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作って売れる！ヒントは家族のアドバイス

≪家庭菜園≫ 初夏まきで9カ月も収穫できる小松菜
女性部活動特集
別冊 集落座談会の意見要望書

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

﹁輝 ら り 直 売 所 編﹂6 月 号 は︑松 浦 地 区
で 種類以上の品目を栽培する野菜マス
ターの湯浅すみさんにご登場いただきま
した︒
湯浅さんは︑5月ごろにはワラビ︑春キャ
ベツ︑レタス︑みょうがたけなどを出荷し︑
6月には新ジャガイモ︑梅雨時期前には新
玉葱を出荷する予定で︑それ以外にも夏野
菜の代表であるトマトやナスなど沢山の野
菜たちがそれぞれの旬に出荷されます︒
多品目に取り組んでいる湯浅さんは︑家
族の意見をヒントに作って︑直売所に出荷
するスタイル︒
﹁もともと趣味の範囲でやっ
ていた畑に︑仲間づくりのきっかけにとふ
れあい市に出荷したのが６年前︒今は息子
の嫁さんから食べたいものや流行っている
ものを聞いて作付けしています︒今では多
くの野菜を栽培するに至りましたが︑若い
人からの意見は大切で直売所に出荷するも
のに活用しています︒
﹂と湯浅さん︒
お客様との対面販売にも意欲を燃やす湯
浅 さ ん︒﹁対 面 販 売 で の 色 々 な 意 見 を 栽 培
に活かすとともに︑みんなでわいわいがや
が や 取 り 組 ん で︑直 売 所 を 盛 り 上 げ て い き
たいですね︒
﹂と熱意をいただきました︒

作って売れる！
ヒントは家族のアドバイス
新玉葱がもう少しで登場します！
ぱっと見玉葱に似てますが、
こちらはにんにくです

湯浅 すみ さん（65歳）
新発田市松岡

20

今月の
今
今月
の

り
輝ら

き

いろんな意見を吸収し、
へ
積極的な挑戦へ
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■JAデータ
（平成27年3月末現在）
17,257人

組合員数

（−319人）

9,219人

うち正組合員数

（−268人）

8,038人

うち准組合員数

（−51人）

32億5,412万円

出資金

（△8,545万円）

貯金

862億8,469万円

貸出金

290億7,981万円

（△15億7,563万円）

（△1億6,750万円）

長期共済保有高

4,903億4,860万円

この時期のレタスはサラダに最高！

（△15億1,063万円）

販売品販売高

92億5,635万円 ※

購買品供給高

42億1,192万円 ※

（＋8億932万円）

（＋5億3,445万円）

417人

職員数

（＋1人）

（
）
は前月対比
※平成26年４月からの実績です。

出荷される春キャベツは大好評！

！
それゆけ
の
公式 Facebookページ

6月5日公開！！
JA北越後のホームページをチェック！
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さやえんどうも出てきました！

さとみちゃん

ここでは直 売 所の野菜を使 用した
オススメレシピや旬の情 報をお伝えします！

きゃべつの塩昆布和え

アスパラガスのさっと漬け

キャベツをざく切りにして塩昆布
で和えました。味見をしてあまかっ
たら、お好みにより、塩をふりかけ
たり、ごま油やオリーブオイルなど
をかけてお召し上がりください。

アスパラガスを塩を入れたお湯に
さっと湯がき、わさび漬けの素で
和えました。わさびしょうゆをかけ
てもいいですし、塩麹で漬けても
おいしいです。

topic
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神主が稲作にかかる儀礼を学ぶ
新潟県神道青年協議会が御田植祭を斎行

新潟県の神職者で構成される新潟県神道青年協議会
は、新発田市西蓑口にて協議会創立65周年事業の御田植
祭を21名の神主が斎行しました。同地区にある石動神社
で参拝を行い、石動神社宮司である佐々木英夫さんが自
身の水田で神主に田植えの指導を担当しました。
4月7日に同地区にて下種祭を執り行い、この度の御田
植祭では女性が早乙女の姿になって田植えに挑戦し、篠
笛と太鼓の音色が響くなか、見物に来る人も現れまし
た。宮司で水田を提供した佐々木さんは「神主が米作り
を学ぶいい機会となりました。農業は今大変な時を迎え
ていますが、古来より続く伝統を神主自ら体験し、この
文化を未来に繋げていってほしいと思います。」と話し
早乙女姿で田植えをする女性神主と三嶋崇史会長
（右）
ました。
同協議会の三嶋崇史会長は「初の御田植祭斎行で初めての田植え作業でしたが、やってみて農家さんのご
苦労が身に染みました。お米は今日でもこの国の主食であり、私達が暮らす新潟県は全国有数の米所。米作
り体験から祭事、儀礼、文化を学び、会員が相互協力し合い親睦を深めることができました。9月に実施予
定の収穫では、お米の美味しさを実感したいですね。」と御田植祭を振り返りました。

topic
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職員12名が
永年勤続表彰を受賞
平成27年度永年勤続表彰式

当JAでは、本店2階を会場に永年勤続表彰式
を開催し、該当職員12名が表彰されました。
石山正博組合長は「今年度は事業刷新を行っ
た最初の年、JA北越後をより発展させるため皆
さんのお力をさらに発揮されることを願います。
永年勤続、心からお祝いします。」と祝福の言葉
を述べました。
同JA受賞者を代表した五十公野ふれあい営
業所の鈴木康弘営業所長が「新たな体制と
なったこの年に永年勤続表彰をいただきまし
た。私たちは組合員と役職員が今まで築いて
きたものを引き継ぎながら、より当組合の発
展のため一層努力していくことを誓いま
す。」と謝辞を述べました。
この表彰は就業規程に基づき、勤続25年の
職員を対象に実施されています。地域農業の
発展と農業を通じて地域社会に貢献できる職
員の育成に全力を挙げるとともに、やりがい
のある職場を作り、一人でも多くの職員が永
年勤続表彰できるように取組んでいきます。

