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人と地域とJAをつなぐ

広報

新年のごあいさつ
ＪＡの職場！ 徹底解剖

︽家庭菜園︾ ニラは春先の株分け更新が大切

平成二十七年度事業に向けて決定いたしました︒

ご奉仕出来る組織体制作りの為︑
﹁事業刷新の骨子﹂を

の組織﹂として組合員︑地域住民の皆様に︑より一層︑

後の経営理念であります﹁地域の農業と生活を守る為

調整中です︒情勢が大きく変化しつつある中で︑北越

現在︑全国ＪＡの自己改革案をもって政府との間で

たいと考え︑説明会を開催いたしました︒

重要性から︑組合員皆様に現状認識を深めていただき

新年のごあいさつ
代表理事組合長

石 山 正 博

新年あけましておめでとうございます︒輝かしい新

昨年は︑台風十一号の影響により米の収量︑品質の

農ビジョン﹂に掲げた稲作プラス園芸による︑複合営

来にわたり農業経営を維持できるよう﹁ＪＡ北越後営

また︑新たな農業政策に合わせて組合員の皆様が将

低下︑仮渡金の大幅減額で皆様にとりまして大変ご苦

農体系と︑稲作のより一層のコスト低減を提案させて

年の年頭にあたり一言ご挨拶を申し上げます︒

労された年でした︒被害に遭われた皆様に衷心よりお

いただきます︒

私たちは︑この試練の中で磨かれ︑乗り越えること

見舞い申し上げます︒また︑農協事業につきまして
は︑日頃よりご理解とご利用をいただきましたことに

平成二十五年に示されました﹁農林水産業・地域の

解決に向けて﹁役たち業﹂として︑知恵を出し︑汗を

す︒今年は︑昨年以上に皆様が抱えるさまざまな問題

によって︑より信頼されるＪＡにしたいと考えていま

活力創造プラン﹂は︑米の生産調整の見直しや日本型

かきながら﹁優しさと活力に満ちたＪＡ北越後﹂を目

感謝申し上げます︒

直接支払制度等︑私たち農業者にとりまして身近なも

今年は︑平穏で︑豊さを実感できる年でありますよう

指し︑魂を込めて取り組んで参ります︒

員会等に関する改革の推進案が示されましたことで︑

心よりご祈念申し上げ︑年頭の挨拶とさせて頂きます︒

のでしたが︑昨年六月に改訂がなされ︑農協︑農業委

改めて農政の大転換を実感しました︒農協として事の
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※１月号は
「輝らり」、
「大きくなあれ！未来の
たからもの」
「きたえちごlife」
、
はお休みに
なります。
来月からの再開予定です。

■今月の表紙
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僕（アスパラくん）からも新年のごあいさ
つをさせていただきます。
昨年は皆さんからの沢山のご声援、あり
がとうございました。今年は、昨年以上に
色々なところに登場できるよう頑張りま
す。JA北越後のアスパラガスをはじめ、自
慢の農畜産物をもっと沢山の人に知って
もらえるようにPRしていきます。
僕自身ももっと知ってもらいたいので・・・
ゆるキャラグランプリ2015があればまた
エントリーして・・・っと！皆さん今年もよ
ろしくお願いします。

前列

■JAデータ
（平成26年10月末現在）
17,466人

組合員数

（＋34人）

うち正組合員数

9,498人

うち准組合員数

7,968人

（＋1人）
（＋33人）

出資金

33億3,776万円
（+5万円）

貯金

871億9,954万円

貸出金

291億2,556万円

（+6億2,469万円）
（△2億9,494万円）

長期共済保有高

4,964億8,471万円

販売品販売高

（△39億5,691万円）
45億8,612万円 ※

購買品供給高

23億6,873万円 ※

（＋7億1,249万円）
（＋4億3,263万円）

職員数

416人
（＋0人）

（
）
は前月対比
※平成26年４月からの実績です。
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秋の味覚、出揃う
北越後大農業まつりを開催

ＪＡ北越後と新発田市食料・農業振興協議会の主
催で、新発田市カルチャーセンターを会場に「北越
後大農業まつり」を開催しました。当日は連日の雨
も止み、組合員をはじめ、新発田市及び近隣の地域
の皆さま、約6,000人の来場があり大盛況となりま
した。
会場内には、ＪＡ北越後管内で生産された自慢の
越冬野菜即売コーナーをはじめ、26年度産新米コ
シヒカリの販売や地元の美味しい農畜産物を使用し
た「豚汁」や「おにぎり」販売や地元産の牛肉・豚
肉の串焼きコーナーなどの販売を実施しました。

秋の味覚が集結しました！

新潟和牛とパイオニアポークの
串焼きは今年も大人気！

多くの来場者が集まったもちまき大会
大好評で途中売り切れになった豚汁

よさこい踊りは多くの来場者が
観覧していました！

僕たちも祭りを盛り上げました！

ステージイベントには、ＪＡ女性部による「よさこ
い」や地元の子供たちを中心とした「しばたパフォー
ミングキッズ」のダンスショーに多くの来場者が訪
れ、「もちまき」では、子供の部と大人の部で計2回
実施し、大人の参加者も童心にかえったようにイベン
トを楽しむ姿が見られました。

みんな元気に踊りました！

topic

12/

5

作柄反省検討会と実証会表彰式を開催
JA北越後稲作部会

JA北越後稲作部会は、新発田市内にて今年度産米の実証会表彰式並びに作柄反省検討会を開催し、部会員・
役職員60名が参加しました。
作柄反省検討会では、JA担当者より各支店の等級比率や格落ち要因について説明しました。今年の一等米比
率は全体で77%となり、8月に発生した台風11号によるフェーン現象により白穂などの被害が各圃場に発生
し、昨年対比で1等米比率は減少しました。
普及指導センターからは26年産米の作柄状況と次年度対策の説明が行われ、白穂の被害を受け、等級が思う
ように伸びなかった原因を解説し、次年度はさらなる水管理、後期栄養対策等の基本技術の徹底を図っていく
ことを参加者と確認しました。
講演会では、バイエルクロップサイエンス株式会社より
「次年度特栽米使用農薬の紹介と除草効果について」の講演
を実施しました。
実証会表彰式ではコシヒカリ個人の部・団体の部・酒米の
部で入賞された12名の方の表彰を実施しました。上位入賞者
は下記の通りです。

〜26年度実証会入賞者〜
コシヒカリ個人の部 最優秀賞
コシヒカリ団体の部 第１位
酒米の部
最優秀賞

菅谷支部
菅谷支部
川東支部

富樫 金弥 様
菅谷集落 様
池田 範男 様

上位成績で入賞した生産者
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平成26年度アスパラガス部会出荷反省検討会を開催

