広報

人と地域とJAをつなぐ
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輝らり
直売所 編

消費者目線の品揃えを

≪家庭菜園≫ キュウリ作り成功のポイント
≪知っ得集≫ 毎日の暮らしに活用したい！改訂版 日本食品標準成分表

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︑五十公野地区でこれか
らソラマメやサヤエンドウ︑様々な夏野菜の出荷を控え
る二瓶與三郎さんをご紹介します︒二瓶さんの前職は自
衛官で︑三十六年間勤務されてきました︒横須賀︑高
田︑新発田と駐屯地を渡り︑新発田に勤務されたころか
ら畑作業を始めました︒退職と同時に本格的な農産物栽
培に取り組み︑今では一年間通して作業されています︒
取材時には︑もう少しで出荷となるソラマメ︑サヤエ
ンドウ︑チンゲンサイなどの葉物や︑ハウス内に作付け
されたトマトを見させていただきました︒圃場には︑マ
ノアというひと際小さなレタスがありました︒﹁これは
出荷段階でも︑大人の握り拳くらいのサイズにしかなら
ないレタスです﹂と二瓶さん︒どうしてこのサイズのも
のを作付けしたのかとお聞きすると﹁最近では︑家族数
の減少や高齢化が進み︑通常サイズの野菜が売れ残って
しまう傾向があるのに気付きました︒カットしたものを
販売するのも手なのですが︑野菜の原型を維持したもの
を直売所で販売してみたいと思い︑今年から作付けしま
した︒このほかにも数種類ミニサイズ野菜の栽培に挑戦
する予定です﹂と二瓶さんは話します︒
消費者のニーズを考える二瓶さんは︑野菜の見せ方に
もこだわりがあります︒これから出荷されるソラマメ
は︑サヤのまま販売されるものが多いところ︑サヤから
豆を取り出して直接ものを見てもらう一手間を加えま
す︒また︑トウモロコシは︑葉がついた状態で販売され
ているものが多いなか︑葉をすべて取り︑粒の揃い方を
しっかりと確認できるようにしています︒﹁お客さんに
は︑誰が手にとっても大丈夫だとしっかり見てもらうこ
とを心掛けています︒いいものを作り︑安心安全なもの
を買ってもらうにはどうすればよいかを常に考えて作業
しています﹂と消費者目線を第一に考えた仕事をされて
います︒
取材の最後に︑二瓶さんにこれからの抱負をお聞きす
ると﹁いいものを作るには勉強が必要です︒今はネット
や本などから学ぶことができる時代です︒学んだことを
これは観賞用のミニトマトの苗！
実は食べることもできます！
こちらがミニレタスのマノアです！

直売所編

解りやすく伝えたい
野菜の良さ

新発田市五十公野

二瓶 與三郎さん

消費者目線の品揃えを

り
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ソラマメの出荷準備がせまってきました！

■JAデータ
（平成28年4月末現在）
17,404人

組合員数
うち正組合員

8,970人

うち准組合員

8,434人

出資金

32億1,192万円

貯金

884億4,754万円

貸出金

283億5,583万円

長期共済保有高

4,713億5,022万円

販売品販売高

2億365万円 ※

購買品供給高

4億4,139万円 ※

少し触るだけでお辞儀するオジギソウの苗です

※平成27年４月からの実績です。

JA北越後のホームページをチェック！

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

夏に出荷になるホワイトコーンです

！
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
オススメレシピや旬の情 報をお伝えします！
ブロッコリーの
かつお節和え
子房に切り分け、お好みの
硬さに茹でてかつお節とめ
んつ ゆ を か け て 和 えるだ
け。茎の部分が甘いので茎
も皮をむいて一口大に切り
一緒に茹でます。
（ツナ缶とマヨネーズで和
えてもおいしいです。）

さやえんどうの卵とじ

3 ߈ߚ߃ߜߏ 2016年6月号

さやえんどうの筋を取り、フライパンにご
ま油を少量入れ炒める。卵に少し砂糖を
入れてかき混ぜ、しんなりしたところに卵
を入れてさっと混ぜて出来上がり。お好み
で黒こしょうまたはしょう油味もおいしい
です。

小松菜とにんじんのナムル風
適当な大きさに切り、お好みの硬さ
に茹でて、ごま・ごま油、塩を振って
味見し、ちょっとしょう油をかけると
おいしいです。

実践し︑世の台所に貢献するという気持ちを大切にした
い︒お客さんには︑野菜本来の良さや姿を知ってもらえ
るように取り組んでいきたいですね﹂と意気込みをいた
だきました︒