表彰状を授与される鈴木康弘営業所長（右）

topic
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ねぎの栽培管理について
情報を共有

北越後農協ねぎ部会
北越後農協ねぎ部会は、出荷会議及び栽培管理指導
会を開催し、12名が参加しました。北越後農協ねぎ部
会は、27年度について生産者98名部会目標収量2,200
㎏/10ａを目標に、春ねぎでは「元晴晩生」と「羽緑一
本太」を3ha作付けし、収量60tを目指します。
出荷会議では、ねぎの販売状勢について主産県であ
る千葉県、埼玉県、群馬県等の状況を確認しました。
本年度の春ねぎにおける傾向は、消雪が早く2月以降
の気温が高めで3月には好天が続いたことから抽たいの
生育がよく例年並みで推移しました。病害について
は、軟腐病や小菌核腐敗病の発生は少ないものの、砂
丘地では強風や飛砂による葉枯れが見られ、細菌性の
病害が見られたことを確認しました。
栽培指導会では、春ねぎの抽たいが例年より10日ほ
ど早いことから各自で坊主の状態を確認し、収穫遅れ
にならないように注意することを確認し、夏ねぎと秋
冬ねぎについては、タネバエの発生が例年通りの発生
量になっており、強風・飛砂による軟腐病の発生が見
られるため、防除を徹底し、欠株・減収を防止するこ
とを共有しました。
会議では、当JA販
売担当より「昨年新
しくなった共選機で
軟白長の調整が可能
となりました。元晴
の共選もできるよう
になったのでぜひ利
用していただくよう
お願いいた し ま
す。」と生産者に呼
市場関係者から販売実績について説明がありました
びかけました。
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地域の話題をお届けしています
topic
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アスパラガス部会が通常総会と出荷会議を開催
JA北越後アスパラガス部会

JA北越後アスパラガス部会は、新発田市内にて第
21回通常総会と27年度出荷会議を63名の参加によ
り開催しました。総会では26年度事業報告、収支決
算などの各議案が議決承認されました。
通常総会後に開催された出荷会議では、27年度基
本方針を「安心・安全・高品質生産で農家所得の確
保」を掲げ、春どりと夏秋どりの作柄を基本とした
平均反収の底上げとハウス作型を拡大し、作期の前
身化とピークの分散を図り、長期安定出荷と3日目
販売により市場と消費者ニーズに対応できる出荷体
制を構築していくことを確認しました。また、JA独
自規格である3Lの太物サイズを産地化し、有利販売
を図っていくことで販売金額2億円、出荷量221t、
挨拶をする阿部信夫部会長
作付面積34haを目指します。
阿部信夫部会長は「安定収量を実現するためにこれからはハウス栽培を部会で推奨します。2年前にハウ
スを建てましたが安定した収量と品質を確保できています。去年は販売金額2億円を割ってしまいました
が、2億円代を回復できるようみんなで頑張っていきましょう。」と意気込みを話しました。

topic
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産地復活へ！現地圃場で栽培指導会を実施
JA北越後アスパラガス部会

JA北越後アスパラガス部会は、18日から20日にかけて北越後管内の合計6会場で現地栽培指導会を実施
し、合計63名の生産者が参加しました。
指導会初回は同部会部会長の阿部信夫さんの圃場で実施されました。阿部さんは平成11年からアスパ
ラガス栽培に取組み、以前は70a作付けしていたものを現在は42aと規模は縮小したが、全棟ハウスで栽
培を行います。「品種はガリバーやグリーンタワー、スーパーウェルカムを中心に作付けし、部分的にハ
ウス栽培へ移行してきた圃場は、2年前にすべてハウス栽培に切り替わりました。ハウスの利点は雨風を
防いで、防除も露地に比べ半分以下になります。」と阿部さんは振り返ります。阿部さんの圃場では、春
どりの初出荷が3月下旬より始まり、4月8日には立茎もスタートしました。夏秋どりは6月の頭より開始
する予定です。
栽培指導会では、「露地栽培で病気にかかった圃場もハウス栽培に切り替えてから収量が回復してきま
した。ハウス栽培を考えるなら1年目から始めると病気にも付きにくいです。」と阿部さんは取組みの成
果を説明し、普及指導センターの本間昌彦課長代理は「初期の立茎を大事に今年は立茎開始3日前から防
除を始め、1カ月間が勝負。薬剤防除には雨で薬
剤が流れないように展着剤をしっかり活用する
ようにお願いします。」と指導がありました。
参加者からはハウスの設備や立茎時期、防除に
ついて活発な質問が相次ぎました。
ハウスの春どりが良好に推移し、4月28日段階
で出荷数量約7tと低調だった昨年の3倍以上の数
字となり産地復活へ弾みをつけました。春どりの
良い流れを夏秋どりに繋げ、不調だった前年を巻
き返すために部会一丸となってこれからの栽培管
理を徹底していきます。
ハウス栽培での作柄を説明する阿部信夫部会長
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作ってみよう！

