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採れたて春ブロッコリー
連休中に出荷へ

≪家庭菜園≫ 育てやすくて新鮮な味が格別
新入職員紹介
農協改革特集

つるありインゲンマメ

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

新発田市稲荷岡 長谷川

直売所に出荷された長谷川さんのブロッコリー苗
こちらは赤キャベツの苗

智 さん（49歳）

時枝 さん（48歳）

﹁輝 ら り 直 売 所 編﹂5 月 号 は︑紫 雲 寺
地 区 で ハ ウ ス・露 地 で 多 品 目 栽 培 に 取 組
む長谷川智さん時枝さん夫妻にご登場い
ただきました︒
長 谷 川 さ ん は︑水 稲︑葉 た ば こ︑加 工
用 の 玉 葱︑ブ ロ ッ コ リ ー︑オ ー タ ム ポ エ
ム︑レ タ ス や き ゅ う り︑ブ ロ ッ コ リ ー の
苗から花まで多岐に渡る農産物の栽培を
手掛けています︒
取 材 時 に は︑5 月 の 上 旬 に 出 荷 予 定 の
春ブロッコリーが順調な生育を見せてい
ま し た︒長 谷 川 さ ん の ブ ロ ッ コ リ ー は︑
ハ ウ ス 栽 培 の も の で 2 月 下 旬 に 播 種︑3
月中旬に定植を完了して5月の上旬には
直 売 所 に 出 荷 さ れ る 見 込 み だ そ う で す︒
ま た︑露 地 で の ブ ロ ッ コ リ ー 栽 培 も 同 時
期 に し て い て︑こ ち ら は 中 旬 ご ろ に 出 荷
予 定 だ そ う で す︒花 蕾 が 引 き 締 ま っ た 旬
の春ブロッコリーは格別の美味しさです
ね︒
長 谷 川 さ ん は﹁出 荷 者 が 張 り 合 い を 持
て る 店 づ く り を 目 指 し︑率 先 し て 出 荷 す
る こ と で 直 売 所 を 盛 り 上 げ て い き た い︒﹂
と熱意をいただきました︒

採れたて春ブロッコリー
連休中に出荷へ
旬の野菜から
色々な苗が店を彩る

今月の
今
今月
の

り
輝ら

き

直売所編
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まだ花蕾が確認しずらいですが2週間程度で食べごろサイズになります

■JAデータ
（平成27年2月末現在）
17,576人

組合員数

（+24人）

うち正組合員数

9,487人

うち准組合員数

8,089人

（△2人）

（＋26人）

33億3,957万円

出資金

（0）

貯金

878億6,032万円

貸出金

292億4,732万円

（＋6億2,492万円）

（△6,305万円）

長期共済保有高

4,918億5,923万円

値付け作業中の長谷川智さん

（△7億9,627万円）

販売品販売高

84億4,703万円 ※
（＋15億3,526万円）

購買品供給高

36億7,747万円 ※
（＋3億4,995万円）

416人

職員数

（△1人）

（
）
は前月対比
※平成26年４月からの実績です。

きれいな色合いのサニーレタス苗

！
それゆけ

さとみちゃん
ブロッコリーの
マヨチーズ焼き

さっと湯がいて︑マヨネーズと

チーズをのせて焼いただけの簡単レ

シピですが︑これがいいおかず・お

つまみに変身します！旬のブロッコ

リーは︑塩を多めに入れてさっと湯

し
素材の美味ししし

がくだけでも

ポ
さが活きてポポポポポ

山山山
リポリと沢山

まままままま
食べられま

す︒

５月 の 直 売
売売売売売

所には︑きゅ

トトト
うり︑トマト
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どどどどど
やわらびなど

近日公開！
！

も多く出てい
いい

公式 Facebookページ

ます︒

の

こちらにはリビングストンデージが出荷を控えていました！
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育苗ハウス巡回並びに検討会の開催
北越後葉たばこ生産組合第5回定例総会を開催

北越後葉たばこ生産組合は、葉たばこ育苗ハウ
ス巡回並びに検討会を開催し、27名が参加しま
した。
育苗ハウス巡回では、南浜・亀塚・紫雲寺地区
の第2黄色種育苗ハウスを巡回し、最後は胎内市
にある第2バーレー種育苗ハウスを視察しました。
本年度の苗質は、気象条件から消雪も早く育苗
期の前半は好天で推移したものの3月中旬の低温
が影響し、苗質は若干葉色が淡いものが見受けら
れました。しかし3月下旬以降は好天候となり、
生育は平年比3日程度早く推移しており、安定収
量を確保するための第一歩である健苗の育成が確
立されていました。定植時期については、第2黄
色種で4月上旬、第2バーレー種で4月中旬を予定
葉たばこの育苗ハウス巡回で生育状況を確認する生産者
しています。
病害状況については、目立った病害の発生はありませんでしたが、今後の天候状況では、疫病及び腰折病
の発病が懸念されるので、症状が確認されたら苗床に登録のある殺菌剤を使用することを確認しました。
北越後葉たばこ生産組合は今年度生産者24名、作付面積を3,298a、販売金額では157,920,000円を目
標としています。
topic

4/
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27年度新入職員が
誓いの言葉
JA北越後入組式

topic

平成27年度JA北越後かがやきの会
15 「第1回本部役員会」を開催
4/

平成27年度新採用職員入組式が、JA北越後営農
センターにて開催され、JA北越後新採用職員4名、
登用された職員3名の計7名が辞令交付を受けまし
た。
式では石山正博組合長から「農協改革が話題と
なっているなか、当JAでは自己改革を目指す事業
刷新を実行する最初の年となりました。新入職員の
皆さんは、一人一人自分で考えた目標をもって業務に
励んでください。」と激励の言葉を贈りました。
新採用職員を代表して豊浦支店に配属が決まっ
た中野良輔は「農協改革を行うことで必ずしも農
家所得の向上が実現されるとは限りません。当JA
の『地域農業と生活を守る』という経営理念を胸
に、多岐にわたる事業をいち早く理解し、かつ仕
事に慣れ、組合員の皆様や地域の皆様を第一に考
え、自らが農協改革に向けてJA北越後の一翼を担
う覚悟で取組んで参ります。」と誓いの言葉を述べ
ました。