の
公式 Facebookページ

topic
5/

新入職員が農業体験研修

10

JA北越後青壮年部が新規事業をスタート

JA北越後青壮年部は、28年度より初めての取り組みとなる同JA新入職員の受け入れ事業をスタートしま
した。28年採用の新入職員8人がそれぞれの青壮年部部員の圃場で農業体験を行います。
受け入れ事業第1号は、営農販売部直売課に配属された居城郁哉担当が任命されました。新発田市佐々木
地区にある農事組合法人ニューエコライス（構成員3人、水稲23ha、大豆3ha作付）で育苗ハウス4棟の片
付けを体験しました。作業を指導したニューエコライスの木村健次さんは「受け入れ事業は、力仕事から細
かい仕事まで頼むことができ、今日は片付けが進んで助かりました。非農家の職員が多くなっているなか、
農業を経験し、組合員がどのような仕事をしているか知ってもらいたい」と事業への期待を込めました。ま
た、同法人の渡辺六栄代表は「受け
入れ事業は賛成です。積極的に取り
組んでいきたい。今度は、田植えな
ど様々な仕事を体験してもらいた
い」と29年度の受け入れも歓迎す
る体制です。
実際に作業をした居城担当は「普
段食べているお米を作っている農家
さんの仕事を体験し、米ができるま
でに必要な準備や後片付け、力作業
や細かい作業があることを知ること
ができました。体験したことを胸
に、業務に活かしていきたい」と感
想を話しました。
topic
4/
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育苗ハウスのシートを片付ける居城郁哉職員（中央）

地産地消活発化と新規会員獲得を目指す
JA北越後インショップ協議会

JA北越後インショップ協議会は、地元農産物の地産地消活発化と新規会員の獲得を目指し、会員の出荷作
業に拍車が掛かります。同協議会会長の斎藤勇さんは、イオン新発田店にいちごの越後姫を毎日30パック
から50パック出荷しています。「鮮度にこだわった新鮮で安心安全な地元の農産物を、多くの人に味わっ
てもらうと同時に、その可能性を示していきたい」と斎藤さんは意気込みます。
斎藤さんは、水稲19ha、インショップに出荷する園芸品目をハウスで25a作付けします。水稲は一昨年
に新規就農した息子に任せ、夫婦でインショップ用に多品目を栽培します。今年から新たな品目として、葡
萄で人気があるシャインマスカットを秋口出荷する予定です。また、補助事業を活用し、水耕栽培を取り入
れます。トマト、イチジク、メロンな
どの品目の栽培強化を計画していま
す。
同協議会は、今年で設立12年目に
入りました。設立時は、イオン新発田
店から始まり、今では市内のスーパー
7店舗に出荷を行います。会員は、30
代から80代までと幅広く、78人が所
属しています。「地元の農産物の良さ
や可能性をインショップから発信し、
新規会員が増加することで、協議会に
新たな風を吹かせられれば」と斎藤さ
んは呼びかけます。

イオン新発田店に出荷する斎藤勇会長
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地域の話題をお届けしています
topic
5/

19〜20

栽培管理を見直し、昨年以上の収量を！
28年産アスパラガス栽培指導会を実施

JA北越後アスパラガス部会は、19日から20日にかけて北越後管内の合計4会場で現地栽培指導会を実施し、合
計55人の生産者が参加しました。
優良圃場として紫雲寺地区の同部会役員、横野正之さんの圃場を指導会初日の午後から視察しました。横野さ
んは、立茎時の工夫と栽培管理を「立茎の時期には、木が重ならないよう交互に配置するようにしています。下
枝は、土から80cmを目途に処理します。風通しを良くし、養分蓄積のための光合成がうまく働くように管理し
ています」と説明しました。横野さんの圃場では、ハウス4a、露地28aで栽培しています。春どりの初出荷が4
月より始まり、5月中旬には立茎がスタートしました。夏秋どりは7月の頭より開始する予定です。
28年産アスパラガスの作柄は、早期の雪解けの結果、春芽の萌芽が早く、27年度よりBrix値が1.5ポイント上
昇しました。収量も回復傾向ですが、取り過ぎに
注意し、立茎のタイミングを早めるよう認識を共
有しました。また、立茎開始から1カ月は茎枯病
の重点防除期間となります。立茎開始の3日前を
目途に防除を始め、3日から5日間隔で集中防除
することを確認しました。
出荷状況は、ハウスの春どりが良好に推移し、
5月段階で出荷数量約3tとなりました。春どりの
良い流れを夏秋どりに繋げ、27年産以上の収量
を目指して栽培管理を徹底していきます。

圃場管理について説明する横野正之さん
（写真左）

かがやきの会本部
14 役員会を開催

topic

topic
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職員10名が永年勤続表彰を受賞
28年度永年勤続表彰式

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30人が参加しました。
開会で前田忠衛会長は「最初に、27年度事業
を順調に進めることができたことに感謝申し上げ
ます。28年度事業は、より多くの会員のご参加
をいただきたく、役員会出席の皆さんからご意見
を集め、進めていければと考えています」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、全議案承認されました。また、会員数
の向上を図るため、同会における規則の見直しや
事業内容について活発な討論が行われました。
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。

当JAは、本店2階を会場に永年勤続表彰式を開催し、該
当職員10名を表彰しました。石山正博組合長は「農協改革
を実践していく中で、今年度は当JAの中期3ヵ年計画実施
の初年度にあたります。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。
受賞者を代表し、松浦ふれあい営業所の榎本英之営業所
長が「25年間を振り返ると沢山の人に支えられながらここ
まで来たと感じます。その人たちへの感謝を忘れず、『地
域の農業と生活を守るためJAは存在する』という経営理念
を胸に精進していきます」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年に達した職員を
対象に行われます。当JAでは、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取り組みます。