家 庭 菜園
今月の野菜
初夏まきで9カ月も収穫できる

小松 菜

おなじみの小松菜は、在来のカブから分化した古い歴
史を持つ漬け菜の一種です。その名は江戸時代に現在の
東京都江戸川区の小松川周辺の産物であったことから名
付けられたと伝えられます。
強健な野菜で、耐寒、耐暑性に富み、周年的に栽培す
ることができる上、土壌病害虫の発生も少なく、毎年同
じ畑に連作できるので、面積にゆとりのない家庭菜園に
も取り入れやすい魅力があります。
夏の青物の少ない時期から取り始めるには6月上・中旬がまき時です。生育が早いので種まきから25
〜30日ぐらいで収穫できます。
通常は草丈が25〜30cmぐらいになったら逐次抜き取り収穫し、次々と種まきし、周年的な収穫を狙
うのですが、ここで紹介するのは、株ごと収穫するのではなく、株は残したまま葉を葉柄から指やはさ
みでかき取り収穫する方法です。小松菜はカブを起源とするので、根は大変しっかりしており、節間が
伸びることなく短い茎の節から葉が次々に生まれ伸長してくるのです。そのため草丈は30〜40cmぐら
いしか伸びずに、夏、秋、冬とたくさんの葉を収穫、利用することができます。
収穫期間が長いので、元肥は図のようにしっかりと与え、
畑の準備をしっかりして種まきします。
用いる品種は、葉が小さめ丸形で、緑が濃く、ゆっくり育
ち長期間の収穫に適する「きよすみ」（サカタのタネ）など
がお薦めです。
発芽後本葉2〜3枚のころと、草丈10cmのころ間引きし、
最終株間を広めに10cmぐらいにします。そのころから15
〜20日置きに、畝の側方に軽く溝を付けて、油かすと化成
肥料を追肥します。
収穫は葉幅が7〜8cmになったころから葉柄の下部で爪先
でかき取り、またははさみで摘み取りを行います。
葉の増え具合に応じて収穫葉数を考えながら、延々と3月
上・中旬まで良質な葉が収穫できます。3月下旬になるとと
う立ちしてきますが、この花蕾（からい）も、ナバナと同様
におひたしなどに利用できます。やや苦味が強いですが、旬
の味覚が味わえます。
時期によってはコナガやヨトウムシ、アブラムシなど、ア
ブラナ科を好む害虫にやられやすいので、よく観察し、発生
初期に薬剤散布して防ぎます。夏には防暑、防虫を兼ねての
べた掛け資材の被覆も有効です。
※関東南部以西の平たん地を基準に記事を作成しています。
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平成二十六年に新しく乳児室
と５歳児保育室そして新しい園
庭が増設され︑明るく広々とし
た園舎には︑０歳児から５歳児
まで七十一名の子どもたちが︑
のびのびと楽しく過ごしていま
す︒
園舎の周りには︑さくらんぼ
果樹園が広がり︑そして園庭横
には︑水道公園が隣接する自然
に恵まれた保育園です︒
今年度︑園庭に新しく︑開墾
畑を作り︑さつま芋の苗を 本
植えました︒その他毎年︑年齢
ごとに栽培したい野菜を決め︑
水やりなどをして大切に育てて
います︒収穫できた時は︑皆大
喜び！給食室まで運び︑給食に
入れてもらい食しています︒野
菜の苦手な子も︑自分達で育て
た野菜は格別︒﹁いただきま
す﹂と感謝の心で美味しくいた
だくことができます︒
自然に恵まれた環境の中で身
体をいっぱい使って遊び︑美味
しい給食をいただき︑地域の中
で温かく見守られ︑すくすく育
つ天ノ原っ子︒
様々な経験を積み重ね︑豊か
な感性をもった子どもたちに成
長してほしいと願っています︒

自分で作ったペットボトルジョーロで
バナナの皮で堆肥作りをして
水くれをしました。
枝豆作りの土と混ぜて使いました。
おいしい枝豆ができるといいね。 さつまいもがたくさんできますように。

水道公園で異年齢の子どもたちと
ふれ合いながら遊んでいます。

こどもの日の集会で
元気にゲームを楽しみました。

「ピーマンにがい？」
「きゅうりの葉っぱフワフワしているね」
「みんなで作るとおいしいよ！」
「ナスは花も紫色なんだね」

アポロ組5歳児クラスのおともだち
昨年にみんなで植えた球根がチューリップの花を咲かせました。

50

ほし組さんはミニトマトの「アイコ」ちゃん
いんげんまめの「恋みどり」ちゃんを植えました。
何色のパプリカになるのかな？
広いひろ〜い水道公園でよ〜いドン！
近くの遊歩道までお花見お散歩

ほし組２歳児クラスの
おともだち
今日は大好きなカレーだよ
お皿ピカピカにするよ！

つき組３歳児クラスの
おともだち
食育の日のメニュー
だんご汁おいしいよ

ロケット組４歳児クラスのおともだち
たくさん遊んだ後の給食おいしいよ！
ほし組0、1歳児クラスの
おともだち
モグモグおいしいね

未来の

たからもの
ஂǷڻൾϾѓ
Ïॎಔஏ߳ҍఋ૬Ð
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女性部活動特集
活動体験発表
4月17日に新潟市内で行われた、ＪＡ新潟女性組織協議会の「第62回通常総会」で下越地区を代表して当女性部か
区を代表して当女性部
当女性部
部か
行い
いました
いました。
た。
ら佐々木支部の塩原順子さんが「女性部がつなぐ交流の輪」をテーマに女性部活動の発表を行いました。
消
発表では、地区を超えた仲間作りができる 目的別グループ活動 や地元の「食」を伝える 消費交
組んでい
組ん
流活動 などについて紹介しました。また、塩原さんが所属する佐々木支部で約20年間取り組んでい
先 生から
先生
る地元小学校への 出前授業 について子供達との交流の様子も発表しました。審査員の先生から
で
であると
は、長年取り組んできた「地域」や「食」・「農」との関わり方について素晴らしい活動功績であると
評価を頂き優秀賞を頂きました。

