広報

人と地域とJAをつなぐ

߈ߚ߃ߜߏ

２０１５

２

月

Ｖol.211

輝らり

冬季農産物代表のオータムポエム続々出荷！
JAの職場！ 徹底解剖
≪家庭菜園≫ 上手なトンネル保温で春取りニンジンを

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

新発田市米倉（五十公野支店）津村

カツミ さん（65歳）
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︑牛 頭︑ハウ
五十公野支店管内の米倉地区で水稲
ス 栽 培で オ ク ラ と オ ー タ ム ポ エ ム を 4 a ︑ ヤ マ ノ イ モ a
を家族8名で栽培・生産する津村カツミさんに最盛期を迎
えている冬の代表農産物であるオータムポエムについてお
話を伺いました︒
JA北越後産のオータムポエムは︑県内で出荷販売高1
位となり︑品質・美味しさともに大都市圏の市場を中心に
高い評価を得ております︒今年度は生産者 名︑作付面積
3・6 ︑販売金額20︑000千円を目標にしています︒
また︑オータムポエム部会員は皆さんエコファーマーの認
定を受けており︑高品質で統一した出荷を可能にしていま
す︒
今年度産オータムポエムの作柄は︑9月中旬ごろ播種し︑
早いものでは 月に収穫が始まりました︒全体的に出だし
が早く順調かと思われましたが︑ 月に到来した寒波の影
響で生育が低調し︑出荷量に影響が出ています︒
津村さんのハウス圃場では︑オクラとオータムポエムを
ロ ー テ ー シ ョ ン で 栽 培 し て い ま す︒﹁数 年 前 に 収 量 が あ ま
り取れなかったことを見直し︑土づくりに力を入れてきま
し た︒﹂と 話 す 津 村 さ ん︒昨 年 に 土 壌 消 毒 を 実 施 し︑有 機
質栽培に拘るあまり︑適正な堆肥量でなかったことが判明
し ま し た︒こ の 結 果 を 踏 ま え て︑一 か ら 土 壌 分 析 を 行 い︑
適正な量の堆肥を施すことにより寒波に負けない太く︑み
ずみずしいオータムポエムが沢山収穫できています︒

冬季農産物代表のオータムポエム続々出荷！
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太くて甘い！
色々な料理で大活躍！
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■今月の農産物

うち准組合員数

8,002人

（△1人）
（＋34人）

出資金

33億3,781万円
（＋4万円）

貯金

874億1,601万円
（＋2億1,647万円）

貸出金

294億500万円
（＋2億7,944万円）

長期共済保有高

4,949億1,290万円

販売品販売高

（△15億7,181万円）
50億9,796万円 ※

購買品供給高

27億5,452万円 ※

（＋5億1,184万円）
（＋3億8,578万円）

職員数

419人
（＋3人）

（
）
は前月対比
※平成26年４月からの実績です。
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オータムポエムの収穫完了までの目標を伺うと﹁収穫は
3月半ばまで行われます︒出荷するオータムポエムは︑エ
コ フ ァ ー マ ー の 認 定 に 恥 じ な い も の に す る の は も ち ろ ん︑
消費者に美味しいと喜んでもらえるものを心掛けていま
す︒と こ と ん 味 に 拘 っ た も の を 提 供 し て い き ま す︒﹂と 津
村さんは熱意を語りました︒
＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
オータムポエムとは中国野菜のコウサイタイとサイシン
という菜花を品種改良したとう菜の一種でアブラナ科の野
菜です︒栄養も多く含まれ︑茎葉の風味と食感がアスパラ
ガスと似ており︑別名﹁アスパラ菜﹂とも呼ばれています︒
料理では︑蒸したり茹でたり炒めたりと沢山のレシピで使
用できる万能野菜です︒冬の料理に青々とした色合いを加
えることができるのも人気の要因といえそうですね︒

9,497人

80

農産物データ︿北越後のオータムポエム﹀

（+33人）

うち正組合員数

収穫されたオータムポエムです！

名

（平成26年11月末現在）
17,499人

組合員数

真冬に黄色い花を
咲かせるオータム
ポエム

部会員数⁝⁝⁝

■JAデータ

太い茎が甘くて美味しい！もちろん葉も食べられます！

特徴⁝⁝⁝⁝⁝部会員全員がエコファーマーの認定者で
高品質なオータムポエムを統一して出荷
しています︒

1年でもっとも
寒い季節に旬を
むかえる
「オータ
ムポエム」。アブ
ラナ科の分類で
伸びてきた茎葉
と花のつぼみを
食します。
当ＪＡ管内で
は平成6年に金
塚地区で2名の
生産者から栽培が始まり、現在のオー
タムポエム部会は平成20年に設立され
ました。冬場の園芸ハウスや育苗ハウス
の有効利用にと栽培面積も徐々に増え
ています。直売所を始め、スーパー等で
も目にする機会が多くなりました。
寒さから身を守るため糖分を蓄え甘
みが増すオータムポエムですが、生産
者の方に伺ったところ、茎の下部が一
番おいしいそうです。当ＪＡ直売所では
カットした茎のみの袋詰めも販売して
おり、塩麹漬けにするとおいしいと隠れ
た人気商品となっています。
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1/

11

JA北越後女性部と
五十公野支店が雑煮合戦に出店
第11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
11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」と支店・農家
組合活性化対策事業の取組みで初参戦と
なった同JA五十公野支店のチーム「いじみ
のJAぱん」の「津川街道冬景色雑煮」を販
売し、沢山の来場者が舌鼓を打ちました。
当日は6県から38の店が出店、昨年を上回
る約2万3千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
開店から注文が止まらない
「いじみのJAぱん！」
多くのリピーターが訪れます。また、初参
戦となった「いじみのJAぱん」の「津川街
道冬景色雑煮」は、支店職員と農家組合長でレシピを考案し、地元米倉のヤマノイモと蕎麦をはじめ五十
公野、赤谷地区の旬の食材からなる地域の絆をイメージした創作ふるさと雑煮に仕上がりました。
雑煮合戦当日はどちらの雑煮も13時前には完売する盛況ぶりを見せました。初参戦となった五十公野支
店の長谷川明支店長は「支店・農家組合活性化対策事業の取組みで初参戦しましたが、沢山の組合員が来
店され交流を深めることができ、地元の食材に拘った雑煮は多くの方から好評で良かったです。」と成果
を振り返りました。
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
います。
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第21回年金友の会将棋大会を開催
JA北越後年金友の会

JA北越後年金友の会は、新発田市豊浦地区公民館で第21回年金友の会将棋大会を開催しました。各支
部より10名の会員が参加し、個人戦による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。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。
参加した会員からは「今年もいい将棋を指すこと
が出来て良かったです。残念ながら参加人数は少な
かったが、同年代の仲間と会話を交わして有意義な
時間を過ごせました。仲間の色々な将棋を見ること
ができるのもまた楽しみになっています。」との声
が聞かれました。
試合結果は下記の通りです。
優 勝 細野 英敏さん（豊浦支部）
仲間同士で真剣勝負
準優勝 高澤 忠吾さん（加治支部）
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地域の話題をお届けしています
topic
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29・30

