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﹁輝らり直売所編﹂ 月号は︑菅谷地区でりんご︑ぶどう︑
桃︑す も も︑ル・レ ク チ ェ︑和 梨 を 合 計 で 2・8 ︑水 稲
を 1 ︑ト マ ト 2・5 a を 生 産 す る 髙 橋 農 園 の 髙 橋 健 太 さ
んにお話を伺いました︒
取 材 当 日 は︑ぶ ど う の 収 穫 作 業 を 見 さ せ て い た だ き ま し
た︒作 付 さ れ て い る ぶ ど う の 品 種 は 全 種 類︒巨 峰 か ら 今
人気を集めているシャインマスカット︑ロザリオビアンコ︑
ゴルビーが続々と出荷されます︒4月の第3日曜日からハ
ウスの屋根掛け準備を行い︑早いぶどうは8月 日より収
穫 が 始 ま り ま し た︒ 月 に か け て は︑富 士 を 筆 頭 に 沢 山 の
りんごが出荷を控えています︒髙橋さんの果物や加工品は︑
髙橋農園直売所はもちろん︑当JA農産物直売所やイオン
のインショップなどで購入可能です︒
ま た︑髙 橋 農 園 直 売 所 は 今 年 で オ ー プ ン 周 年 を 迎 え ま
し た︒ 月 4 日 に は︑
﹁お 客 様 に 果 樹 園 を 見 て も ら い た い﹂
というコンセプトから︑果樹園で音楽演奏会を計画しまし
た︒演奏は︑新潟大学音楽サークル・クレッシェンドを招き︑
髙橋農園の果物を使用したケーキを振る舞います︒髙橋さ
ん は﹁秋 の ひ と 時 を 果 樹 園 で 皆 さ ん と 音 楽 を 楽 し み た い﹂
と笑顔で話します︒
髙 橋 さ ん は︑今 も 新 し い 取 組 み に 挑 戦 し て い ま す︒今 年
より新発田市が行っているふるさと納税のお礼品に参画し︑
ぶどうやル・レクチェを全国から納税された方に発送して
い ま す︒
﹁平成 年までに何ができるか考え︑一生懸命挑戦
していきます︒果物はもちろん今年は雪下人参を作付する
計画です︒所得向上のためにできることをしっかりとやっ
ていきたい﹂とご主人の健太さん︒奥さんの幸子さんは﹁良
い品物をしっかりと作ってお客様に提供していきたいです︒
この地域からこのような農産物が作れることを発信してい
きたい﹂とお二人から力強いメッセージをいただきました︒

10

10

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

ぶどうの王様、巨峰です
早生ふじが収穫間近です！

髙橋健太さん（表紙は髙橋幸子さん）
新発田市横山

直売所編

挑戦しつづけ
直売所オープン 周年へ
２５

秋の果物︑続々直売所へ
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■JAデータ
（平成27年8月末現在）
17,393人

組合員数
うち正組合員

9,215人

うち准組合員

8,178人

出資金

32億6,941万円

貯金

865億1,622万円

貸出金

289億2,206万円

長期共済保有高

4,835億1,263万円

販売品販売高

29億9,540万円 ※

購買品供給高

14億5,371万円 ※

近頃はあま〜いマスカット系のぶどうが大人気です！

※平成27年４月からの実績です。

の
公式 Facebookページ
JA北越後のホームページをチェック！

http://www.ja-kitaechigo.or.jp/

人気のぶどう詰め合わせセットです

！
それゆけ

さとみちゃん

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

レンコンのきんぴら
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れ んこんと人参 を刻 んで 炒 め 、
酒・みりん・めんつゆで味付けして
白ごまをふりました。
しいたけやきのこもこれからの時
期は入れたりしたい。

さといもの
いもこ味噌
さといもは子芋または適当な大きさに
切って、ささがきごぼうと一緒に煮て
芋が柔らかくなっってきたら、だし・
酒・味噌を入れて味付けしなめこを入
れてみました。
好みにより卵とじにしてもおいしいです。

県内11JAから
25 25チームが熱戦！
topic

8/

ゲートボール新潟県大会

(株)農協観光新潟支店と長岡支店は、第31回ふれ
あいJAゲートボール大会を新発田市中央公園特設
ゲートボール会場で開催しました。県内11JAから予
選を勝ち抜いた25チーム（当JAからは７チーム）が
参加し、熱戦を繰り広げました。
同社新潟支店の奥野朋之支店長は「日頃の練習成
果を発揮し、触れ合いながら楽しく頑張ってくださ
い」と挨拶しました。また、当JAの石山正博組合長
は「鍛えた技を発揮され、白熱した大会になること
をご期待します」と激励しました。
開会に当たりJA北越後中ノ目新田チームの斎藤政
三選手が「仲良く競技し、一人でも多くの仲間をつ
くります」と選手宣誓しました。
出場チーム数は、下越7JA19チーム、中越3JA4
チーム、上越1JA2チームの合計11JA25チーム。各
チームは5コートに分かれ、5チームのリーグ戦を戦
いました。各コート1位のチームの中から、勝敗と得
失点差、総合得点で順位を決定。優勝杯は、JAかみ
はやしの平林チームが獲得しました。

熱戦を繰り広げる参加者

topic

8/

27

城下町新発田まつり
民謡流しにJA北越後が参加
民謡流しと新発田よさこい、和太鼓が饗宴

城下町新発田まつりの民謡流しにJA北越後から女
性部と役職員総勢90名余りが参加しました。新発田
甚句と新発田音頭を中心に、新発田よさこいの演舞
と和太鼓の演奏が行われ、城下町新発田の晩夏の夜
を盛り上げました。JAのほか市内の企業団体も多数
参加し、沿道には2014年を上回る多くの観客が訪れ
ました。
昨年に引き続き当JAのイメージキャラクターであ
る「アスパラくん」も参加。子供たちや民謡流しに
参加している企業団体から「アスパラくん」と一緒
に写真を撮る姿が多く見られました。また、「アス
パラくん」と一緒に写真を撮る家族連れに、人気
キャラクターが描かれたJA共済のポケットティッ
シュを配布しました。
民謡流しでは、同JA女性部と役職員、「アスパラ
くん」が地域の人々と触れ合うことで、より親睦を
深めることができた一夜となりました。