プ ラン ター 花 壇 で 女 性 部 P R
女性部で今年新たに取組む「部員拡大活動」として、5月
11日に本部役 員と事務局が力を合わせて プランター花
壇 を作成します。多くの皆さんに見てもらい、女性部を知っ
て欲しいとの願いから花壇は各支店事務所前に飾らせても
らいました。
花壇にはテレビＣＭ等でおなじみの 笑味(えみ)ちゃん
マーク入りのオリジナル看板をつけ、地産地消運動に取り組
む女性部の「食べよう！北越後産」のメッセージとともに支

支部長さんや役員さんが
まごころ込めて作りました。

できたてを早速支店へ
お届けしました！

店に春らしい彩りを添えています。

ミラノ国際 博覧会「折り鶴プロジェクト」に参 加
今年5月1日から開催されるミラノ万博への参加意識を高める取り組みとしてＪＡグループ内で「折り鶴プロジェクト」
が実施されます。このプロジェクトは、東日本大震災で世界からいただいた多くの支援に対する感謝の気持ちと、震災を
風化させない、震災からの復旧・復興を引き続き継続していくことを目的に全国のＪＡ女性組織で取り組む事となり、当
女性部も1,500羽の折り鶴作成に参加しました。
発送期日の都合上、残念ながら全部員での取組はできませんでしたが、
本部役員が代表して世界中の人々に「ありがとう」の気持ちを込め1羽ずつ
メッセージを書き、まごころ込めて折りあげました。日本全国から集まった
70,000羽の折り鶴は、ミラノ万博の日本館に約2か月間展示され7月11日
のジャパンデーで実施される公式パレードで世界各国の来場者に配付され
る予定です。小さな折り鶴の願いが世界各国で羽ばたきますように！

ＪＡ旅 行事業「優良 活 動団
団体」
団
体」
体
」と
とし
として表
して表
し
て表 彰
おい
5月8日に開催された新潟県ＪＡ旅行事業協議会の通常総会におい
受賞
て、ＪＡ北越後女性部が優良活動団体として表彰されました。この受賞
ＲＩ
は、2月12日に月岡温泉で開催された県外女性部との交流会「ＡＧＲＩ
交流会」において当女性部が ちまき作り体験 や 越後姫 ・ お漬
物 試食などの取り組みについて評価いただいたものです。
送りあい今
交流会終了後も、参加者同士で旬の野菜や手芸品などを送りあい今
なしの心
も交流が続いているとの嬉しい話題もあり、女性部の おもてなしの心
に多くの拍手をいただきました。
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〜ＪＡ北越後農産物直売所 周年祭〜

青果物集出荷センター 季節パートタイマー採用募集
●雇用形態
●年
齢
●就業時間

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。
●週所定労働日数
週３〜４日程度
（概ね１０月まで）
●賃金形態
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
●休
日
シフトにより
※出荷が少ない場合、休んでもら
う場合があります。

●就業場所
事業所所在地に同じ
●加入保険等 労災
●採用人数
若干名
●仕事の内容 アスパラガスの選別・荷造り作業
●必要な経験等 不問
●お問い合わせ先
〒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
営業時間 8：30〜17：00
担当 石黒
︿有料広告﹀
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どの手術や術後の様々な治療
乳がんの二次検診や治療︑一
般的なケガの処置などが主な
仕事です︒
﹃外科﹄と言う科名には本
家本流であると言う矜持の意
味合いも含まれていますが診
療の対象が分かりにくい欠点
もあります︒そこで数年前に
消化器外科︑一般外科︑乳腺
外科等と名乗る事を国が認め
たのをきっかけに︑診療内容
に合わせ従来の﹃外科﹄の名
前を改めた病院が増えたので
す︒
﹃外科﹄は現在も日進月歩
歴史を止めることなく臓器別
の専門化・枝分かれの道を辿
っています︒消化器外科の中
でさえも大腸外科︑肝胆膵
︵すい︶外科︑移植外科等と
細分化がさらに進み︑高度の
専門病院ではこうした表記の
診療科が増えました︒
例えて言えば︑新潟県︵外
科︶新潟市︵消化器外科︶北
区︵大腸外科︶といった具合
ですが︑科の表記には統一さ
れたルールは無く︑同じ内
容・水準の治療をしていても
病院によって診療科の名前が
異なる場合があるため︑こう
した各外科の成り立ちを知る
事も受診の助けになると思い
ます︒

20

です︒﹁エキストラ﹂﹁オー
ディションに合格﹂﹁芸能界
での仕事﹂などの文言は一見
夢を抱かせますが︑高額な契
約をさせるための入り口にす
ぎないことが少なくありませ
ん︒最近では高齢者モデルが
話題になっていることもあり︑
トラブルに遭うのは若者とは
限りません︒
仕事を紹介すると言って︑
その仕事に利用する商品や
サービスを契約させる取引を
業務提供誘引販売取引といい
ます︒法律で定められた記載
事項を満たした契約書面を受
け取った日を含めた 日間は
クーリング・オフができます︒
クーリング・オフ期間を過ぎ
ても︑勧誘に際してうその説
明などがあれば︑取り消しで
きる場合があります︒
仕事を提供すると言って何
らかの負担を求める取引には
注意が必要です︒うまい話は
ないので︑十分に注意してく
ださい︒