年末の風物詩！ 節季市を開催

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29日午前9時より開催されました。この
市は歳の瀬の恒例行事となっており、JA北越後女
性部部員が中心に、松飾りや飾り花、豆や野菜類を
販売しました。今回も大勢のお客様にお集まりいた
だき、開市と同時に、皆様が目当ての品々を買い求
め、大変熱気あふれる節季市となりました。販売前
には手作りの甘酒もふるまわれ、寒空の下、開市を
待つお客様が温かい甘酒を美味しそうに飲む姿もあ
りました。
また、（同じ敷地内にある）農産物直売所におい
ても29日、30日（の両日）に節季市を開催し、こ
ちらも（悪天候の中、両日とも）（昨年を上回る）
正月飾りを買い求める来場者
大盛況のうちに一年の販売を締めくくりました。
正月飾りの松飾りは、年末の大雪で材料が品薄になるなど、早期の売切れが懸念されましたが、生産者同士
が材料を融通し合うなど、協同で品目の調達を工夫したそうです。また、正月食材の販売では、生産者手作
りの漬物や煮物の試食コーナーを設け、対面販売でお客様に一年の感謝を伝えるという、直売所ならではの
一幕も見られました。

topic
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直売所向け品目講習会を実施
売れ筋の品目から直売所向け栽培技術学ぶ

JA北越後営農経済部直売課は、営農センター2階会議室を会場に直売所向け品目講習会を午前と午後に
分け開催し、若手からベテランまでの生産者60名が参加しました。この講習会では、「直売向けの品目
について」と「直売向け野菜栽培の方法及び電子図書館の使用方法について」の2部構成で行われ、直売
所で有利な商品を知ることとその栽培技術の学習を目的に実施されました。
1部の講義は、「直売所に向く春まき野菜」と題して北越農事株式会社の渡辺義貴部長を講師に迎え、
今年トレンドとなっている品目と品種について講義がありました。直売所で人気の高いトマトからス
ナップエンドウやブロッコリー、また夏から秋ごろ主役になる枝豆やトウモロコシ、サツマイモにス
ポットをあて、それぞれ最新の品種から作型にあった品種と最近の消費者嗜好をあわせた説明があり、
参加者は真剣な面持ちでメモをとっていました。
2部の講義では、直売所向けの野菜栽培方法と電子図書館の使用方法について一般社団法人農山漁村文
化協会関東甲信越支部の寺元和矢副支部
長を講師に迎え、DVDをもとに野菜ごと
の土づくり方法、発芽を促す種まきなど
技術を主にした説明と、各ほっとコー
ナーに設置してある電子図書館の使用方
法ならびに品目ごとに効果のある資材の
解説を行いました。
講習会の参加者からは「今日学んだこ
とを活かし、新たな品種にもチャレンジ
してみようと思います。市場への出荷と
異なり、直売所だからこそ売れる商品の
解説など解りやすく勉強になりました。」と
感想をいただきました。
直売向け野菜品目について講義をする渡辺義貴部長
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ご存知でしたか？
ご存知でしたか？

JAの介護サービス事業のこと
平成11年10月26日、新発田市ホームヘルプサービス事業の運営委託を受け老人居宅生活支援事業と
してスタートし、満15年が経ちました。
開設時より『安心』『確実』『思いやり』を合言葉に、経験豊かで丁寧な介護スタッフが大事なご家族の
健やかな生活のお手伝いをさせて頂いております。

● 平成26年度上期実績(4月〜9月)
契約者

延べ利用者

延べ利用回数

延べ利用時間

介護予防訪問
介護

37 人

201 人

1,379 回

1,379 時間

訪問介護

32 人

148 人

3,957 回

2,685 時間

合

69 人

349 人

5,336 回

4,064 時間

計

● 介護スタッフ19名で心を込めて対応いたします。

● 主なサービス
〔介護サービス〕
○食事の介助

○着脱の介助

○身体の清拭・洗髪等

○入浴の介助

○排泄の介助

○体位交換の介助

〔家事サービス〕
○洗濯・掃除・片付

○買い物

○食事の準備・調理

● サービス利用の手続き
◆総合相談：市町村の高齢福祉課へ相談してください。
■在宅での支援を希望される方は
居宅支援事業所
又はＪＡヘルパー
室へお問い合わせ
ください。

担当ケアマネー
ジャーがケアプラン
を作成・ＪＡ担当者
がお伺います。

サービスの開始専
門スタッフが定期
的に訪問します。

お問い合わせ先 TEL0254-26-3321 JA北越後福祉課まで
߈ߚ߃ߜߏ 2015年2月号 6

J A の職 場！ 徹 底 解 剖
済窓口の
金融 共 済 課 共
編！
お仕事

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

㐳ᦼᷣߩᄾ⚂ᦠࠍ⏕ߒ߹ߔ㧋
共済の保障内容は毎年改訂されていきますがそれと
同時に契約書の様式も変わっていきます。変更点をし
っかり確認することでご記入いただきました契約書の
チェックもはかどります

߅ቴ᭽ߩᄾ⚂ౝኈߦߟߡࠃࠅࠃ߽ߩߦߔࠆߚ
มߣ߽⋧⺣ߒߥ߇ࠄᬺോࠍㅴ߹ߔ
窓口に来 店されたお客様のご依頼の内容を確認し、
一番お客様にあった共済をご案内します

プ ロ フィール
菅谷支店金融共済課

森 愛理（31歳）
趣味：
趣
子供と散歩（3児の母です！）
好きな食べ物：炭水化物全般
好
わんこそば110杯完食しました。
結構大食いです！

（

）

一言：慌ただしさから解放されて
一

ゆっくり水泳がしたいです(^^)

共済窓口のお仕事って？

支店の金融共済課には貯金と共済の窓

口があり︑それぞれ担当を配置していま

す︒共済窓口担当は︑自動車・自賠責・

火災等の多岐に渡る共済の事務処理やお

客様応対︑電話連絡を受け持ちます︒お

客様の大切な共済契約の継続手続きや車

輛変更や保障内容変更などに伴う異動手

続き︑満期や入院︑中途給付などの共済

金支払を行うとともに︑お客様へ払込連
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絡や各種案内ハガキを郵送と一連の業務

