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人と地域とJAをつなぐ

きたえちご

夏真っ盛りの出荷最前線！！
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常勤役員メッセージ
≪お知らせ≫ 遊休資産のご紹介
≪家庭菜園≫ 締まりよくずっしり重いハクサイ作りのコツ

今月の

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

私のおススメはこちら

今日はよろしくお願いいた

ていましたが︑その頃から

︵高︶﹁以前JAでヘルパーをし

た︒今は畑一本ですが︑本

畑作業も一緒にしていまし

年ちょっと経ちます︒畑

します︒きれいな畑です

は何を出荷されています
か？﹂
︵高︶﹁よろしくお願いします︒
この前スイートコーンを初
出荷しました︒この時期お
ススメの一品です︒まだこ
れから出荷するものが沢山
ありますよ﹂

ているのですか？﹂

ごろから野菜づくりをされ

りますね！高橋さんはいつ

ましたが︑色んな品目があ

︵M︶﹁畑を一周させていただき

す！﹂

から収穫が忙しくなりま

山植えてしまったのでこれ

︵高︶﹁わかりました！枝豆も沢

おります︵笑︶﹂

きそうですね！お待ちして

ります︒枝豆ももう出荷で

ていただいているので助か

しているときは毎日出荷し

ね！美味しそうな夏野菜が

枝豆の実入りもきれいです

格的に取り組み始めてから

スイートコーン第2陣も良い生育です

チラチラと見えますが︑今

︵天︶﹁高橋さんは直売所が開店

︵M︶﹁高橋さん︑初めまして︒

夏 真っ盛 り の 出 荷 最 前 線

︵ 天 ︶︑広 報 担 当は︵ M ︶で表 記します ︶

！！

苦労しました︒毎日出荷す

が集まらない時期は本当に

たことがありますが︑品物

ときに店長をさせてもらっ

︵高︶﹁以前ふれあい市があった

があるのですか？﹂

品目が多いのには何か理由

︵M︶﹁なるほど︵笑︶これだけ

︵笑︶﹂

畑にいて夫に怒られてます

て︑薄暗くなるまでずっと

作業が楽しみになってい

10

るのを楽しみにしています

コリンキーもいい色合いに

高橋 ハル子さん
新発田市御幸町

今 月 号のきらりは ︑新 発 田 市 御
幸 町で旬の野 菜 作りに取り組む
高 橋 ハル 子 さ ん を ご 紹 介 し ま す ︒
今 回 より ︑生 産 者 と直 売 所の天 井
澤 店 長 ︑そして広 報 担 当︵ M ︶の3
人 の イ ンタ ビュー 形 式 で お 送 り
いたしま す！

直売所編

︵ 以 下 高 橋 さ ん を︵ 高 ︶︑天 井 澤 店 長 を

り
輝ら
き
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ため
作成の
カバー
腕
る
してい
で販売
さん
直売所
る高橋
す
確認
生地を

じゃがいもの収穫 完了！
！

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！
なす、ししとう、
ピーマンのおかか炒め

野菜は適当な大きさに切り、フライパンに
油をしき、炒めてしんなりしたら酒・みり
ん・めんつゆとかつお節を入れて炒めて
出来上がり。
（みそ味もおいしいです。）

ゆうがおと豆腐の醤油汁
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ゆうがおを食べやすい大きさに刻み、水か
ら鍋にかけます。
やわらかくなってきたら豆腐・だし・しょう
油を入れます。
火を止める直前に水とき片栗粉を入れてと
ろみをつけて出来上がり。（具は厚揚げや
麩を入れてもいいし、味噌汁も）

︵笑︶色々情報交換できるの

！
それゆけ

も有難いですね！﹂

高橋さんの夏野菜に注目です！

︵天︶﹁ありがとうございます！﹂

メ旬の野菜を教えてください！﹂

︵ M ︶﹁ ではでは ︑高 橋 さんのおスス

出来が良く甘いですよ！次は

JA北越後のホームページをチェック！

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

︵高︶﹁ミニトマトですね！今年は

の
公式 Facebookページ

スイートコーン︒第１陣が出

※平成27年４月からの実績です。

てしまったので︑第２陣を準

10億4,665万円 ※

備しています︒最後は枝豆で

購買品供給高

すかね！実の入りも良く夏と

64億1,751万円 ※

出来が良いと自信のミニトマト

いえば︑ですね！﹂

販売品販売高

︵M︶﹁有難うございました！﹂

4,693億4,132万円

ので︑出荷を途切れさせない

長期共済保有高

ために沢山の野菜を作ってい

303億7,968万円

！！

毎日来

貸出金

ます﹂

913億3,784万円

︵天︶﹁本当に助かります

貯金

られて︑自分の品物が売れる

32億587万円

楽しみもあると思いますが︑

出資金

それ以外にも何か楽しみがあ

8,522人

りますか？﹂

うち准組合員

のでウキウキしますね︵笑︶

8,965人

︵高︶﹁メールで売れたのがわかる

うち正組合員

それ以外だとほかの生産者の

（平成28年6月末現在）
17,487人

組合員数

皆さんとのおしゃべりかしら

■JAデータ

topic
6/
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越後姫販売で過去最高販売額を樹立
JA北越後いちご部会が出荷反省会を開催