17

JA北越後アスパラガス部会

topic

JA北越後アスパラガス部会は新発田市内にて、出荷
反省検討会を部会員並びに市場関係者、関係機関、JA
役職員総勢110名の参加により開催しました。今年度の
アスパラガス出荷実績は、出荷者167 名、出荷面積
3,295a、販売数量148,679.3㎏、販売金額160,509千
円となりました。
アスパラガスの生育状況について、冬期間の積雪も少
なく、3月には温度も上がり、ハウス作業が3月中旬か
ら始まり、3月31日に初出荷を迎えました。4月に入る
と低温が影響し、露地での萌芽開始が4月中旬から始
まったものの収穫は下旬からとなりました。また、昨年
元木悟准教授による講演
早期に枯れ上がった圃場では萌芽が少なく、春芽の収量
が上がらずに立茎期間が長めに推移しました。5月から7月は降雨も少なく、防除も順調に実施され病害が減少し
ましたが、8月に発生した台風11号以降に茎枯病の発生が目立ち、収量に大きく影響しました。夏芽の収穫開始
はハウスで6月中旬、露地では7月に入ってからと平年並みでしたが、露地では乾燥により萌芽が少なく、アザミ
ウマの被害も多く見られました。8月下旬以降には斑点病も併発し、草勢も低下し、萌芽も減少しました。
出荷反省検討会では、「アスパラガス産地の復活に向けて」をテーマに担当職員から減収になった要因を防ぐ
ための施策を説明し、圃場管理の徹底をお願いしました。また、明治大学農学部の元木悟准教授より「アスパラ
ガスの生理・生態の理解からはじめる産地復活にむけて」と題した講演を開催し、日本各地の産地から事例をも
とに解説がありました。同検討会でJA北越後アスパラガス部会の阿部信夫部会長は「気候の変化にも対応できる
ようにアスパラガスを露地栽培からハウス栽培へ移行していきたい。収量を伸ばし、産地としての勢いを取り戻
して、この部会が50年続くものにしていきましょう。」と意気込みを述べ、同JAの石山正博組合長は「産地復活
に向け、収量増加を目標に作付面積の拡大を推進していきたい。園芸振興の主力であるアスパラガス部会に今一
度頑張っていただきたい。」とエールを送りました。
出荷反省検討会と併せて出荷共励会表彰式も行われ、優秀な成績を収めた生産者が表彰されました。

平成26年度アスパラガス栽培出荷共励会受賞者は下記の通り
・40a以上の部 最優秀賞
渡辺 喜夫 様（新発田支店）
・30a以上の部 最優秀賞
五十嵐悦也 様（紫雲寺支店）
・20a以上の部 最優秀賞
須藤 正晴 様（川東支店）
・10a以上の部 最優秀賞
長谷川政一 様（川東支店）
受賞おめでとうございます

topic

11/

会員相互の親睦を深め、名曲を楽しむ

20

JA北越後かがやきの集い開催

新発田市内において平成26年度JA北越後かがやきの集いが総勢
300名を超える参加により開催されました。同集いはJA共済加入者相
互の親睦を深めるために毎年開催されています。
プログラムは2部構成になっており、第1部はJA北越後女性部による芸
能発表、第2部は新潟県新潟市出身の歌手である一節太郎による歌謡
ショーが行われました。
客席をまわる一節太郎
第 1 部 で は 、 J A 北 越 後 女 性 部 の 4 支 部 か ら 「よさこい踊り」や
「民踊」、「フラダンス」が披露されました。第2部の「一節太郎」による歌謡ショーでは、名曲である「浪曲
子守唄」をはじめとする子守唄シリーズや往年のヒット曲が披露され、参加者とのデュエットも行われ、会場は大
盛況となりました。

5 ߈ߚ߃ߜߏ 2015年1月号

topic

11/

18

牛乳の大切さを楽しみながら学ぶ
子牛と触れ合う酪農教育ファームを実施

JA北越後管内にある新発田市立菅谷小学校は、地域
の若手酪農家組織「チームミルクファクトリー」の協力
のもと、5・6限の授業で酪農教育ファームを実施しま
した。授業は5年生の児童19名を対象に、子牛との触れ
合いから命の大切さや生き物の体の仕組み、牛乳が何故
給食に出るのかその大切さを学び、牛乳と生クリームで
バターを作る実習を行いました。
授業ではチームミルクファクトリーの中野浩一さんが
講師を務め、児童に子牛を触らせながら乳牛になるまで
の過程を説明し、児童からの質問に答えました。
次に家庭科室にて、バター作り体験を5班に別れて実
子牛と触れ合う児童
施しました。班ごとに用意したペットボトルに牛乳と脂
肪分を多く含む生クリームを入れ、中身が固形化してくるまで児童は交代しながら楽しそうに振る作業を行い
ました。実際にできたバターをクラッカーに付けて食べた児童は「美味しいけど売っているバターと違う」や
「振る作業が面白かった」など笑顔で感想を述べました。
授業の最後には、チームミルクファクトリーの小野洋平さんより乳牛の生涯について紙芝居で説明がありま
した。児童たちは命の大切さが描かれた紙芝居を真剣に見て、小野さんの話に耳を傾けていました。
酪農教育ファームは、新発田市が企画し、昨年より実施されている取組みです。
topic
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平成26年産北越後管内
葉たばこ販売完納
北越後葉たばこ生産組合

北越後管内の葉たばこ販売が、販売場所である東
日本リーフセンター(福島県須賀川市)にて完納しま
した。本年度実績は、耕作者25名、契約面積3,407a・
販売重量87,155kg・販売金額168,414,328円とな
りました。
本年度の気象状況については、4月12日の霜害、
5月16日の暴風、台風通過後の連続降雨と天候条件
的には厳しい年となりましたが、早期収穫の実施に
より黄色種では、目標以上の収量が確保されまし
た。また、バーレー種では、乾燥管理及び選別の徹
底により前年以上の良品質な葉たばこを生産するこ
とができました。
また様々な研修会の開催により、生産者間での情
報提供等が図られ、良品質の葉たばこが生産された
要因の一つとなりました。次年度も北越後葉たばこ
生産組合では、JAと生産者間の連携を密に、蓄積し
た情報を利用して、高品質の葉たばこ生産に努めて
いきます。

東日本リーフセンターで検査を見守る生産者

topic
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芸能を楽しむ集いを開催
年金友の会五十公野支部

年金友の会五十公野支部は、新発田市内にて第11回
目となる年金友の会五十公野支部「芸能を楽しむ集
い」を開催し、大雪にもかかわらず会員87名の皆さま
からのご参加を頂きました。
この集いの目玉である憙乃会による模擬結婚式や踊
りのパフォーマンスに会場は大いに盛り上がりまし
た。また、毎年恒例のビンゴ大会では豪華賞品が用意
され、ビンゴになるかどうかを楽しみながら参加者の
皆さまに喜んでいただきました。
その後の懇親会ではカラオケ大会が開催され、それ
ぞれの自慢の持ち歌を披露し、美声に酔いしれながら
会員同士で親交を深め、楽しい１日を過ごしました。