晩夏のまつりを盛り上げた民謡流し

topic

9/

1

役職員一人一人が関わる
中期3か年経営計画策定へ
JA北越後中期3か年計画策定研修会を実施
当JAは、新発田市にある敬和学園大学の大教室で、第6次中期
3か年計画策定研修会を開催しました。研修は常勤役員5名と係
長級以上の職員161名が出席しました。
この研修の狙いは、役職員が計画策定に積極的に関わってもら
うことです。今回策定する第6次中期3か年計画では全役職員が
同じベクトルで取組み、総合事業体としての特性を活かした計画
策定、組合員・地域住民の期待に応えられる組織、地域農業の振
興と地域活性化を目指します。
石山正博組合長は「JAは本当の意味で地域に必要とされる組
織に生まれ変わらなければなりません。そのためには職員の意識
も変え、一緒に取組んでいきましょう」と呼びかけました。
本計画策定にあたり、総代、農家組合長、農業法人代表者等へ
の意向調査も予定しています。

皆で計画策定を訴える石山正博組合長

topic

9/

イトーヨーカ堂が砂里芋の産地訪問

2

砂地のブランド里芋「砂里芋」

砂地で生産されるブランド里芋である「砂里芋」の産地訪問に
株式会社イトーヨーカ堂（本社 東京都千代田区二番町8番地8）
が来訪しました。当日は、関係者4人で出荷された早掘りの「砂
里芋」について状態を確認するとともに、「砂里芋」畑を視察し
ました。
最初に当JAの集荷場で早掘り出荷された「砂里芋」を見学しま
した。各サイズを、実際に手に取って品質を確かめ、出荷方法や
収穫までの流れをJA職員が説明しました。その後、出荷者である
北越後農協さといも部会の伊藤幸成部会長の畑を視察しました。
畑では、その場で掘り起こされた「砂里芋」を親いも、子い
も、孫いもに分類し、その数の多さとサイズを確認しました。伊
藤幸成部会長は「27年産は昨年収量が伸び悩んだのを反省し、肥
料に力をいれました。その結果、早掘り時点でサイズ、収量のボ
リュームを上げることができました。9月下旬ごろから最盛期に
なりますが、今から収穫が楽しみです」と期待を込めます。株式
会社イトーヨーカ堂の生鮮食品担当マーチャンダイザーの川田豊
さんは「首都圏を含む関東地方では12月末にかけて里芋の引き合
いが多く、Lサイズ
以上のものが好まれ
販売が伸びます。里
芋販売のピーク時に
は、御地の『砂里
芋』で勝負したい」
と意気込みました。

砂里芋畑で早掘りを見学する関係者

߈ߚ߃ߜߏ 2015年10月号 4

地域の話題をお届けしています
topic

9/

1

作物と地域の垣根を越えた
部会の誕生

topic

8/

21

北越後農協加工用野菜部会設立

北越後農協加工用野菜部会設立準備委員会は、新発田市内で同
部会設立総会を関係者23人の出席により開催しました。総会で
は、満場一致で部会設立が承認され、設立準備委員会から正式な
部会が発足しました。
当JAでは、地域営農ビジョンを策定し、27年度から実施して
います。このなかで提案している業務用加工野菜は、年々生産者
及び栽培面積が拡大しています。27年度以降も新規生産者が増
加する見込みであることから、3月に同部会設立準備委員会を立
ち上げ、準備を進めました。
主要品目に玉ねぎとキャベツを取り上げ、部会員19人、予定
出荷面積を玉ねぎ435a、キャベツ165a、予定出荷数量では玉ね
ぎ195,750kg、キャベツ62,200kgを目指します。
同部会発足により、部会役員が決定しました。部会長に部会設
立準備委員会会長を務めた遠藤博さんが就任し、副部会長に竹内
要司さん、同じく副部会長に片貝浩さんがそれぞれ就任しまし
た。遠藤博部会長は「これからは水田フル活用に取組むことが重
要な時代になります。
若手の生産者が積極的
に参画する部会、ま
た、作業面では大型機
械を導入し、効率的に
仕事ができる部会を目
指します。作物や地域
の垣根を越えたALL北
越後で頑張っていきた
い」と決意を訴えまし
た。

JA北越後年金友の会五十公野支部

JA北越後年金友の会五十公野支部は、第15回となる
ゲートボール大会を老人福祉センター金蘭荘の屋内ゲー
トボール場で、８チーム５０名の参加により盛大に開催
しました。開会に当たり斎藤常雄支部長より挨拶、加藤
定男副組合長より来賓祝辞がありました。
大会では、どのチームも日頃の練習の成果を存分に発
揮し、熱戦を繰り広げました。決勝戦も時間ぎりぎりま
で白熱した接戦を繰り広げ、大いに盛り上がった大会と
なりました。試合を通じて、会員相互の親睦をより深め
ることができました。
大会結果は以下のとおりです。
優 勝
準優勝
第三位
敢闘賞

さわやかチーム
信友クラブ
大槻チーム
トキワクラブ

前列左から 大沼萬蔵さん、渋谷ミツさん、小寺誠子さん
後列左から 冨樫高行さん、大沼清さん、冨樫綾子さん

部会発足により挨拶する遠藤博部会長

topic

ゲートボールで会員相互の
親睦を深める

栽培管理と新出荷規格を共有

topic

8/

20

JA北越後オータムポエム部会栽培指導会開催

8

9/

市場を唸らせる砂里芋の食味
北越後農協さといも部会が通常総会と
出荷会議を開催

JA北越後オータムポエム部会は、平成27年度栽培指導会
を同JA営農センター2階会議室で開催しました。関係者総勢
33人が出席し、27年度の栽培管理、出荷規格の変更につい
て話し合われました。
15年度のオータムポエム栽培指導会は、普及指導セン
ターが施肥設計、防除暦について説明。それから本畑準備、
播種が始まる9月から収穫完了目途の3月までの栽培スケ
ジュールをJA担当職員が説明しました。一部農薬の使用上
の注意と栽培管理日誌の記帳の徹底を出席者にお願いしまし
た。
また、昨年の出荷反省会で出荷規格の見直しが行われ、
27年度から新規格での出荷がスタートします。階級L、Mご
とに詰め数を調整、つぼみはすべて切り落とし、今までFG
袋200ｇで出荷していたのを150ｇに見直しました。これに
より、使い切れるボリュームと手に取りやすい価格設定、出
荷回転率の向上を目指します。
同部会の渋谷宏幸部会長は「27年度はオータムポエムの
出荷規格を変更した初年度になります。量目の調整になれる
まで難しいですが、消費者目線でいいものを出荷していきま
しょう」と呼びかけました。