タレント商法にご注意！
タレントやモデルの仕事に
応募したことがきっかけにな
り︑トラブルに巻き込まれる
場合があります︒
︻事例︼インターネット上に
﹁エキストラ募集﹂との広告
が出ていた︒有名なテレビ番
組での出演実績が複数掲載さ
れていたので︑掲載元のタレ
ント事務所に連絡し︑後日出
向いてオーディションを受け
た︒その後すぐに﹁合格し
た﹂と電話があった︒
詳しい説明を受けるために
再度事務所に行くと︑﹁エキ
ストラの仕事は現在募集して
いない︒芸能界に興味がある
なら当社と専属契約をして︑
養成講座に通えば仕事を紹介
する︒あの有名なタレントも
うちの卒業生だ﹂などと言わ
れた︒タレントになることは
夢だったが︑講座費用が 万
円だと聞いて迷っていると︑
﹁仕事が入ればすぐに元が取
れるので大丈夫﹂と言われた
ので契約した︒しかし実際に
講座に通い始めたが︑ただ歩
くレッスンを繰り返すだけで︑
仕事の紹介はまったくなかっ
た︒話が違うので解約して返
金してほしい︒
タレントやモデルに憧れる
気持ちを利用した悪質な手口
40

外科の話

豊栄病院 外科部長

小山俊太郎

本年１月より豊栄病院﹃外
科﹄に勤務しております︒
﹁消化器外科にかかりたいけ
ど外科としか書いてないわ︒
良いのかな？﹂なんてご経験
はないでしょうか？この頃で
は外科医はいるのに単に﹃外
科﹄と表記される診療科が無
い大病院も増えています︒
私共が従事する近代の外科
は十六世紀頃に夜
(Surgery)
明けを迎え︑手術によって病
気やケガを治す分野として発
展してきました︒その過程で
骨・筋肉などを扱う整形外科
が独立︑さらに第二次大戦以
降には脳神経外科・心臓血管
外科・呼吸器外科・小児外科
が次第に独立︑本家の﹃外
科﹄は主として胃腸などの消
化器︵近代外科学はお腹の手
術を源流として発展しまし
た︶・乳腺・甲状腺の手術を
担当する診療科となります︒
現在の豊栄病院の﹃外科﹄
はまさにこれに当てはまり︑
お腹の病気全般︵がん・炎
症・胆石など︶・肛門の病
気・ヘルニア・脚の静脈瘤な
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24

母子健康手帳

23

年度の年金額改定について

26

する法律が平成 年 月に成
立したため︑平成 年 月か
ら マ イ ナ ス １ ．０ ％ ︑ 平 成
年 ４ 月 か ら マ イ ナ ス １ ．０ ％
の改定が行われ︑残った差の
解消として平成 年４月にマ
イ ナ ス ０ ．５ ％ の 改 定 が 行 わ
れています︒
さらに︑平成 年４月より︑
現役世代人口の減少等を考慮
したマクロ経済スライド︵マ
イ ナ ス ０ ．９ ％ ︶ に よ る 年 金
額調整が開始されています︒
このため︑平成２７年４月分
からの年金額は︑賃金上昇率
︵ ２ ．３ ％ ︶ に 特 例 水 準 の 解
消 ︵ マ イ ナ ス ０ ．５ ％ ︶ 及 び
マクロ経済スライド︵マイナ
ス ０ ．９ ％ ︶ の 改 定 を 合 わ せ
て︑３月分までの年金額に比
べ ︑ 基 本 的 に ０ ．９ ％ の 増 額
となっています︒
※ 年金を受けている方の生
年 月 日 等 に よ り ︑ ０ ．９ ％ と
は異なる引き上げ幅となる場
合があります︒
11

10

平成

12

24

25

27

26

なぜ︑平成 年４月分から
の年金額が上がったのですか︒

27

14

27

27

なお︑日本年金機構ホーム
ページ http://nenkin.go.jp
に︑年金制度に関するＱ＆Ａ
を掲示しておりますのでご覧
ください︒

70

現在の母子健康手帳の制度
が始まったのは︑戦後すぐの
１９４８︵昭和 ︶年ですか
ら︑そのころに生まれた人は
約 歳です︒初めは母子手帳
と呼ばれ︑この手帳で育児用
品の配給や健診を受けること
ができました︒世界でも初め
ての試みで︑近年は海外でも
日本のような母子手帳が利用
されています︒
この手帳は妊娠の診断を受
け届け出ると交付されます︒
まだ見たことのないおなかの
赤ちゃんと一緒の手帳なので︑
新ママの将来に向けての夢は
ひとしおでしょう︒
母子健康手帳には︑妊娠・
出産・育児の経過で母子の健
康状態や検査結果などが記録
されています︒また母子保健
の情報のページがあるので身
近に置くようにしましょう︒
赤ちゃんは︑生まれたとき
の体重はそれぞれ異なり︑そ
の後の成長にも個人差があり
ます︒乳の飲み方にも︑歩き
始めの時期にも差があるので︑
ママにとっては心配になるこ
とがあります︒しかしそれら
のことは個人差として健康に
育っていくことが多いもので
す︒

いろいろ心配事は尽きませ
んが︑時が過ぎてしまえば忘
れてしまうことが多いもので
す︒わが子の歴史として︑母
子健康手帳を残しておくこと
をお勧めしたいと思います︒
手帳に空欄が設けられてい
るので︑乳を飲まないので心
配したときは︑そのことを
ちょっと書き留めておきます︒
そのうち書いたことも忘れて
何日もたってそれを見て︑こ
のくらいのことは心配なかっ
たのだと勉強になります︒
ある女子学生の講義で︑自
分の母子健康手帳を持参して
もらいました︒みんなそれぞ
れ感想がありましたが︑ある
学生は手帳を見て涙ぐんでい
ました︒そこには﹁昨夜はど
うしても寝てくれなかったの
で︑最近やめた母乳を飲ませ
たら︑すぐ眠ってしまった﹂
とありました︒