憙乃会による模擬結婚式のパフォーマンス

߈ߚ߃ߜߏ 2015年1月号 6

地域の話題をお届けしています
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北越後産オクラ、昨年実績を上回る
26年度オクラ部会出荷反省検討会
北越後農協オクラ部会は新発田市内にて、出荷反省検討
会を部会員並びに市場関係者、関係機関、JA役職員総勢
53名の参加により開催しました。今年度のオクラ出荷実績
は、出荷者81名、出荷面積338a、販売数量38,068㎏、
販売金額28,400千円となり、昨年実績で生産者が5名増え
出荷数量は2,000㎏増、主産地である九州地方が台風の影
響により出荷量が激減し、出荷完了まで高単価で推移した
結果、販売金額で6,000千円上回りました。
今年度産のオクラの作柄は、5月中旬ごろの低温で発芽
が遅れましたが、その後の天候回復により生育が回復、そ

れから日照時間の増加により高温で推移したことから出荷
増となり、過去3年の7月から8月上旬までの最高出荷量を
記録しました。しかし、8月中旬以降は気温が上がらず、低日照で推移したため出荷量は伸び悩み、例年より早
い10月中旬ごろに出荷作業を完了しました。
次年度に向けた課題について積極的な質問が出されました

出荷反省検討会では、JA担当職員よりオクラ部会役員で東一東京青果株式会社を視察したときの報告を行い、
市場からは「品質はトップですがボリューム感が他産地と比べると弱いです。」という意見が出されました。規
格については、北越後産M基準では8㎝から10㎝となっている中、8㎝よりのものが多く、高知や鹿児島などの
他産地では10㎝に近いものが多く出荷されていたことを参加者と確認し、次年度はボリューム感で他産地に見劣
りしないものを栽培、出荷が課題として挙げられました。また、今年度から新たに取り入れた出荷資材「スパッ
シュ」については使用した評価を確認し、見直しに向けて議論しました。
今年度を振り返り同部会の中村正人部会長は「売れ残ることを考える余裕もないくらい出荷できました。後半
収量が減少したことを踏まえ、市場から求められている出荷量、サイズのボリューム感を出して、他産地に負け
ない高品質なオクラの出荷を拡大していきましょう。」と意気込みを話しました。

11/

支店協同活動で各支店が取組みを実施

30

支店・農家組合活性化対策

topic

JA北越後では、農家組合の活性化対策として支店を拠点と
した協同活動を実施しています。
8月16日に加治支店で大盛況だった盆踊り大会を皮切りに、
10月25日に紫雲寺支店では同地区の特産品であるチューリッ
プのPRと環境美化を目的に支店職員による球根植え作業を実
施しました。
3連休初日となる11月1日には菅谷支店で、菅谷コミュニ
ティ祭りを菅谷コミュニティセンターで開催し、歌謡ショー
や地元野菜やリンゴの販売、菅谷汁の振る舞いが行われ、地
親睦を深めることができた川東支店が企画したボーリング大会
域から約400名が参加しました。
2日には松浦支店にて健康ウォークを開催し、同地区内にあるファミリーマートライフサポート北越後店で景
品がもらえるなど工夫を凝らした4キロと6キロのコースを設定し、総勢86名の参加がありました。
3日には聖籠支店が同地区で開催された聖籠農業振興祭に参加し、ブランドとなった砂里芋を使用した里芋鍋
を来場者に振る舞いました。材料はすべて地元のものを使用した鍋250食分は瞬く間に完食となりました。
11月30日に川東支店ではボーリング大会を開催しました。参加者58名は、ゲームが始まると各レーンで白熱
した勢いを見せ、ストライクを取った時などハイタッチで盛り上がるなど組合員の親睦をより深めることができ
ました。
年明け1月11日には、新発田市主催の全国雑煮合戦に五十公野支店が参加して取組みを実施する予定。当JAでは、
27年も引き続き組合員や地域と協同の輪を広げていくため、支店が中心となった協同活動を実施していきます。
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topic

11/

28

感謝の気持ち忘れずに
平成26年度畜魂祭を開催

JA北越後畜産部会主催の畜魂祭が新発田市内にある諏
訪神社で開催されました。本年の畜魂祭は、生産者・来賓
合わせて総勢47名が参列し、玉串奉奠などの神事が厳粛
に執り行われ、参加者は命を捧げてくれた家畜に感謝し、
安らかな冥福を祈りました。
畜魂祭終了後には会場を移し、直会を開催しました。直
会に先立ちJA北越後の石山正博組合長は「私たちの生活
のために、また豊かな食生活のために命を捧げてくれた家
畜に感謝し、安らかな冥福を祈ります。畜産状勢は厳しさを
増していますが、大きな貢献をしてくれた多くの家畜に報い
るためにも、畜産物の生産から供給、消費するまでのサイク
動物達に感謝し、
冥福を祈る参加者
ルは安心安全であることを徹底していきます。」と挨拶しま
した。
また同会にてJA全農新潟県本部の加藤博幸畜産参与から、配合飼料価格の現状と今後を左右するトウモロコシ
や大豆などの飼料原料と海上運賃・外国為替等の情勢解説をしていただきました。また、地域の畜産振興のため
生産者への激励があり、全農をはじめ関係機関一体となった一層の連携強化を図っていく事を確認しました。

topic

12/

14

青壮年部本部活動で
交流を深める
JA青壮年部支部間交流会

JA北越後青壮年部本部は、新発田市内にて青壮年
部本部活動で計画していた「支部間交流会」を開催し
ました。この支部間交流会は、青壮年部管内11支部の
支部間の親睦を深め、部会の活性化を目的に実施され
ました。当日は、43名の参加があり同じ青壮年部員で
も初めて会話をする部員や学生時代の先輩後輩等、ボ
ーリングを通じて交流を深めていました。
また、今の農業情勢や情報交換など、楽しく体を動
かしながら他支部との交流が図られ、参加した部員は
「支部間交流を通じた仲間づくりの運動を今後も継
続的に実施してもらいたい。」、
「ボーリング以外のス
ポーツ活動も実施してもらいたい。」や「ボーリングを
しているとあまり面識がない人とでも交流できます
ね。」など沢山の意見が出され、大盛況で終わること
ができました。

ボーリングを通じて青壮年部内の交流が盛んになりました

topic

12/

12

平成27年度新採用職員の
内定者研修を実施

当JAは、平成27年度の新採用職員に向けた内定者研
修を本店2階会議室で開催しました。今回の研修で対象
になるのは高等学校卒業予定者の2名。開会では藤倉秀
明金融共済担当常務が「しっかり挨拶をすること、業務
でよく分からないところがあれば、分からないままにしな
いこと、まだ若いから大丈夫だとは思うが体調管理をし
っかりすることを忘れないでください。一緒に働ける日
を楽しみにしています。」と激励しました。
研修では、昨年入組した豊浦支店金融共済課で勤務
している髙橋楓さんが代表し、先輩職員からの勤務体験
発表を行いました。髙橋さんは「皆さんと同じくこの時期
に内定をいただき、嬉しさの反面社会人としてやっていけ
るか不安もありました。実際に勤務してみるとまだ満足
にできないこともありますが、先輩が気にかけてくれ、丁
寧に業務を教えてくれます。日々の業務から知識を習得
し、沢山の経験を積んで先輩方のように仕事ができるよ
う頑張ります。」と内定者に向けて発表しました。
この取組はJA職員として働く上で、先輩職員が入組前
とその後の気持ちの変化を話してもらい、少しでも不安
をやわらげることを狙いにH23年度採用職員から実施し
ています。

