただくとともに︑余裕を
持ってのご提出をお願いいた
します︒
なお︑金額については平成
年度定額保険料に対しての
金額となります︒
26

詳しくは︑お近くの年金事
務所国民年金課へお問い合わ
せいただくか︑日本年金機構
ホームページ
にも
http //nenkin.go.jp
掲示しておりますのでご覧く
ださい︒

母乳栄養
産声を上げて生まれた赤
ちゃんは︑泣いて空腹を訴え
ます︒お母さんは抱っこして
乳首を赤ちゃんの口に当てて
授乳します︒
乳首が赤ちゃんの口に触れ
ると唇は反射的にそれを含ん
で︑母乳を飲み始めます︒生
きていくために生まれつき備
わっている﹁原始反射﹂です︒
初めは母乳の出は少ないけれ
ど︑何回も飲ませているうち
に︑お母さんは赤ちゃんの泣
き方で空腹と分かるようにな
るので次第にお互いが満足で
きるようになります︒このよ
うな飲ませ方が﹁自律授乳﹂
です︒
初めは母乳の出も少ないし︑
１回分を満足しないままにや
めてしまうことがあります︒
しかしそのようにして何回で
も飲ませているうちに︑それ
がかえって刺激となって︑母
乳の出が良くなるので満足し
た飲み方になっていくでしょ
う︒次第に間隔も開き回数も
少なくなっていきます︒赤
ちゃんは︑このようにして飲
んでいるうちに飲み方が安定
して︑いつの間にか授乳は昼
間に集中していきます︒これ
を﹁自己調節栄養法﹂といい
ます︒
昔の日本は木造家屋で︑家

族も多かったから赤ちゃんの
泣き声に困って一日中何回も
授乳して相手をしてあげまし
た︒生活の知恵だったと思い
ます︒
母乳はお母さんの乳ですか
ら︑満点の栄養です︒それで
も生後半年を過ぎるころにな
ると︑赤ちゃんの体が大きく
なり︑動きも激しくなるので︑
水分の多い乳では栄養が足り
ません︒そこで離乳食を始め
て︑幼児食へと移していきま
す︒
このころから赤ちゃんの飲
み方や食べ方︑便などを見な
がら母乳の与え方を加減して
いきます︒
近ごろはややもすると︑母
乳を喜ぶということでいつま
でも飲ませている結果︑昔栄
養不足で起こった﹁クル病﹂
と診断されることがあります︒
優秀な母乳にも限界があると
いうことです︒うまく幼児食
に移していきましょう︒

︿有料広告﹀
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国民年金保険料の納付は︑
﹁口座振替が便利でお得﹂と
聞きましたが︑具体的に教え
てください︒
国民年金保険料の納め忘れ
はないですか？﹁忙しくて︑
﹂といった理由で
うっかり …
も保険料の納め忘れがあると︑
将来受け取る老齢基礎年金額
が減額となったり︑場合に
よっては受け取れなくなるこ
とがあります︒
また︑万が一のときの障害
基礎年金や遺族基礎年金も受
けられない場合もあります︒
そこで︑国民年金の納付に
は︑﹁便利でお得﹂な口座振
替をお勧めします︒
口座振替をご利用されます
と︑保険料が自動的に引き落
とされますので︑毎月金融機
関等に行く手間が省け納め忘
れも少ないうえ︑現金による
毎月納付にはない保険料の割
引や割引額が多くなる振替方
法があります︒
口座振替のみの割引として
は︑基本的に保険料は翌月末
に振替されますが︑当月末に
振替︵早割︶する場合は５０
円の割引があり︑一番割引額
が多い﹁２年前納﹂は１４︐
８００円の割引があります︒
また︑６か月前納の場合は
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寒さに向けて、野菜が美味しく、レシ
ピを見て食べたいと思います。忘年会の
集まりもなべが一番と考えます。
（新発田市 Ａ・Ｈ）

私の妻は毎年忘年会ということでイタ
リアンを食べに行きます。１年に１回の
楽しみになっているようです。
（新発田市 Ｓ・Ｍ）
「忘年会」の季節になると、今年もも
うすぐ終わり…一年はあっという間で、
今年こそは！と思った目標を、また、来
年に持ち越します。
（新発田市 Ｈ・Ｍ）

忘年会のシーズンになりました。一
年って本当に早いです。勤めている方は
大変でしょうがせいぜい忘年会で嫌な事
を忘れて楽しんだ方が良いと思います。
友達とお茶したり日頃おしゃべりしてい
ますが、一応ミニ忘年会をします。お互