挨拶をする前田忠衛会長

謝辞を述べる榎本英之営業所長（右）
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直 売 所 が で き て ６ 月 で ４ 年 目 に 入 り ま す。
日頃の 皆 様 への 感 謝の 気 持ちを込め、
周 年 祭 を 開 催 い た し ま す。
周 年 祭 の 案 内 チ ラ シ は 店 内 に 掲 示 い た し ま す。
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作ってみよう！

家 庭 菜園

Home g

arden

今月の野菜
キュウリ作り
成功のポイント

キュウリ

爽やかな緑と香味、心地良い歯触りが大きな魅力で、夏
の食卓には欠かせません。長らく野菜の王座を占めていま
したが、今ではトマトやイチゴなどに追い抜かれ一般家庭
の消費は低迷しています。その原因としては、家庭での浅
漬けの減少、規格が統一されて用途がサラダに限定されて
しまったことなどが挙げられますが、家庭菜園であれば新
鮮で収穫の大きさも自由に選ぶことができ、多彩な調理法
も楽しめます。
上手に育て上げ、良果をたくさん得る成功のポイントは次の5点です。
（1）早い育ちに応えられるように元肥、追肥を上手に適期に施す
植え付けの20日以上前に、畝全面に堆肥、ピートモス、有機配合、化成
肥料をまき、18〜20cmの深さによく耕し込みます。生育吸収が早いので初
期から肥効が十分表れることが重要です。
追肥は半月に1回くらい、化成肥料と油かすを与え、肥料切れをさせない
ことが大切です。
（2）誘引、摘心を早めに入念に
毎日見回って図のように子づる（孫づるも同様に）の摘心を行い、親づる
の支柱への縛りを遅れずに行いましょう。葉が込み過ぎたら、重なり葉や
老化葉、病葉を摘除し採光、通風を良くします。
（3）マルチと灌水（かんすい）で防乾
根張りが浅く、根はもろく乾燥に弱い一方で、葉は大きくて蒸散が盛んな
ので、それに応じる水分補給と、地面蒸発防止のフィルムマルチや敷きわら
が欠かせません。
（4）病害虫防除の薬散を適期に
べと病、炭そ病、アブラムシなどに要注意。特定の株から発生しやすいの
で、早期に発見、薬剤の早期散布を心掛けましょう。
（5）草勢に応じた大きさで収穫を
収穫果のサイズ100g程度は市場流通でのこと。自家産はそれにこだわ
らず大きめ（味はこれが一番）、草勢が衰えたら小さめ（もろきゅうとして利
用）、花丸（雌花開花中のもの、
つま物として）、開花中の雄花（料理の飾り
として）など、自由度の高い収穫サイズを楽しみましょう。
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知っ得集
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部会のフェイスブックページが開設！
青壮年部女性部合同のフェイスブック
ページを開設しました！若手農業者の活
動風景や女性部の事業内容が盛りだくさ
んに更新されます！また、北越後農協切
花部会のフェイスブックページでは、生
産者の紹介から花の生育や品種などの情
報が発信されます！当JAホームページ
にあるバナー、もしくはQRコードイ
メージよりアクセスしてください。

インショップ出荷者大募集！
JA北越後インショップ協議会では、只今新規出荷会員を大募集中です。出荷会員の要件は、組合
員（正・准問わず）、もしくはそのご家族の方であればどなたでも会員になれます。イオン新発田店
様と新発田市内のウオロク各店舗様を中心に出荷しております。ご興味のある方は、お気軽に当JA
直売課までお問い合わせください。
●連絡先 JA北越後直売課 TEL 0254-26-7000（担当 梨本）まで

ƺƛźǜǜȄ©

ළшۤߓǅǜǴȌǏǜ
ご親戚や、
親しい方への贈り物に…
ふるさとの旬の味
「アスパラガス」はいかがですか？

●商品お届け期間：平成 28 年６月

29 日
（水）まで

రළшۤߓǅǜǴȌǏǜ（消費税込）
AL品 1kg入（約30本）

¥2,760

AL品 2kg入（約60本）

¥5,520

※発送も承りますのでお問い合わせ下さい。
●お申込・お問い合わせは
ＪＡ北越後 お米センター

〒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

ご注文専用
フリーダイヤル

0120-121-390

︿有料広告﹀

注 文 住 宅・リフォームまで
住まいと暮らしを創造します。
お客様の住宅に関する疑問
や夢、是非お聞かせください！
JA北越後提携業者につき、
建築・建て替え・大規模リフォー
ム時の住宅ローンは優遇金利で
ご案内できます！
設計・施工は

赤澤建築

〒957- 0046 新発田市上中山乙51-1

TEL ０２５４−３２−２３４３

E-mail m.a.m.r.y@hb.tp1.jp
（一級建築士・施工管理、宅地建物取引主任者）
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給油所臨時社員