先輩職員として勤務体験を発表する髙橋楓さん
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J A の職 場！ 徹 底 解 剖
の
研 修センター
農 機整 備
！
編
お仕事

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

ࠦࡦࡃࠗࡦߩᢛࠍታᣉਛ
この時期は大小様々なコンバインの整備が中心にな
ります。27年もしっかり活躍できるように隈なくチェ
ックして、万全の状態に仕上げます。

ᗲ↪ߩᎿౕߢᦨ㜞ߩᢛࠍ
小林自慢の工具箱（自前）と愛用の工具たちです。こ
の工具たちを駆使して皆様の農機をベストコンディシ
ョンに整備します！

プ ロ フィール
営農経済部農機課

小林 正尚（24歳）
趣味：ス
スノボ、機械いじり、工具収集
好きな食
好きな食べ物：
ラーメン（味は何でもOK）

おすすめは荒川にある「あしら」です！
一言：機械をいじるのが好きですが、

自分自身いじられるのはもっと好き！です(^^)

農機課のお仕事って？

コンバインからトラクター︑田植機や

草刈機など水稲や園芸の現場から酪農

業︑畜産業を含む農業で使用する機械を

農業機械といいますが︑その販売・整備

を行うのが当JA営農経済部農機課で

す︒北部カントリーエレベーターの隣に

ある農機整備研修センターが拠点になり

ます︒冬の時期は主に繁忙期で活躍した

コンバインの整備を中心に実施し︑春か

ら秋に関しては農家の作業に合わせた農
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機の販売や整備を行います︒皆さまの大

昔から機械いじりが大好きだったので今の職場は最
高の環境です。仕事をしていて一番気持ちいいのが
故障・不具合の原因が解ったときです。
これが解らない
でその日の仕事が終わると、気になって家に帰っても
原因が何なのか調べてしまいます。さらなるスキルと
知識の向上を目指し、農業機械整備士2級の資格取
得にもチャレンジしています。27年の抱負は、仕事に
慣れてきたところなので、案件に対して柔軟な対応が
とれることを目指します。お客様から
「小林に任せれば
大丈夫だ」
といわれるように尊敬する同課の皆川昌之
係長をはじめとする先輩方から学び、さらなる技術と
知識を習得できるように頑張ります。

切な農機をお預かりしているところなの

最高の状態に
整 備したいという
飽くなき探求心

で︑作業の確認を複数回実施し︑NOト

修 理・整 備したところを伝 票に記 入するのも仕事 で
す。おや、どうやら伝票に怪しい字があったみたいで
すね(*̲*)

ラブルを目標に業務にあたります︒

ୃℂવ߽ߒߞ߆ࠅ

知っ得集
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߽ߜࠈࠎ
౻߽༡ᬺߒߡ
߹ߔ
（営業時間

直売 所だより

が異なります
）

外は寒い冬ですが…

᳓⩿㧥ࠪࡖࠠࠪࡖࠠࠨ࠳߿
ߒ߾߱ߒ߾߱ߦߐߞߣḡ߇ߡ

߶߁ࠇࠎ⨲㧤౻ߩ߶߁ࠇࠎ⨲ߪ߇Ớ㧋
߶߁ࠇࠎ⨲ߪ߇Ớ㧋
߅߭ߚߒߦߤ߁ߙޕ
ಾᐓᄢᩮߣ߅߭ߚߒߦߤ߁ߙޕ

野菜達は
元気です！

例年よりも早く雪が降った今年は冬野菜の収穫が
穫が
が
ワカ
心配です。ところがビニールハウスの中はホンワカ
あったか。旬の野菜達が元気に育っていました。

࿁߅ ㇎㝷ߒߚ ߩ ߪ̖
新発田市桑ノ口

߆߱㧤ᦨㄭߩ߆߱ߪᨵࠄ߆ߢߔ
߆߱㧤ᦨㄭߩ߆߱ߪᨵࠄ߆ߢߔޕ
ࠢࡓࠪ࠴ࡘߦ߽⋧ᕈ٧

 ᓇ ߒߚ ᣣ ޔ
ᄖ ߪ 㔐 ߢ ߒߚ ޕ

前田 和子さん

ビニールハウスをうまく活用して
冬場も新鮮な野菜を出荷しています。
直売所少量多品目栽培の大ベテラン！

ࡂ࠙ ࠬߩ ਛߦ ߪ
⩿ߩ ⧎߇ ດ ߡ ߹ߔ

営業時間変更のお知らせ
１月〜３月末まで

10:00〜17:30
誠に勝手ながら 上記の時間にての
誠に勝手ながら、
営業とさせていただきます。

火曜定休

ＪＡ 北 越 後
農産物直売所
新発田市島潟字弁天1449-1
営農センター駐車場内
T E L・F A X ／20-8801
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ゆ な

居城

優那ちゃん
たけ あき

お父さん 健 明さん
り

え

お母さん 理 枝さん
（新発田市

上寺内）

優那ちゃんは、保育園の年中さんで笑顔の素敵な女の
子です。家ではテレビを見ながら妖怪ウォッチを踊った
り、大好きなお祖母ちゃんとトランプでババ抜きや神経
衰弱をやって遊ぶのが好きです。
農繁期には、パパと一緒に田植え機・コンバインに乗っ
てお手伝いをするしっかり屋さん。
そんな優那ちゃんはもうすぐお姉ちゃんになります。
「妹がいいなぁ」と満面の笑顔で答えてくれました。
将来の夢を聞いてみると「ドーナツ屋さん」になりた
いそうです。ご両親は「四季折々の自然に恵まれた地域
のもとで健康で優しく育ってほしい」とお話し下さいま
した。

（菅谷支店）

TYGC（Toyoura Youth Golf Club）

豊浦青壮年部ゴルフ部
豊浦青壮年部ゴルフ部（Toyoura Youth Golf Club）
「略してTYGC」は、部員間の交流と青年農業者間の新たな
仲間づくりを目的としH26年度８月に発足しました。現在
豊浦青壮年部
ゴルフ部 メンバー
磯部勇さん、阿部直樹さん
坂井与史さん、大倉翼さん、
佐藤翼さん

は青壮年部部員を中心に部員５人で活動しています。
今年度の主な活動は、JA北越後ゴルフ大会に参加、新潟
県農業士会のコンペに参加、あとは聖籠ゴルフガーデンに
て夜な夜なメンバーが集まり練習しています。
メンバーは「2つのコンペに参加
し、他地区の農業者と親睦を深め
られ、研修会等では得ることので
きない情報の交換もできてよかっ
たです。ゴルフの腕を磨きながら
色んな人と繋がりを持てればいい
ですね。」と話しました。次年度
は、4つのコンペに参加予定です。
（豊浦支店）