JA北越後かがやきの会は、新発田市内において
かがやきの会本部役員会を開催し、役職員含め総
勢28名が参加しました。
開会で前田忠衛会長は「26年度事業は健康教
室、JA共済人間ドック、かがやきの集いの事業を
開催できましたことお礼申し上げます。27年度事
業についても、参加される会員が喜んでもらえる
ような事業を進めていきたいと思います。」と挨
拶しました。
役員会では、収支報告から事業計画案について
審議され、全議案承認となりました。また、役員
改選が実施され、新しい体制となりました。会長
には前田忠衛さんが引き続き就任し、副会長に五
十公野支部の菅井正平さん、聖籠支部の加藤忠策
さん、監事に菅谷支部の居城正弘さん、紫雲寺支
部の梨本喜市さんが就任されました。
かがやきの会では、6月にJA共済健康教室を開
催する予定となっています。

誓いの言葉を述べる中野良輔

挨拶をする前田忠衛会長
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地域の話題をお届けしています
topic

3/

18

27年度の活動内容を確認

topic

第8回川東地区猿害対策協議会通常総会

16

ニホンザルによる農作物の深刻な被害を地域全体で協力して対策
を講じることを目的に自主的に組織された川東地区猿害対策協議会
は、新発田市内において26年度通常総会を開催し、64名が参加し
ました。
総会では、26年度の事業報告として、協議会で購入した檻と新発
田市所有の檻の貸出、猟友会と連携したサルの捕獲（Ｈ26年度69
頭捕獲）を実施したことを報告しました。
27年度事業計画では、引き続き被害集落へ檻の貸出と、電気柵を集
落ごとに維持管理するとともに、継続的な追い払いを実施してサルの
群れが集落に侵入することを防ぐ活動を中心に、各集落から目撃情報
の収集や猟友会と連携した頭数調整を予定しています。
また、今後、猿害だけでなく、大型獣や鳥類の被害等を総合的に被害
防止していく目的で規約の改正（名称変更）を行い、
「 川東地区鳥獣被
害防止対策協議会」
と組織名称を新たにすることが決定されました。
総会終了後、新潟県農産園芸課生産環境係担当より「新潟県におけ
る鳥獣害防止対策の現状と対策について」、新潟県環境企画課鳥獣保
護の保刈洋一係長より「鳥獣被害防止対策と地域住民の関わりについ
て」と題した研修会を実施しまし
た。
川東地区猿害対策協議会で
は、これらの活動展開により、
農家・地域住民一人一人が「自
分たちの集落は自分たちで守る」
という共通認識のもと、協議会と
連携しながら鳥獣害による被害
防止に取り組みます。

4/

4/

2

第11回北越後農協オクラ部会
総会および栽培指導会を開催
北越後農協オクラ部会

北越後農協オクラ部会は、新発田市内にて「第11回北越後農
協オクラ部会総会および栽培指導会」を関係者42名の出席によ
り開催しました。
総会では、全議案が承認および決定され、27年度は事業計画
に基づき、生産者とのコミュニケーションを図り、円滑な情報
提供と生産者所得向上に繋げる事業を展開していくことを確認
しました。また、新規栽培者を中心に現場圃場巡回、実証圃の
生育状況の把握に力を入れること、オクラ出荷にあたり商品に
ボリュームがでるように規格の見直し、出荷実証をしていくこ
とを重点目標にしました。計画では、露地、ハウス合わせ販売
数量を48,000㎏、販売金額を約27,000千円とし、生産者90人
で達成を目指します。
栽培指導会では、普及指導センターより早めの圃場準備で地
温の上昇に努める、水稲育苗後のハウス利用での移植栽培の推
進や播種時の被覆資材の有効活用すること等の説明がありまし
た。また、オクラ部会で実証圃を設置して優良資材の比較試験
を実施検証するため、各メーカーより資材の特徴やメリットに
ついて説明があり、参加者か
ら熱心な質問が相次ぎまし
た。
同部会の中村正人部会長は
「天候や情勢に負けないオク
ラの栽培、販売を継続しても
らい、今年度も健康第一で頑
張っていこう。」と意気込み
を話しました。
27年度の意気込みを話す中村正人部会長
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第16回年金友の会総会開催

JA北越後年金友の会は、新発田市内にて
第16回年金友の会本部総会を開催し、総勢
45名が出席しました。
総会では、平成26年度事業報告及び収支
報告についてを含む各議案が審議され、満
場一致で可決承認されました。また、議案
のなかには役員改選があり、27年度は新し
い役員体制となりました。会長に松浦支部
の長井峰夫さんが副会長から会長に就任
し、副会長に菅谷支部の坂上良治さん、監
事に五十公野支部の齋藤常雄さんが引き続
き就任、川東支部の傳三千雄さんが新たに
就任されました。
平成27年度事業計画では、グラウンドゴ
ルフ大会やふれあいJAゲートボール大会、
将棋大会の開催が決定され、より一層の会
員相互の親睦を深めるとともに、健康で楽
しい人生と明
るい地域社会
を作ること、
新会員の加入
促進を行って
いくことを確
認しました。

総会の様子

topic

26年度事業報告と
27年度事業計画決定へ

長井峰夫会長の挨拶
topic

3/

25

年金友の会加治支部が
第17回通常総会を開催

年金友の会加治支部は、新発田市内にて
第17回通常総会を開催し、総勢47名が参加
しました。
総会では、平成26年度の事業報告並びに
平成27年度事業計画が承認されました。中
野長角支部長は「会員の皆様方におかれま
しては、各行事にご参加いただきましたこ
とお礼を申し上げます。27年度も新規会員
を増やしていけるよう活動していきま
す。」と挨拶しました。
総会終了後、新潟県防犯アドバイザーの
中野小路たかまろ氏より「振込め詐欺等に
騙されないように」と題した講演会を開催
し、笑いを交えた講演に参加者から良い講
演だったと好評を博しました。