緊急募集

賃金・勤務時間・勤務場所
経験等を考慮し面談により決定

年齢

18 歳 以上
60 歳 未満

乙種四類危険物取扱
資格所有者 優遇

※ 詳しくは下記 担当 江口までご連絡ください

㈱ライフサポート北越後 燃料課

TEL

0254−21−3456

「さるどこメール」
をご利用ください！
市では、サルによる農作物被害を防ぐため、市内中山間地域に生息するサル群の「翌日の動向予想」
をメール配信します。最寄りの群れの行動を先読みすることで追払いなどの対策を効率的に行えます。
●配信期間
平成28年6月上旬〜平成28年11月下旬
●配信日時
平日夕方（土日祝は配信なし）
●登録方法
タイトルに「さるどこめーる配信希望」、本文に予想を希望する地区名（加治
川、加治、菅谷、川東、赤谷、米倉、松浦、豊浦）を記入し、次のアドレスへ
メールを送信してください。
送付先アドレス：nosei@city.shibata.lg.jp
※メール設定でこのアドレスからのメールを受信できるように設定願います。
●問い合わせ先 新発田市鳥獣被害防止対策協議会事務局
新発田市農林整備課里山保全係 TEL 33-3118

追払い作業等について
新発田市鳥獣被害防止対策協議会では、今年も２名の追払いパトロール員によるサルの追払い作業
と遊動域調査を下記のとおり実施します。農作物の被害のほか、目撃した場合は、下記パトロール員
までご連絡ください。併せて、最寄のふれあい営業所にも情報提供をお願いします。
●パトロール員 Ａ班−小島（加治、加治川、菅谷、川東地域を担当します）
連絡先⇒090-9399-6646
Ｂ班−石塚（豊浦、松浦、米倉、赤谷地域を担当します）
連絡先⇒080-9873-5706
●作業期間
平成28年6月1日〜11月30日 ※土・日・祝日は休み
●作業時間
午前9時〜午後4時
●作業内容
(1) 花火によるサルの追払い (2) サル群れの遊動域調査
●その他
対策のポイント
サルによる農作物被害を減らすためには、未収穫の野菜などを回収し、個人だけで
なく集落単位でエサ場を無くすことが重要です。
︿有料広告﹀
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加齢と病気

秀男

は若い頃からの食生活が肝心
です︒そして悪玉コレステロ
ールの上昇を防ぐには現在良
い薬剤が存在します︒どうし
ても食事内容の制限を守れな
い人は将来の脳梗塞・心筋梗
塞発症を予防のために薬を必

現在の日本ではカロリーの

人間は年を取るごとに若い

場合があります︒もちろん加
摂りすぎ︑運動不足が原因し

要とする場合が出てくるでし

齢によって起こってくる病気

ている場合が多いのです︒私

頃出来ていた事が出来なくな

︵回復可能︶もありますが︑

たちの体は食べたものから形

ょう︒もうひとつ血管を細く

なんとなくふらつく︑手足の

成されます︒普段からの食生

り︑以前は感じなかった体の

指先が痺れるなどの症状の多

活に注意しましょう︒そして

する代表が糖尿病です︒糖尿

くは加齢に伴う血管の狭窄に

身体からの変調の信号を感ず

変調が出現してきます︒医療

よる血流障害で出現します︒

るようになる前に︑検診・人

病には︑インスリンというホ

狭窄した脳内血管や手足の細

間ドック等で︑自分では感じ

機関を訪れる患者さんの中に

動脈を継続して拡張させる治

られない体調の変化をチェッ

ルモンを注射しなければなら

療法はありません︒そして血

クしてください︒

ると︑これらの症状を防ぐに

腔を細くしてゆきます︒とす

管の壁にこびりつき︑血管内

玉と言われる血中の脂質が血

して︑コレステロール特に悪

管を狭窄させる原因の一つと

は実は回復可能な病気では無

小島
ない場合もあります︒

新潟医療センター
副健診センター長

く︑加齢に伴う生理的変化の

߈ߚ߃ߜߏインフォメーション

に利用できます︒詐欺業者は
この仕組みを悪用し︑購入者
からプリペイドカードに記載
された番号を聞き出すことで︑
価値をだまし取るのです︒
万一︑プリペイドカードに
記載された番号を伝えてし
まった場合には︑すぐにプリ
ペイドカード発行会社に連絡
するとともに︑最寄りの消費
生活センターに相談してくだ
さい︒ただし︑詐欺業者は価
値を取得するとすぐに利用し
てしまうため︑既に価値が
残っていないことが多い一方
で︑業者とは連絡が取れなく
なるなど︑解決が困難な場合
がほとんどです︒
プリペイドカードを購入し
て支払いに充てるよう指示す
る業者は詐欺業者の可能性が
あります︒指示されるままプ
リペイドカードを購入したり︑
記載された番号を他人に教え
たりすることは絶対にやめま
しょう︒