コンペの記念写真です
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ビッグドライブいきます！
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作ってみよう！

家 庭 菜園
今月の野菜
ニラは春先の
株分け更新が大切

ニラ

肉との相性が良い、スタミナを養うニラは、カロテ
ン・ビタミンB2・カルシウム・カリウムなどが豊富で
栄養価は抜群、体を温める温性野菜で、血流を良くして
胃腸の働きを整える効果もあります。
強健な野菜で、一度植えておけば毎年、年に数回刈り
取りできるので、狭い家庭菜園にもうってつけです。
しかしいくら強いと
いっても、2〜3年取り
続けると幅広で厚みのある良い葉が収穫できなくなってしまいます。
そうなる前に早めに株分けし、更新するのが上手な育て方です。
株を分けるのに一番良い時期は、2月下旬〜3月上旬ごろです。ニラ
は冬に入ると葉が枯れて根株が休眠状態に入りますが、これから覚
め、小さな新芽が動き始めた状態を見計らって作業します。このころ
は根株に栄養が十分に蓄えられていて、断根や分割という荒療治をし
ても傷みが少なく、作業もしやすいからです。
株分けは、まず地上に残っている枯れ葉を、5cmぐらいの高さに、
きれいに刈り取ります。そして株の周りに、くわかシャベルを大きく
打ち込んで根株を掘り起こします。
根株は強大で、細根が密に張っているので、全てを掘り取ることは
できませんが、中ほどで切断するようになっても構いません。
掘り上げた根株は、土を落とし、指先に力を入れて大きく割り、さ
らに小割りして図のように1株ずつに仕分けます。
新しい畑への植え付けは、条間80cm、深さ10cmほどの植え溝を
作り、分けた株を2〜3株まとめて20〜25cmの株間に植え付けます。
元肥には堆肥や油かす、緩効性の化成肥料を十分に施しておきます。
植えるときには、根株を束状にまとめないで、平置きにしましょう。
覆土は株の上部がやや出るぐらいにとどめ、やがて新葉が伸びだして
きたら葉先を埋めないよう注意して2回ほど覆土し、溝が全部埋まる
ようにしてください。こうすれば晩春には見違えるほど勢いの良い、
良質のニラを収穫することができます。
収穫は25cmほどに伸びたとき、地上5〜6cmのところから刈り取
ります。その後少量の追肥をし、伸びたら再び収穫します。
8月に入るととう立ちし、やがて開花してくるので、一斉に全部刈
り取りし、追肥して秋の収穫に備えましょう。
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ＪＡ所有資産の売却について
下記のＪＡ所有資産の売却を行っています。
詳細につきましては、ＪＡ北越後本店 企画総務課（電話26-2600）までお問い合わせください。
№

資

産

名

所

在

地

区

分

地

目

面 積・規 模

土地

宅地

475.91㎡

土地
建物
土地
建物
土地
建物

宅地
−
宅地
−
宅地
−

600.06㎡
171.60㎡
805.44㎡
324.72㎡
675.54㎡
247.50㎡

新発田市上館72-1

土地

宅地

1,014.00㎡

新発田市藤塚浜3586-7ほか

土地

宅地

2,541.06㎡

1

五十公野給油所跡地

新発田市五十公野4769-4

2

北蓑口４号米倉庫

新発田市北蓑口境田378

3

飯島５号米倉庫

新発田市飯島乙277-1

4

吉浦4号米倉庫

新発田市下飯塚居下191-13

5

加治給油所前土地

6

漬物工場跡地

＊女 性 部 活 動 報 告＊
＊本部事業＊
★日帰り部員研修★
10月26日（日） 69名の部員さんが秋の那須へ行って来ました。
「ホテルエピナール那須」の贅沢ランチとお風呂でゆったりした後は「那須ガーデンアウトレット」
の散策!(^^)!お目当てのショップでのお買い物や、いろんなお店をウィンドショッピングで楽しむ方な
ど、気の合う仲間と楽しい一日を過ごしてきました。
★仲間作り企画「イルカほのぼのコンサート」★
12月4日(木) イタリア軒・新潟テルサ
イタリア軒の繊細なメニューを前に「これなんだろ〜？」「多分練り物ださ」なんてリラックスしな
がら美味しいフルコース料理に舌づつみを打ちました。
コンサート前には大西金吾さんによる講演会が行われ、笑いと健康をテーマに会場は終始笑いの渦！
たくさん笑って体もポカポカになったところでお待ちかねのイルカさんのコンサート・・・やっぱり
生 は違いました！！ 今も変わらぬ素敵な歌声とかわいらしさの秘訣は「無理しない事」だそうで
す。部員同士の交流も深まり、心も体もあたたまる素敵な一日になりました。

＊支部事業＊
★紫雲寺支部 風呂敷講習会★
11月15日（土） 紫雲寺支部で風呂敷講習会を開催
しました。
大嶋美樹子さんを講師に「お正月を風呂敷で楽しく迎
える」をテーマに、お歳暮やお酒の基本の包み方、また
応用編でリースを作りました。一枚の風呂敷からエコバ
ックやリース、兎の置物などができる様子に参加者から
は驚きの声が聞こえてきました。
お知らせ！

女性部新規部員大募集中です。興味がある方は見学からOKです。詳しくは営農センター女性部
事務局0254-26-7000までお気軽にお問い合わせください。
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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﹀
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観光庁長官登録旅行業第939号

株式会社

農協観光

新潟支店

℡

025-232-7778
︿有料広告﹀
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75

ア病棟︑慢性期を担当する障
害者病棟の３タイプの病棟に
再編するように届け出まし
た︒
当院において平成 年 月
から 床で新設した地域包括
ケア病床というものは︑入院
された患者さん・患者さんの
御家族と医療ソーシャルワー
カーと密接に関わっていただ
き︑また治療と共にリハビリ
を積極的に行なって在宅への
退院を支援することを目的に
した病床です︒今後もこのよ
うに病院は少しずつ変革を行
い時代に沿った形になってい
くことでしょう︒
さて︑この１月１日付で県
立新発田病院から外科医師が
１名赴任され︑当院は外科常
勤医師が２名から３名に増員
されました︒手術を含めた急
性期医療の提供をより一層積
極的に行えるようになるもの
と考えています︒今後とも地
域医療を守るため当院も努力
を行ないますので︑本年も皆
様方のご支援よろしくお願い
します︒

ことから損失額が大きくなる
恐れがあります︒
バイナリーオプション取引
業者には金融商品取引業の登
録が義務付けられており︑業
界団体では自主規制規則を設
けています︒一方︑現在トラ
ブルを起こしているのは︑主
に海外に所在する無登録業者
です︒日本の消費者と取引す
る場合には海外所在業者で
あっても登録が必要ですが︑
無登録であっても契約は直ち
には無効になりません︒また︑
そもそも海外所在業者の実態
把握は困難で︑被害回復は簡
単ではありません︒バイナ
リーオプション取引は非常に
リスクが高い投機的な取引で
あることを理解し︑無登録業
者︵金融庁のホームページで
登録状況の確認可︶との取引
は絶対に行わないようにしま
しょう︒トラブルに遭ったら
消費生活センターに相談して
ください︒