JAに入組してから貯金と共済の窓口を担当してきま
した。現在菅谷支店に業務支援で共済窓口を担当して
いて、所属は本店の共済課と複雑な状況です。菅谷支
店は以前勤務していたこともあり、窓口で業務をして
いるとお客様から「帰ってきたの？」とか「久しぶりだ
ね」などと声を掛けていただき嬉しく思っています。共
済は日々仕組みが変化しますので勉強が欠かせませ
ん。知識と経験、先輩のアドバイスをもとにお客様に
よりよい提案ができたときはやりがいを感じますし、
嬉しいですね。共済窓口ではお客様のライフスタイル
に関わるお話をするので、明るい笑顔を大切にして地
域に浸透した親しみのある職員になれるよう業務に励
みます。

を担当します︒お客様に正しく共済の保

大切な話がしやすい
といわれる職員に！

障内容をお伝えするために︑共済につい

共済について何かわからないことなどありましたらお
気軽にご相談ください。お客様のライフスタイルにあ
わせてご提案します。

ての勉強は欠かせません︒

ᄾ⚂ᦠߩᦠ߈ᣇ߆ࠄฦ⒳ᷣߩߏ⋧⺣߹ߢ
ⷫりߦߥߞߡߏኻᔕߚߒ߹ߔ

রᛈƥƎƷൾϾѓ

お店屋さんごっこ♪

たからもの
Ïরᛈଛ༘ԒÐ

パジャマに着替えてお昼寝です！
︵２歳児︶

当園は︑社会福祉法人 親永
会の５番目の保育園として︑聖
籠町に平成十二年四月に開園
し︑今年度で一四年目になりま
す︒
﹁強く 賢く 礼 儀 正しく﹂
の保育目標のもとに生後二か月
から満三歳までの子ども達が︑
毎日︑元気に過ごしています︒
近所の方から︑ご厚意でお借
りしている畑では︑ジャガイモ
の収穫に始まり︑各クラスでの
野菜を育て︑子ども達と一緒に
観察したり︑収穫しながら︑食
物のありがたさ︑感謝して頂く
ことの大切さを感じておりま
す︒また︑四季折々の行事を大
切にし︑秋からは︑ほのぼのク
ラブ︵祖父母の会︶の皆様と焼
き芋会︑クリスマス会など季節
感あふれる楽しいひとときを過
ごし︑子ども達も楽しみにして
ます︒十一月には︑新潟テルサ
での﹁六園合同音楽会﹂があ
り︑二歳児さんは︑姉妹園のお
友達さんと一緒に合奏などを
堂々と発表し︑子ども達にとっ
ても︑大きな自信へとつながっ
たようです︒一年の成長を感じ
とって頂ける﹁お楽しみ会﹂も
先日行われました︒日頃から︑
楽しんできました手遊び︑お遊
戯やオペレッタをお客様の前で
発表し︑たくさんの拍手をいた
だきました︒０歳児さんでも︑
曲のリズムに合わせて体を動か
して発表する姿は︑とても微笑
ましかったです︒これからも︑
子ども達の健やかな成長を見守
り︑保護者や地域の皆様からご
支援︑ご協力を頂きながら︑子
ども達にとっての憩いの場であ
る保育園を目指して参ります︒

ぞうきんがけだって、
できます。

保育園の畑で沢山のさつまいもが
採れました。

優しい消防士さんに
水消火器の使い方を教わりました。

おたのしみ会 １歳児
お遊戯やミニオペレッタも上手でした

おたのしみ会 ０歳児
「アイアイ」
を踊りました

おたのしみ会 ２歳児
オペレッタ
「大きなかぶ」

展示会を開催しました〜
今年のテーマは
「歌の世界」
でした
ほのぼのクラブの方との会食
愛情たっぷりのクッキーです。
（２歳児）
みんなでお食事うれしいな♪
（０歳児）

未来の
紅白歌合戦♪
みんな仲良し♥

年末の大掃除
自分たちのお部屋を
綺麗にして、
気持ちが
いいね！
（２歳児）
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ゆ の

伊藤

結希ちゃん
お父さん 拓さん
お母さん 芽里さん
（新発田市

下興野）

結希ちゃんの名前の由来は、人との結びを大切にして
欲しいという願いからご両親が名付ました。
現在７か月の結希ちゃんは、１日２回の離乳食です。
お母さんの作ってくれる愛情たっぷりの離乳食は、お
じいちゃんの作ってくれたお米と、おばあちゃんの作っ
てくれた無農薬野菜が材料です。毎日モリモリ食べてく
れるそうです。
最近は、
「パパ」
「ママ」と話しているように聞こえると、
とても嬉しく思えます。とお話ししてくれました。
ご両親は、健康でいつもニコニコ元気のある女の子に
育って欲しいと願っているそうです。
（佐々木支店）

生き物と触れ合う
馬場

美広さん （聖籠町網代浜）

馬場さんは色々な趣味をお持ち
ですが、そのなかで生き物の飼育
についてご紹介いただきました。
馬場さんは多彩な生き物を飼育していらっしゃい
ます。以前大型犬を飼われていて、その際ご自身で
犬小屋を造られました。今ではその犬小屋でメダカ
の飼育をしています。夏場の世話が大変らしく、水
替えに一日がかりになることもあるそうです。
また、動物だけでなく植物も育てていらっしゃい
ます。栽培している雪割草は、夏越しが難しく育て
るのが大変ですが、馬場さんは夏の高温と直射日光
に考慮した栽培環境を造られました。
馬場さんの動物、植物ともに愛情を持って接して
いらっしゃるのが伝わってきました。 （聖籠支店）
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後
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きたえちご
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
今月
月のお
のお店
のお
菅谷 納 豆

倉島食 品

懐かしいパッケージと昔ながらの製法で作られた風味豊か
な納豆「菅谷納豆」。製造する食品会社の倉島食品は現在代
表を務める渡邉栄子さんのお父さんの代から納豆の製造をし
ており、およそ60年前から続いています。今では新潟県内で
納豆を製造する食品会社は20数社ほどになったそうです。
納豆の製造には大豆を水につけて一晩おくところから商品
としての完成まで４日かかります。「菅谷納豆」は全てが手
作業です。温度管理や納豆を容器へ詰めるやり方など長年
培った技や、伝わる言葉に表すことができないコツのような
ものが60年間受け継がれています。同じ大豆、同じ納豆菌を
使っても作るところが違えば違う味になるそうです。納豆菌
は生き物の為、商品の仕上がりは季節に応じた温度管理が重
要で、１年の中では季節の変わり目であるお彼岸時期が一番
難しいとのこと。