北越後農協さといも部会は、新発田市で第3回通常総会と
出荷会議を開催し、市場関係者を含めた総勢32人が出席し
ました。通常総会では、26年度事業報告と27年度事業計画
にについて議論され、各議案とも承認されました。その後
出荷会議を開催し、農業普及指導センターから作柄、市場
関係者から販売状勢と販売方法、JA担当から栽培方法と出
荷規格について説明しました。
27年度産の「砂里芋」は、26年度収量があがらなかった
反省を活かし、肥料を見直し、最適な資材を投入しまし
た。その結果、生育は順調に推移し、早掘りでの芋が良好
な肥大をみせ、ひ孫芋の着生を見せるほどになりました。
また、食味にも変化が現れました。以前より食味の評価が
高かった砂里芋に、27年産は甘味が加わりました。市場関
係者は試食後「そのまま食べても甘みを感じ、美味しい」
と唸りました。
同部会の伊藤幸成部会長は「早掘りの段階で非常にいい
出来となっています。これからの栽培管理を徹底して、よ
い砂里芋を沢山出荷していきましょう。砂里芋を作ってい
て良かったといえる部会にしましょう」と呼びかけまし
た。

栽培暦を確認する生産者

会議には多くの市場関係者が訪れました
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作ってみよう！

家 庭 菜園
今月の野菜
サヤエンドウ成功のポイントは
まきどき・防風防寒・支柱立て

サヤエンドウ

エンドウの起源は古代ギリシャ、ローマ時代にさかの
ぼる古い歴史がありますが、サヤエンドウとして栽培が
始まったのは江戸時代からのようです。
カロテンの含有量が多
く、緑黄色野菜に位置付
けられるほど。ビタミン
C、食物繊維も豊富に含
まれています。
エンドウの仲間にはさやと豆の両方を食べるスナップエンドウ、実を
利用する実エンドウなどがありますが、家庭菜園用としてお薦めなのは
和風料理に重宝するキヌサヤ系の在来種「伊豆赤花」「渥美白花」や、
改良種の「成駒三十日」「赤花絹莢」「絹小町」「豊成」などです。
連作障害が出やすい代表的な野菜なので、少なくも3〜4年はエンドウ
を栽培したことのない畑を選びましょう。プランターでの栽培にも向き
ます。花を観賞しながら楽しむのもよいでしょう。
サヤエンドウを上手に育てる3つのポイントは、まきどき選びと、防風
防寒対策、そして支柱をしっかり立てることです。
種まきの適期は10月下旬ごろです。耐寒性は本葉2〜3枚のころが最も
強いですが、花が咲くころは最も弱くなりますので、寒い地方では11月
上旬ぐらいまで、遅らせた方が良いです。
エンドウのつるは中空なので、風で折れやすく、特に寒風に当たると
枯死株が出ます。霜害が出やすい畑では厳寒期に入る前に、風上側に防
風ネットを張るか、葉上にべた掛け資材で寒風から守りましょう。
春先になりつるが伸び始めたころに、遅れずに支柱をしっかり立てま
しょう。つるが絡み付きやすい木の枝が入手できれば一番良いですが、
それがなければ木ぐいを打ち横竹を渡して、稲わらを小束にしてつるす
のもよいでしょう。それらが入手できない地域では、果菜類用の長さ2m
内外の支柱材を株ごとに立て、横に2〜3段プラスチックひもを取り付け
るとよいです。
その他、栽培に当たって留意することは、畝面には黒色ポリフィルム
をマルチして地温上昇、雑草防除を図ること、ハモグリバエの幼虫の食
害から守るために、発生初期に適用薬剤を散布して防除すること、など
です。
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ＪＡ北 越 後 平成 27年 度
営 業 課・各 施 設 職 員 紹 介

親切・丁寧にご対応いたします！

私たちにお任せ下さい！
皆 様 に 一 番 あ っ た ラ イ フ プ ラン を ご 提 案 い た し ま す
営業 課 聖 籠ブ ロック
（後列左から）佐藤 由一、高口 亜矢子、係長・渡辺 ひろ子
係長・津野 千香子、高橋 こずえ、石田 三千代
小泉 敬昭
（前列左から）佐藤 直樹、調査役・高橋 一英
ブロック長・村田 研悦、窪田 一成、齋藤 充佳
阿部 逸巳

営業 課 松 浦ブ ロック

（後列左から）阿部 晃子、川崎 裕子、ブロック長・大滝 正子
係長・猪股 晶子、京野 真紀
（前列左から）小坂 卓也、渡辺 光、阿部 豊、長谷川 幸司
五十嵐 隆、係長・藤間 健志、石井 拓郎
（撮影時不在）清田 陽子

営業 課 加 治ブ ロック

（後列左から）川俣 優、長谷川 明里、佐久間 真由美、坂井 博孝
（前列左から）臼井 千恵子、係長・遠藤 美加
ブロック長・渋谷 理恵子、係長・石塚 和子
渋谷 千賀
（撮影時不在）寺野 江理子、齋藤 俊宏
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青果 物 集出 荷 センター

TEL 41−0770
FAX 41−0773

園 芸 のご相 談 はこちらまで！
親 切 丁 寧にお 答えいたします
（後列左から）山口 美枝子、窪田 喜美子、布川 千代美
熊倉 由香里、肥田野 美穂、中野 真美
課長補佐・藤田 憲一
（前列左から）調査役・飯島 一寛、渋谷 謙太郎、課長・高橋 光男
係長・太田 一枝、鈴木 健志
（撮影時不在）係長・阿部 和裕、川島 友幸、久保田 勝司
池田 敏紀、藤間 勝明、坂野 剛、植木 清明
中野 千可子・石黒 裕聖

農 機 整 備 研 修 センター

TEL 21−0039
FAX 23−1124

皆 様 の 大 切な農 機 具を
しっかりとメンテナンス！
新しい農 機 具 のご相 談も
お任せください
（後列左から）長谷部 哲也、川村 豊、横渡 左近
課長・渡辺 賢一、斎藤 和憲
課長補佐・大沼 元夫、野本 春雄、鈴木 恵美子
阿部 映子、樋口 実、熊倉 美穂
（中列左から）小島 勝栄、本間 正敏、阿部 努
調査役・小川 義幸、係長・本間 浩司
本間 隆志、平野 和夫、渡辺 司
（前列左から）係長・皆川 昌之、金子 大和、佐々木 友作
小林 正尚、嶋田 浩二、磯部 克也