バイナリーオプション取引に注意！

バイナリーオプション取引
に関する相談が増えています︒
︻事例︼﹁予想が当たれば利
益獲得！﹂という広告を見て
バイナリーオプション取引サ
イトにアクセスした︒﹁通
貨﹂﹁購入金額﹂﹁取引開始
時刻﹂を選択後︑﹁ＨＩＧＨ
かＬＯＷか﹂を予想して﹁購
入﹂をクリックすれば 分後
に判定が出るとの記載があっ
た︒個人情報を登録して取引
口座を開設し︑クレジット
カードで 万円を入金した︒
ゲーム感覚で取引を繰り返す
とあっという間に残高が減っ
た︒やめたいと申し出ると
﹁５００万円分の取引をしな
いと解約できない﹂と言われ
た︒サイトをよく見たら︑海
外に所在する業者だと分かっ
た︒どうしたらいいか︒
バイナリーオプション取引
とは︑為替相場などが上がる
か下がるかを予想する取引で
す︒取引期間終了時点で予想
が的中すれば︑一定額の利益
を得られますが︑外れれば支
払った投資金は全て損失にな
ります︒一見すると簡単な取
引に見えますが︑実は複雑な
理論に基づく金融商品で︑一
般の消費者がリスクを正確に
把握することは困難です︒短
時間で繰り返し取引ができる
10

10

新年の挨拶

26

新年あけましておめでとう
ございます︒さて国はいわゆ
る〝団塊の世代〟の方々が
歳になる２０２５年の超高齢
社会に向けて︑病院の機能を
変革させていく方針を打ち出
しました︒ちなみに人口動態
統計によりますと︑新潟市北
区の 歳以上の人口は２０１
０年に比べて２０２５年は
１．４９倍になるという予測
があります︒こうした状況
下︑厚生労働省は平成 年
月に病院・医療機関に対し今
後も含めてどのような機能を
受け持つのかを届け出させる
〝病床機能報告制度〟を導入
しました︒本報告の集計結果
を元に各都道府県は地域医療
構想︵ビジョン︶を策定する
ことになります︒当院は人口
７万７千人の住民が住んでい
る新潟市北区における唯一の
一般病院として可能な限りこ
の地域の医療を完結できるよ
うにと考え︑一般急性期の患
者さんを診る急性期病棟︑主
に亜急性期を診る地域包括ケ
75

病院長
豊栄病院

透
宮島
10
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年以内の未納分は全額納
付しなければいけないの？

後納保険料については︑当
時の保険料の額に毎年度政令
により定められる加算金を加
えた額で納付していただくこ
とになっています︒

当時の保険料額で納付でき
るの？

た納付書により︑金融機
関・コンビニ等で納付し
てください︒

後納制度で年金額アップ！
年金の受給資格を得られます！
後納制度とはどのような制
度ですか？
平成 年 月１日から平成
年９月 日までの３年間に
限り︑国民年金保険料の納付
可能期間を過去２年から 年
に延長する制度です︒本人か
らの申し込みがあれば︑過去
年以内の未納期間の納付が
できるようになりました︒
後納制度で２年以上前の保
険料を納付するメリットは？

10

①年金の受給資格を得られ
る可能性があります︒
不足している保険料を納
付することにより︑﹁年
金受給資格なし﹂ю ﹁年
金受給可能﹂となります︒
②将来受け取る年金額が増
額します︒
例えば︑後納制度を利用
して︑過去の未納保険料
を１か月納付したとする
と︑増額する老齢基礎年
金額は年額で約１︑６１
０円です︒
保険料は１か月分から納付
できます︒後納可能期間のう
ち︑最も古い方から順番に納
付していただきます︒
いつまでに納付すれば良いの？

平成 年９月 日まで納付
が可能です︒申込書の審査に
時間がかかることがあります
ので︑期限に余裕をもってお
申し込みください︒
30

詳しくはお近くの年金事務
※
所国民年金課までお問い合わ
せください︒

できます︒後納保険料を納
付した年に︑納付額全額が控
除の対象となります︒

後納制度を利用して納付した
保 険 料 についても ︑税 金の 控 除
を受けることはできるの？

27

24
30
10

①国民年金後納保険料申込
書に必要事項をご記入の
上︑年金事務所に提出し
ます︒
②年金事務所において︑申
込書の審査・承認などを
行います︒
③年金事務所から交付され

箸
生まれた赤ちゃんは︑乳首
が口に触れると吸って飲みま
す︒これは生きるための原始
反射運動で︑それ以降は体の
上から下の方へと順を経て運
動機能が発達していきます︒
首が据わったり︑はいはいし
たり︑そしてお座りへと進ん
でいきます︒体の末端にある
５本の指が使えるようになる
のは︑ずっと後のことです︒
はいはいで体全体を動かし
ているうちに︑物につかまっ
て両足で立ち上がります︒次
いで何かにつかまった手を離
したとき︑体の調子を取って
１歩︑２歩と歩くことがあり
ます︒
本人はすぐにお尻を着い
て︑驚いたような顔ですが︑
そばにいるお母さんは笑顔で
﹁歩いた︑歩いた﹂と喜ぶか
ら︑赤ちゃんはまた立って歩
いてみます︒
ほんのわずかしか歩けな
かったのに︑いつも褒めてあ
げている親の顔は︑喜びにあ
ふれています︒
こうやって毎日の遊びの中
で︑全身が試運転を繰り返し
ているうちに︑生涯必要な運
動機能の基本が発達します︒
それと同時におもちゃでも︑
楽しく遊べるようになり︑動
きが活発になって︑３回の食

事も始まるころになると︑親
は箸の持ち方を教えることが
あります︒
子どもは︑それまでのス
プーンから大人のまねだか
ら︑喜んでやっているうちに
何とか挟んで口にすることが
あります︒そんなとき親は喜
ぶから︑いつの間にか動作が
身に付いていきます︒しかし
たいていは自己流だから︑そ
のころのおかしな持ち方が︑
そのまま大人になっても続く
ことがあります︒
０ １
･ ２
･ 歳の時期は︑基本
的な体の動きが発達するとき
で︑指を細かく使って目的の
ある動作をするにはまだ早い
と思います︒箸の上手な持ち
方︑使い方は︑本人が理解で
きる３歳ころからにしましょ
う︒これは音楽やスポーツを
始めるときも同じです︒

︿有料広告﹀
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どのように手続きをすれば
良いの？
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Readers' Voice

じゃがいもの芽取り、リンゴの芯と
り、パイナップルの芯とり道具ばつぐん
です。ためしてみて下さい。
（新発田市 Ｈ・Ｍ）

最近よく夢を見るようになりました。
勤めは１２年も前に辞めているのに、再
採用になり、営業で苦労しているのと
か。不審者にからまれてたじたじにな
り、どうしようもなく半泣きになったら
急に強くなって、その相手をゲンコツで
ボコボコにやっつけてしまった…などな
ど、オカシイデスネ！！
（新発田市 Ｓ・Ｋ）