︿有料広告﹀
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公的年金の年金額は︑その
実質的な価値を維持するため︑
物価・賃金の変動に応じて年
度ごとに改定する仕組みを
取っています︒平成 年の物
価・賃金が上昇したため︑平
成 年４月分︵６月受け取り
分︶からの年金額は︑引き上
げる改定が行われています︒
改定は︑給付と負担の長期
的な均衡を保つなどの観点か
ら︑賃金の上昇率が物価の上
昇率よりも小さい場合には︑
賃金上昇率をもとに行います︒
平成 年度の年金額は︑平成
年の賃金上昇率︵２．
３％︶が物価上昇率︵２．
７％︶よりも小さいため︑賃
金 上 昇 率 ︵ ２ ．３ ％ ︶ に よ っ
て改定されています︒
しかし︑平成 年度から平
成 年度にかけて︑物価が下
落したにもかかわらず︑年金
額は据え置く措置︵物価スラ
イド特例措置︶が講じられた
ため︑法律が本来想定してい
た年金額︵本来水準︶に比べ︑
平 成 年 度 時 点 で ︑ ２ ．５ ％
高い年金額︵特例水準︶で支
払われていました︒この特例
水準について︑段階的に解消
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Readers' Voice

連休の終わりにやっと野菜苗を植えまし
た。去年は胡瓜が全然ダメでした。これか
ら毎日水やりですが、雨で野菜の育ちが全
然違うような気がします。梅雨も調度よく
雨が降らないかなぁ〜と思います。
（聖籠町 Ｉ・Ｎ）

天気のいい日に厚手の毛布など干したり
冬ものを片付けてしまいたいです。雨ぐつ
をそろえておきたいです。
（新発田市 Ｍ・Ｆ）
たけのこほりがおもしろかったです。た
けのこをおいしくたべました。
（新発田市 Ｏ・Ｔ）

さわやかな五月、本当一番好きな時期で
すが、間もなく梅雨に入り、湿った日々で
気分も沈みがち。でも庭の草花の水やりを
省けるし、最近は手抜きが上手になったか
ら、いや、面倒くさくなって…高齢期のた
めでしょう。先ずは、カビとり・食品の買
いだめ。他諸々、注意して体調第一に梅雨
にそなえたいと思います。
（新発田市 Ｓ・Ｋ）

新緑の五月を迎えて野も山も田畑も青く
なり一息ついた頃、台風、地震がくる。六
月、七月梅雨がくる大雨で水害などなけれ
ば良いが何時くるかわからない災害防災の
支度もないまま、家の中だけは整理してお
こう佛様にも安心してもらうためにも。
（新発田市 Ａ・Ｔ）
梅雨になりますが、私には懐しい想い出
があります。十三年位前、家族旅行で静岡

近くにいる同級生のＳさんから○○君が
田舎に田植えに来ているよ。急なんだけど
明日の夕方５時からミニ同級会どう?と電
話が来た。喜んで参加する。小学校の同級
生７名参加ごちそう食べ話に花が咲きカラ
オケまで始まって楽しい時過ごす。今年は
敬老会の招待状来るという年だ。健康でい
たいと思う。
（新発田市 Ｍ・Ｎ）
６月頃になると梅干しの事が気になりま
みかめ
す。去年は「三瓶」つけました。私の「梅干
し」は甘いのです。一日「１コ」は必ず食べ
ます。私は「梅干し」大好き人間です。
（新発田市 Ｉ・Ｋ）

7月号のテーマ
「短冊に書きたい
願い事」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

ハナミズキ

ヨ
コ
の
カ
ギ

1
2
3
4
5
7
9
11
13
15
17
19
21

6月10日は──の記念日
にょろりと長い胴を持つ小動物
男女が出会った途端に落ちることも
関東では養殖のブリ、関西では若いブリをこう呼びます
易者が占いに使う細い棒
傘を忘れたので軒先を借りて……
ライオンのことです
まつげに塗る化粧品
割、分、厘のさらに下
現在を挟んで過去とは反対側
みそ汁によく入れられる海藻
──に就いて、用意、ドン！
──詰め ガラス── ビール──

＜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

関根

優紀さんの作品

〈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。

腰が重くなり︑
いろいろ面倒になりやす
いかも︒
約束をドタキャンしないよう注
意を︒
気晴らしには散歩が◎

日本では水洗化が進んでいます
足袋に付いている金具
方位磁針のN極が指す方角
はっきりしない──模糊（もこ）とした状態
──海流とも呼ばれる親潮
6月の第3日曜日は──の日です
漢字で書くと軍鶏 ニワトリの一種です
すずりですります
アンデルセンやグリム兄弟が著したもの
ごまなどを油をひかずに加熱すること
梅雨時は食物や浴室に生えやすくなります
レイシともいわれる果物
ワタの種子から取った繊維 あるいはそれで織った布

習い事を始めたり︑
新しい趣味を持った
り︑
行 動 範 囲を広 げるチャンスです ︒
外
出先で良縁に出合える予感も

タ
テ
の
カ
ギ

1
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6
7
8
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12
14
16
18
20
22
23

縁の下の力持ち的な役割も笑顔で取り
組み︑
サービス精神を発揮しましょう︒
一
気に人気者になれる可能性大

ゴールデンウィークに孫達が顔を見せてく
れました。成長した姿に愛しさと眩しさを感

毎年、わが家に咲く鉄線の花、紫と白が
あると言います。わが家の鉄線はあざやか
な紫です。初夏に咲く鉄線、白い花にもぜ
ひ会いたいです。
（新発田市 Ｉ・Ｓ）

新発田のアスパラは、みずみずしくて、
東京に居る孫にも好評でした。
（新発田市 Ａ・Ｅ）

前向きになれるはず︒
やってみたいこと
を始めれば︑
すんなり上 達できそう︒
温
めていたプランの実行も大賛成

今年のゴールデンウィークは良い天気に
恵まれましたが、梅雨にはいってもあまり
ばか雨がふらなければ良いがなーと思って
居ります。
（新発田市 Ｉ・Ｋ）

毎年、「母の日」に母はもちろん、いつ
もお世話になっている、大切な方へもお花
のプレゼントをします。お花をお届けする
と、みんなステキな笑顔で迎えてくれま
す。笑顔をみんなにもらってまた幸せをい
ただいています。
（新発田市 Ｈ・Ｍ）