プリペイドカードを悪用した
詐欺にご注意
プリペイドカードの仕組み
を悪用した詐欺が多発してい
ます︒
︻事例︼インターネット検索
中に突然アダルト動画サイト
のサンプル画面が現れた︒
タッチしたら﹁会員登録完了
しました﹂と表示されたので︑
慌てて業者に電話した︒﹁登
録は完了している︒通常会費
は 万円だが︑登録から１時
間以内に支払うならキャン
ペーン価格の 万円となる﹂
と言われた︒驚いて指示され
た通りコンビニエンスストア
に行き︑大手通販業者が発行
する２万円のプリペイドカー
ドを５枚購入し︑カードに記
載された番号を写真に撮って
業者にメールで送った︒その
後︑インターネットで調べる
と詐欺の手口と分かった︒返
金してほしい︒
コンビニエンスストアなど
でさまざまなプリペイドカー
ドが販売されています︒なか
でも最近は購入した金額︵価
値︶を発行会社のコンピュー
ターで管理するサーバー型プ
リペイドカードが増えていま
す︒このタイプはプリペイド
カードに記載された番号をイ
ンターネット上に入力するこ
とで︑商品やサービスの購入
30

10
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国民年金保険料の
学生納付特例期間について
﹁国民年金保険料追納申込
書﹂に必要事項をご記入のう
え︑年金事務所へご提出くだ
さい︒
なお︑学生納付特例期間の
翌年から起算して︑三年度目
以降に保険料を追納する場合
は︑当時の保険料額に経過期
間に応じた加算額が上乗せさ
れます︒︵例 平成二十八年
度中に追納する場合は︑平成
二十五年度分以前の保険料に
加算額が上乗せされます︒︶
納付方法としては︑一括納
付と分割納付があります︒分
割納付を希望される場合は︑
古い月分から納めなければな
りません︒また︑年度︵四月
から翌年三月︶が変わると加
算額が変更となるため︑納付
書の使用期限にご注意くださ
い︒
追納した保険料は︑所得税
及び住民税等の申告において
全額が社会保険料控除の対象
となります︒年末調整や確定
申告時に︑保険料の領収書が
必要になりますので︑大切に
保管してください︒
詳しくは︑お近くの年金事
務所にご相談ください︒

農作業
事故

ストップ！

体の向きが変わった後でもタ
イヤの向きが自動的に真っす
ぐにはならず︑操作が必要と
されています︒運転操作や作
業の研修を受けていなかった
りして︑道路に出てすぐに右
左折しなければならないとき
に適切な速度でない場合には︑
車体コントロールができない
ことがあり︑パニック状態と
なって︑蛇行したり︑片ブ
レーキを踏み事故になること
も見受けられます︒
いずれもヒューマンエラー
の典型です︒従来は人の注意
力に頼っていましたが︑この
ミスを機械側から補うことが
できれば︑片ブレーキ事故は
減らせます︒最近のトラク
ターには︑ダッシュボードに
片ブレーキ状態を示すランプ
が取り付けられています︒道
路走行に移る前に再連結を促
しているのですが︑万全の装
備とはいい切れません︒
圃場から出る前にはブレー
キの連結状態を確認する危険
予知行動を習慣付けるように
しましょう︒

トラクターの片ブレーキ事故防止

農作業死亡事故は乗用トラ
クターに関わるものが多く︑
その中でも転倒や転落に分類
されるケースが大半です︒し
かし︑なぜ転倒・転落に至っ
たのかの詳細は報告されてい
ません︒筆者らの調査によれ
ば︑道路上での事故の大半は
片ブレーキが主要因になって
いると分かりました︒
乗用トラクターはブレーキ
ペダルが右用と左用とに分か
れていて︑通常は同時に働く
ようにリンクで連結されてい
ます︒そのリンクを外すこと
によって圃場︵ほじょう︶内
では旋回性能を高めるために
左右のブレーキが独立して作
用し︑枕地手前で右側のペダ
ルを踏めばその場旋回のよう
に右回りできます︒
圃場での作業開始時にはオ
ペレーターが連結を解除して
行い︑終了時には再連結する
のですが︑人間の行動特性と
して︑再連結を忘れたまま次
の行動に移ることがあります︒
そのため︑圃場から道路に出
て速度を上げて走り︑すれ違
いや右左折︑信号停止などで
のブレーキ操作時に片ブレー
キとなって転倒・転落や他の
車との接触・衝突事故になり
ます︒
トラクターは一般の車と
違って︑ハンドルを回して車

︿有料広告﹀
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私は︑今から四年前に大学
を卒業し︑その後就職して厚
生年金に加入しました︒在学
中に二十歳になり︑国民年金
に加入しましたが︑収入がな
く保険料を納めることが難し
かったため︑学生納付特例の
手続きをして保険料の納付を
猶予されていました︒
保険料の納付を猶予されて
いた期間の年金はどのように
なりますか︒
また︑今から猶予されてい
た保険料を納めることはでき
ますか︒
学生納付特例の手続きをし
て承認された期間︵以下﹁学
生納付特例期間﹂という︶は︑
年金を受けるための期間とし
て計算されますが︑将来受け
取る老齢年金の額には反映さ
れません︒
そのため︑学生納付特例期
間があると︑保険料を全額納
付したときに比べ︑将来受け
取る老齢年金額が少なくなり
ます︒
これを補うため︑学生納付
特例期間の保険料は︑十年以
内であればあとから納めるこ
と︵追納︶ができ︑納めると
年金額は減少しません︒
追納を希望される場合は︑
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Readers' Voice