好評だった中野小路たかまろ氏の講演会

（４月中旬撮影）
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作ってみよう！

家 庭 菜園
今月の野菜
育てやすくて
新鮮な味が格別

つるありインゲンマメ

幼果をさやごと食べるのでサヤインゲンとも呼ばれま
す。若さやを食べ始めたのはイタリア人で、それが世界
中に広まりました。日本へは江戸時代に隠元（いんげ
ん）禅師によってもたらされたところからインゲンの名
があります。つる性種とつるなし種がありますが、家庭
菜園にお薦めしたいのはつる性のつるありインゲンです。
家庭菜園に取り入れる魅力は、若さやの、取り立て、
高鮮度品の味が大変良く、市販品では得られないおいし
さが発見でき、2カ月近くも長い間収穫できるからです。
栄養的にはカロテンを多く含み、抗酸化作用が期待でき、ビタミンB
群やカリウムも豊富、特に若さやにはアスパラギン酸やリジンが含まれ
ているので、夏の疲労回復や美肌効果もあるとされます。
育て方が容易なのも魅力です。よく充実した大きな種子は、誰でも簡
単に種まきでき、よく発芽し、元気よく育つので失敗はなく、トウモロ
コシや大豆のように鳥害を受ける心配がないのも助かります。
生育適温は15〜25度、10度以下や30度以上では生育が悪いです。低
温には弱いので、種まきは5月上旬以降とし、それより早出しするには3
号ポリ鉢に2〜3粒まき、発芽したら間引いて1本立てにし、保温育苗し
て畑に植え出します。
土壌の適応性は広く、いずれの土質でもよく育ちますが、連作を避け、
乾燥に弱いので適度な湿気のある畑の方がよく育ちます。夏に入ったら
防乾の敷きわらをします。開花期に入ったら遅れずに油かすと化成肥料
を追肥します。
支柱はつるがはわないうちに、早めに立てます。立て方は図のように
交差点を低くし、先の方を大きく開くようにし、つる先まで手が届きや
すくします。
収穫は取り残しのないよう早めに、毎日または朝夕に入念に行い、新
鮮な若さやの味を楽しみましょう。
夏に空気が乾燥すると実止まりが悪くなるので、灌水（かんすい）に
も留意します。
収穫は2カ月余りも続きますが、勢いが衰え始めたころ、下葉を摘除し
て、株元へ種をまけば、同じ支柱で2回取りも可能です。私の庭先庭園で
は昨年、5月上旬、6月下旬、8月上旬と、同じ支柱で3作し10月上旬ま
で収穫できました。
畑の狭い方やプランター作りしかできない方は、つるなし種がお薦め
です。関西では三度豆と呼ばれているように3作も、支柱いらずで十分楽
しむことができます。
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なかの

りょうすけ

た むら

ひ ろき

中野

良輔

田村

浩樹

組合員の皆様や地域の皆様から
信 頼していただける職 員になれ
る様、日々の業務に取り組んで参
ります。

一つ一つの仕事を確実に覚えて
地域の皆様と密着し、1日も早く
役に立てるよう頑張ってまいりま
す。

Ҕࠠ߸
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おがわ

だ いち

小川

大地

とうま

なる み

藤間

成美

これから経 験 する多くのことを
自分の成長に繋げ、1日も早く立
派なJA職員になれるよう頑張り
ます。

1日も早く仕事を覚えるように、
できる事から頑張っていきます。

зేಳ౫ഷଫ౫Ү

зేಳ౫ഷేҮ

ຌ
あま いざ わ

さとみ

ほ んま

まさとし

天井澤

智美

本間

正敏

営農 販売部直売課 勤務となりま
した。生産者の方とコミュニケー
ションを 深 め、大 切に出 荷 され
た 農 産物をより多く販 売できる
ように精一杯頑張ります。

組合員の皆様からお預かりした
大切な農機を最高の状態になる
ように整備して、信頼される職員
を目指します。

зేಳ౫ഷేҮ
しまだ

こうじ

嶋田

浩二

農機の営業から整備と組合員の
皆 様と顔を 合わせることが 多く
なりますが、顔を覚えてもらい、
何でも応えられる職 員になれる
よう頑張ります。
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新発田市ふるさと納税のお知らせ
新発田市で実施している
「ふるさとしばた応援寄付金」
のお礼品が
平成 27 年 4 月 1 日
（水）
にリニューアルされました。
JA 北越後からも新鮮な旬の食材をご用意し、寄付された希望者へ順次発送しております。
当 JA 管内の素晴らしい食材を全国各地に PR を強化、
販売強化に努めます。

9 ߈ߚ߃ߜߏ 2015年5月号

「ふるさと納税」
すると特産品がもらえる自治体があるんです。

ふるさと納税の寄附をする先は、
生まれ故郷でなくていいんです。

例えば4万円寄付をしても、
3万8千円の税金控除されることも！

納税者が自らの意思で税金の使い道を指定できる、画期的な制度です。
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しばた軽トラ市

出店者募集！

5月〜11月毎週第二土曜日 10：00〜13：00 開催
※対面販売ができるので消費者と直接ふれあえる！
※農作物はとくに大人気です♪
●募集開催日 6/13（土）・7/11（土）・8/8（土）・9/12（土）・10/10（土）・11/14（土）
●募集〆切
開催日の前月25日
●お問合せ
しばた軽トラ市実行委員会事務局（新発田市専門店協同組合）
TEL 22-3053

ƺƛźǜǜȄ©

ƇƠƏߓǅǜǴȌǏǜ

※６月は端境期で品薄に
ご親戚や、
親しい方への贈り物に…
なりますので、お休みします。
ふるさとの旬の味
「アスパラガス」はいかがですか？
（金）〜７月 31 日（金）
●商品お届け期間：平成 27 年５月８日
（※発送はご注文日の２〜３日以降となります。
）

ǅǜǴȌǏǜಎҌӳ （送料・消費税込）
AL品 1kg入（約30本）

¥3,696

AL品 2kg入（約60本）

¥6,456

※上記は関東・信越・北陸・中部地区発送の金額です。他地区は別途地域割増料金を頂戴いたします。
※代引きをご希望の場合は別途代引き手数料（324円）がかかります。

●お申込・お問い合わせは
ＪＡ北越後 お米センター

●ご注文専用フリーダイヤル

〒957-0052 新潟県新発田市大手町5-2-28
TEL（0254）22-8008 FAX（0254）22-8020
営 業 日：月〜土曜日（祝祭日・第２、第４土曜日は除く）
営業時間：９：00〜17：30