配 送センター

TEL 26−7700
FAX 26−3281

農 業 資 材はお任せください！
迅 速にご 対応いたします
（後列左から）藤田 広幸、係長・高橋 耕栄、課長・太田 隆
湯浅 勇、布施 康二
（前列左から）前島 史、伊藤 聖恵、田中 美千子
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御免町幼稚園は平成十二年三月に新
築︑移転しました︒木の温もりが感じ
られる園舎です︒三歳児から五歳児ま
での三年保育を実施しています︒
園庭では遊具や自然物で伸び伸びと
元気に遊んでいます︒
畑ではミニトマト︑サツマイモ︑ダ
イコンなどの栽培活動を行い︑生長を
楽しみに見たり︑収穫を喜んだり︑家
庭でお家の方と味わったりし︑食に関
する興味を広げています︒
また︑近くの公園に出かけたり︑隣
の小学校のグラウンドで遊んだり︑小
学校と交流を行ったりもしています︒
集団生活の中︑友だちやいろいろな
人とかかわる中で様々な感情体験をと
おして豊かな心を育んでいます︒
自分のやりたい遊びを楽しみ︑充実
感を味わうとともに︑基本的生活習慣
の確立や人とかかわる力が育つように
努めています︒

元気いっぱい御免町幼稚園のお友だち68名！

体操

園庭で思いっきり遊んでいます。

よ〜いどん！かけっこ大好き！

楽しい遊具がいっぱい。
お友だちと遊ぶと楽しいね。

体操の時間。ホールに全員集合。
のびのびとリズムに合せて！

栽培活動

楽しいプール遊び、水遊び

プール開き。楽しく安全に入れますように。
たくさんプール遊びができますように！

砂遊びも大好き！

水がかかっても平気！
気持ちいいね。

たくさん水をあげましょう
大きくな〜れ︑大きくな〜れ！

園でしか味わえない経験フィンガーペインティング

畑作りは用務手さんに教えてもらいます。
年長さんはしっかりお話を聞いています。

種をまきました。
穴のなかにそっと入れました。

さつま芋。ぐんぐん葉が伸びて
大きくなりました。土の中の芋も
大きくなっていますように！
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料理研究家
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イワシ…………………………3尾
ナス……………………………1本
シイタケ………………………4枚
レンコン………………………4枚
小麦粉…………………………少々
ごま油……………………小さじ2

波多野充子

調味料
しょうゆ………………大さじ2
酒………………………大さじ2
みりん…………………大さじ2
蜂蜜…………………大さじ1/2
ご飯……………………………1膳
ショウガ………………………少々
粉さんしょう…………………少々

ඞ

（1）新鮮なイワシは手で開き、中骨を除き、3枚におろす。
（2）ナスとレンコンは輪切り、シイタケは石突きを取る、ショウガは
千切りにする。
（3）イワシの水分をキッチンペーパーで拭き取り、小麦粉をまぶ
す。
（4）フライパンにごま油を敷き、ナス・レンコン・シイタケを焼き、焼
脂が乗ったイワシやサンマのかば焼き丼は、ウナギに負けない
おいしさです。独特の臭みは油でしっかり焼くと取れますので、

けた物から取り出す。
（5）
（4）のフライパンでイワシの身側を焼き、軽く焦げ目が付いて

蜂蜜入りのたれをたっぷりと絡ませ、焼き野菜と共にお召し上がり
ください。

から皮側もよく焼き、取り出す。
（6）
（5）の油を拭き取り、調味料を加えて再度火をつけイワシを戻
し、弱火でひっくり返しながらたれを絡ませる。
（7）器にご飯を盛り
（6）のたれを少々掛け、焼いた野菜とイワシを
載せたれを全部掛ける。ショウガと粉さんしょうを添える。
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梨………………………………1個
ハクサイ………………………100g
大葉……………………………3枚
いりごま………………………少々

ޯ

ǀ

ीுƕǀ๐NFDO
ドレッシング
梅干し………………………1個
しょうゆ………………小さじ1
みりん…………………小さじ1
水………………………小さじ1
E V オリーブ油………小さじ1
酢………………………大さじ1

ඞ

（1）ハクサイは長めの太千切り、梨は皮をむき太千切り、大葉は千
切りにする。
（2）
（1）
を皿に盛り付け、10分ほど冷やしておく。
（3）梅干しの種を除き、スプーンなどでつぶしてから、
ドレッシング
の材料全てを混ぜ合わせる。
みずみずしくて甘い梨&フレッシュなハクサイ、この季節ならでは
のパリパリサラダです。白菜は芯に近い、白っぽい部分の方がこの
サラダには向いています。もっと甘口がお好きな方は、みりんの代わ
りに蜂蜜をご使用ください。

13 ߈ߚ߃ߜߏ 2015年10月号

（4）食卓でいただく際にドレッシングといりごまを回し掛ける。
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北越後農業協同組合
北
越後農業協同組合
新発田支店
五十公野支店
松 浦 支 店
川 東 支 店

22-2529
22-2373
22-3503
25-2101

菅 谷 支 店 29-2111
佐々木支店 27-5771
豊 浦 支 店 22-6116

聖 籠 支 店 27-5737
加 治 支 店 22-3705
紫雲寺支店 41-3121

☎ 市外局番はすべて 「０２５４」

︿有料広告﹀

第17回 豊栄病院病院祭のお知らせ
◆日 時 平成27年10月17日㈯ 午前10時〜午後２時
◆会 場 JA新潟県厚生連 豊栄病院
◆テーマ 地域とつながろう安心の輪
◆内 容 ・病院長特別講演「これからの地域医療と豊栄病院」
〜地域とつながろう安心の輪〜
・NAMARAエンターテイメント ピースさん来院！
「不思議パフォーマンス」の披露
・JA豊栄による「もちつき大会」「民謡」他
・豊栄病院特性おでん無料配布！
・豊栄病院名物「いするぎ座」講演
・健康チェック：身長、体重、血圧、体脂肪、骨密度測定
・プチナース・プチドクター
「白衣でハイポーズ！」（写真撮影会）
・クレープ販売、縁日もやるよ！
皆様に楽しんでいただけるよう様々なイベントを企画してい
ます。是非お越し下さい。
◆お問い合わせ 豊栄病院 総務課 電話：025−386−2311
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税務署からのお知らせ
平成26年１月から、事業所得（農業所得を含む）、不動産所得、山林所得を有する白色申告者の全ての方
に、記帳・帳簿等の保存が必要となりました。このため、税務署では、青色申告会等についての説明会を開催
いたします。