1パック
2つ入りです
すずろまんを使用した納豆

60年前から
使用している
デザイン

昔ながらの納豆と言えばわらつと納豆（わらで包まれた納
豆）を想い浮かべる方が多いかもしれません。渡邉さんのお
話では、新潟県では食品衛生上の理由からわらの使用が許
可されなかったため、経木
（きょうぎ）と言われる薄く削られ
た木で納豆を包んだそうです。倉島食品では今でも経木を
使用した商品を提供しています。昔ながらの味わいと、程
よく水分が抜けた食感が懐かしくおいしいと評判です。
納豆のおいしい食べ方を伺ったところ、
「 まずは、たれを
いれる前にかきまぜて納豆そのものを味わってもらいたい
です。納豆は手間をかけないで食べることができるのがい
いところ。食べ方は十人十色。好きな食べ方で食べていた
だければ嬉しいです。」と話されました。調理法としては、
納豆のてんぷら、納豆汁、チャーハンの他、うすあげを
ひっくり返して油で揚げたものもおいしいそうです。

渡邉栄子さん

直売所でも
好評お取り扱い中

包むところを見せて下さいました

1人用小パックと昔ながらの
経木に詰められた納豆

倉島食品 〒959-2513 新発田市繁山甲８ TEL.0254-29-2035
商品は各市内スーパー（一部を除く）でお取り扱いしております
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直売 所だより
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2 月17日㈫
JA北越後営農センターにて

①９：３０〜 ②13：30〜
午前と午後の２回開催します。
同じ内容なのでご都合に合わせてご参加ください。どなた様もご参加いただけます。
資料準備の都合上あらかじめお電話などでお申し込みをお願いします。
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2/13㈮までにお申し込み下さい
お問い合わせ・お申し込みは…

26-7000 担当：大江・石山まで

芽キャベツとレンコンのサラダ

20分
（1人分

2015.2

105kcal）

＜材料＞（2人分）
芽キャベツ……………………………………… 150g
A

水…………………………………………… 400ml
塩…………………………………………小さじ 1/2
レンコン……………………………………………60g
砂糖………………………………………大さじ 1/2

B

酢…………………………………………… 大さじ 1
水…………………………………………… 大さじ 1
マヨネーズ…………………………… 大さじ 1/2

C

練りごま…………………………………… 小さじ 1
酢…………………………………………… 小さじ 1
砂糖………………………………………………少々

＜作り方＞

芽キャベツ
小さくてコロコロとした形がか
わいらしい芽キャベツ。見た目は

後
越
北
Ａ
Ｊ

撮影：松本祥孝

（1）芽キャベツは葉元を薄く切り
落とし、傷んだ葉は取り除きま
す。切り口に十字の切り込みを
入れます。
（2）鍋にAを沸騰させ、芽キャベツ
を４〜５分ゆでます。
（3）レンコンは2〜3mm厚さの輪
切りにして水にさらします。B
でさっと煮て取り出します。
（4）Cを合わせ、芽キャベツとレン
コンをあえます。

見た目もかわいい小さなキャベツ

えて生活習慣病を予防する働きな

スープや煮物に入れる場合はその

どがあります。

まま煮てもよいのですが、2分ほど

キャベツに似ていますが、キャベ

選ぶ際は、葉が固く巻かれ、よ

下ゆでしてえぐ味を抜いてもよい

ツの若芽を収穫した物ではなく、

く締まった物を選びましょう。ま

でしょう。コロコロと見た目がか

キャベツとは違う品種です。70〜

た、緑色が濃い物がより新鮮で

わいらしい芽キャベツで、料理も

80cmくらいに伸びた長く太い茎

す。保存はポリ袋などに入れて野

グッと華やかに。

に、たくさん実が付き、1株から何

菜室へ。硬めにゆでてから、冷凍

十個も収穫できます。晩秋から春

もできます。

先に旬を迎え、特に今の季節は柔

調理する際は、葉がバラバラに

らかく、えぐ味が減って甘味のあ

ならないよう葉元を薄く切り落と

る物が出回ります。

し、傷みや汚れのある葉を除きま

栄養はビタミンC、カロテン、食

す。巻きが固いので、中までしっ

物繊維が多く含まれています。ビ

かり火や味が入るよう、包丁の刃

タミンCはキャベツの4倍もの含有

元で切り口に十文字の切り込みを

量があり、野菜の中でもトップク

入れましょう。

ラスに多い食材です。ビタミンCに

サラダやあえ物にする際は、え

は美肌効果の他に、鉄の吸収を促

ぐ味があるので沸騰したお湯で4〜

進する作用、活性酸素の働きを抑

5分、中までしっかりゆでます。

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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作ってみよう！

家 庭 菜園
今月の野菜
上手なトンネル保温で
春取りニンジンを

ニンジン

立春とはいえ2月初旬は平年なら1月下旬からの一番
寒さの厳しい季節です。そのため畑の地温は低く、霜も
厳しいので露地裏畑ではとても種まきできる時期ではあ
りませんが、フィルムをトンネル状に覆い、上手に管理
すれば、多くの地域（関東南部以西の平たん地、北関東
以北では2〜3旬遅れ）では一足早い春の訪れ、春取り
ニンジンの種のまきどきです。取り組めば陽春の4月下
旬から5月にかけて、
色鮮やかで甘くておいしいニンジンを食卓に載せることができます。
品種は低温下で根の太りが良く、品質の良い「ベーター312」
「ベビー
キャロット」
（サカタのタネ）、
「いなり五寸」「平安三寸」
（タキイ種苗）、
「スイートキャロット」
（トキタ種苗）や、JAのお薦め品種から選びま
しょう。
畑の準備は、種まきの半月以上前に図のように120cm幅のベッドを
作り、全面に完熟堆肥と油かす、化成肥料をばらまき、20cmほどの
深さによく耕し込んでおきます。そして、くわ幅のまき溝を3列、溝
底が平らになるようくわを前後に動かして丁寧に作り、ジョウロで溝
の外にはみ出さないよう留意して灌水（かんすい）します。種まき後
すぐにフィルムを密閉してしまうので、ここで十分水を与えておくこ
とが肝要です。
種まきは1〜1.5cmぐらいの薄まきとし、3〜5mmぐらい薄く覆土
し、その上にもみ殻薫炭か、ピートモスを薄く掛けます。
トンネルにはビニールまたはポリエチレンフィルムを覆い、裾には
十分土を掛けて密閉し、地温の上昇を図ります。日が当たっても発芽
するまでは換気する必要はありません。土が乾き過ぎたら週1回ぐら
いフィルムを除いて灌水してください。
発芽して本葉が1〜2枚になったら、図のように頂部に小穴を開けて
換気し、温度の過上昇を防ぎます。フィルムに穴を開けたくないな
ら、狭幅フィルムを2枚合わせにしておき、頂部を開いて換気しても
よいです。裾を開けると両裾に寒風が入り、また風で飛ばされてしま
うので失敗します。
育つにつれて適宜間引き、灌水、追肥を行い、暖かくなるにつれて
裾開け換気し、生育の様子を見ながらフィルムを次第に開け、十分暖
かくなれば昼夜も全開にします。
根の肥大状況を常に観察し、食べられるようになったら逐次収穫し
ましょう。
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広報誌﹁ＪＡ北越後﹂に
広告を出しませんか