0120-121-390

平成27年度作物担当者と携帯電話番号のご連絡
営農販売部園芸振興課(青果物集出荷センター内)
販
課長 高橋 光男

売

担

TEL 0254-41-0770

当

指

導

平成27年4月1日現在

FAX 0254-41-0773
担

当

課長補佐 藤田 憲一 携帯 090-3406-8330

係長 太田 一枝

担当作物：野菜・果樹全般販売

担当作物：ねぎ･玉ねぎ･キャベツ・馬鈴薯
甘藷･たばこ他

担当作物：アスパラガス･ブロッコリー･なす
オクラ･トマト他

係長 阿部 和裕

鈴木 健志

肥田野 美穂

携帯 090-5580-7041

携帯 090-5750-1493

携帯 080-9600-8150

携帯 090-4003-0224

携帯 090-4546-0775

担当作物：切花・球根類・きのこ販売

担当作物：きゅうり･ながいも･さといも
やまのいも・おうとう・洋梨・ぶどう他

担当作物：チューリップ・ユリ・球根
カーネーション・花卉全般他・ねぎ

飯島 一寛

渋谷 謙太郎

坂野 剛

携帯 090-8773-0609

担当作物：いちご･メロン･果実的野菜販売

携帯 090-2326-0540

担当作物：オクラ･オータムポエム･ごぼう
梅・おうとう・食用菊･いちじく他

中野 真美

携帯 080-1147-0425

担当作物：プチベール･葉菜類･アスパラガス
オータムポエム他

携帯 090-5754-5090

担当作物：いちご･えだまめ･いんげん
ブロッコリー他
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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︒

１回

２ 規格・掲載料︵税抜︶

縦60㎜
×
横90㎜

１５︐０００円

３ お申込み先
管理部総務課︵担当 宮川︶

までお申込み下さい︒

︿有料広告﹀
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青果物集出荷センター
季節パートタイマー採用募集

菊花づくり基本の小鉢上げ
講習会参加者募集

●雇用形態
●年
齢
●就業時間

●と き ６月７日（日）午前10時〜正午迄
●ところ JA北越後・営農センター
●内 容 城下町新発田菊花大祭実行委員会で
は、これまで17回に渡り「城下町新発
田菊花大祭」行って参りました。この
度 、新 発 田 菊 花 会の協 力で 秋に大 輪
を咲かす菊花づくり基本小鉢上げに
ついて講習会を開催します。挿し芽苗
の小鉢上げを分かり易く学べる機会
です。終了時に小鉢苗を持ち帰ること
が出来ますので、振るってご参加下さ
い。大輪を咲かせ菊花大会に出品、ま
た菊作りをされている方はこの機会
に会員として取り組まれては如何で
しょうか。当会では会員を募集してお
ります。又、菊苗の希望者には分譲致
します。
●参加費 1,000円
●定 員 30名
●締切り ５月30日（土）
●申込み・問い合わせ先
城下町新発田菊花大祭実行委員会
事務局・新発田菊花大会・広報担当
長谷川晃（TEL 090-4477-0004）

●週所定労働日数
●賃金形態

●休

日

●就業場所
●加入保険等
●採用人数
●仕事の内容
●必要な経験等
●お問い合わせ先

新発田のレシピ！ 中華ちまき

ቄ▵ߩ㊁⩿ࠍߚߞ߲ࠅߞߡ

●材 （10人分）
●材料
もち米…………3カップ
鶏もも肉………200ｇ
干ししいたけ…2〜3枚
たけのこ………100ｇ
にんじん………½本
グリーンピース…1カップ
桜エビ…………大さじ4

パートタイム職員
不問
８：３０〜１７：００
※出荷量に応じて、勤務時間を調整する
場合があります。
週３〜４日程度（概ね１０月まで）
時間給制：８００円
賃金計算期間
当月１６日〜翌月１５日
支払日 月末日
シフトにより
※出荷が少ない場合、休んでいただく場
合があります。
事業所所在地に同じ
労災
若干名
アスパラガスの選別・荷造り作業
不問
〒957-0232
新潟県新発田市真野原外1644
北越後農業協同組合
青果物集出荷センター
TEL ０２５４-４１-０７７０
FAX ０２５４-４１-０７７３
受付時間 9：00〜17：00
担当 高橋

しょうが……1片
サラダ油……大さじ2
醤油…………大さじ3
酒……………大さじ2
しいたけの戻し汁
……1½カップ
笹の葉………適宜

●作り方
①もち米は洗って半日ほど水に浸け、
水気をきっておく。
②鶏もも肉は1㎝角に切り、
しいたけ・たけのこ・に
んじんは短冊切り、
しょうがは千切りにする。
③ サラダ油を 熱し、しょうがと鶏 肉を入れて炒
め、肉の色が変わったら、しいたけ・にんじん・
桜エビを加えて炒める。醤油・酒・しいたけの戻
し汁で味付けして2〜3分煮る。
④もち米を加えて煮汁がなくなるまで炒めて米に
汁気を吸わせ、グリーンピースを混ぜる。
⑤笹の葉に具を包み、
蒸し器で1時間〜1時間半蒸す。

＜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 5月21日（予定）
米倉有機の里交流センターで開催
︿有料広告﹀
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ディネートの役割や指導教育
を担う︑専門看護師や認定看
護師も多く活躍をしていま
す︒
このように︑深めれば活躍