＜記帳説明会＞

対象となる方

事業所得又は
山林所得を有する
白色申告者

農業所得を有する
白色申告者

不動産所得を有する
白色申告者

開催日

開催時間

開催会場

10月20日㈫

10時00分〜11時30分

10月21日㈬

10時00分〜11時30分

10月23日㈮

10時00分〜11時30分

10月20日㈫

13時30分〜15時00分

10月21日㈬

13時30分〜15時00分

10月23日㈮

13時30分〜15時00分

10月27日㈫

13時30分〜15時00分

10月28日㈬

10時00分〜11時30分

10月28日㈬

13時30分〜15時00分

胎内市産業文化会館 ２階会議室
胎内市新和町２−５
阿賀野市水原保健センター ２階研修室
阿賀野市岡山町10−15
新発田市生涯学習センター 講堂
新発田市中央町５−８−47
胎内市産業文化会館 ２階会議室
胎内市新和町２−５
阿賀野市水原保健センター ２階研修室
阿賀野市岡山町10−15
新発田市生涯学習センター 講堂
新発田市中央町５−８−47
籠町町民会館 小ホール
聖籠町大字諏訪山1280
新発田市生涯学習センター 講堂
新発田市中央町５−８−47
新発田市生涯学習センター 講堂
新発田市中央町５−８−47

◆注意事項
１ 説明時間は、おおむね90分です。
２ 事前のご予約は必要ありませんので、説明開始の時間までに直接会場へお越しください。
３ 会場の駐車場は台数に限りがありますので、なるべく公共の交通機関をご利用ください。
４ 開催会場への直接のお問合せは、ご遠慮ください。
◆お問い合わせ
詳しくは新発田税務署（記帳指導担当）へお問合せください。
電話：0254−22−3161（代表）

『水田農地参考賃借料検討委員会について』
農地の賃借料は、標準小作料制度が廃止されたこ
とにより平成20年を最後に標準金額の決定に至る協
議自体が行われなくなりました。そのような中、現
在は農業委員会が管内の平均賃借料を『賃借料情
報』として皆さんにお知らせしております。しかし
ながら、平成26年の米価下落等の農業情勢の変化に
伴い、参考賃借料を協議する機会設定への要望が集

落座談会等で寄せられました。このため、平成27年
6月に借手代表、貸手代表と関係機関からなる『水田
農地参考賃借料検討委員会』を立ち上げ、水稲作の
収支をもとに試算した農地の参考賃借料（目安）に
ついて現在協議を進めております。借手、貸手の皆
さんの平成28年作からの賃借料協議に活用できるよ
う秋過ぎを目途に参考値として決定する予定です。
︿有料広告﹀
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三條

成己

イスをおこなっています︒人
間ドックや健康診断・各種が
ん検診は︑定期的に受けてこ
そ価値と意義があります︒是
非とも有効に利用してみてく
ださい︒但しご承知の通りこ
れ等は万能ではありません︒
異常なしと結果通知されてい
ても他に痛みや何らかの症状
がある場合には過信は禁物と
なります︒早めの医療機関へ
の受診にも心がけてくださ
い︒当センターにおいても何
なりと気軽に相談に応じられ
ます︒周知の通り人間ドック
をはじめとする健診︵検診︶
では︑健康保険の対象外であ
り自由料金となっています︒
人間ドックを個人で利用され
ますと当方では三万六千円
︵税別︶となり︑８項目のオ
プション検査も別途料金にて
用意しています︒詳しくは
ホームページでご確認頂くか
直接当センターにお問い合わ
せください︒人間ドックの経
験の無い方や医療機関に定期
受診していない方は是非とも
機会を見つけて利用されるこ
とをお勧めします︒
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いない消費者に対して︑訪問
したり電話をかけて勧誘する
こと︵不招請勧誘︶は原則禁
止されていました︒しかし２
０１５年６月からは︑ 歳未
満で年収が８００万円以上な
ど︑一定の条件を満たした場
合は︑不招請勧誘が認められ
ることになりました︒その場
合でも︑取引リスクの理解度
をテスト方式で確認すること
が業者に義務付けられていま
すが︑商品先物取引は一般の
消費者が手を出すにはリスク
が高過ぎる取引といえます︒
取引に関心がなかったり︑仕
組みがよく分からなかったり
するときは︑勧誘を断りま
しょう︒契約してしまっても︑
業者は契約から 日間は取引
を開始できないので︑その間
に再考しましょう︒トラブル
に遭ったら︑すぐに消費生活
センターに相談してください︒

商品先物取引の
勧誘ルールが変わりました︒
︻事例︼見知らぬ業者から突
然﹁金はこれから値上がりす
る︒今︑買っておけばもうか
る﹂と電話があった︒
年齢︑資産状況などについ
て聞かれ︑ 歳︑年収９００
万円と答えると︑金の先物取
引をすれば必ずもうかると強
調され︑断り切れずに契約し
た︒勧められるままに取引を
したところ︑当初は利益が出
ていたが︑その後損失が出て
追加で負担を求められた︒こ
れ以上お金は出せないと言っ
て半年後に解約したが︑結局
１００万円近い損失が出た︒
納得できない︒
商品先物取引は︑金や大豆
などの鉱工業材料や農産物材
料を︑将来の一定時期に一定
の価格で売買することをあら
かじめ約束する取引です︒金
などの価格は常に変動してい
るため︑前もって売買価格を
約束することで︑価格変動リ
スクを回避することができま
す︒一方で︑商品先物取引は
仕組みが複雑で︑投資した額
以上の損失が生じる可能性の
あるハイリスク・ハイリター
ンな取引です︒
これまでは︑商品先物取引
契約の締結の勧誘を要請して
55

健診センターからのお知らせ

豊栄病院
健診センター 事務部長

当健診センターではＪＡ関
係をはじめとして各方面の人
間ドック・生活習慣病予防健
診を多くの方より利用いただ
いています︒また新潟市の特
定健康診査・各種がん検診を
広く受け入れています︒勿論
のこと個人での申し込みもお
受けしています︒
人間ドックや定期健康診断
の役割の一つには︑生活習慣
病やその他の病気を早期に発
見し︑治療に結びつけること
です︒健康だと思っていて
も︑知らない間に病気が進行
していることもあります︒大
事にならないうちに病気の芽
を早く見つけて︑適切な措置
を取られるようお手伝いさせ
て頂きます︒もう一つの役割
としては病気の予防に役立て
て︑対象となる人には保健指
導を取り入れることで健康増
進につなげていくことにあり
ます︒人間ドックや定期健康
診断で病気になりそうな傾向
を早期に見いだし適宜アドバ

߈ߚ߃ߜߏインフォメーション
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二年十月分﹂については︑
﹁平成二十七年十月末日﹂が
納付期限となり︑その日を過
ぎますと五年以上経過のため︑
納付することができなくなり
ますので︑ご注意ください︒