梅雨の時期はうっとうしいですね。例年
ですと体調をくずすんですが、今年は違う
予感がします。週１回参加させていただい
ている体操の効果がでてきているようで
す。気分的にもリフレッシュできて誘って
いただいた人に感謝です。その頃のあじさ
いを観賞しながらのりきりたいですね。蛙
の鳴き声も情緒ありますよね。
（新発田市 Ｎ・Ｙ）

リラックスでき︑
落ち着いて行動できる
1カ月 ︒
任された仕 事を完 璧にこなし︑
周りから一目置かれそうです

もう初夏を通り越して夏ですネ。ナス、トマ
ト、きゅうり、もぎたてを早く食べたいです。
（新発田市 Ｓ・Ｈ）

梅雨の時期は豪雨が心配です。降る時に
は必要ですが、集中すると災害になり、昨
年も川が氾濫して、土手が壊れてしまいま
した。災害復旧工事がようやく始まろうと
しています。若干着工時期が遅いのです
が、何とか梅雨に間に合ってくれればと
思っています。
（新発田市 Ｓ・Ｆ）

に行って来ました。大涌谷・芦ノ湖を船で
一周・音止の滝・白糸の滝・青木ヶ原樹
海・滝ヶ原自衛隊演習場・富士サファリ
パーク等々、楽しい旅でした。梅雨の時期
でしたが、雨は降らず、良い想い出です。
（新発田市 Ｓ・Ｓ）

好奇心を大切にしたい時期︒
興味を引か
れる分野にチャレンジを︒
知人のメール
で好情報をキャッチすることも

読者の声

今月のテーマ
梅雨にそなえて

じました。知らない土地でそれぞれに頑張っ
てくれていると思うと胸がいっぱいになりま
した。私も弱音をはかず元気で孫達を迎えら
れる様にしなければと思いました。今日は母
の日と言う事で娘達からプレゼントを貰った
り、新潟まで安野光雅さんの「御所の花」展
示を見に連れて行ってもらい高級料理に舌
鼓。新潟の名所を巡り近くでゆっくりのんび
りの小旅行。有難うと心の中で手を合せてい
ました。昔の苦労が今こうして満開の華を咲
かせてくれました。本当にありがとう。
（新発田市 Ｈ・Ｈ）

■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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（1人分

2015.6

230kcal）

＜材料＞（2人分）

考え過ぎてしまう傾向がチラリ︒
もっと
気 楽 に 構 えて ︒全 身 マッサー ジを する
と︑気持ちを落ち着かせる効果が

ニンニクの芽 ……………………………………150g
ニンニク …………………………………（2 片）20g
牛もも肉（薄切り） ……………………………100g
砂糖 ……………………………………小さじ 1/2
酒 ……………………………………………小さじ 1
しょうゆ ……………………………………小さじ 1
A
ごま油 ……………………………………小さじ 1
かたくり粉 ………………………………小さじ 1
サラダ油 ………………………………………大さじ 1
塩 …………………………………………小さじ 1/6
こしょう …………………………………………少々

＜作り方＞

あ れこれ 迷ってしまう 気 配 ︒優 柔 不 断
になりやすいので︑信頼できる人の助言
を参考に︒
気分転換には観劇が吉

（1）ニンニクの芽は3〜4㎝長さに切ります。湯カップ2に
塩小さじ1/6（材料外）を加え、ニンニクの芽を2分ほ
どゆでます。
（2）ニンニクは薄切りにします。牛肉は1㎝幅に
切り、Aをもみ込みます。
（3）フライパンに弱めの中火で油を温め、ニン
ニクを炒めます。薄く色づいたら、牛肉をほ
ぐ し な が ら 入 れ て 炒 め ま す 。肉 の 色 が 変
わったら、ニンニクの芽を加えて混ぜ、塩、
こしょうで調味します。

後
越
北
Ａ
Ｊ

思い切ってアクションを起こすことで︑
新 たな 扉 が 開 かれます ︒意 欲 的 に！
遠出の旅行やドライブにも幸運が

15分

ニンニクたっぷり炒め

撮影：中里一曉

細 部 に 目 が 行 きやすく ︑文 句 が 多 く な
るかも︒感謝の心を忘れずに︒自然豊か
な場所に出掛け︑
リフレッシュを

ニンニク

レ ジャー 運 が 盛 り 上 がりま す ︒親 しい
友人たちとにぎやかに楽しんで︒バーベ
キューやハイキングもお勧めです

ニンニクといえば元気が出る食材！ そ
んなイメージではないでしょうか。
古くか
らニンニクを食べると持久力や耐久力が
増すと信じられており、
エジプトではピラ
ミッド建設の際、
奴隷に配られていたとか、
ギリシャでは兵士たちが戦争の前に戦意
向上のために食べていたなどいろいろな
言い伝えがあります。
ちなみにニンニクは
最も古い栽培植物の一つとされており、
人
類の歴史を支えてきた食材ともいえます。
ニンニクには神がかり的な力があると
古代から信じられてきたようですが、現代
では実際にニンニクには血圧降下や血小