料理Recipeはとても参考になります。
（新発田市 Ｔ・Ｅ）
友達と随分前に忘年会をやって日頃のス
トレスがスッキリした事を思い出します。も
う少し年を取ったら、またやりたいです。
（聖籠町 Ｉ・Ｎ）
クロスワード毎回楽しみにしておりま
す。ここ何年も忘年会らしき事はしてな
いです。勤めている頃は泊まりであった
り日帰りだったり楽しかったですヨ。
（新発田市 Ｅ・Ｋ）
家から200メートルほど離れたところに
樹高３メートルになるかならないかのいちじ
くの木があります。毎年、実に色がつくか熟
さないかの頃になるとカラスとか小鳥が
つっつきにきて、満足に熟したのはいくつも
とれません。負けてなるものか。火薬を使っ
て音を出すピストルを3,000円余りを出し
て買ってきました。音を出すときはみんな逃

いろいろな趣味の会で忘年会をやりま
す。何才になっても年令を忘れて楽しん
でいます。
（新発田市 Ｗ・Ｒ）
今年も残り少なくなりました。この時季私
も女の人７人位で、忘年会ではなく勉強会
…と言って楽しい会をやります。めずらしい
お酒とかワインとかを皆で少しずつ飲んで
みて、感じた事を言い合ってごちそうを食
べながら今年をふりかえったりでとっても
有意義な楽しいひと時を過ごします。今回
も楽しい会を心待ちにしている所で〜す。
（新発田市 Ｙ・Ｋ）

１月号のテーマ
「新年に願うこと」です。
※テーマ以外にも応募お待ちしています。

11月号14ページの大 農業まつりの広告で「平成25年」と記載していましたが、正しくは、
「平成26年」でした。
お詫びして訂正します。

二重マスの文字をＡ〜Ｆ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
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サンタクロースのそりを引く動物
それは驚いた、──に水の話だ
眼鏡の場合はフレームともいいます
鶏肉を卵でとじた──丼
木材などを彫ったり削ったりするときに使います
ボビンに巻いてミシンにセットします
宮沢賢治の著作『銀河──の夜』
お出掛け前、窓や玄関の鍵を確認して確実に
お守りや盛り塩に期待する効果
東京にある新幹線の駅の一つ
マフラーの端に──飾りを付けた
ノブを持って開けます

＜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

関 えりかさんの作品

〈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。

気持ちが揺れ動きやすい時期︒
取るに足
りないことで腹を立てないよう︑
冷静に︒
バスタイムを充実させ︑
リラックスを

先月号の答え
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日本で一番流域面積の広い川
木を切り倒すときに使います
海岸に寄せては返す
へっくしょん！
舞台の向かって右側の方
風に乗って大空に揚がります
動物などの雄雌1ペアのこと
防音や防寒のために二重になっていることも
一年で最も昼が短い日
落ち葉を発酵させて作ります
願い事を書いて奉納します
飲むと酔います
焼きそばやお好み焼き、たこ焼きによく掛けられています

楽しい出来事に縁がある期間です︒
パー
ティーや旅行など︑
積極的に顔を出しま
しょう︒
イベントへの参加も吉

タ
テ
の
カ
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やたらと深刻に考えやすいよう︒
気楽に
構えることで解 決の糸 口 が見つかるは
ず︒
花を飾るのも運気好転の鍵

お詫びと訂正

赤や黄色に色づいた紅葉を楽しむ中、も
う忘年会が始まっている。忘れられない思
い出がある。楽しみに胸おどらせ上衣を着
替えて会場に食べて飲んでカラオケ調子は
ずれの歌を歌う、話をした事もない人とも
気軽に話し友達になる、苦しみも悲しみも忙
しさも忘れ友との交流で楽しい会でした。
（新発田市 Ａ・Ｔ）

何かと迷いが生じがち︒
信頼できる人に
相 談し︑
力を借りるのが正 解 ︒
ミュージ
カルでのリフレッシュも開運に

忘年会ねー。会社を退いて久しくなり
ますから忘年会は縁遠くなりました。強
いて言えばお寺の団体の会報の編集に携
わっているので11月の末に編集委員で
最後の校正をやって打ち上げをやるのが
これに当たりますかねー。
（新発田市 Ｎ・Ａ）

忘年会はいっぱい有ります。お金は苦
痛ですが、そのぶん楽しみが多いので
Goodです。夕食の用意をしなくて良いの
がとてもうれしいです。たまには作るの
ではなくいただく立場もいいですよネ。
（新発田市 Ｓ・Ｆ）