ました︒これから︑悩んだり

門職としてのスタートをきり

保健師・看護師が就職し︑専

病院看護部にも新卒の５人の

新しい年度が始まり︑豊栄

ます︒また︑男性の看護師も

護師の総数も増えてはきてい

学や専門学校が多くなり︑看

います︒看護師を養成する大

うに看護師不足は依然続いて

野ですが︑みなさんご存じよ

の場を広げて行ける看護の分

喜んだりしながら多くの事を
性の占める割合が多く︑結婚

を目の前に︑医療費の削減も

ます︒今後は︑超高齢化社会

予防︑など多岐にわたってい

が︑健康の保持増進︑疾病の

ります︒看護師が仕事を続け

果たすには︑人材が必要とな

なります︒求められる役割を

で看護師の果たす役割は多く

ます高齢化が進んでいくうえ

先にも述べましたが︑ます

や育児などで仕事を離れる人

視野に入れながらの政策とし

るには︑ご家族の理解と協力

看護と言うと︑病気の人の

待しています︒

て︑地域や在宅で最後まで生

がなければできません︒ご理

も多くあり︑それも一つの大

活をおくれるように地域包括

解とご協力をよろしくお願い

生活の援助や診療の介助がす

ケアシステムの運用など訪問

いたします︒

きな要因となっています︒

看護など地域での看護師の活

ぐに思い浮かぶと思います

躍の場が増えてきています︒
現在では︑感染や緩和︵がん
による身体的精神的苦痛を軽
減する︶ケアなど一定の領域
の学びを深めて︑現場のコー

︻訂正︼２月号で掲載した
﹁インターネットによるペッ
ト購入にご注意！﹂の文中表
現を一部訂正させていただき
ます︒下段７〜８行目︒訂正
前﹁事前説明書を交付して対
面で説明﹂↓訂正後﹁事前説
明書を用いて対面で説明﹂

場所で契約している場合は訪
問販売に当たるため︑法律で
定められた記載事項を満たし
た契約書を受け取った日から
８日間はクーリング・オフが
できます︒またＤＶＤを使っ
て投資をすれば簡単に稼げる
など︑うその説明があれば︑
取り消しできる場合がありま
す︒
そもそも確実に稼げる投資
は存在しません︒収入が得ら
れないまま︑金利の高いロー
ンの支払いだけが残ることに
なります︒甘い誘いには決し
て乗らないでください︒
また安易に友人を誘うこと
は︑業者の片棒を担ぐことに
なるだけでなく︑大切な友人
を失うことになります︒絶対
にやめましょう︒

投資用DVDの販売勧誘にご注意

大学生が借金をして高額な
投資用ＤＶＤを購入させられ
るトラブルが急増しています︒
︻事例︼大学の友人から﹁い
い話がある﹂と誘われ︑近く
の喫茶店に出向いた︒別の男
性が待っており﹁君の将来の
夢は何か？ 夢をかなえるた
めには今から資産運用をして
おくといい︒投資用ＤＶＤを
使って日経２２５という先物
取引に投資すれば︑月 万円
は稼げる︒ＤＶＤは 万円す
るが︑すぐに元が取れるので
大丈夫﹂と投資結果の表を見
せて説明された︒興味はあっ
たがお金がないと言うと︑学
生ローンで資格取得資金とし
て借りるよう指示され従った︒
借りたお金は︑その場で担当
者に手渡した︒後日︑業者が
開催するセミナーに投資の話
を期待して出向いたが︑人を
誘えば紹介料がもらえるとい
う話ばかりだった︒ＤＶＤの
内容は複雑で理解できなかっ
た︒また友人も誘えなかった
ので︑解約して返金してほし
い︒
成人したばかりの社会経験
の乏しい大学生を狙った悪質
な手口です︒契約後に︑友人
を紹介すれば高額な収入が得
られると言われるので︑アル
バイト感覚で友人を誘う者が
現れるなど︑大学生の間で広
がる傾向があり問題になって
います︒
事例のように営業所以外の
50
20

看護の仕事

愛子
川崎
増えてきていますが︑まだ女

豊栄病院 看護部長

学び成長してくれることを期

߈ߚ߃ߜߏインフォメーション

︿有料広告﹀

߈ߚ߃ߜߏ 2015年5月号 16

交付してもらうために年金事

先日︑息子の年金手帳を再
険労務士の提出代行者印が

労務士の代理の方︵社会保

年金事務所窓口での年金手帳の
再交付について

務所に行ったのですが︑代理
人の場合は窓口交付ができな
いので︑後日本人の自宅に郵
以前︑同じことで伺ったと

送されるとの説明でした︒
きはその場でもらえたのに︑

http://nenkin.go.jp
でも確認できます︒

この件については︑
日本年金機構ホームページ

ご不便をおかけいたします
が︑みなさまの大切な財産
︵年金︶を守るための措置で
すので︑ご理解とご協力をお
願いいたします︒

法定代理人とは成年後見
※
人や保佐人など︑法律により
代理権を有することを定めら
れた者のことをいいます︒

ある場合︶︒
法 定 代 理 人 法( 定 代 理 人
② ※
であることが確認できる書
類が必要 ︒)
③本人が勤務する会社の事業
主・事業主の代理の事務員
事( 業 主 を 通 じ て 提 出 さ れ
たもの︒委任状が必要 ︒)

なぜ再交付できなくなったの
でしょうか︒
今まで年金手帳や基礎年金
番号通知書の再交付について
は︑代理人であっても委任状
と代理人の身分証明書等を提
示いただければ︑年金事務所
窓口で交付しておりました︒
しかし︑最近︑他人の年金
手帳の詐取を契機とした年金
の不正受給事件が発生したこ
とから︑年金手帳等について
は︑年金事務所窓口で代理人
日本年金機構に登録されてい

る本人の住所宛に郵送させて
ただし︑次の方の場合は︑

いただくこととなりました︒

本人以外の方でも即時交付が

可能です︵代理人の身分証明

書等の提示は必要です︶︒

①社会保険労務士・社会保険

梅雨
世界地図を見るとよく分か
りますが︑日本は南北に長い
島国で︑北極と赤道の中間く
らいに位置します︒先進国の
中でも春夏秋冬は鮮やかに展
開していきます︒
夏は暑くて冬は寒い︑その
間の春と秋は自然を楽しむい
い季節です︒さらに国土の中
央は山脈で︑海へ注ぐ川は野
を豊かにしています︒
このような自然の環境を振
り返ってみると︑１月︑２月
は寒い冬︒雪や氷を楽しむ国
民です︒３月︑４月になると
暖かくなり︑子どもたちは外
に飛び出て太陽の光を浴びま
す︒
日照時間も長くなるから︑
早寝早起きの習慣を付けたい
ものです︒今までは太陽の光
にご無沙汰でしたが︑５月は
全国的に快適な陽気で﹁こど
もの日﹂は︑文字通り子ども
たちを陽光の中に誘うでしょ
う︒
赤ちゃんにとっても爽やか
な日の光りです︒
近頃は昔のような積極的な
日光浴は避けられているけれ
ど︑日光に慣れるということ
は必要です︒それというのも︑
程なく南からの雨で覆われて
しまうからです︒
毎年６月︑７月は雨期で︑
雨が降ったりやんだり︑その