新発田のレシピ！

わらびと切り干し大根のおひたし

ᩕ㙃ലᨐߩ㜞
ಾࠅᐓߒᄢᩮߣࠊࠄ߮

●作り方

●材料（4人分）
わらび（塩出し）……170ｇ

醤油 ……大さじ1½

切り干し大根（乾燥）…20ｇ A みりん …大さじ1½
うっかりミスが増える暗示︒慣れた作業
でも確認を徹底しましょう︒
日記を読み
返すと運気好転のきっかけに
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し、
あまり香りは付けずに使いたい場合は
切らずに丸いまま使うとよいのです。
アリシンという物質は、抗菌物質の一種
でもあり、特に、大腸菌や赤痢菌、
コレラ菌
などに抗菌効果があるといわれています。
そのためニンニクは食品の保存性を高め
る機能も持っています。
ニンニクを食べた後の臭いを消すには、
パセリ、ミントの茎、コーヒー豆が良いと
いわれています。
ニンニクをたくさん食べ
た後は、食後にこれらを使ったデザートや
コーヒーを楽しめば、臭い予防にもなって
一石二鳥ですね。

板凝集阻害、血中コレステロールの阻害
など多くの薬理作用があることが分かっ
ています。さらに、がんを抑制する食材と
しても注目されています。
そんなニンニクも、
あの香りが苦手、
とい
う方も少なくありません。
そもそも、
あの香
りは切ったりすりおろしたりすることで細
胞が破壊され、
ニンニクに含まれるアリイ
ンという物質が酵素の作用によってアリ
シンという物質に変化します。
この変化後
のアリシンが独特の香りのもとなのです。
つまり、香りを最大限に生かしたけれ
ば、細かく刻む、すりおろす、つぶすなど

大根葉…………………70ｇ

酒 …………大さじ1

ゆず ……………………少々

だし汁 ……½カップ

① 切り干し大根は水で戻して熱湯に通し、
食べやすく切る。
② 大根葉は茹でて４㎝長さに切る。
わらび
も４㎝に切る。
③ ボウルにＡを入れ、①と②を加えてよ
く和える。しばらくおいて味をなじま
せてから器に盛り、ゆずの皮の千切り
をのせる。

＜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 6月18日（予定）
米倉有機の里交流センターで開催
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左「パリ虹児展」のチラシ、表紙

ギャラリー蕗谷虹児 2015.６

中央「混血児とその父母」
右上「蕗谷虹児・自画像」
右下

管理部総務課
新潟県新発田市

蕗谷虹児パリ展でフランスに来ています。いま
はエッフェル塔に近い日本文化会館で 会期３
週間の１週目を終えたところです。それでは、
まずポスターや三つ折り縦Ａ３サイズの絵をご
披露しましょう。
表 紙の絵は、薄く着色されていますが、昭和
10年に出版された詩画集『花嫁人形』の同題
の詩の挿絵で、元は白黒のペン画です。
デザイナーはパリ生まれの日本人男性で、武
蔵美卒、センス溢れる好漢 。虹児に敬意を表
し、虹色に配色したとのこと。フランス人には
異国情緒あふれた絵で、金屏風を背に横向き
の立ち姿がデザイン感覚にすぐれ、素晴らしい
と絶賛してくれました。

編集後記
5月下旬ではありますが夏のように
暑い日々が続いている今日この頃。
農家の皆さんにおかれましては農作
業中に水分補給をしっかりして熱中
症などに十分に注意してください。
先月の編集後記でホームページのリ
ニューアル内容とFacebookページに
ついてご紹介すると書きましたが、
作業が遅れている状況です。この場
を借りてお詫び申し上げます。
Facebookページは6月5日に公開
し、ローンセンターについては6月中
を予定しております。
早く情報をお伝えできるように6月
は広報を強化してまいりますのでよ
ろしくお願いいたします。（M）

会場写真

チラシを開けた中央には、サロン・ドートンヌ
（当時、世界最 難関の公募展）初入選作品の
『混血児とその父母』。金髪碧眼の豪華客船
の船長に西洋美術を、丸髷の旧家の日本女性
に日本美術を象徴させ、混血児に両者の融合
を目指す虹児の新しい画風の確立を宣言した
ものでした。
会場の中央にこの絵が飾られ、その左右に今
はタジキスタン 大 使 館にある『 日 本 女 性 ―
秋』が、そして『柘榴を持つ女』や『花嫁 』が
並んでいます。左端には、虹児28歳の自画像
を配しました。賑わう会場を90年ぶりに眺め
てもらうためで、喜んでくれてると思います。
（5月21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
■ 臨時理事会 開催日時 平成27年4月23日
協議事項
（１） 理事会推挙役員候補者の決定に
ついて
原案通り決定
（２） 経営管理委員会制度について
原案通り決定
報告事項
（１） 新潟県常例検査の結果について
（２） ＪＡ北越後の節電対策について

■ ５月理事会 開催日時 平成27年5月1日
協議事項
（１）平成２６年度決算結果及び剰余金処分
（案）について
原案を決定し、
第１９回通常総代会へ提案
（２）集落座談会の意見・要望について
意見要望の回答を決定（今月号に掲載）
（３）無計量フレコン出荷の取組みについて（案）
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）コンプライアンスプログラム実践状況第４四半期報告について
（３）事務ミス等第４四半期報告について
（４）利益相反管理・反社会的勢力・利用者保護対応状況第４四半期報告について
（５）平成２７年度第１四半期運用方針ならびに
平成２６年度第４四半期運用実績およびリスク管理情報について
（６）平成２６年度相談・苦情等対応状況についての下半期定期報告について
（７）相談・苦情等の報告について
（８）組合員の加入脱退について
（９）平成２６年度年度末賞与の支給について
（10）
「ローン融資要項（統一版）」の一部改正について
（11）２７年産米出荷契約推進について
（12）ＪＡ北越後農業倉庫保管米麦の自主管理マニュアルの一部変更について
（13）子会社の決算結果について
（14）ファミリーマート移動販売車について