今年は野菜もまずまずの出来。寒さに
めげず色んな鍋を食べたいと思います。
（新発田市 Ａ・Ｙ）

物事を悪い方に受け止めやすいかも︒
意
識的にポジティブシンキングを︒
気分転
換には寺社巡りがお勧め

来年の新しい自分の為に忘年会はなく
てはならない大行事です。
（新発田市 Ｔ・Ｋ）

早いですね。もう忘年会のテーマと
は。若さの勢いで飲む程に会は賑わい会
話も行動も一夜明ければ記憶もまばら。
二日酔いも無く仕事出来たもの…今と
なっては楽しい思い出となり、飲まずと
も、忘れる事の多さに情けない今日。酒
はやっぱり楽しませてくれますね。
（新発田市 Ｓ・Ｋ）

げてゆくのですが、休んでいる時にまた別
の鳥がつつきます。まるで人と小鳥の競走
です。それでももいで煮てたべたのも含め
ると５〜60はとれたと思います。来年は木
の近くに小屋でもつくってがんばるか!!
（新発田市 Ｓ・Ｋ）

活 動モードに突 入！ 持ち前のリーダ
ーシップを発揮するチャンスです︒
意欲
的に忘年会幹事などを引き受けて

今月のテーマ
忘年会！

いいつまでも元気でいられます様に。
（新発田市 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。
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コミュニケーション能 力 がアップ！
初 対 面の相 手にもフランクに話し掛け
て︒
スムーズに人脈を拡大できます

15分

ユリ根の梅あえ

（1人分

2014.12

59kcal）

＜材料＞（4人分）
ユリ根…………………………２個（200g）
ミツバ……………………………………20g
梅干し………………………中 2 個（20g）

和 やかな 雰 囲 気 に 包 まれています ︒や
るべき 作 業 を 早 めに 済 ませた 後 ︑プラ
イベートを堪能して︒グルメにツキ

だし………………………………大さじ 1
A

砂糖……………………………小さじ 1/3
酒………………………………小さじ 1/2

＜作り方＞
（1）ユリ根は、根元に包丁で切り込みを入れ、1枚
ずつ剥がします。2〜3分ゆで、ざるに取って
冷まします。
（2）ミツバはゆで、2cm長さに切ります。

自 分 に 自 信 が 持てる 月 ︒温 めていたア
イデアがあるなら︑ぜひオープンに︒未
体験ジャンルへの挑戦も大賛成！

（3）梅干しは種を取り、梅肉を刻んでAと合わせ
ます。ユリ根、
ミツバをあえます。

後
越
北
Ａ
Ｊ

撮影：大井一範

サー ビス精 神 を 発 揮 すれ ば ︑周 囲 との
関 係 が 改 善 する予 感 ︒素 直 に 思いやり
を示して︒
気分転換には音楽鑑賞を

ユリ根

ホクホク食感と独特の甘味が上品な味わい

知 的 好 奇 心 が 旺 盛になりそう ︒興 味 を
引 かれる 分 野 について 情 報 収 集 を ︒科
学館や博物館に出掛けるのも刺激に

晩秋から冬にかけて出回る「ユリ
根」。ヤマユリ、オニユリ、コオニユ
リなどの食用種のユリの球根で、鱗片
（りんぺん）と呼ばれる花びらのよう
な物が何枚も重なった形が特徴です。
主な産地は北海道ですが、実は関西
での消費が多い野菜。ホクホクとした
食感、独特の甘味はユリ根ならでは。
主な成分はでんぷんで、血圧を下げ
る働きのあるカリウムや、整腸作用の
ある食物繊維も豊富に含みます。
選ぶ際は表面が白くてつやがあり、

やろうもち
新発田のレシピ！ ●材料（10〜15人分）
●作り方

自 分の 意 見 や 考 えに 固 執 し ︑意 固 地に
なってしまう傾向大︒柔軟性を示して︒
明るい笑顔が運気上昇の呼び水に
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まポリ袋に入れて冷暗所で2〜3週間
持ちます。鱗片をばらした物は、傷み
やすいので早めに使い切りましょう。
使い切れない場合は、ゆでる・蒸すな
ど加熱してから冷凍保存することもで
きます。火を通し過ぎると煮崩れるの
でゆで過ぎないよう注意しましょう。
丸ごと含め煮にすると華やかなお正
月の一品へ。ほっくりとした食感を生
かして、あえ物や吸い物、炒め物、茶
わん蒸しの具の他にも、きんとんや天
ぷらにするのもお薦めです。

ずっしりとした重みのある物を。ま
た、鱗片がぷっくり大きな物を選びま
しょう。
花のような形を生かして丸ごと煮る
料理もありますが、鱗片を1枚ずつ剥
がして使います。剥がす際は根元に包
丁で切り込みを入れ、1枚ずつ丁寧
に。黒ずんだ部分は削り取りましょ
う。鱗片をばらした「かきゆり根」は
真空パックなどで売られ、手軽に使う
ことができます。
保存は丸ごと、おがくずが付いたま