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︶

１５︐０００円

３０︐０００円

１回

12

縦60㎜ 縦60㎜
×
×
横180㎜ 横90㎜

︿有料広告﹀

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︒

１回

１枠

２枠

߈ߚ߃ߜߏ 2015年2月号 14

߈ߚ߃ߜߏインフォメーション

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

宅地

600.06㎡

建物

−

171.60㎡

土地

宅地

805.44㎡

建物

−

264.81㎡

土地

宅地

675.54㎡

建物

−

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

総合ポイント制度
組合員お楽しみ抽選の実施について
平成２３年２月より稼働いたしましたＪＡ北越後「総合ポイント制度」につきましては、現在１０，０
００名を超える会員数となっております。
この総合ポイント制度では様々な特典がありますが、その中でも最大の特典として年２回、それぞれ１
００名に５，０００ポイント（１ポイント１円換算）が当たる組合員お楽しみ抽選があり、平成２６年１
２月に第8回目の抽選を実施いたしました。
厳正なる抽選の結果、１００名の方が当選され、当選通知を発送いたしました。
総合ポイント制度はＪＡの事業利用によりポイントが付与される仕組みであり、年会費も無料となって
おります。まだ会員登録をされていない方はこの機会にぜひ、組合員加入とセットで加入してみてはいか
がでしょうか。
総合ポイント制度及び組合員加入、ポイントの自動キャッシュバックのお問い合わせは、最寄りの各支
店窓口で承っております。
︿有料広告﹀
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年１月から外科医が増えました︒

年は年間３６８例の

える手術件数となりました︒
平成

外科医として平成６年４月

を頂くことができませんでし

が︑昨今の医師不足から補充

医師の増員を依頼しました

た︒このため新潟大学に外科

切れしそうな数となりまし

手術を行い︑二人三脚では息

25

た︒今年縁あって小山俊太郎

平成

武美
富山
先生に赴任していただく事に

27

年にな

豊栄病院 副院長 外科

に嘉山にあった豊栄病院に赴

߈ߚ߃ߜߏインフォメーション
任し︑昨年の４月で
なりました︒念願の外科医３

小山先生は昭和 年に新潟

りました︒一人外科医として

大学を卒業し︑私と同じ第一

人体制にやっとなったことを

手術助手と麻酔医に来ていた

外来と入院の診療を行い︑手

だきました︒平成８年から若

外科教室で外科の修行を積み

報告します︒

手医師と二人体制となり︑よ

ました︒その後︑県立新発田
年間︑主に肝臓︑胆

の病室が間に合わなくなった

フル回転で行われ︑予定手術

設が無いため︑入院と退院が

当時は今ほど介護︑療養の施

に病院が新築移転しました︒

平成９年９月︑現在の石動

医療を富山︑佐藤︑小山の三

からの豊栄病院の外科は地域

に嬉しく思っています︒これ

の時に共に働けることを大変

した︒外科医として働き盛り

道︑膵臓の手術を行ってきま

年４月に現在︑八

人体制で推し進めて参りま

た︒平成

す︒

病院で

61

事がありました︒この間の外

17

科手術は年間約２５０例でし

ことを思い出します︒

うやく仕事に余裕が出てきた

術には新潟大学第一外科から

20

療を行い︑年間３００例を超

生が赴任され︑二人三脚で診

面六臂で活躍中の佐藤一喜先

20

させること︑︵５︶利益が生
ずることが確実であるなどの
断定的判断を提供すること│
│などが禁止されています︒
宅建業者が売主で︑業者の
事務所等以外の場所で契約し︑
代金の全額を払っていない場
合には︑書面でクーリング・
オフ制度について告げられた
日から８日間はクーリング・
オフができます︒また﹁絶対
にもうかる﹂などと言われて
消費者が誤認して契約した場
合など︑契約の取り消しがで
きる場合があります︒
業者から勧誘を受けたら︑
話をせずにきっぱりと﹁お断
りします﹂と伝えましょう︒
理由を言う必要はありません︒
しつこい場合には︑業者名︑
住所︑電話番号︑名前︑免許
番号などを尋ね︑できれば会
話内容を録音して︑免許を与
えている役所の窓口に連絡し︑
宅地建物取引業法に基づく指
導を求めましょう︒

投資用マンションの勧誘にご注意

投資用マンションの勧誘に
関する相談が後を絶ちません︒
︻事例︼５日前︑勤務先に名
前も名乗らない業者から電話
があり﹁投資用マンションを
購入すれば︑家賃収入でロー
ンの返済ができてお釣りが出
る︒節税対策にもなり︑絶対
に損はしない﹂と一方的に話
し始めた︒﹁興味がない﹂と
言って電話を切ると﹁その切
り方は何だ︒失礼だろう﹂と
またすぐに電話がかかってき
た︒﹁話だけでも聞いてほし
い﹂と迫られ︑職場の手前強
く断れず会うことにした︒退
勤を待ち構えていた業者に︑
近くの飲食店に連れて行かれ
た︒６時間近く勧誘され﹁こ
こまで話をさせて契約しない
なら︑営業費用を損害賠償請
求するぞ﹂とすごまれ︑怖く
なって契約書にサインした︒
解約したい︒
不動産取引業を営む業者
︵宅地建物取引業者︶は国土
交通大臣や都道府県知事の免
許が必要です︒宅建業者は宅
地建物取引業法によって︑
︵１︶業者名や勧誘の目的を
告げずに勧誘を行うこと︑
︵２︶断っている相手に勧誘
を続けること︑︵３︶深夜ま
たは長時間の勧誘をすること︑
︵４︶威迫により契約を締結