みんな健康で、笑顔いっぱいの何も特別
なことのない毎日が、一番の願いです。
（新発田市 Ｈ・Ｍ）

この年にもなると、もう生きていくこ
とに何だかんだで精一杯。「無事に何事
もなく過ごすことが一番。」なのかなぁ
な〜んて。
（新発田市 Ｙ・Ｃ）

新年に願う事はたくさん有ります。で
も一番は家族全員の健康と笑顔が絶えな
い一年である事です。早く春になったら
良いですね〜
（聖籠町 Ｉ・Ｎ）

私はボケ防止と思ってクロスワードパズ
ルを月に７回挑戦し、七枚の葉書で回答し
ていますが、答は分っていても升目がどう
して埋まらない時があります。その時は従
兄弟夫妻に助っ人を頼んでますが、今年は
助っ人の出番を少くしたいと思います。
（新発田市 Ｎ・Ａ）
十二支で昨年は馬年でした。国内に今年
一年間で大雨、土砂くずれ、台風、地震、
竜巻、火山噴火、暮れには暖かい所にもド
カ雪、あらゆる災害が発生しました。馬は
走りひつじ年はおだやかでありますように
願っております。
（新発田市 Ｓ・Ｓ）
あ〜ああ、やられてしまいました。落雷に
あい、電話、ドアホン、レンジフードが。テ

一番は災害の少ない年になって欲しい
事。昨年は大災害が多く、悲しい年でした。
次はやはり、家族の健康です。新しい年は入
院などならない様、年齢の事も考えながら
無理せず生活していきたいと思っています。
（新発田市 Ｓ・Ａ）
家族が１年平穏で過ごせますように。
又、自然災害が減りますように！願って
います。
（新発田市 Ａ・Ｓ）

2月号のテーマ
「からだを温める
おすすめの一品」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

先月号の答え

ジヨヤノカネ

ヨ
コ
の
カ
ギ

1
2
3
5
6
8
11
12
13
15
16
19
20

平成27年は乙未（きのとひつじ）
鶏肉はチキン、牛肉は──
煙突の中にたまります
湖に張ったらスケートができるかも
ツルの物は長くワシは鉤（かぎ）形
最短距離の道は通らずに……
縄文時代の物には縄で付けた模様があります
すらりと伸びた──のような脚
金属をたたいて薄く延ばした物
徳島県名産のかんきつ類
1週間に7種類あります
夕空に輝く──の明星
晴れ着で成人──に出席する若者

＜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

滝本

知明さんの作品

〈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。

レジャー運が活性化︒
気の合う仲間とに
ぎやかに過ごして︒
新年会やレジャーを
企画するのもよく︑
楽しめそう

七福神の一人 タイを抱えています
117に電話すると分かります
スライスして焼いた食パン
笑い話の最後に付けるもの
階段の途中の広くなっている所
たばこの一種 紙巻きより大きい物が多い
ロシアの首都
漢字では羊の歯と書く植物
海や川で魚介を捕るのが仕事
肉や乳などを利用するために飼育します
寝室から聞こえる「グォー、グォー」

神経質になりやすい時期︒
細部を気にし
過 ぎ ず ︑持 ち 前のおおらかさを 忘 れ ず
に︒
植物を身近に置くと開運効果大

タ
テ
の
カ
ギ

1
4
7
9
10
13
14
17
18
21
22

小さな失 敗で後ろ向きになりやすいよ
う︒
さっと気 持 ちを 切り替えて︒
親しい
人に話を聞いてもらうのも効果的

きたえちごを見るのが毎月楽しみです。

世界の子供たちの時代も平和でありま
す様。
（新発田市 Ａ・Ｙ）

新年願うことはやはり家族の健康と無
事を願います。よくばりですが皆安心し
て暮らせる日本でありたいです。今年も
よい年でありますように。
（新発田市 Ｈ・Ｈ）

いろいろなことに手を出すものの︑
中途
半 端になりやすいもよう︒
一つに集中し
ましょう︒
深呼吸で心を静めて

新年の願い事、何よりも健康です。何
方も同じと思います。健康害しては、心
身共に参ってしまいます。家内安全、無
病息災。身の程を自覚して欲ばらず、平
凡な日を過ごしたいと願っています。皆
様の御多幸お祈りします。
（新発田市 Ｓ・Ｋ）

2014年は地震、豪雨、火山噴火など自然
災害の多い年であったので、今年は自然災
害の無い穏やかな年で有りたいものです。
（新発田市 Ｓ・Ｍ）

新年に願うこと…誰でも思っているこ
とですが、老いても誰にも迷惑かけずす
ごしたい…。健康維持するため、毎朝
ウォーキングをして今年もボケずに健康
でいたいと願っています。
（新発田市 Ｍ・Ｎ）

保 留になっていたことが動 き始めるな
ど︑
うれしい変化あり︒
意欲的に動いて︒
メール交換も良い刺激に

毎月見てます！今年ももうすぐおわり
で す ね 。一 年 は あっという間に 終 わっ
ちゃいます。商品券当たるといいなー！！
（新発田市 Ｏ・Ａ）

今月のテーマ
新年に願うこと

レビは以前、数回やられた事があったので、
テレビと電子レンジは雷がなると電源を抜
くので無事でした。家財保険に入っていた
のでよかったのですが、出費がかさみます。
新しい年は、どんな一年になるのでしょう？
身体が健康であれば何でもできるのでやっ
ぱり心と身体の健康でしょうか。人と関わり
ながら、自分にできる事を無理せず挑戦し
たいです。雷はもうごめんです。
（新発田市 Ｉ・Ｃ）

つまらない意地を張りやすいかも︒
素直
さを 心 掛 け れ ば ︑
運 気 回 復へ︒
リラック
スするにはクラシック音楽が◎

読者の声

色々と作物を作るのに勉強になることが
いっぱいあります。１１月から３月までオータ
ムポエムをハウスで主人と２人で作って楽
しみながら収穫しております。孫娘も色々と
私に協力をしてくれて嬉しいです。これから
も畑仕事を頑張っていこうと思います。
（聖籠町 Ｉ・Ｔ）

■応募締切 当月20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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大変なことを安請け合いして︑
トラブル
を招きがち︒冷 静に判 断して︒リフレッ
シュには︑
趣味に励むとグッド

15分

キンカンとカブの酢の物

（1人分

2015.1

27kcal）

＜材料＞（4人分）
キンカン………………………………… 5 個（70g）
カブ…………………………………… 2 個（200g）
塩………………………………………… 小さじ 1/4