JA北越後いちご部会は、新発田市内にて出荷反省会を関係者43人の出席により開催しました。27年10月
から28年6月までの越後姫販売実績や栽培における反省を総括しました。同期間における規格別販売実績の
合計が2億1,365万円となり、過去最高販売額を更新しました。
次年度産の課題としては、品質における個人間格差の是正が挙げられました。圃場管理レベルで個人差が
あることや日照の確保について話し合われました。
販路拡大に関する取り組みでは、関係機関と連携
した新規販売先の確保と既存店と連携した安定販売
を行います。また、通販などの需要に応じた商品ア
イテムの対応、業務用から加工用原料の確保、高温
期の過熟果対策について議論しました。防除対策で
は、圃場の観察と発生前の予防を徹底すること、収
穫期の防除方法について確認しました。
同部会の長谷川仙一部会長は「過去最高の販売実
績を上げることができました。品質の統一を図り、
次年度はさらにいい結果となるように気を引き締め
ていこう」と呼びかけました。
topic
7/

14

ゲートボールで会員相互の
親睦を深める
JA北越後年金友の会新発田支部

挨拶をする長谷川仙一部会長

topic
6/

23

二王子なすA品出荷を見直し
市場販売に挑戦

JA北越後年金友の会新発田支部は、第34

川東特産野菜生産組合は、JA北越後川東支店で「二王

回目となるゲートボール大会を老人福祉セン

子なす」の出荷会議と目合わせを行いました。生産者と

ター金蘭荘の屋内ゲートボール場で、５チー

新潟中央青果、佐久間食品(株)、北越農事(株)から21人

ム28名の参加により開催しました。開会に

が出席し、販売方法や産地化を目指した活発な意見が出

あたり、渋谷孝支部長より挨拶がありました。

されました。

大会では、５チームとも日頃の練習の成果

出荷会議では、今まで漬物等加工品での用途が中心で

を存分に発揮して熱戦を繰り広げ、大いに盛

したが、A品の市場出荷を2kg詰めで統一し、市場の販

り上がった大会となりました。試合を通じ

路拡大と有利販売に努めることを確認しました。

て、会員相互の親睦をより深めることができ
ました。

「二王子なす」は、主に新発田市の川東地区で栽培さ
れ、生産者は20人で総作付面積は65a。定植を5月10日

大会結果は以下のとおりです。
優勝
準優勝
第三位

長畑チーム
福富会チーム
舟入チーム

優勝した長畑チームの皆さんです

頃行い、出荷は6月21日から開始しました。品種は、黒
十全と泉州水茄子の掛け合わせです。28年産は、安定し
た気候に風の影響も少なく品質は良好です。市場販売に
期待がふくらみます。

目合わせで品質を確認する生産者
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地域の話題をお届けしています

平成27年度JA共済
12 優績LA表彰と優績組合表彰を受賞

topic
7/

当JAは、平成27年度JA共済優績LA表彰と優績組合表彰を受
賞しました。受賞者は、全国表彰受賞者が11人で県内JAのな
かでもトップクラスの受賞者数となり、新潟県表彰受賞者が7
人（全国表彰受賞者と重複有）となりました。指導を担当する
トレーナー賞では、3ブロックのブロック長3人がそれぞれ受賞
しました。
優績組合表彰では、自動車共済・自賠責共済の部、建物共済
の部で新契約優績表彰を受賞しました。
また、7月に開催されたJA自動車共済損害調査サービス優秀
組合表彰では、優秀組合表彰を受賞することができました。
このような素晴らしい賞を受賞できましたのは、皆さまのご
利用、ご契約をいた
だきましたことの賜
物です。これからも
皆さまに最適なご提
案ができるよう、ま
た事故があった場合
に迅速な解決ができ
るようLA、事故担
当者一同頑張ってま
いります。
皆さまのお役に立てるよう精一杯頑張ります

topic
6/

27

秋ブロッコリーの
栽培準備始まる

北越後農協ブロッコリー部会

北越後農協ブロッコリー部会は、同JA営農セン
ターと青果物集出荷センターで秋ブロッコリーの
栽培指導会を総勢48人の参加により開催しまし
た。7月中旬ごろから播種を開始し、8月10日ごろ
より定植する予定となります。
28年産の秋ブロッコリーは、極早生の「ジェッ
トドーム」と中早生の「おはよう」の2品種を主力
に作付けされます。秋ブロッコリーは高温期の栽
培作業となります。耐暑性の品種を作付けます
が、除草、かん水、土寄せ、追肥、防除などの圃
場管理について普及指導センターから指導があり
ました。同JA園芸振興課の太田一枝係長は「春ブ
ロッコリーでは、27年の1,000万円を超え1,400
万円と単価、販売高ともに伸びてきています。秋
ブロッコリーについても指導会の内容を実践して
いただき、皆さんから沢山の出荷をお願いした
い」と呼びかけました。

圃場管理について生産者から質問が相次ぎました
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topic
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topic
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お楽しみ会で親睦深める

ＪＡ北越後年金友の会菅谷支部

ＪＡ北越後年金友の会菅谷支部は、菅谷コミュ
ニティセンターにて第18回目となるお楽しみ会を
開催しました。
お楽しみ会には、100名の会員が参加し、午前
の部は朝日奈ゆう歌謡ショー、午後の部は地域の
団体による芸能発表会と会員によるカラオケで大
いに盛り上がり、相互の親睦を深めることができ
ました。
参加いただいた会員からは「演歌歌手の歌は何
度聞いてもいい」、「1日とても楽しかった」など
喜ばれました。