父の日のプレゼントは毎年、悩みま
す。毎年喜んでくれますが、母の日の
お花のような定番（!?）は無いので、
難しいのが本音です。
（新発田市 Ｈ・Ｍ）

私の父は早死にで私が五才の時に亡
くなりました。今の様に父の日とか母
の日とか言う事は無い時代でしたから
ね。全然わかりません。
（新発田市 Ｉ・Ｋ）
今月のテーマは「父の日に喜ばれた
もの」送る側からのものですね。私は
亡き父にものを贈った事はありません

「新入職員さんのメッセージ」を見
て…４月の春は、そういう時期ですヨ
ネ。皆さん若くて、うらやましいで
す。各々の思いを持って新しい環境に
早く慣れてもっともっと輝いていって
ください。
（新発田市 Ｉ・Ｍ）
毎号楽しく読んでおります。新発田
に転入し、早々８ヶ月半になります。
冬は東京での40年近くの過し方とは
まるでギャップがありすぎて、うんざ
りすることもありましたが春は「こん
からガンバルゾ」と意気ごみたくなる
毎日です。食は色々とおいしいものば
かりで大満足です。少しばかりの畑か
ら収穫を楽しみにしています。
（新発田市 Ｉ・Ａ）
まさか!!私の車がリコールの対象に
なるなんて…。代車を借してもらって
用事を済ませ３時間ぐらい過ぎてから
私の車をもらいに行きました。細かい

ランニングを日課にしていると、こ
の時期が一番走りやすいです。田植え
で田んぼに緑がさし、大きくなり稲に
生育するのを目で日々楽しめます。
（聖籠町 Ｎ・Ｗ）
毎月楽しみにしています特に新鮮食
材で楽しくクッキングは、身近な食材
なので感心したり真似したりしていま
す。クロスワードは時間をはかってぼ
け防止に最高です。
（聖籠町 Ｎ・Ｙ）
新しい出会いに期待感が募ります。
（胎内市 Ｔ・Ｍ）

7月号のテーマ
「一番食べる夏野菜」
です。
※テーマ以外にも応募お待ちしています。

ナツミカン

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

テッポウ、クルマ、ヤマといえば何の花？
分数の棒の上部に書きます
1467年に起きた応仁の──
車は車道、人はここを通ります
自宅から職場へ向かうこと
スクリーンが複数ある所もあります
雑巾やモップで掃除します
飛行機が離着陸する施設。エアポート
植物が作る甘い液
韓国の首都
アイスクリームや果物を盛り付けて作るデザート
1年で一番昼が長い日
漬物や酒を詰めます

＜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

阿部

友香さんの作品

〈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。

自分の殻に閉じこもりやすくなる気配︒
周囲の意見に耳を傾け︑
柔軟性を発揮し
ましょう︒
読書で気分転換を

風呂場の中の体を沈める所。浴槽ともいいます
東大寺の大仏の頭には492個あったといわれています
仏壇の前で鳴らします
グリーンピースは青──のこと
ランキングのトップ
釣り糸の途中に付けます
左右反対に映ります
真実ではありません
甲羅があり、キュウリが好きな妖怪
キャベツの名産地、嬬恋──
ジャムの瓶の──が固くて開かない
塗り物に塗ってある物
田んぼでゲコゲコ鳴きます

人脈を広げるチャンスです︒
飲み会やレ
ジャーの誘いには気軽に応じて︒
美術館
巡りも良い刺激に

先月号の答え

ヨ
コ
の
カ
ギ

1
3
6
7
8
10
12
14
16
18
20
22
23

気配り上手を目指すことで︑
つきが巡っ
てくる星回り︒
持ち前の面倒見の良さを
生かして︒
鏡を磨くのも開運に

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

タ
テ
の
カ
ギ

新しいことを始めるのに向いています︒
温めていたプランを実行に移してみて︒
未体験ジャンルでも成功の兆し

父の日と言えば私が小さい頃はメ
ジャーではなかったような気がしま
す。今は歳を取って何か楽しい事や嬉
しいことは何かなぁ〜と考えてしまい
ました。食べる事が好きなのでこれか
らも沢山、美味しい物を食べて欲しい
です。
（聖籠町 Ｉ・Ｎ）

今年もJAさんから完熟堆肥を2トン
購入しました。家庭菜園に鋤き込んだ
ところ、各種野菜の生育が順調です。
夏に向い更に効果が期待されます。
（聖籠町 Ａ・Ｓ）

アスパラガスって地味な食材だと思
います。もっともっと全国に知ってほ
しいです。キャラクターも派手にし
て。たけのこは見るのもうんざりと言
われてます。
（新発田市 Ｍ・Ｈ）