︿有料広告﹀
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確定申告をするために源泉

こを探しても見当たりません︒
ルへ電話で再交付の申請を行

難な場合は︑ねんきんダイヤ

年金事務所等への来訪が困

ださい︒

︵運転免許証等︶をお持ちく

源泉徴収票を紛失したときは？
私は︑老齢基礎年金を受給
しています︒先日郵送されて

徴収票が必要なのですが︑再
い︑源泉徴収票を郵送しても

きた年金の源泉徴収票が︑ど

交付することはできますか︒
電話による申請については︑

らうことができます︒
年金事務所が所有する情報
︵基礎年金番号等︶で本人で

年分の公的年金等の

源泉徴収票は︑日本年金機構
あることが確認できる場合に︑

平成
から老齢年金の受給者全員に
ご本人の住所あてに郵送しま

失してしまったときや︑確定

ますので︑予めご了承くださ

金相談センター新潟に源泉徴

の年金事務所または街角の年

再交付の手続きは︑最寄り

届出をされたご遺族の住所

らおよそ２〜３か月後に︑

所等へ死亡の届出をしてか

す︒
年金事務所等へ来訪する際

は︑年金手帳や年金証書等の

基礎年金番号を確認できるも

℡ ０５７０ ０
１１６５
―５ ―

＊ねんきんダイヤル

へ送付されます︒

用︶については︑年金事務

源泉徴収票︵準確定申告

お亡くなりになった方の

い︒

等のために必要な場合は︑源
泉徴収票を再交付することが
できます︒

注

申告に使用した後に所得証明

なお︑郵送等に時間を要し

す︒

日ま

年１月
31

送付された源泉徴収票を紛

でに送付されています︒

対して︑平成
27

の及びご本人の身分証明書

子どもの発達
同じ哺乳動物でも人以外の
犬や馬などは生まれて間もな
く空腹になると︑自分から母
の乳を飲むし︑寒いときや危
ないときは親に身を寄せて自
分を守ります︒そして間もな
く親から離れて自立していき
ます︒
人の赤ちゃんは︑生まれた
ときは何もできません︒泣く
だけです︒泣くとお母さんは︑
どうしたのかなと考えて︑空
腹と思ったら乳を飲ませるし︑
寒そうなら服を着せます︒
全てはこのように︑昼でも
夜でも赤ちゃんに手をかけて
いるから︑段階を経て発達し
ていきます︒
赤ちゃんが泣いたときや乳
を飲ませるとき︑抱っこして
いるうちに首がしっかりする
し︑体や手足に力がついて︑
お座りからつかまり立ち︑独
り立ちへと発達していきます︒
お母さんはそのたびにいつ
も喜んであげるから︑遊びも
広がって力がつき︑１歳ころ
には独り歩きできるようにな
ります︒
尿や便も最初はおむつを着
けたままですが︑したくなっ
た様子で︑させてあげている
うちに︑自分から教えるよう
になり︑おむつも次第に取れ
ます︒

最初は泣くだけだったのに︑
言葉掛けしているうちに︑い
つの間にか﹁マンマ﹂﹁パイ
パイ﹂の言葉からしゃべれる
ようになります︒
生まれて０・１・２歳のお
よそ３年間で︑赤ちゃんは家
族の食事に加われるようにな
るし︑おむつも取れて会話も
自由になります︒しかし赤
ちゃんが大人になったとき︑
自分の０・１・２歳ころの︑
素晴らしい発達のことを覚え
ていません︒３歳ころになっ
て初めて︑自分という存在が
分かるようになって︑友達と
仲良く遊べるようになります︒
生まれてから３年間でこれ
だけ発達するのは︑そのころ
は他のことなど関係なく一生
懸命に遊んでいたからです︒
そのため周囲の状況に配慮で
きず事故やけがや誤飲なども
多いので︑よく見守ってあげ
ることを忘れないようにしま
しょう︒

︿有料広告﹀
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収票再交付申請書を提出しま

߈ߚ߃ߜߏインフォメーション

初めて応募しました。寒い時期が
やってきましたね。最近、鍋をして食
べることが多いです。体も温まるので
とてもいいと思います。白菜の鍋がシ
ンプルでとても好きです。
（新発田市 S・G）

初めて拝見しました。楽しく拝見しま
した。おとしだま当たりますように。
（新発田市 O・K）

ご存知ですか？年令の一定の区切り
で呼称がありますが、いくつ言えます
か？例えば、還暦60歳（数え年61
歳）、喜寿77歳、米寿88歳、白寿99
歳。ちなみに私は今年喜寿を迎えま
す。（本当はこれ以上年をとりたくな
いのですが。）
（新発田市 S・K）

新潟には豊富な食材が沢山ありま
す。野菜、果物、魚類、肉類他の宣伝
を、大々的に広報して下さい。
（新発田市 K・T）
新年明けましてお目出度うございま
す。今年もクロスワード頑張りますと
の意気込みが正月早々ダウンしてしま
い点滴の毎日でしたが、クイズ締切り
になんとか間に合いました。今年も良
い年であります様に願って居ます。
（新発田市 H・H）

今年は暖冬と言っていたのに十二月
の始めより雪がいっぱいで大変困りま
したね。早く春が来るといいね。
（新発田市 I・K）
私は野菜作りを楽しんでいる者です
が、難しく、特に病虫害・キャベツ等
の裂果等に頭を悩ましております。対
処法の指導を受けるには、各支店の園
芸担当者を「JAの職場〃徹底解剖」に
紹介してほしい。
（新発田市 O・H）
私のおすすめは「玉ねぎ氷」です。
玉ねぎをレンジでやわらかくし、ミキ
サーで撹拌して製氷皿に入れ凍らせる
というものですが、1ヶをお湯でとか
して飲みます。体がリラックスし、ダ
イエット効果もあり、とにかくすぐれ
ものですよ。一度試してみて下さい。
（新発田市 W・F）
わんたんスープをのむとあたたまり
ます。
（新発田市 I・Ｙ）

（身の周りの出来事）過日新春Ｎツ
アーの新春展に参加し、１、フェル
メール光の王国展。２、日本画の神髄
文化勲章作家展。拝観し新春から心
が晴々としました。
（新発田市 Y・H）

今年は羊年です。羊にちなんで子孫
繁栄、家内安全、皆に幸せが訪れるよ
うにと願っております。
（新発田市 S・E）

毎回クロスワードパズル楽しみに
やっています。 お正月のごちそうの
食べすぎ やっぱり落ち着くのは野菜
のどっさり入った 煮物！ 新発田の
自然豊かな農産物、これからも味わい

「春からやろうと
思っていること」です。
※テーマ以外にも応募お待ちしています。

１月号1７ページの農協観光の広告で申込〆切「平成25年」と記載していましたが、正しくは、
「平成27年」でし
た。お詫びして訂正します。

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

オトシダマ

1
2
3
4
6
8
10
12
14
16
18

早春に顔を出すフキの花茎
車などで人や物を運ぶこと
ピスタチオを食べるときむきます
駅伝の選手がつなぐもの
東南アジアの国 首都はプノンペン
地球表面のおよそ3割を占めます
ピンポンともいうスポーツ
花を回ってチョウが吸う物
子芋がたくさん付くことから、サトイモは──繁栄の縁起物です
旧国名の一つ ここと佐渡が現在の新潟県です
鬼は外、──は内

＜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

伊藤

美都希さんの作品

〈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。

周 囲の嫌な面 ばかりが目に付きやすい
かも︒
長 所を見るように意 識すると︑
運
気好転の兆し︒
読書も気晴らしに

先月号の答え

ヨ
コ
の
カ
ギ

最低気温が0度未満の日
武士の命ともいわれた刃物
応用に移る前にしっかりと
全身真っ黒な鳥
中央競馬を監督するのは──水産省
西を向いたときの右手の方向
ぺこりとへこんだ所
ホルスタイン、ジャージーといえば
趣味と──を兼ねた仕事
応接室に似合う長いす
けがが完全に──した
タイヤに穴が開いちゃった
大金持ちのこと アラブの大──