朝日奈ゆうさんの歌で盛り上がりました

オクラ出荷続々と

北越後農協オクラ部会が圃場巡回指導会を実施

北越後農協オクラ部会は、生産者と規格の確認のため出荷
会議と圃場巡回を管内3箇所で行いました。圃場巡回には、関
係者73人が出席して目合わせも行われました。
JA北越後管内のオクラは、ハウスで5月31日、露地で6月
27日に出荷が始まりました。作柄は、降雨が少なく乾燥と低
温で発芽が遅れた圃場もありましたが、梅雨に入り水が入っ
たことで露地ものの生育が進みました。ハウス作型も含め、
概ね順調に推移しています。オクラ自体の作業は10月上旬ま
で長丁場となる収穫・出荷作業となりますが、8月から最盛期
を迎えます。
圃場巡回指導会にあわせて農事組合法人道賀での選別作業
を視察しました。同法人では、6月19日より選別作業を開始
しました。「取り始めはまだ柔らかいものが多いです。暑く
なってくると生育も進むのでしっかりとサイズに合わせた収
穫を行っていきたい」
と同法人の阿部正和さんは意気込みます。

オクラの選別作業が最盛期を迎えます

直売所では、皆様のお越しをお待ちしております。
お盆は営業時間が変わりますのでご確認下さい。
第４週にも特売を予定しております。
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作ってみよう！

家 庭 菜園
今月の野菜
締まりよくずっしり重い
ハクサイ作りのコツ

ハクサイ

出来の良いハクサイの球は、70〜100枚の大小多くの葉
から構成されています。これだけの葉を、天候の変わりや
すい夏から秋にかけての短期間で育て上げるには四つのポ
イントがあります。それは「まきどき」「苗作り」「元肥
と追肥」「病害虫対策」です。要点は次の通りです。
（1）まきどきを守る
まきどきは8月下旬ですが、早過ぎると暑さのため生育
不良や病害虫に悩まされるし、遅過ぎると低温になり、ま
た花芽が分化し葉の大きさや枚数が確保できなくなります。生育適温は15〜
20度なので、その温度帯に最大生長期が重なることが大切です。品種の特性
と地域に応じたまきどきを守ることです。まきどきの幅は5日ぐらいと限定
されます。
（2）セルトレイで健苗を作る
128穴のセルトレイを用いるのが便利です。育苗専用の、ピートモスを多
めに含んだ用土を用い、各穴に均一に詰め、軽く指先で押さえて調整し、セ
ルの仕切りが見えるようすり切り、たっぷり灌水（かんすい）してから、各
穴4〜5粒の種をまきます。そしてふるいで均一に3〜4mmの厚さに覆土し、
もう一度軽く灌水し、新聞紙を2枚重ねに覆い、乾いたら上から灌水します。
3〜4日で発芽するので、遅れずに新聞紙を取り除き、晴天なら朝夕灌水し、
育つにつれて間引き1本立てにし、20日ほどで本葉3〜4枚の苗に仕上げます。
植え付けは1カ所2本ずつとし、本葉4〜5枚になったら1本立てにしましょ
う。
（3）元肥と追肥を入念に
ハクサイは多肥を好むので、元肥には良質の完熟堆肥と油かす、化成肥料、
できれば有機配合も加えて多めに施します。根系は浅く広く分布するので、
畝全面にばらまき18〜20cmの深さによく耕し込みます。
追肥は植え付け半月後に第1回を株の周りに施し軽く土に混ぜ込みます。
その半月後に第2回を、さらに12〜14日後に第3回を、畝の側方に軽く溝を
切って化成肥料を施し、畝に土を寄せ上げます。こうして短期間にどんどん
生育させましょう。
（4）病害虫対策
育苗中や定植後アブラムシやヨトウムシにやられやすく、生育盛りに入る
と軟腐病、黒斑病、ベト病などに要注意。初期に防虫ネット被覆、その後は
薬剤の早期散布で防除します。葉を傷めないよう注意してください。
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これからの 北越後
JA