性 格 の プラス 部 分 がア ピールされ ︑人
気 が 急 上 昇 ︒人 脈 のネットワークを 広
げられそう︒
ネットサーフィンも吉

刻み昆布（乾燥）………………………………… 3g
A

砂糖…………………………………… 大さじ 1/2
酢…………………………………………… 大さじ 2

＜作り方＞

後
越
北
Ａ
Ｊ

好きなことに時間を費やすのに最適な
期間︒すべき作業を終えたら︑自分の時
間を満喫して︒
日記を書くのも◎

（1）キンカンは3〜4mm厚さの輪切りにします。大きな
種は取り除きます。
（2）カブは皮をむき、2〜3mm厚さの半月切りにします。
塩をまぶし、
5〜10分置いて、水気を絞ります。
（3）刻み昆布はさっと洗い、水気を切ります。水大さじ1
（材料外）に漬けて、しんなりさせます。Aを加えて混
ぜます。
（4）
（3）
にキンカン、
カブを加えて
混ぜ、
味をなじませます。

撮影：大井一範

気力が高まり︑充実した月に︒
一年の目
標を立てる好機なので︑ぜひプランニン
グを︒
新チャレンジもお勧め

キンカン

優 しい 気 持 ちになり ︑誰 にでも 親 切 に
できるはず︒周囲に思いやりを示すこと
で︑自然と運を引き寄せそうです

ミカンやユズなどと同じかんきつ類
の中で、一番実が小さい品種が「キン
カン」。かんきつ類の酸味に、ほんの
りとした甘味と苦味が特徴。冬から早
春にかけて旬を迎え、九州地方などの
温暖な気候の地域で主に栽培されてい
ます。
実は小ぶりですが、皮まで丸ごと食
べられるため、栄養をたっぷり取るこ
とができます。美肌効果やストレスな
どにも良いビタミンC、血圧やコレス

小さな果実に、栄養たっぷり
テロールを下げ、便秘解消にも良いと
される食物繊維などが豊富に含まれて
います。他にも果物の中では珍しく、
カルシウムが非常に多く含まれ、その
量はキンカン5個でイワシ1匹分以上
の含有量に相当。また、昔より喉や風
邪に良いといわれ、免疫力を高める働
きのある成分も含まれています。
選ぶ際は皮の色が濃く、つやつやし
ていて傷のない物を。キンカンは、皮
のオレンジ色と丸い形が料理を華やか

ライス餃子
新発田のレシピ！ ●材料

何かと好奇心を刺激される時期︒
やりた
いことがあったら︑
体験教室や説明会に
参加して︒
講演会も要チェック
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冷ご飯 ………………600g
豚ひき肉……………120g
にら…………………1/2束
きゃべつ ………………1枚
万能ねぎ………………40g
餃子の皮 ………………1袋
パセリ…………………適宜

にしてくれます。生のまま薄くスライ
スしてサラダや酢の物などのあえ物に
入れても、キンカンのほのかな苦味と
甘味が料理のアクセントに。
定番の甘露煮は、一度下ゆでしてか
ら、キンカンの重量の40〜50％の量
の砂糖で煮ます。そのままお茶請け
や、風邪気味のときには煮汁をお湯な
どで薄めて飲むとよいでしょう。

ᚻシߢ◲නࠪ࡞ࡋ߽߆ߒޔ
●作り方
卵 ……………1/2個
しょうが……小さじ1
A
醤油 …………小さじ1
中華風調味料 …少量
油 ………………大さじ1

＜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

① にら・きゃべつ・ねぎはそ
れぞ れ みじん切りにし、
かるく汁気をきる。
② 冷ご飯・ひき肉・①とＡを
よく混ぜ 合 わせ、等分に
する。
③ 餃子の皮で②を包み、少
量の油で蒸し焼きする。

しばた旬の田舎弁当を味わう会
次回 ２月19日（予定）
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 2015.1

左『夜会の仮装』
「少女倶楽部」口絵
大正15（1926）年 12月号
「少女倶楽部」口絵
右『水汲み』
昭和2（1927）年 10月号

頌春。―本誌に虹児絵が登場してからまる
七年、こんなに続くとは思いませんでした。
ご支持くださって有難うございます。
2015年は『夜会の仮装』から始めます。ご
覧の通り、これ以 上ないくらい華やかな絵で
す。
そんな絵を、なぜいまＪＡ誌に……？
じつは今年、パリで蕗谷虹児展が開催され
ることに。5月19〜30日、会場はエッフェル塔
に近い日本文化会館です。
その準備で、在仏中の作品探しを始めたとこ
ろ、
「少女倶楽部」大正15年12月号の口絵の
原画が見つかったと、講談社が知らせてくれま
した。別冊太陽の絵本名画館「虹児 愛の抒

編集後記
毎月「読者の声」に多数の応募
をいただきありがとうございま
す。今月掲載の聖籠町のＩ・Ｔさん
オータムポエムの作付けおつかれ
さまです。孫娘さんの協力、スゴ
イと思います。私はオータムポエ
ムのおひたしが好きです。醤油を
ちょっとつけて、地場産のおいし
さを実感しています。
今年は当ＪＡのホームページを
刷 新します。昨 年から準 備を 進
め、今年の２月に完成予定です。
こちらもよろしくお願いします。
皆さまの新年が良い年になるこ
とを心から願います。
（S）

情 画 集 」にも１頁 大で 載っている、
「巴 里 画
信」の代表作『夜会の仮装』の原画だと判った
ときは、嬉しかったですねえ。
そこで、まずは88年前の印刷頁から再撮し
た 絵をお目にかけましょう。近々、原画の方
も、平成の印刷技術でご披露しますので。
もう1点、
『水汲み』の原画も見つかりまし
た。虹児は書いています。「朝になると、私た
ちのアトリエ街（まち）の門衛（コンシェルジュ）の娘
は、派手な花模様の前垂を付け、青いエナメル
塗りの水缶を下げて、木靴を鳴らし乍ら、
ママ
をお手伝いして水汲みに出かけます。巴里の可
愛らしい少女です……」。
（2014年12月19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
■ 11月定例理事会

開催日時 平成26年12月2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）㈱あぐりサポート北越後に対する貸出の承認について（案）
農業経営運転資金に対する貸出を原案通り決定
（３）不良債権処理方針について（案）
原案通り決定
（４）平成２６年度上半期ディスクロージャーについて
原案通り決定し、冊子を各支店で開示
（５）信用供与等の最高限度額決定について
農協法施行令の改正に伴う変更を決定
（６）食材宅配事業の取扱いについて
食材宅配を平成２７年３月中旬に終了し、事業の廃止を決定
（７）車輌事業休日営業の見直しについて
平成２７年１月１日から日曜、祝日の休業を決定
（８）今後の農産物直売所運営方針について（案）
出荷者の組織化、育成強化の短期計画。
園芸振興・地域営農ビジョンに基づいた中期計画を決定

（１）決算見込みについて
（２）平成２６年度職員年末賞与の支給について
（３）１０月末事業実績について
（４）平成２７年度新採用職員内定者（高卒）に
ついて
（５）「金融円滑化法」期限到来後の報告・開示
について
（６）農政広報資金の拠出状況（結果）について
（７）ヘルプライン運営要領に基づく調査委員会
の結果について