国民年金保険料
﹁五年の後納制度﹂について
私は︑﹁平成二十年四月か
ら平成二十四年三月まで﹂の
間︑国民年金保険料を納付し
ておりませんでした︒最近︑
厚生年金保険に加入したので︑
過去未納となっている国民年
金保険料を納付したいと考え
ております︒どのように納付
すればよろしいでしょうか？
なお︑﹁五年の後納制度﹂
には︑次の注意点があります︒
・﹁五年の後納制度﹂で納
付を希望される場合は︑
申し込みが必要となりま
す︒
・﹁五年の後納制度﹂を利
用して納付する国民年金
保険料には︑経過した年
数によって当時の保険料
額に加算額が付きます︒
また︑納付する年度が替
わると︑加算額が変更と
なります︒
・すでに老齢基礎年金を受
給している方は︑後納制
度の利用はできません︒
納付方法としては︑全期間
をまとめて納付する一括納付
と︑月を単位として納付する
分割納付があります︒
詳しくはお近くの年金事務
所にご相談ください︒

通過儀礼
日本は南北に細長く連なる
島国です︒東側は太平洋︑西
側は日本海を越えて大陸です︒
その上︑日本の位置は寒い北
極と暑い赤道の中間なので︑
一年の四季は他国に比較して︑
かなりはっきり移り変わりま
す︒同じ日本でも︑テレビの
天気予報などを見ると︑北と
南では気候はずいぶんと異な
ります︒
その結果︑日本の衣食住は
各地方によって特徴がありま
す︒それぞれが異なる文化を
育み︑地方ごとに独自の祭事
が形づくられてきていました︒
子育てに関していえば︑これ
までよく育ってくれた感謝の
気持ちと︑将来の無事を祈念
する﹁通過儀礼﹂が昔から執
り行われています︒
江戸時代からの記録が残っ
ていますが︑先の大戦を経て
平和な時代を迎えたわが国で
は乳児死亡率が低下し︑昔な
がらの通過儀礼を目にするこ
とは︑ずいぶん少なくなりま
した︒
次のような行事は︑年配の
方には懐かしい思い出でしょ
う︵﹃日本産育習俗資料集
成﹄より︶︒
■お七夜││昔は生後間もな
く死亡することが多かったの

で︑生後７日目の夜に︑親族
を招いて行う祝宴︒
■お宮参り││生後 日前後
に︑近くの氏神様に子どもを
連れて参拝し︑氏子としての
承認を得て地域の住民の一人
となる儀式︒
■お食い初め││生後１００
日目は﹁ももか﹂ともいい︑
固形食を食べさせる儀式︒男
女で日の違う地方もある︒
﹁箸初め﹂ともいわれる儀式
で︑実際に固形食を食べさせ
るわけではない︒５〜６カ月
ごろからの離乳開始とは関係
ない︒
■初誕生日││１歳の誕生日
を祝う行事︒地方によってい
ろいろあった︒例えばそのと
きに子が歩ければ︑一升瓶を
背負わせる︒誕生日に歩く子
は餅踏みといって紅白の餅を
ついてみのの中に入れ︑わら
草履を履かせて歩かせる︒
■七五三││ 月 日に祝着
を着せて神社に参拝する︒３
歳は男女︒５歳は男︒７歳は
女が行うことが多い︒

︿有料広告﹀
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本来︑国民年金保険料は︑
各月の納付期限︵翌月末日︶
から二年を経過すると︑時効
により納付することができま
せん︒しかし︑平成二十七年
十月一日から平成三十年九月
三十日まで﹂の三年間に限り
納付することができます︒
ご質問のケースの場合︑今
ある国民年金保険料未納期間
のうち﹁平成二十年四月分か
ら平成二十二年九月分まで﹂
は︑すでに五年以上経過して
いるため﹁五年の後納制度﹂
対象外となり︑国民年金保険
料を納付することはできませ
ん︒しかし︑﹁平成二十二年
十月から平成二十四年三月分
まで﹂については︑﹁五年の
後納制度﹂を利用して国民年
金保険料を納付することがで
きます︒ただし︑﹁平成二十
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Readers' Voice

田園風景は私が小さい頃から当たり前の
ように身近にありました。田植えをしてか
らの稲穂が段々と黄金の色に変わっていく
のも当たり前に見ていました。その当たり
前が良いんだなと改めて思います。
（聖籠町 Ｉ・Ｎ）

北越後カントリー周辺の風景がいいネ。
田園の先に海側を見れば、高速道路、松
林、風力発電。山側を見れば、市街地、そ
して山々。色のコントラスト、遠近感
等々、気に入ってます。
（新発田市 Ｋ・Ｍ）
今年もくだものがおいしくなる時期にな
りました。生きている実感がします。孫が
来るので食べさせよう。
（新発田市 Ａ・Ｅ）

子供の頃、黄金色に染まった稲穂とハサ
ギの風景が好きでした。今は、そのハサギ
の姿が見られず少し残念です。でも私たち
の地区を抜けると西新発田から続くイオン

広大な福島潟バックによく登った五頭の
山々、せがれがコンバインに乗って稲刈り
をしている。父親は軽トラの横で腰をおろ
して待っている。この田園風景、１年に１
回しか見られない。普段会話する事のない
二人だけど、とても良い関係です。今年も
手伝いにきてくれてありがとう心の中でせ
がれに感謝して幸せを感じた瞬間でした。
（新発田市 N・Ｙ）
田植え後の一面青くなった田んぼ。秋稲
が黄金色に穂がたれ刈取りを待っている。
稲株だけになった田んぼ、寂しさに旅愁の
歌を亡き父母を思う。毎年白鳥がやって来
ます。今から心待ちに待っている。白鳥が
えさをさがし下りる田んぼ、私の好きな四
季折々の風景です。
（新発田市 Ａ・Ｔ）
先日、月岡温泉に家族で行きました。宿
の部屋から見える田園風景は最高でした。
（関川村 Ｓ・Ａ）

一年の頑張った、稲刈りを目の前にして襲
う災害が全国各地に広がっているニュースを
見ると残念、無念でたまりません。豊かな田
園風景が一瞬にして泥田やガレキに変わりま
す。災害が無い事を切に期待希望します。
（新発田市 Ｓ・Ｍ）
今年もまた農家の総決算とも云うべき収
穫の秋を迎えました。農機具の大型化等々
について行けなくなったのと体力の衰えを
感じ、米作りをリタイアして早や２年、この
時期コンバインの轟音が聞こえてくると妙
に血が騒ぐ、半世紀にわたって米作りをし
て来た者の名残りというのか、判らない。
爽やかな風にのってくる稲葉の香りが何と
も云えない。豊作でありますように…。
（新発田市 W・Ｓ）
お仕事ご苦労様です。我家は後期高齢者
世帯で農地（田）の管理を委託しておりま
すが、受託者も高齢者になり、これからの
ことを心配しております。周囲を見ても受
託できる農家は殆どおりません。これから
の頼りは農協さんで次期到来の節はよろし
くお願いしたい。
（新発田市 O・Ｈ）