ました石山正博でございます︒

会会長に選任され︑就任いたし

営管理委員会で︑経営管理委員

しても﹁農業者所得の増大﹂と

していくことにあります︒何と

いても確実な自己改革の実践を

れているなか︑ＪＡ北越後にお

し︑総意に沿った対応が成され

時に組合員皆さまの意向を把握

いるかを管理します︒また︑同

って︑ＪＡの使命が果たされて

し︑ＪＡの動きを大所高所に立

して︑経営管理委員会を主宰

経営管理委員会会長の職務と

ら︑経営管理委員会会長の責務

のお声を真摯に受け止めなが

いるのか︒組合員の皆さまから

代に合わせ役立つものになって

の総合事業が地域に根付き︑時

りを実践できているのか︒ＪＡ

大︑農を通じた豊かな地域づく

れに比例した農畜産物の生産拡

石山

お伝えできればと思います︒

少しでもＪＡ北越後の今の姿を

この常勤役員メッセージで︑

ります︒

乗り越えて参りたいと考えてお

ことによりまして︑この状況を

重ねてきた知恵をフルに生かす

Ａ北越後の姿であります︒積み

を乗り越えて来たのが今日のＪ

ります様に︑今まで様々な試練

がもたらす宝﹂という言葉が有

迎えています︒しかし︑﹁試練

か︑ＪＡ北越後は今試練の時を

換等がすぐそこに迫っているな

おり︑農業情勢も米政策の大転

◆ 経営管理委員会会長

今月より広報きたえちごで常

﹁農業生産の拡大﹂︑﹁地域の

べき道は︑ＪＡ自己改革が叫ば

勤役員のメッセージを掲載して

活性化﹂を実現することが最優

日の通常総代会後の経

いくことといたしました︒第１

先課題であります︒第６次中期

６月

回目ということで私からメッセ

３ヶ年計画でお示しさせていた

ているかを確認しながら︑対外

を果たしていく所存でありま

だきました販売戦略の強化︑そ

的に外交の役割を果たすことが

経済情勢は不透明感を増して

す︒

これからのＪＡ北越後が進む

役目であります︒

す︒

ージを発信させていただきま
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常勤役員
メッセージ

正博

石山正博プロフィール

ＪＡ北越後で理事を通算15年務める。

そのうち平成26年6月から28年6月まで代表

理事組合長を務め、本年6月26日から経営管

理委員会会長に就任。

きたえちご 2016年8月号 8

お 知 ら せ
JA北越後が所有する遊休資産の一部をご紹介いたします。

1

●物件名称：
旧米倉出張所
●主たる住所：
新発田市米倉872
●区分：土地
●地目：宅地
●面積：2,112.8㎡

JA米倉SS

←五十公野方面

14

赤谷方面→

●区分：建物
●地目： ‑
●面積：573.29㎡

●
ねむの木広場

●

2

●物件名称：
三ツ椡倉庫
●主たる住所：
新発田市三ツ椡935
●区分：土地
●地目：宅地
●面積：1,694.93㎡
●区分：建物
●地目： ‑
●面積：452.10㎡

●市島邸
←阿賀野市方面

●天王小学校

460

新発田方面→

個人または法人の方で土地をお探しの方、どうぞお気軽にご相談ください。
お問合せ先／本店総務課まで TEL 0 2 5 4 ‑2 6 ‑2 6 0 0
※他の遊休資産は、順次ご紹介させていただきます。
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ＪＡ北越後 平成29年春採用 職員採用募集要領
１．採用人員及び職種
学 卒 区 分

採 用 人員

高校卒（見込者を含む）

２名程度

職

種

総合職

（株）
ライフサポート北越後
平成29年春採用 社員採用募集要領
１．採用人員及び職種
学 卒 区 分

採 用 人員

高校卒（見込者を含む）

２名程度

＊

＊総合職（金融・共済・営農販売にかかわる業務、または
営業職を含めた業務）
２．応募資格
高等学校を平成26年３月以降に卒業した者または平成29
年３月卒業見込の者
３．応募要領
（１）応募受付期間
平成28年９月５日㈪〜９月９日㈮《期間内必着》
（２）提出書類
【新卒者】①全国高等学校統一応募書類
【既卒者】①履歴書
（写真添付、
当JA指定様式…当JAホームページに掲載）
②成績証明書
③卒業証明書
（３）提出先
下記の提出先へ郵送によります。
４．採用試験
区分

第１次試験

第２次試験

日時

平成28年９月16日㈮ ９時〜12時45分

該当者に通知

JA北越後営農センター
ＪＡ北越後
会場 （新発田市島潟字弁天1449-1 TEL 0254-26-7000） 営農センター
能力試験…言語、計数（80分）
内容 作文…800字以内（テーマは当日指定）（60分）
適性検査…（40分）

面

接

職

種

総合職＊

＊総合職（葬祭・スタンド・車輛・コンビニにかかわる業務）
２．応募資格
高等学校を平成26年３月以降に卒業した者または平成29
年３月卒業見込の者
３．応募要領
（１）応募受付期間
平成28年９月５日㈪〜９月９日㈮《期間内必着》
（２）提出書類
【新卒者】①全国高等学校統一応募書類
（写真添付、
Ａ3見開き又はＡ4両面に限る）
【既卒者】①履歴書
②成績証明書
③卒業証明書
（３）提出先
下記の提出先へ郵送によります。
４．採用試験
区分

第１次試験

第２次試験

日時

平成28年９月16日㈮ ９時〜12時45分

該当者に通知

JA北越後営農センター
ＪＡ北越後農機
会場 （新発田市島潟字弁天1449-1 TEL 0254-26-7000） 整備研修センター
能力試験…言語、計数（80分）
内容 作文…800字以内（テーマは当日指定）（60分）
適性検査…（40分）

面

接

※第２次試験については、第１次試験合格者に別途通知します。
５．採用時期 平成29年４月
６．勤務条件 （平成29年４月）
（１）初任給
高校卒 １４１，１００円
（２）賞 与
年２回（７月、12月）
（３）諸手当
家族手当、通勤手当、職務手当等
（４）昇 給
年１回（４月）
（５）退職金
規程に基づき支給
（６）社会保険等
健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険
（７）勤務時間
①一般業務 ８時20分〜17時（土曜日８時30分〜12時）
※休憩時間…70分
②サービス業務 部署により時差出勤、ローテーション勤務有り
※休憩時間…60分
（８）休日・休暇
①休日：日曜日、国民の祝日・休日、第２・第４土曜日
及び第２・第４土曜日を除く他の土曜日１日、
年末・年始、組合の定めた日、又は、４週８休制
を基本としたローテーション制により定める休日
②休暇：年次有給休暇制度、特別休暇制度、療養休暇制度
③その他：育児休業制度、介護休業制度