年によって違うけれど︑うっ
とうしい日が続きます︒雨が
降れば冷えるし外出もできま
せん︒日本ではこれを梅雨
︵つゆ︶と呼び︑歌に詠んだ
りします︒
高い湿度は赤ちゃんや子ど
もにとっては困ったことです︒
冷たい水で体を湿らせるよう
なものです︒大人なら︑水分
の多い空気と分かるでしょう︒
お湯を絞ったタオルで︑小ま
めに拭いてあげましょう︒
赤ちゃんは何も言えないけ
れど︑肌着を取り換えて︑清
潔にしましょう︒梅雨はその
年によって︑始まりと終わり
が違います︒新聞やテレビな
どの情報を見逃さないように
して︑梅雨明けを待ちましょ
う︒
同じ日本でも北海道まで梅
雨は届きません︒６月︑７月
は快適で︑健康づくりのとき
です︒しかし８月になればも
う秋風︒気温も下がるので風
邪をひかせないように注意し
ましょう︒

︿有料広告﹀
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への即時交付は行わず︑後日︑

߈ߚ߃ߜߏインフォメーション

Readers' Voice

長かった冬もやっと終わり春らしく成っ
て来ましたが、此から農家の人もいそがし
く成り大変でしょうね。今ふきのとうも盛
りのようですよ。
（新発田市 Ｉ・Ｈ）
畑のまわりにふきのとうが出ています。
やっと春が来たとワクワクしてます。
（新発田市 Ｓ・Ｈ）

「春のお出掛け」皆さんは、どちらへお
出かけですか。私はピンク、黄色、ミドリ
の色が春のイメージなのでそれを身につけ
てぶらぶら山歩きしたいところですが、田
植えが終わる迄おあずけです。でもその頃
の苗のミドリは格別なものですよね。
（新発田市 Ｎ・Ｙ）
春ですねー。天気がいいと、おにぎり、水、
ちょっとしたおやつ（あやめ大福等）を持って
山へ行きます。山で食べるおにぎりは最高!!足
は、ガクガク、汗ダラダラ、疲れるけど、また行
きたくなります。特にこれからはいいですよ。
お花、小鳥のさえずり、緑、山菜!!心身共にリフ
レッシュ。またがんばろうという気持ちになり
ます。ぜひ、天気のいい日は山へ。近くに大峰
山という気軽に登れる山があるのですから。
（新発田市 Ｉ・Ｃ）
ずっと蕗谷虹児の絵を楽しませていただ
いていますが、数の多さに驚いています
し、なつかしさと共に新しさを感じ楽しみ
です。他の記事も励まされます。
（新発田市 Ｍ・Ｋ）

木々は芽ぶきやっと暖かくなった庭にも
チューリップ、水仙、ヒヤシンス、れんぎょう、
花桃と色とりどり。でもお天気に誘われ出か
けて来ました。大峰山近くのさくら公園、れん
ぎょうの治水公園、食品団地の桜まつり、加治
川の土手のさくら、新発田は桜の名所がいっ
ぱい！近場の桜めぐり楽しんでます。
（新発田市 Ｋ・Ｃ）
春のお出かけ…?!遠くに行かなくても野
山に行けばワラビ、ゼンマイ、フキノトウ、
ウド、水菜…などちょこっと車で出かけた
ら、山菜がとれる…それがまたとても楽しみ
です。自然と共にいられる幸せを感じていま
すネ！
（新発田市 Ａ・Ｋ）
冬の寒さから雪が溶けて春の日差しや暖
かさに気分もウキウキします。服装も明る
い色になり少しだけオシャレして出掛けた
い気分になりますね！
（新発田市 Ｉ・Ｎ）

6月号のテーマ
「梅雨にそなえて」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

ニユウガク

ヨ
コ
の
カ
ギ

1
2
3
4
5
7
10
12
13
14
17
19
20

4月は卯月（うづき）、5月は──
空からポツポツと落ちてきます
人間万事──が馬
川端康成が書いた『──の踊子』
短時間うとうとと寝ること
秘密や悪事を白日の下にさらすこと
大股で歩く人は広め
具をホワイトソースであえて焼いた料理
戸をぴったり閉めないと開きます
画家のゴーギャンが晩年を過ごした島
5月4日は──の日
農作業に必要な道具をしまっておく建物
にぎりずしを数えるときに使う言葉

＜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

山本

峻裕さんの作品

〈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。

活動的になれるはず︒
アウトドアレジャ
ーやスポーツを楽しむなど︑
アクティブ
に！ 好奇心を生かすとグッド

奥さんを大切にする男性
初夏の空をすいすいと飛ぶ鳥
こんこんと水が湧き出ます
刺し身によく添えられている花
ポッと赤らめるもの
丸木を組んで造った建物
父はロバ、母は馬
新鮮な鶏卵だと、皿に割ったとき盛り上がります
日光が当たっている場所
まきをくべて使う調理設備
長崎名物の麺料理

つまらない意地を張りがち︒
素直さが開
運の呼び水に︒
部屋の隅に積み上げた雑
誌などを片付けるのもラッキー

タ
テ
の
カ
ギ

2
6
8
9
10
11
15
16
18
20
21

新しい人脈を開拓できる時期︒
飲み会や
オフ会などには気軽に顔を出して︒
ツア
ー旅行に参加してみるのも幸運

ハートに託す「農」への思い。若い人良き
仲間と多忙な夢に楽しく取り組んで仕事でき
るって感動です。素晴らしくうらやましく45
年前の自分を思い出し元気をもらいました。
（新発田市 Ｄ・Ｍ）