部屋の片付けをしたり︑
趣味や好きなこ
とを楽しんだり︑
ゆったり過ごして︒
じっ
くり情報を集めるのにも最適

いまは亡くなった父ですが、いつも
は地味な色のシャツを着ていたので、
たまには ピンク でもと思い買って
届けたら、お〜！っていう感じで着て
くれました。いつでも若くいて欲しい
と子どもとして贈ったシャツでしたが
喜んでもらった思い出があります。
（新発田市 Ａ・Ｋ）

鉢植えのミカンの木ですが今年は
いっぱい花が着きました。花のさわや
かな香りがいいですね。
（新発田市 Ｓ・Ａ）

説明はなかったものの走り出して間も
なく、心なしかハンドルが軽くなった
ような感じと加速がよくなったように
思われました。早くリコールに応じて
よかったと思いました。もちろん料金
はかかりませんでした。
（新発田市 Ｓ・Ｋ）

フットワークが軽くなりそう︒
興味のあ
ることには︑
意欲的にトライしてみまし
ょう︒
旅行も大賛成！

読者の声

今月のテーマ
父の日に喜ばれたもの

が、父母が喜寿になった時ごく内輪
（近親者）でお祝いの会を催し、記念
品を贈りました。その時父は泣いて喜
びました。
（新発田市 Ｎ・Ａ）

■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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行 動 力 がアップする 時 期 ︒過 去 に 駄 目
だったことへの再トライも成 功 率は高
め︒海外に興味を持つのもラッキー

2016.

6月

で
ペンネアラビアータ・アスパラ風味

1食あたり
約

485kcal

アラビアータとは、トマトソースに赤唐辛子の辛味を
物 事 を 悪 い 方 に 考 えてしまい がち ︒意
識的にプラス思考を心掛けて︒
ヒーリン
グ音楽を聴くとリラックス効果大

利かせたソースで、語源は「怒りん坊」とか。トマトの酸味
と唐辛子の辛味がおいしさの秘訣（ひけつ）なので、あま
り火を通さず 12〜13 分で出来上がるのもうれしいパ
スタ。アスパラガスの色と香りもお楽しみください。

作り方

コロコロ意見を変え︑印象ダウンを招き
やすいかも ︒気 まぐ れな 言 動 は 厳 禁で
す︒運気回復には花を飾るのが◎

材 料（ 2 人 分 ）

心 理 的 に 不 安 定 になりや すい 月 ︒不 平
不満や愚痴が増え︑運を落とす結果に︒
笑顔キープが好運の鍵になります

ペンネ …………………………160g
トマト水煮缶 ……………………1個
ニンニク …………………………1片
赤唐辛子 …………………………1本
グリーンアスパラガス ………3〜4本
ブラックオリーブ ………………6粒
EVオリーブ油 ………………大さじ2
塩 …………………………………適量

1食あたり

276kcal

（1）ニンニクは芯を除き粗みじん切り、赤唐辛子は種を除き細
切り、グリーンアスパラガスは根元の堅い部分の皮をむき3
〜4等分にする。種なしのブラックオリーブを輪切りにする。
（2）フライパンにトマトを手でつぶしながら入れ、ニンニ
ク、赤唐辛子、EVオリーブ油大さじ1を加え中火で煮る。
グツグツし始めたらオリーブを加えて弱火で煮る。甘味が
出てきたら、塩少々とグリーンアスパラガスを加え火が
通ったらソースは完成。煮詰まり過ぎた場合は、ペンネの
ゆで汁を加える。
（3）（2）と同時に、たっぷりのお湯に塩を入れ表記の時間
でペンネをゆでる。
（4）ゆで上がったペンネを（2）に入れて手早くソースとあ
え、EVオリーブ油大さじ1を絡めて火を止め、熱々をいた
だく。

野菜とタイの紙包み焼き

約

オーブンペーパーでうま味や香りを閉じ込め、開けた
瞬間に広がる香りも絶品な一皿です。中は密封されるの
でお魚はふんわり軟らかに仕上がります。鍋いらずで後

気の合う仲間たちとにぎやかに過ごす
のに良い期間︒
レジャーを満喫すること
で︑自然と運も上向くはず

片付けも楽ちんなクイック料理。おいしいスープもパン
などに付けて忘れずにお召し上がりください。

作り方

ささいなことでいらいら気味︒周囲の欠
点に目が行きやすいので︑
長所を見るよ
うにして︒
気晴らしには料理が吉

（1）タイは塩、ワイン少々を振っておく。アサリは砂出し
後、よく洗っておく。
（2）セロリは筋を除き、大きめのざく切り。ピーマンは縦4
等分。エリンギは薄切り。ミニトマトは半分に切る。
（3）30cm×40cmのオーブンペーパーの中央より手前にタ
イを置き、その上に（2）の野菜とアサリを載せる。
（4）塩、こしょう、ケーパー、白ワイン大さじ2、EVオリー
ブ油大さじ1を加える。
（5）ペーパーを向こうから手前に折り、2枚を合わせて数度
しっかりと折り、左右も折り込みながら密封する。
（6）オーブンを220度に温め、
（5）
を入れ10〜12分ほど焼く。
（7）器に載せてペーパーを開き、レモンを搾っていただく。
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材 料（ 2 人 分 ）
タイの切り身………2 切れ