※第２次試験については、第１次試験合格者に別途通知します。
５．採用時期 平成29年４月
６．勤務条件 （平成29年４月）
（１）初任給
高校卒 １３９，３００円
（２）賞 与
年２回（７月、12月）
（３）諸手当
家族手当、通勤手当、職務手当等
（４）昇 給
年１回（４月）
（５）退職金
規程に基づき支給
（６）社会保険等
健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険
（７）勤務時間
①一般業務 ８時30分〜17時 ※休憩時間…60分
部署により８時20分〜17時 ※休憩時間…70分
（土曜日８時30分〜12時）
②サービス業務 部署により時差出勤、ローテーション勤務有り
※休憩時間…60分
（８）休日・休暇
①休日：日曜日、国民の祝日・休日、第２・第４土曜日
及び第２・第４土曜日を除く他の土曜日１日、
年末・年始、会社の定めた日、又は、４週７休制
を基本としたローテーション制により定める休日
②休暇：年次有給休暇制度、特別休暇制度、療養休暇制度
③その他：育児休業制度、介護休業制度

提出先またはお問い合わせ先
北越後農業協同組合（JA北越後）
管理部人事課（採用担当）
住所：〒957-0011 新発田市島潟字弁天1341-1
TEL：0254-26-2600 FAX：0254-22-4979
Ｅメール：jinji@ja-kitaechigo.or.jp

提出先またはお問い合わせ先
株式会社ライフサポート北越後（JA北越後グループ）
総務課 (採用担当)
住所：〒957-0000 新発田市小舟渡字新楯521-1
TEL：0254-26-1200 FAX：0254-22-0888
Ｅメール：ls-somu@ls-kitaechigo.co.jp

赤澤建築

〒957- 0046 新発田市上中山乙51-1

TEL ０２５４−３２−２３４３

12

広報誌﹁ＪＡ北越後﹂に
広告を出しませんか

設計・施工は

１回

１

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！

縦60㎜
×
横90㎜

１５︐０００円

お客様の住宅に関する疑問
や夢、是非お聞かせください！

１枠

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︒
規格・掲載料︵税抜︶

ます。

２

住まいと暮

３

らしを創造し

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﹀

注 文 住 宅・リフォームまで

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、耐震診断士）
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経営管理委員及び理事に関する情報提供窓口の明示について
当組合の監事は、経営の健全な発展に資するため、農協法（法第 35 条の５）および農協法施行規則（第 81 条）に基づき、
経営管理委員及び理事の職務の適正な遂行を阻害する行為に関する情報（組合経営に関する事象に限る）の提供を求めています。
当組合の経営管理委員及び理事の組合経営に関する気になる行為について、見たり聞いたりした事柄があれば電話または封
書にて下記宛に連絡くださいますようお願いします。
●連絡先

住 所
電話番号
ＦＡＸ
部署名

〒９５７−００１１ 新発田市島潟字弁天１４４９番地１
０２５４−２６−６６３３
０２５４−２２−３９３９
監査室（監事会事務局）
受付監事
常勤監事 齋藤 範彰

お電話の場合は、月曜日〜金曜日（祝日を除く）の８時３０分〜１７時までの間にお願いします。
※ご好意による情報提供であっても、誹謗・中傷に類似する内容のものは受付いたしかねますので、予めご了承ください。
※当組合の業務に関する一般的な苦情については、下記の窓口を設置しておりますので、そちらをご利用ください。
【一般苦情相談窓口】
１．支店等
店 舗 名
最寄りの各店舗、各施設
受付時間
各店舗等の営業時間内
２．本 店
住
所
〒９５７−００１１ 新発田市島潟字弁天１３４１番地１
電話番号
０２５４−２６−２６００
ＦＡＸ ０２５４−２２−４９７９
部 署 名
管理部 リスク管理室
受付時間
月曜日〜金曜日（祝日を除く）８時３０分〜１７時
３．新潟県ＪＡバンク相談所（新潟県農協中央会内） ※信用事業に関する事象に限ります。
住
所
〒９５１−８１１６ 新潟市中央区東中通一番町１８９番地３
電話番号
０２５−２２４−３１００
ＦＡＸ ０２５−２２９−９１５０
受付時間
月曜日〜金曜日（祝日を除く）９時〜１７時

お盆花、夏野菜などご用意してお待ちしております。

お盆市

ふれあい市五十公野店

12 ㈮・13 ㈯

8/

AM 6:00〜なくなり次第終了

※14㈰はお休みさせていただきます。

︿有料広告﹀
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大矢

洋

ないかまたは疑いと診断され
た場合は︑センチネルリンパ
節生検を行い︑センチネルリ
ンパ節への転移の有無を調べ
ます︒がんが最初に転移する
近傍のリンパ節をセンチネル
リンパ節といいます︒転移が
あれば腋窩リンパ節をとり︑
転移がなければ腋窩リンパ節
をとることを省略します︒
乳房温存術でがんを切除し
た後に︑温存した乳房内でが
んの再発を防ぐために︑通
常︑手術後に放射線療法を行
います︒このように乳房温存
術と放射線療法をあわせて行
う方法を乳房温存療法といい
ます︒
薬物療法には︑化学療法
︵抗がん剤療法︶︑内分泌療
法︵ホルモン療法︶︑分子標
的療法などがあります︒分子
標的療法は︑がん細胞に特有
の性質をみつけ︑そこを狙い
撃ちする治療法です︒乳癌は
現在ホルモン療法が有効か無
効か︑分子標的療法が有効か
無効かで４つのタイプに分け
ることができます︒タイプ別
に有効と考えられる薬物がわ
かりますので︑手術前あるい
は手術後に適切な薬物療法を
組み合わせることにより︑さ
らに成果も向上しておりま
す︒