11月号のテーマ
「冬に向けて
一言いいたい」です。
※テーマ以外にも応募お待ちしています。

サトイモ

親密な交友のことを水魚の──といいます
朝と夜の間
紙をくるりと丸めると作れます
goの──はwentです
物をゴシゴシ洗うのに適した道具
贈り物に付けます
結婚式で新郎と新婦が交換することも
損の反対語
佐渡島では舟にして観光客を乗せます
袋に「おてもと」と書かれていることも
水面に糸を垂れて楽しみます
祝い事に付きものの魚
桜島、守口、練馬といえば

1
2
3
4
5
8
10
13
14
16
17
18

香りの良い高級きのこ
本当にあった話
化学や物理などを学ぶ教科
江戸の町の消防組織
野球のグラウンドに四つあります
ナマコの腸の塩辛
東海道では日本橋と三条大橋の間に53カ所
競馬で買うのは馬券、──で買うのは車券
参道の入り口に立っています
おなかの上で貝を割る動物
ぬいぐるみに詰める物
ワラビもゼンマイもこの仲間

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

森岡

鮎美さんの作品

〈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。

プライベートを充実させるのに最適︒
や
るべき作業を早めに済ませ︑
後は自分の
時間を楽しんで︒
グルメも吉

＜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。

知的好奇心が旺盛になります︒
やってみ
たいことがあれば︑
体験教室を試してみ
て︒
発想力アップには読書が◎

先月号の答え

ヨ
コ
の
カ
ギ

1
4
6
7
9
11
12
14
15
17
19
20
21

感情的になりやすい時期︒
自身のイライ
ラに気付いたら︑
深呼吸でリラックスを︒
部屋の片付けも開運効果絶大

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

タ
テ
の
カ
ギ

前向きな気持ちになり︑
何事にも積極的
に取り組めるはずです︒
レジャーはにぎ
やかなスポットほど︑
ラッキー

私は稲作りを離れ数年になりますが、今
でも懐かしく思い出すのは、田んぼの代掻
きが終わって一面の水鏡になった時、暗く
なってから国道７号線のイルミネーション
が田んぼいっぱいに広がって映り、百万ド
ルの夜景みたい…と一人喜んで見ていまし
た。田植えが終わっても稲が大きくなるま
で私のささやかな楽しみでした。
（新発田市 Ｙ・Ｋ）

最近手の手術をし、退院し、退屈で退屈
しのぎ手芸を夢中でやりました。三作完成
させたらもう疲れてしまい、めんどうでや
りたくなくたってしまいました。次は、料
理でも一生懸命やろうかな、と思っている
今日この頃です。
（新発田市 O・Ｋ）

今年は田園風景が稲穂でたれるというより
台風で倒れたれ下がってしまい残念です。
（新発田市 M・Ｆ）

心理的に不安定になりそう︒
クヨクヨせ
ず︑
ポジティブに考えてみて︒
ガーデニン
グなど植物に触れると開運に

新しい情報や、野菜・果物の新鮮な情報
が感じられてとても良い。楽しみだ。
（新発田市 Ｉ・Ｒ）

稲の成長って本当に早いですね。田植後
の緑一面の田圃、穂が出てると思ったら、
黄金色に…作業される方は、大変なのに。
友の休日、ドライブに便乗し田園風景とそ
の先に必ず山があり、そんな景色が大好き
です。何処にもある風景、いつまでも平和
が続きますように。因みに、御飯が一番、
満たしてくれます。
（新発田市 S・Ｋ）

JA職員紹介のコーナーは良いと思う。
菜花のつくり方や、しいたけ料理、健康の
事、頭の体操（パズル）とても気分転換に
なりました。
（新発田市 Ｋ・Ｍ）

気分の浮き沈みが激しくなるかも︒
周囲
に八つ当たりせず︑
一人の時間を大切に︒
趣味や好きなことに励んで

読者の声

今月のテーマ
私が愛する田園風景

の灯りがサンサンと夕暮れ時から輝きま
す。時代の流れですね。今は風景もすっか
り変わりました。
（新発田市 W・Ｆ）

■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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20分
（1人分

2015.10

390kcal）

＜材料＞（2人分）

縁の下の力持ち的役割でも快く果たせ
ば︑好転の呼び水に︒サービス精神を発
揮して︒
気晴らしにはカラオケへ

蜂蜜 …………………大さじ 1
酒・しょうゆ ……各大さじ 1
B かたくり粉 …………小さじ 2
中華スープのもと …小さじ 1/4
水 …………………カップ 1/2
黒酢 ………………大さじ 1・1/2
いりごま（黒） …………小さじ 1

ゴボウ ………………………100g
サツマイモ …………………100g
豚もも肉（薄切り） ………150g
塩
………………………少々
A
酒
…………………小さじ 1
かたくり粉 ………大さじ 1・1/2
揚げ油 ………………………適量

＜作り方＞

向 学 心 を 刺 激 さ れ るこ と が 多 い 期 間 ︒
特 殊 技 能の 習 得 な ど ︑何 にでも 果 敢 に
挑戦を︒
習い事を始めるのも賛成

（1）ゴボウは皮をこそげ、5cm長さ3mm厚さに切ります。サツマイモは
皮ごと7〜8mm厚さの斜め切りにして、1.5cm幅に切ります。それぞ
れ水にさらし、水気を切ります。
（2）豚肉は4〜5cm幅に切り、Aをまぶします。
（3）揚げ油を中温（170度）に熱します。ゴボウと
サツマイモを3〜4分揚げ、火が通ったら、取り出
します。揚げ油を高温（180度）にし、豚肉にか
たくり粉を薄くまぶしてカリッと揚げます。
（4）鍋にBを合わせます。混ぜながらひと煮立ちさ
せ、（3）を加えて混ぜ、全体に絡めます。黒酢を
加え、ひと混ぜして盛り付けます。いりごまを振
ります。
後
越
北
Ａ
Ｊ