ケーパー…………小さじ 1

アサリ…………………６粒

レモン………………1/2 個

セロリ………………1/2 本 白ワイン…………大さじ 4
ピーマン………………２個

EV オリーブ油 …大さじ２

エリンギ………………１本

塩・こしょう…………適量

ミニトマト……………６個

߈ߚ߃ߜߏ

ギャラリー蕗谷虹児 2016.６
左

『シャボンダマ』
「少女倶楽部」彩色口絵（印刷）
大正14年10月号

中・上

谷内六郎画集（新潮社）
昭和35年、献本のサイン

中・下

『シャボンダマ』
モノクロの原画

「谷内六郎の世界展
（1960年）」図録から
（撮影 小島啓祐）

谷内 六郎
画家、詩人、東京生まれ
大正10（1921）〜昭和56（1981）年
34歳、文芸春秋第一回漫画賞
35歳、
「週刊新潮」創刊号の表紙絵を描く。
以後25年間連載を続け、郷愁の画家として
人気を得る。

管理部総務課

「蕗谷虹児抒情画大集」は晩年に出版した
画集５冊の集大成で、諸家から祝辞が寄せら
れました。堀口大學「虹児画伯礼讃」の詩、向
井潤吉
「寸描 虹児くん」、中原淳一「少年の日
の美の感激」、谷内六郎「蕗谷先生とぼく」。
では、若き郷愁の画家からのメッセージで

新潟県新発田市

す。
〈 蕗谷先生というと、まず竹久夢二の絵が
浮かんでかさなり合う。でも、蕗谷先生のは、
やはりフランスの近代が入っているので違うな
とも思う。ぼくは、ぼくの生まれた年の大正十
年の蕗谷先生の原画四点を、毎朝毎晩いちば
ん先に見ている。貧相なわが家だが、いちばん
上等のところに飾ってあります。
（略）
蕗谷先生は、人そのものがもうれつに暖かい

編集後記
5月に入り、暑い日が増えてきまし
た。年齢が上がるにつれて、身体が気
温 差に対応しにくくなっている気がし
ている今日この頃です。まだ気温差が
激しい日がありますので、農作業時は
体調に十分ご留意ください。
また、今年も夏野菜の時期が迫って

人であるから、なにもいうことはないのです。
絵を描かなくても、すばらしい｢人 ｣だからで
す。歴史が残す絵です 〉
『シャボンダマ』は4点中の1点で記念館の
オープン時にご寄贈いただきました。巴里行き
直前に｢少女倶樂部｣に発表した彩色口絵の原
画ですが、では、なぜ原画がモノクロなのか？
神戸出港の日が近づくと、虹児は連載もの
を年末分まで描き溜めるため不眠不休で画室
に籠ることに。その余りの忙しさに印刷は別紙
に色指定で済ませたのかも知れません。渡仏
前の昂ぶる気持が描かせたこの愉しい絵は、
記念館で人気絵葉書になっています。
（蕗谷虹児記念館名誉館長

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。

■ 4月定例理事会 開催日時 平成28年5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
（２）平成２７年度決算結果及び剰余金処分（案）について
（３）経営管理委員会移行に伴う諸規程の変更について
（４）経営管理委員会移行に伴う理事の行為基準について
（５）改正農協法施行に伴う定款等規程の変更について
（６）諸規程等の一部変更について
（７）役員退職慰労金の支給について
（８）平成２７年度下期随時監事監査の回答について
（９）
「㈱あぐりサポート北越後の役員候補者選出基準」の
制定について（案）

鳴るのを必死に隠しながらメモを書い
たり、インタビューしている私でござい
ますが、たっぷり夏野菜を堪能できる
いります！（M）

KOJI FUKIYA

理事会だより

きました！取材で圃場に伺うと、腹が

時期を楽しみに広報活動を頑張ってま

蕗谷龍夫）

蕗谷虹児

■ 臨時理事会

（１）役員候補者について
（２）不良債権の処理状況について
（３）組合員の加入脱退について
（４）ＪＡ北越後の節電対策について
（５）平成２７年度年度末賞与の支給について
（６）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
（７）事務ミス第４四半期報告について
（８）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
（９）平成２７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
（10）相談・苦情等処理モニタリング（点検）結果について
（11）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
（12）平成２８年度第１四半期運用方針ならびに
平成２７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
（13）平成２７年度決算監事監査及び全国監査機構期末監査Ⅱの実施について
（14）基金協会保証型ローン融資要項（統一版）等の一部改正について
（15）貯金者データ整備状況について
（16）平成２８年産米出荷契約推進スケジュールについて
（17）平成２９年度用肥料・農薬申込み推進について
（18）子会社の決算結果について
（19）
「平成２８年熊本地震ＪＡグループ支援募金活動」への取り組みについて

開催日時 平成28年4月25日

協議事項
（１）集落座談会の意見要望について
（２）㈱あぐりサポート北越後の役員候補者選出基準の制定について

（３）㈱あぐりサポート北越後職員出向にかかる取締役の変更について
（４）役員候補者選出基準等について