Ｆ商法と呼ばれています︒こ
れまで販売会は短期間だけ開
催される場合がほとんどでし
たが︑最近は数カ月以上の長
期にわたり開催され︑消費者
が高額な契約を重ねてしまう
事例が目立つようになりまし
た︒
孤独を感じやすい高齢者な
どが︑会場に足を運ぶたびに
優しくしてくれる担当者を信
頼し︑結果として老後の資金
を失うほどの契約を次々にし
てしまうのが特徴です︒周囲
や本人がその状況に気付いて
も︑業者は消費者の信頼感を
巧みに利用しているため︑解
決は簡単ではありません︒
トラブルに遭わないために
は︑本人が安易に販売会に近
づかないことが大切ですが︑
家族など周りの人の日頃から
の温かい見守りも重要です︒
本人の判断能力に問題がある
場合には︑成年後見制度の利
用を検討しましょう︒

高齢者を狙う次々販売にご注意！
高齢者がＳＦ商法︵催眠商
法︶で次々に商品を購入し︑
老後の資金を失うというトラ
ブルが起きています︒
︻事例︼﹁お米１㎏１００
円﹂というチラシを見て会場
に出掛けたら︑同世代の人が
大勢集まっていた︒入り口の
ドアが閉められると︑廉売品
の購入者を決めるじゃんけん
大会が行われ︑続いて健康に
関する漫才のような話で盛り
上がった︒終了後︑担当者か
ら﹁また来てください﹂と次
回の粗品引換券を笑顔で渡さ
れた︒販売会が楽しく︑粗品
も欲しかったのでたびたび
通っていたら︑ある日担当者
からカーテンで仕切った小部
屋に呼ばれた︒高級羽毛布団
を勧められ︑契約したらこれ
まで以上に優しく接してくれ
るようになった︒その後︑高
級じゅうたん︑掛け軸︑着物
などを︑勧められるまま次々
に契約した︒気付いたら貯蓄
を取り崩し︑半年で５００万
円以上使っていた︒今後の生
活ができないので︑返金して
ほしい︒︵ 代・女性︶
閉め切った会場に集めた人
に︑ただ同然で日用品などを
配って雰囲気を盛り上げ︑催
眠状態となったところで高額
な商品を販売する方法は︑Ｓ
80

乳がんの治療について

新潟医療センター
外科部長

乳がんの治療法には︑手術
療法︑放射線療法︑薬物療法
などがあります︒乳がんは小
さくてもいろいろな臓器に転
移しやすい性質であるため︑
全身の病気と考えることがで
きます︒つまり︑手術や放射
線療法などの局所療法だけで
なく︑薬物療法などの全身療
法を組み合わせた治療を行う
のが一般的です︒
手術療法には︑がんの部分
を中心に︑乳房を部分的に切
除して乳房をできるだけ残す
方法︵乳房温存術︶と大胸筋
などは残して乳房を全切除す
る方法︵胸筋温存乳房切除
術︶があります︒また︑腫瘍
が３㎝以上など大きいため︑
そのままでは温存術ができな
い場合には︑術前に薬物療法
を行い︑腫瘍を縮小してから
乳房温存術を行うという方法
もあります︒
手術前にわきの下︵腋窩リ
ンパ節︶に転移があると診断
された場合は︑腋窩リンパ節
も手術でとります︒一方︑手
術前に腋窩リンパ節に転移が
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︿有料広告﹀
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国民年金保険料免除制度について
一方︑保険料を未納のまま
にしておくと︑受給資格期間
に含まれないため︑将来の年
金︵老齢年金︶や︑障害や死
亡といった不測の事態が生じ
たときに﹁障害年金﹂や﹁遺
族年金﹂を受け取ることがで
きない場合があります︒
また︑免除が承認された期
間は︑全額納付した場合と比
べ保険料負担が軽減されてい
るため︑次のとおり受け取る
老齢基礎年金額が少なくなり
ます︒
４分の１免除期間
８分の７
…………………
４分の３
半額免除期間 ……
４分の３免除期間
８分の５
…………………
２分の１
全額免除期間 ……
︵猶予が承認された期間は︑
老齢基礎年金額には計算され
ません︒また︑一部免除が承
認されていても︑減額された
保険料を納付しないと未納期
間になりますので必ず納付し
てください︒︶
一方︑保険料の未納期間に
ついては︑将来受け取る老齢
基礎年金額に反映されません︒
保険料の納付が困難な場合
は︑未納のままにせず︑お近
くの年金事務所国民年金課ま
たは︑市区役所・町村役場に
ご相談ください︒
30