気まぐれになりがち︒
﹁やる！﹂と決め
たら︑
最後まで貫く意志の強さに磨きを
かけて︒
苦手克服に励むのも◎

タ
テ
の
カ
ギ

1
3
5
6
7
9
11
13
15
17
19
20
21

何かとおっくうになり︑
腰が重くなる暗
示︒
約 束 をドタキャンしないように︒
気
力アップには植物を飾って

お詫びと訂正

3月号のテーマ

自 分から積 極 的に動いた方 がチャンス
をつかめます︒
やりたいことには思い切
って挑戦を︒
遠出の旅行もグッド

農家ではありませんが毎回バラエ
ティーな内容で愛読しています。昨年
7月左膝が痛み「年相応ですね」と診
断されました。少しの土地を借りて野
菜作りや梅干用の赤紫蘇を作り心も身
体もリフレッシュしています。
（新発田市 S・M）

色々な情報が書いてあるので毎回楽
しみにしています。広報誌を作る方の
苦労が感じられます。
（新発田市 S・N）

健康に過ごしたいものです。
（新発田市 O・R）

慎重になり過ぎる傾向がちらり︒
失敗を
恐れず ︑
開き直りの気 持ちを大 切に︒
持
ち物の整理をすると開運効果大

冬はキムチ鍋が一番です。雪の中か
ら掘ってきた白菜とネギがあれば寒い
冬でも汗をふきふき家族８人笑顔の食
卓です。
（新発田市 T・M）

日報の投稿で始まった文通何10年も
続いています。今年も届いた、今だ続く
賀状の友、喜寿の祝という、魚沼の雪の
多い地という。1年の1回だけど近況報
告、子供、家族、自分のこと等々、わず
か30字程だけども手にとるように伝
わって来る。字が書けなくなるまで大切
に続けて行きたいと思っています。
（新発田市 M・N）

趣味や習い事を通じて人脈が広 がりそ
う︒
オフ会などの誘いには気軽に応じて
みて︒
メール交換にも発見あり

知人から酒かすをもらいあま酒を作
りました。二人でこたつに入りあま酒
を飲み体も心もほんのりあたたかくな
りました。
（新発田市 K・I）

■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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前 向 きな 気 持 ちになれる 月です ︒保 留
になっていた事柄に再トライすれば︑
ス
ムーズに動き始める予感

Readers'Voice

読者の声 special

おせっかいになりやすい時期︒人の行動
に口出しして︑
トラブルを招かないよう
に︒見守る気持ちを大切にして

謹んで新春のお慶びを申し上げま
す。政治・経済・農業にとっても、思
案の年になりそうです。危機感を持っ
て乗り越え次世代に繋げていけるよう
に心がけてゆきたいと思っています。
JA北越後の皆さま本年もよろしくお願
いいたします。
（新発田市 K・H）
体を温める飲みもの色々あると思い
ます。しょうが湯とかポタージュお茶
等沢山ありますが私はコーヒーにウィ
スキーを少し入れて飲むのが大好きで
す。私の至福の一杯です。
（新発田市 Y・K）

好 奇 心 旺 盛 になり ︑さま ざまなことに
興味を感じるはず︒体験教室に注目を︒
ウインドーショッピングも刺激大

JA北越後の野菜直売所が好きで通っ
ています。新鮮で安い所、お花を買い
にちょくちょく通っています。実家の
母（新潟市）が遊びに来ると必ずと
いっていい程一緒に行きます。
（新発田市 W・M）
今年は、ムダ使いせず、節約＆貯金
をがんばりたいです！なるべく買物へ
行かず、家にある物で生活するのも楽
しいものですヨ！！
（新発田市 Y・T）

プライベートタイムを充実させる好機︒
得 意 な 作 業に 打 ち 込 めば ︑手 応 えを 感
じられそう︒
勉強に励むのも吉

年令を重ねて、外出もままならなく
なって、「きたえちご」を見るのが唯
一の楽しみになってきました。目の手
術をして良く見えます。
（新発田市 A・E）
農協紫雲寺支店を利用させてもらっ
ています。待っている間広報誌を読ん
でいたらこのクイズが載っていたので
応募しました。
（新発田市 I・H）
12月6日からの大雪で、毎朝の除雪
が大変です。今年は穏やかな年であり
ますように。
（新発田市 S・S）

強 運 に 恵 まれている 期 間 ︒自 信 を 持っ
て自己アピールしましょう︒温めていた
プランを実行に移すのもお勧め

家でとれるブドウのジュースをのん
でゆっくりテレビを見て又家でとれる
ゆずの風呂に入るのがとても体によい
様な気がします。
（新発田市 W・R）

穏やかな心境で過ごせます︒
サポート上
手になり︑
対人運は上々︒
近場の温泉で︑
ほっこりするのもお勧め

今回のテーマは料理のこと、「男子
厨房に入るべからず」と育った私、料
理は一切やりませんので妻に笑われた
り小言を言われている毎日ですが、今
は春の野菜作りに備えての充電期間で
す。下手な短歌作りと読書で過ごして
います。
（新発田市 N・A）

やっぱり「おでんですネ！！」自家
製の大根や野菜をとっくり煮て超ウマ
♡種はおでん大根といいます。やわら
かくて、今年最高でした。来年も絶対
植えます。
（新発田市 Y・Y）
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今月のテーマ

からだを温める
おすすめの一品

温める一品となると、やはり飲食物
ですよね。余り料理は好きじゃなく、
新しいものへ挑戦もなく毎日が繰り返
し…なんでも冷蔵庫を開けて決め、結
局具だくさんの鍋になります。お銚子
一本は最高です老いも悪くないかも
ね。自分の体は、自分で守る。桜だよ
りもすぐ来ますね。
（新発田市 S・K）
政府と農協の問題が心配です。これ
からも宜しくお願い致します。
（新発田市 M・M）
ミルクを入れた、「ミロ」です。子
供の頃から、大好きな味で、寒い日に
飲むと、なつかしくて、ホっとしま
す。
（新発田市 H・M）
ストーブの火でコトコトにた、白菜
たっぷりのシチューが、外から帰って
食べる温まる一品です。
（新発田市 M・H）
特に寒い日は、おすすめの一品とまで
は言えませんが、飲み物に少量のアル
コール（ウィスキー・日本酒・焼酎な
ど）を好みに合わせて入れて飲みます。
（新発田市 H・T）
寒い 季 節は 何んと言っても料 理は
（野菜をタップリ使う）鍋物ですね！！
特に我家ではキムチ鍋。肉はゴマ油で
炒め薄みそ味、食べ際に納豆を入れる
のも美味しいですよ。寝る時は湯タン
ポ、始めは胸元を暖ため、布団に入っ
たら足元に、体にも良いと思います。
（新発田市 S・S）
今月のレシピを興味深く拝読してい
ます。調理時間の短いのも魅力のひと
つです。
（新発田市 I・S）
毎月楽しみにしております。特に
「直売所だより」「健康百科」「ねん
きんQ&A」など念入りに読ませて頂い
ています。
（聖籠町 I・Y）
知っ得集のお餅アレンジレシピ 思
わず「おいしそう」と、つぶやいてし
まいました。そして私のレシピの一枚
に追加させて頂きました。毎回の 新
発田のレシピ たのしみにしていま
す。今回のライス餃子…6年生の孫と
共に作ってみたいと思います。次回を
たのしみにしてます。
（新発田市 K・H）
年と共に勉強、活字、仕事にも手ぬ
きすることが多く、でも「きたえち
ご」読むことで力をもらうことが多い
です。わかりやすく楽しんで読んでい
ます。編集している人達に感謝です。
（新発田市 D・M）