スムーズに長所をアピールできる月︒温
めていたプランがあるなら︑実行に移し
て︒周囲の協力も期待できそう

ゴボウとサツマイモの黒酢あん

撮影：大井一範

頑 固になり︑孤 立しやすい気 配 ︒人の意
見やアドバイスに柔軟に耳を傾けて︒開
運には森林公園の散策がベスト

ゴボウ

アクティブに動き回りたい時期︒未知の
ジャンルでも思い切って飛 び込むと手
応えが︒
インターネットも幸運

ゴボウはヨーロッパから中国北部が原
産国ですが、野菜として栽培しているのは
主に日本だけです。旬は初冬で、
きんぴら
ごぼうに豚汁、
柳川鍋などこれからの季節
に大活躍してくれます。
ゴボウには水溶性
食物繊維と不溶性食物繊維が野菜の中で
も際立って多く含まれ、整腸作用が期待
できます。
ゴボウといえば、切っているそばから褐
変していき、
あくの強い野菜という印象で
はないでしょうか。この変色は、多く含ま
れるクロロゲン酸という物質が酵素の力
で酸化されることで起きます。そのため、
空気に触れないように水にさらす、
レモン
汁を掛ける、酢水にさらす、また食塩水に

新発田のレシピ！

さらすことで酵素の働きが抑制されて褐
変を防ぐことができます。
しかし水にさら
すと、その他の水溶性の栄養素も同時に
溶け出してしまいます。独自の香りやうま
味も失ってしまう可能性もあります。
さら
に、この褐変のもととなるクロロゲン酸
は、抗酸化作用があることが分かってお
り、生活習慣病やがんの予防に効果があ
るといわれています。できることならば、
ゴボウの良いところを丸ごといただきた
いものです。
褐変は加熱することでも防ぐことがで
きるので、調理する際、できる限り加熱の
直前に切ると、浸水しなくてもおいしく作
ることができます。
どうしても気になる場

ずいきのたちあい

●材料（4人分）
●材料
ずいき ………………800ｇ
砂糖 ……………２カップ

物事が中途半端になってしまう暗示︒
手
を広 げ過 ぎず︑何か一つに集 中して︒気
力回復にはヒーリング音楽を
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合はさっと水にくぐらす程度でも違って
くると思います。
またクロロゲン酸は皮の
近くに多く含まれるので、泥はしっかりと
落としても皮はむき過ぎない方が効果も
大きくなります。
そもそも
「あく」
とは、食品に含まれるえ
ぐ味や苦味などの不味成分や悪臭成分な
どのうち、除去可能な物のことです。ゴボ
ウに含まれる癖をおいしさとして生かせ
るのなら、
あくは含まれていないともいえ
るのです。日本ならではのゴボウの香りと
栄養を無駄なくおいしくいただきたいで
すね。

A 塩 ………………大さじ２
酢 ………………２カップ

ࡋ࡞ࠪߥવ⛔ሽ㘩

●作り方
① ずいきは皮をむいて水に一晩浸け、
３㎝長さに切る。
② ①を熱湯にくぐらせ、水気をふきんで絞る。
③ Aを鍋に入れ、砂糖がとける程度にさっと煮立てる。
④ 器に②と③を入れる。

＜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 10月15日（予定）
米倉有機の里交流センターで開催

߈ߚ߃ߜߏ
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左

絵『

芽』詩画集「睡蓮の夢」香蘭社

中

詩『

芽』

右

魯迅編「蕗谷虹児画選」

大正13年

上記と同じ

「芸苑朝華」第一期第二輯 上海 朝花社

芽

管理部総務課
新潟県新発田市

読売新聞7月19日の日曜版「名言巡礼」欄に、
凛とした花嫁 涙の理由の表題で、
『花嫁』の
絵が部分ＵＰで大きく紹介されました。読売の
関仁巳記者が、詩画集「花嫁人形」
（昭和10年
刊）から３連の詩『 芽』の第一連を選んで紹
介したのです。元もと詩画集「睡蓮の夢」
（大
正13年刊）に載った詩を、挿絵は描き変えて
転載した詩でした。10年ぶりに出す詩画集に
再録したからには、自信作だったに違いありま
せん。
日曜版が出ると、記念館には全国各地から電
話が掛かり、翌月曜日は休みだったので、市の
観光振興課は対応に追われたそうです。
1929年に上海で出版された魯迅編「蕗谷虹
児画選」にも、この『 芽』の詩と絵が載って

編集後記
9月に入り、稲刈りが始まる収穫の
秋だ！と思えば、雨や風が猛威を振
るいました。お盆前の天候はどこに
いったのだろう。これ以上の天候不
順は勘弁してもらいたいですね。
今年も多くの自然災害が発生して
います。9月9日から発生した関東・
東北豪雨は、東日本大震災を思い起
こすほどの被害でした。茨城県常総
市を流れる鬼怒川や、宮城県大崎市
を流れる渋井川で堤防が決壊し、こ
れらの地域では記録的な雨量を観測
しました。あまりにも極端すぎる天
候、災害の無い年はどこへいったの
でしょうか。（M）

1929年

――小曲――

わたしは

なんにも

言へなんだ

あの子も

なんにも

言はなんだ

ふたりは

だまつて

花つんだ……。

蝶々は

二翅して

舞ひ舞ふた

小鳥は

二羽きて

うた歌ふた

雄花に

雌ばなが

咲いてゐた……。

あの子は

だまつて

花くれた

わたしも

だまつて

花やつた

わかれは

さびしい

ものだつた……

います。中国近代文学の祖と崇められる魯迅
が、虹児の詩画集「睡蓮の夢」から６作、
「悲
しき微笑」から５作、
「私の画集」から１作の抒
情画を選び出し、
『吹雪に追はれて』を除く11
作の抒情画には虹児の詩を添えて、魯迅本人
が漢訳した1冊なのです。
虹児はこの魯迅本の存在を知っていましたが、
手にすることはありませんでした。記念館の開
館後に、上海の魯迅記念館が復刻した同書を
入手した私は、思わず嘆息しました。親父に見
せたかったなあ、と。
「ふたりはだまつて花つんだ……」の魯迅先生
漢訳は、
「両人黙黙地摘了花……」でした。
（蕗谷虹児記念館元館長

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
■ ８月臨時理事会

開催日時 平成27年8月18日

協議事項
（１）平成２７年産米の仮渡金について

■ ８月定例理事会 開催日時 平成27年8月31日
報告事項
（１）不良債権の処理状況について
（２）中期３ヶ年計画策定に関するアンケート調査に

報告事項

ついて

（１）第２７回ＪＡ全国大会議案にかかる組織協議について

（３）７月末事業実績について

（２）総代会における理事の発言行為に対する総代へ

（４）内部統制チェックリストによる点検結果に

の対応について

ついて
（５）需給調整に係る現地確認の状況について
（６）平成 27 年産米検査計画について
（７）ＴＡＣ実績報告について
（８）農業融資相談員実績報告について
（９）直売所販売計画・実績について