50

耕耘機ハンドルの跳ね上がり対策⑴

耕耘けん制装置﹂が備えられ
ています︒
バックしようとするときに︑
ロータリーのクラッチが入っ
ていると変速ギアがバックに
入らないようになっています︒
ロータリーを停止位置にすれ
ばバックに入って後退発進が
可能になり︑発進時に転んで
しまい巻き込まれても作業機
によるダメージは小さくでき
ます︒
ハンドル回動式の場合には︑
ハンドルを水平方向に 度ま
たは１８０度回転させれば︑
けん制装置が解除され作業す
ることも可能です︒さらに︑
ロータリーカバーが装備され
ています︒これは土の飛散を
抑えるだけでなく︑足先がカ
バーに触れると危険ですよ︑
という意味も含まれています︒
どちらも事故の可能性を小
さくするための装備です︒点
検や整備に不都合だから取り
外してしまおう︑なんて考え
てはいけません︒

︿有料広告﹀

13 きたえちご 2016年8月号

28

28

農作業
事故

ストップ！
最近では乗用型の機械作業
が大半になっています︒しか
し︑乗用機械では作業効率が
低い中山間の狭小圃場︵ほ
じょう︶やハウス内︑１行ほ
どの短い野菜作などでは︑歩
行型機械が使われており︑さ
まざまな事故も発生していま
す︒
耕耘︵こううん︶機や管理
機のように車軸が一つの機械
では︑主クラッチのつなぎ方
によっては前進発進時にはハ
ンドルが下がります︒逆に後
退発進するときにはハンドル
が跳ね上がります︒不用意な
クラッチの接続を行うと︑後
退発進時に巻き込まれたり︑
挟まれたりします︒今回は巻
き込まれ︵２０１４年は６件
発生︶事故防止のための安全
装備と事故防止対策を考えま
しょう︒
後進時のロータリー停止装
置について︒エンジン回転が
高いまま後退発進しようとす
るとハンドルが跳ね上がり︑
体が不安定となり地面の状態
によっては作業者が転び︑機
械の下敷きになることがあり
ます︒そのときにロータリー
が回転していると転んだ上に
機械が進んできて︑足や腹部
をロータリーに巻き込まれる
ことがあります︒そのような
事故を防ぐために︑﹁バック

90

国民年金に加入しています
が︑収入が少なくて保険料を
納付できません︒保険料を免
除される制度があると聞きま
したが︑免除と未納では何が
違うのですか︒
国民年金保険料は︑毎月納
付していただくことが原則で
す︒しかし︑さまざまな経済
的理由により保険料を納付す
ることが困難な場合には︑本
人からの申請により保険料の
納付が﹁免除﹂または﹁猶
予﹂される制度があります︒
﹁免除﹂とは︑納付義務の
ある本人・配偶者・世帯主の
前年所得が一定額以下の場合
や失業等の理由がある場合に︑
保険料の全額または一部の納
付が免除される制度のことで
す︒
﹁猶予﹂とは︑本人及び配
偶者の前年所得が一定額以下
の場合等に保険料の納付が猶
予される制度のことです︒平
成 年６月までは 歳未満の
方に限られていましたが︑平
成 年 ７ 月 か ら は 対 象が 歳
未満の方まで拡大されました︒
免除や猶予が承認された期
間︵一部免除の場合︑減額さ
れた保険料を納付した期間︶
については︑年金を受給する
ために必要な期間︵受給資格
期間といいます︶に含まれま
す︒

きたえちご インフォメーション

Readers' Voice

読者の声

私の家から川向こうの花火が見えま
す。誰にもジャマされずに私の特等席
で花火見物です。
（新発田市 Ｈ・Ｉ）

体が悪くて外にも出られません。し
ばた祭の花火も浜の方へ行き、陽だま
り苑の花火も無くなりました。50年位
前、子供が長岡の学校に行っていたの
で、一遍見物に行って来ました。遠い
昔の話です。クロスワード大好きで
す。
（新発田市 Ｓ・Ｓ）

毎回楽しく拝読させて頂いていま
す。花火といえばやっぱり長岡の花火
大会ですね。フェニックスを観て感激
しました。平原綾香のジュピターの曲
を聴くとフェニックスを思い出しま
す。
（新発田市 Ｏ・Ｃ）

７月１日㈮、私の町はお祭りでし
た。息子夫婦をよび、みんなでその夜
はごちそうを食べました。そして夜
に、孫と花火をしました。孫は初めて
の花火でとても楽しかったそうです。
（新発田市 Ｏ・Ｋ）
打ち上げ花火が好きです。長岡花火
最高です!!
（新発田市Ｓ・Ｍ）
一昨年「日本一大曲の花火競技大
会」へ行って来ました。夜空をいろど
る美の競演、ただただ圧巻の光景でし
た。幼少時の線香花火もまたなつかし
く思いだしました。花火師達の労に感
謝致します。次回はどこの花火大会に
行こうかなあ。
（新発田市Ｋ・Ｔ）
だいぶ前になりますが、新発田祭り
の花火がカルチャーセンターの広場で
上げた事がありました。家の庭先でゴ
ザを敷いて見た事がありました。近年
は花火の音も少なくなりましたネ。
（新発田市 Ｍ・Ｓ）