毎月読者の皆様からいただいて
おります、貴重なお声を今回は
特別版としていつもより多くご
紹介させていただきます。

レシピのページが好きです。ライス
餃子簡単！
（聖籠町 N・Y）
寒くなると、おでん鍋で大根やゆで
卵など定番の物から子供の好きなウィ
ンナーなど色々入れています。家族の
笑顔を想像しながら朝から煮込んでい
ます。体も心もホッカホカです〜
（聖籠町 I・N）
いつも料理のレシピ楽しみにしてい
ます。キンカンは身体にはいいけどレ
パートリーに欠けていました。今回の
も参考に作って家庭にふるまいたいと
思います。
（新発田市 T・K）
寒い時おでんを食べると暖まりま
す。去年12月中に早々と雪が降った為
「おでん大根」は掘らずじまい。味が
よくしみ込んでおいしい大根なのに残
念で〜す！！
（新発田市 S・Y）
※TPP問題とからめて。JAの改革論議
が今年の最大の課題となると思うが、
JA中央会ありきではなく農業者の目線
で考えて良き方向に決定してもらいた
い。組合員があってのJAであるのでそ
の視点を忘れてはならない。
（新発田市 S・M）
お正月になると、特に思うことがあ
ります。若者や子どもたちのおもちば
なれです。おもちを食べると、からだ
も心もあたたまり元気になれるのに、
と思うのですが…。何とか日本の伝統
食として、残っていって欲しいと思い
ま〜す。
（新発田市 T・M）
高齢化していますので活字をもう少
し大きめにして下さい。お願い致しま
す。又、これはと思える記事にとぼし
いと感じています。
（新発田市 K・T）
自然災害が多く大変です。自分だっ
たらと思うと大変辛いです。今年こそ
は平穏で良い年であるよう願うばかり
です。
（新発田市 ？・？）
「温もりのある一品」と言えば酒粕
汁です。材料は塩鮭に大根・人参・牛
蒡・油揚・蒟蒻等を入れ熱くして食べ
ます。好きだから冬には必ず食べるこ
とにしています。
（新発田市 W・Y）
今回のもちを利用した料理、大変良
かったです。若い人たちはすごく喜ん
で食べました。大事に保存しておきま
す。家庭菜園いつも楽しみにしていま
す。
（新発田市 H・M）
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ギャラリー蕗谷虹児 2015.2

左『日本女性―秋』絹本 1929年
国際会議場と個展に出品した滞仏作
右『巴里の渡り鳥』挿絵 1935年
詩画集「花嫁人形」 宝文館

新潟県新発田市

パリ蕗谷虹児展には、
『日本女性・秋』をパリ
の日本大使館から出品して頂く予定でした。
ところが現在はタジキスタンの大使公邸蔵
になっていました。外務省がパリの大使館にば
かり集っていた美術品を各国の大使館に振り
分けた結果で、航空輸送費が絵1点だけで90
万円もかかりますが、意を決し貸出し申請書
をタジキスタン大使に提出することに。
軍縮会議で演説する新潟出身の蒲少将から
会議場に飾るために依頼されて描いた、春と
秋一対の作品なのです。シャンゼリゼの画廊で
開いた個展目録にも載っており、当時の大使た
ちと歓談する写真も遺されています。
まと
帯を胸高にゆったりと纏ったふうな着 付け

編集後記
早いもので2月になろうとしている
今日この頃です。新年号から沢山のお
手紙をいただきまして有難うございま
した。今月号の読者の声は特別版で2
ページに渡って皆さまからの「声」を
掲 載 して お りま す。テ ーマに 沿 った
「声」から励ましの声、叱咤激励まで
様々な「声」をいただきます。作成者
が気づかないところまでご指摘をいた
だくことも 多く、よく 見 ら れて い る
な・・・と反省する反面、作成者冥利に
尽きる次第です。今年も新しいことに
チャレンジしていきたいと考えており
ますので、引き続き広報きたえちごを
よろしくお願いいたします！（M）

は、和装の固く締め上げる着付けとは異なり、
西洋人にも自然に見える工夫でしょう。
『巴里の渡り鳥』
―4連の詩の１・３・４、友は東郷青児―
にほん
つげ
をぐし
アミ
友は、日本の黄楊の小櫛で／その愛人の金髪
ほぐ
らしん
をやさしく解しつ／パリジェンヌの白き裸身
マーブル
は／生ける大理石のごとしと言ふ。
アミ
うちえ
友の愛人は、たのしげに打笑み／二人の言葉
の終るを待ちて／日本人の日本語を語るを聴
さえず
けば／小鳥の囀るに似たりと言ふ。
き
ここはフランス、遠く来つるものかな、／鳥
え
にしあれば渡り鳥なり。／友は、女に笑みか
グラス
ヴァン
つ
け私の盃へ／この夜の酒をなみなみと注ぐ。
（1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
■ 12月定例理事会

開催日時 平成26年12月29日

協議事項
（１）㈱ライフサポート北越後給油所の事業改善について
営業日・時間を見直した低コスト営業を実施する段階的な改善計画を決定
（２）ＪＡ北越後地域営農ビジョンについて（案）
複合経営転換による農業所得向上と、低コスト農業経営の実践を重点事項とした原案を決定
（３）組合員以外の者１人に対する信用の供与等の最高限度額の決定について（一部修正）
２０億円以内から５００万円以内に貸付限度額の変更を決定
（４）随時監事監査の回答について
回答の一部文言を修正した原案を決定
（５）役員の行為基準の変更について
原案通り決定
報告事項
（１）不良債権の処理状況について
（２）１１月末事業実績について
（３）１２月末仮決算等スケジュールについて
（４）上期監事監査の改善指示書について
（５）全国監査機構期中監査Ⅰの改善指示書について
（６）平成２７年産米の生産数量目標等について
（７）県常例検査について