アスパラくんの入学式を見てこれは全国
区のキャラクターに進級して欲しいと思い
ました。仲々可愛い。
（新発田市 Ａ・Ｅ）

気配り上手を目指すことで︑
つきが巡っ
てくる予 感 ︒
誰にでも親 切に接して︒
セ
ンスアップには芸術鑑賞が◎

もうすぐ四人目のヒ孫が誕生します。（外
ヒ孫２人全部男の子です。）毎日幼児の声に
癒されて長い冬も終わりそろそろ畑へ？いや
いやまだやる事があった。大根が「ゴロゴ
ロ」ナントカシテクレヨ？と云っているよう
だ。白干にでもして見ようかな。きたえちご
の皆さんの仕事に勢だして居る姿を拝見する
度に皆さんの意気込みが傳わって来ます。少
しでも体を動かすことは気持ち良いですね。
これからも老いを楽しく過ごしたいと思って
います。頭の体操も楽しみにしています。
（新発田市 Ｋ・Ｔ）

じいちゃんの畑しごとの手伝いが大すき
です。楽しいです。
（新発田市 Ｏ・Ｄ）

４人の子供が小さい頃は、たくさんのお
にぎりを作っておかずを作って、飲み物や
敷物を持って、親子でよくピクニックのよ
うにして、少し遠い（胎内・加茂・新発田・
弥彦などなど）あちこちに出かけてまし
た。子供が大きくなった今では、さっぱり
です。一番下の子（15才）を誘っても「お
父さんと２人で行けば…」って感じです。
（新発田市 Ｉ・Ｍ）

新しいことを始めるチャンスです︒
過去
にできなかったことへの 再 トライも 正
解︒
アクティブに行動しましょう

何時もお世話になっています。テーマには
添えませんが、４月号からの表紙の写真がい
いですね。わたしも直売所に野菜を出してい
ますが、昨年名刺しでホーレン草がお客に褒
められたと店長が教えてくれました。生産者
冥利につきますと店長と話し合っていました
が、この度の人事異動で聖籠支店に異動との
こと。残念ですが頑張ってください。
（新発田市 Ｎ・Ａ）

最近は余り出掛けなくなりましたが今年
は上越高田公園夜桜を見に行きます。久々
の娘、孫と出掛けるのでとても楽しみにし
ています。今年は人が多いでしょうから、
迷子にならない様にと思っています。
（新発田市 Ｈ・Ｈ）

毎年、田植えが終わると夫婦で旅行をして
います。2人で定年を迎え、休みを気にしない
でいつでも出かけられるので、計画も立てや
すくなりました。どこに行こうか楽しみです。
（新発田市 Ｋ・Ｈ）

のんびりできそう︒
ハイキングやガーデ
ニングなど︑
自 然に親しむ好 機です︒
趣
味仲間との交流も︑
良い刺激に

読者の声

今月のテーマ
春のお出掛け

春は桜を見ながら公園で遊ぶ事です。桜
の季節になると子供が産まれた事を思い出
します。
（新発田市 Ｍ・Ｋ）

■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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15分
（1人分

2015.5

76kcal）

＜材料＞（4人分）
サヤエンドウ…………………………………… 120g
しらす干し（釜揚げ）…………………………

80g

卵…………………………………………………

2個

センスアップに向いています︒積極的に
美しいものに触れて︒
趣味や習い事はク
リエーティブなものに注目を

だし……………………………………… カップ 1/2
酒………………………………………… 大さじ 1/2
A みりん…………………………………… 大さじ 1/2
塩…………………………………………………

少々

＜作り方＞

ちょっとした出 来 事でピリピリしやす
いよう︒周囲への小言が増えると︑もめ
る原因に︒
見守る気持ちを大切に

（1）サヤエンドウは筋を取り、斜め半分に切ります。卵は
割りほぐします。
（2）直径18cmくらいの鍋かフライパンにAを合わせ、沸
騰したら、サヤエンドウを加えて
広げ、
1分ほど煮ます。
（3）しらす干しを加え、再び沸騰した
ら、卵を入れてふたをします。2分
ほど煮て火を止め、そのまま30秒
ほど蒸らします。

撮影：大井一範

後
越
北
Ａ
Ｊ

やみくもにビッグチャンスを狙うより︑
地 道 な 活 動 を 重 ねた 方 が 好 結 果に ︒リ
フレッシュには神社巡りが一押し

サヤエンドウとしらすの卵とじ

楽 しいこと が 増 える 気 配 ︒気の 合 う 仲
間 た ち と 和 気 あいあいと 過 ごして ︒飲
み会の幹事役もやってみる価値あり

サヤエンドウ
同時に排せつされてしまうため、カリウ
ムが不足してしまう可能性があります。
塩分を多く取りがちな日本人には意識し
て摂取したい栄養素です。さらにサヤエ
ンドウには不足すると疲労がたまりやす
くなるビタミンB1や、抗酸化作用があ
り免疫力を高めるとされるベータカロテ
ン、さらに女性が不足しがちな鉄分も含
まれ、食物繊維も豊富なため、整腸効
果、便秘予防にもなります。煮物やサラ
ダの彩り程度ではもったいないお野菜で
す。エビやイカなどと炒めたり、卵とじ
にしたり、メニューの主役としても活躍
してほしい食材です。
ちなみにグリーンピースも同じエンド

！

ウマメの仲間で、サヤエンドウと同じく
完熟する前の豆を食べます。グリーン
ピースをさやごと食べられるよう品種改
良した物が、サラダなどで主役にもな
る、ふっくらとかわいらしいスナップエ
ンドウです。最近スーパーで多く出回っ
ているトウミョウは、このエンドウマメ
の若い茎葉を摘み取って食べる品種で
す。このように、エンドウマメは芽の段
階から成長した豆までさまざまな段階で
形を変えて食べられている、万能なお豆
です。スーパーでエンドウマメの成長の
過程や仲間を探してみるのも面白いです
ね。