米 ………………10カップ
味噌 ………………220g
A 砂糖 ……………大さじ4
くるみ ……………120g
油………………1/2カップ
串…20本（長さ40㎝幅3㎝の杉板）
木炭・火鉢

↵ⴐ߇ጊߦࠆᤨߦᜬߞߡߞߚ

① ご飯は少しかために炊き、8分間蒸らしてから、すり
こぎで米粒の形がなくなるまでつぶす。
② Aをすり鉢でよくする。
③ 鍋に油を入れて煙が出るまで熱してＡを入れ、混ぜ
て焼き味噌をつくる。
④ つぶしたご飯を熱いうちににぎり、串に巻きつける。
⑤ Ａを炭火で裏表を乾かすように空焼きし、食べる直
前に味噌をつけてあぶりながら食べる。

＜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

しばた旬の田舎弁当を味わう会
次回 12月11日
米倉有機の里交流センターで開催
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ギャラリー蕗谷虹児 2014.12

左『テラスの秋』
「令女界」表紙原画
1925（大正14）年11月号
中『出帆Ⅰ』
「小令女」口絵
1926（大正15）年9月号
右『日本帝国旅券』部分

大正14年9月21日、虹児27歳は妻りん17歳
を伴って欧州航路の箱根丸で神戸を出港した。
各誌に連載中の表紙絵、口絵、小説などを
12月号の分まで描き溜めなくてはならず、９冊
目の著書「私の画集」の出版準備もあって、直
前まで画室にこもって不眠不休だった。そのた
め横浜からの出港には間に合わず、汽車で神
戸まで追っかけての乗船になった。
描き溜めた絵の1点が『テラスの秋』。この
絵が表紙の「令女界」11月号は、航海中に発行
された 。虹 児 人 気が沸 騰 点に達した頃の 絵
で、渡欧直前の高揚した気分に愁いも残して
いて、90年後のいま見ても魅惑的である。
渡仏時のパスポートはＡ4版の４頁で、日本

編集後記
今年も気づけば後1ヶ月となり
ました 。2014 年 で 特 に 印 象に
残ったのは台風や火山噴火などの
自然災害です。年々こうした被害
が拡大しているように感じるので
新 年は 穏やかな一年になること
を祈ります。今年の広報誌では、
微力ながら新しい記事や企画を
立てさせていただきました。色々
なところで反響もあり感謝してお
ります。新年も現状維持ではなく、
新しいことを始める心構えで行き
たいと考えておりますので、何卒、
宜しくお願い致します。
（M）

帝国旅券とあり、外務大臣には男爵幣原喜重
郎と歴史上の人物の名が縦に墨書され、ほと
んど博物館モノに見える。正装に身をかため
口髭をたくわえた虹児の写真も珍しい。
りん夫人の旅券はペン画になって遺されて
いる。創刊まもない「小令女」に巴里から送稿
した「旅の絵だより」の『出帆Ⅰ』で、大正15年
の9月号に載った。
故国では、この年の暮れに元号が大正から
昭和に変った。多くが着物に下駄履きの読者た
ち、どんな思いでこの絵を眺めたのだろう。
複写された入国印から、
マルセイユ港に入港
したのが10月30日と判る。40日の船旅だった。
（11月14日

蕗谷龍夫）

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
■ 10月定例理事会

開催日時 平成26年10月31日

協議事項

報告事項

（１）理事に対する貸出の承認について（案）
原案通り決定
（２）不良債権処理方針について（案）
原案通り決定
（３）ＪＡ北越後事業刷新（案）について
「地域の農業と生活を守るためＪＡは存
在する」の経営理念を基にした原案を
決定
（４）平成26年度上期随時監事監査の回答に
ついて
原案通り決定
（５）「監査意見」の回答について
原案通り決定

（１）不良債権の処理状況について
（２）９月末仮決算事業実績について
（３）退職給付会計基準の改正及び適用初年度の会計処理について
（４）組合員の加入・脱退状況について
（５）正職員登用試験の実施について
（６）コンプライアンスプログラム実践第２四半期報告について
（７）利益相反管理・反社会的勢力・利用者保護対応状況第２四半
期報告について
（８）相談・苦情等対応平成26年度上半期報告について
（９）事務ミス等第２四半期報告について
（10）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
（11）「ローン融資要項（統一版）」の一部改正について
（12）貯金者データ整備状況について
（13）内部監査の中間報告について
（14）平成２６年産米の出荷状況について
（15）平成２６年度「北越後大農業まつり」の開催について
（16）農業・農協改革に関する組合員説明会の開催について