比べてみて下さい。

美味しさが違います。

大地の笹だんごの特長

コミュニケーション能力が活性化︒苦手
な人とも臆せず会話できそう︒
話題のス
ポットに足を運ぶのも発見多し

●
●
●
●

仕事内容／笹だんご、三角ちまき、切もち、料理菓子等の製造
給与／能力給（歩合制、平均月給10〜15万円以上）
年齢／年齢不問
勤務／8：30〜17：30 勤務時間応相談
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新潟県産（わたぼうし）100％使用、もち粉７割使用。
国産うるち米100％使用、上新粉３割使用。 ● 長野県産 天然乾燥よもぎ使用。
県加茂産 おやまぼくち（山ごぼうの葉、食物繊維濃厚含）新たに使用。
北海道小豆100％使用 あんの甘さをおさえ、あずきの風味（つぶあん堅ねり）を
引き出しました。
● ボリュームたっぷり 正味容量60g。 ● 無添加自然食品です。

桜だんごの特長
● 桜の葉の香りがします
● 白あんで甘さをおさえ、生地はピンク色で桜の花をイメージしました。

好 評
発売中

全国各地への発送を承っております。 笹団子のふるさと新潟から
（年中いつでもご利用いただけます）

お申し込みは

発売元

お電話１本で配送も致します。 酒販部
前日にご予約いただくと
直売店
翌日配達 いたします。
TEL（0254）27-3232

︿有料広告﹀

珍 しく 感 情 的 になりやすい暗 示 ︒深 呼
吸で 心 を 静 めて ︒寝 室の 掃 除 をすると
気分もスッキリ︒
運気アップへ

サヤエンドウとは、エンドウマメを未
熟な若いうちに収穫し、さやごと食べる
ときの名称です。3月から6月が旬の緑
黄色野菜です。サヤエンドウ、関東では
絹さやとも呼ばれる、さやが5cmほど
の薄くて柔らかい物が主流ですが、関西
では少し大きなオランダサヤエンドウの
方が主流のようです。
サヤエンドウには水分、ビタミンCが
豊富です。さらにカリウムも多く含まれ
ます。カリウムは、摂取が少ないと高血
圧になりやすく、高血圧発症の予防には
新鮮な野菜から十分にカリウムを取る必
要があります。しかし、ナトリウム、つ
まり塩分の摂取量が多いと、カリウムも

߈ߚ߃ߜߏ

ギャラリー蕗谷虹児 2015.5
左『蕗谷虹児パリ展』ポスター
詩画集「花嫁人形」挿絵、昭和10年より
右 同・案内状（二つ折り）の表紙
仏蘭西絵だより「グランドゥオペラ」
雑誌「令女界」大正15年７月号より

管理部総務課
新潟県新発田市

来月に開催される「蕗谷虹児パリ展」の会場
と会期が決まりました。
５／ 4〜10、 ギャラリーHAYASAKI。
５／12〜30、 パリ日本文化会館１Ｆ。
案内状やポスターなどはまだ刷り上がって来
ませんが、データが送られて来ましたので、ご
披露させて頂きます。
担当のデザイナー氏は、戦後にパリからファッ
ション情報を日本に送った有名写真家の息子
さんで、かの地で生まれ育ちパリの美術大卒の
腕利きです。招待状に使われた絵３点は全て
渡仏翌年の作品で、２点はペン画、１点はサロ
ンドートンヌ初入選作『混血児とその父母』で
す。ペン画は『グラドゥオペラ』と『異国人形』

編集後記
やっと花粉の被害が和らいできた
かと思うと車には砂の跡・・・もう
少しの辛抱だと頭痛に悩まされなが
ら業務に励んでいる担当（M）で
す。なかなか取材できない日々が続
いていますが、何とかリニューアル
したホームページの公開ができまし
た。残っているのはローンセンター
のページとFacebookページになりま
すが、6月号発行までには完成する予
定ですので、詳しい内容をホーム
ページは勿論、広報誌でもお伝えし
たいと考えております。
田植えも始まる季節になります
が、どうか天候は安定して晴れ間が
増えることを願います。（M）

の２点で、カルメン観劇後にオペラ座前の舗道
で、芝居のスペイン風な衣裳をまとった女たち
の一群が競うように闊歩する様子に瞠目、
『仏
蘭西絵だより」と題して故国の「令女界」の読
者たちに送り届けた絵の１点でした。モノクロ
作品ですが、虹児の筆名にちなんで、２点とも
に虹色に彩色して使っています。ポスターの絵
は、詩画集「花嫁人形」の同題の詩の挿絵で、
帰国後にラジオの歌声をきいて、あゝ俺のつく
った詩だと気づいたそうですが、この絵にも"
虹"の煌めきが掛けてあります。デザイン的に
も凄い絵だと絶賛して、全作品中からこの絵
を選んだとのことでした。
（4月20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
■ 3月理事会

開催日時 平成27年3月30日

協議事項
（１） 理事に対する貸出の承認について
原案通り決定
（２） 本店隣接地取得に関する一部変更ならびに状況について
取得予定時期の延期を決定
（３） 平成２７年度事業計画の一部修正について
原案通り決定
（４） 平成２６年度重要な決算方針について
減損会計、借地権の償却等を決定
（５） 諸規程等の変更について
機構変更等に伴う職務権限表の変更等を決定
（６）「貸出決裁権限表」
の一部改正について
業務体制変更に伴う一部改正を決定
（７） 平成２７年度コンプライアンスプログラムの制定について
原案通り決定
（８） 平成２７年度余裕金運用方針について
原案通り決定
（９） 平成２７年度内部監査基本計画
（案）について
原案通り決定
（10）㈱ライフサポート北越後に対する貸出（更新）
の承認について
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） 役員推薦委員の就任について
（３） ２月末事業実績について
（４） 平成２６年度決算スケジュールについて
（５） 個人情報に係る法違反又は法違反のおそれの
事案に関する報告書（第１報兼確報）
について
（６） 平成２７年度監事監査基本計画について
（７）「全銀でんさいネット加盟」について
（８） ㈱あぐりサポート北越後取締役の変更について
（９） 経営管理委員会制度について