環境の変化か、人が自然を変えている
のかホタルがいません。いなくなりました。
心のいやしが欲しい季節となりました。
（新発田市 Ｕ・Ｍ）
夏バテ防止の為に自家栽培野菜、ナ
ス、トマト、キュウリ、キャベツ、大根、枝
豆、バレイショ、等沢山食べております。
（新発田市 Ｏ・Ｓ）
私もバイクの事故でJA共済にやっか
いになっています。なんとか元気にな
り広報誌を読んでいます。パズルが好
きで頭の体操にいいです。又来月も宜
しくお願いします。
（新発田市 Ｓ・Ｋ）
足腰が弱くなって来たので、40〜
50分歩いていますが道路沿いの田んぼ
や畑の様子が晴れた日や雨の日そして
雨上がりでいねや夏野菜の表情がさま
ざまな様子に変わります。特に雨上が
りの時は夏野菜が元気で私も野菜から
元気をもらっています。
（新発田市 Ａ・Ｔ）

9月号のテーマ
「 十五夜 」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

1
2
3
4
5
7
9
11
12
13
15
16
17

軒先でチリンと涼しげな音を立てます
小倉あんの材料になる豆
暑い日にはたくさんかきます
イワシやウナギなどの稚魚。──干し
錠前の穴に差し込みます
──制と比例代表制で行われる参院選
──をかけて作物を育てる
セーラー服に付いているものは大きめ
小さな金属球をはじく大人向け遊戯
トート、ボストン、ハンドといえば
天気予報では午前0時から午前3時ごろのこと
針穴に通す物
アマではありません

＜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

神林

葵さんの作品

〈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。

サービス精神を発揮すると︑
運が巡って
くる期間︒
周囲との和を第一に考えて︒
ひ
らめきアップには音楽鑑賞を

ウナジユウ

ヨ
コ
の
カ
ギ

一抹の──がよぎった
曲芸の上手な海獣
鳴門海峡には大きなものができます
小川の──が聞こえる森
支点、──、作用点
釣りでは「こませ」ともいいます
家に真っすぐ帰らずに……
お茶やたばこをのんで一休み
剣道で頭に着ける防具
ヘビが巻くもの
富士五湖で2番目に小さな湖

温めていた プランを 実 行に移 すのにベ
スト︒
積極的にアクションを起こして︒
自
己アピールも成功する可能性大

タ
テ
の
カ
ギ

1
3
6
7
8
10
14
16
18
19
20

趣味など︑
好きなことに時間を使いたい
月です︒
プライベートの充実が好運の呼
び水に︒
ガーデニングもグッド

夏祭り、大花火もいいけれど、線香花火

最 近 で は 、聖 籠の 花 火 を 毎 年 見に
行っています。子供の頃は新発田の花火
を見に行っていました。花火の音が怖
かったです。結婚してからは義母達と見
たりはしましたが今は良い思い出です。
（聖籠町 Ｉ・Ｎ）

思い切って︑
やりたいことにトライすれ
ば新たな発見があるはず︒
話題のジャン
ルやアイテムに注目するのも吉

ドドンと朝方に鳴る一発の花火。う
ん？何だろう。どこかに楽しい事があ
るんだろう。祭りを盛り上げ、一瞬の
輝きを見終わった余韻。夏も終わりの
さみしさも感じた新発田祭りでした。
今もあると聞いているけど、夜は外に
出る元気もなく、小説の花火でも読も
うと思ってます。
（新発田市 Ｓ・Ｋ）

花火 と言えば長岡の大花火大会
と答える方が多いと思われますが、日
本一の片貝の四尺玉の大花火が最高で
す。
（新発田市 Ｓ・Ｍ）

最近の花火は静かと思ったら「耳が
悪い」と、孫に指摘され…。
（新発田市 Ａ・Ｅ）

思い込みで行動してミスしがち︒
確認 作
業を忘れずに︒
また ︑
安 請け合いはトラ
ブルのもと︒
シビアに現状認識を

夏が近づくとスーパーなどでも売ら
れている手持ちの花火が欲しくなりま
す。特別な宝物を持っているようで、
大好きなんです。
（新発田市 Ｈ・Ｍ）

新発田の花火の事ですが、どこか町
の広場か、岡田の加治川あたりでする
所はないものでしょうか。皆が見られ
んようでわね。
（新発田市 Ｉ・Ｈ）

と枝豆、ビールで夏を乗りこえたいです。
（新発田市 Ａ・Ｍ）

楽 しいことに 幸 運 が ︒旅 行 や 飲み 会 な
ど︑
レ ジャーに 誘 わ れ たら 気 軽 に O K
し︑
出掛けてみて︒
創作活動も◎

今月のテーマ
花 火

昔ほど花火もあげなくなり、あがる
花火も小さくなったような気がして残
念です。
（新発田市 Ｍ・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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人 との 交 流 から 得 るもの が 大 きい 気
配 ︒初 対 面 の 相 手 にもフランクに 話 し
掛けて︒グループレジャーもラッキー

2016.

8月

で
スパニッシュオムレツ

1食あたり

267kcal

約

ジャガイモなどの野菜がたっぷり入った、みんなが
神 経 質 になりやすい傾 向 あり ︒深 刻 に
考えず︑肩の力を抜いて楽に構えましょ
う︒鏡の前で笑顔を作ると開運に

大好きなふわふわオムレツです。小さめのフライパン
を使うと、厚みが出てふっくらと焼けます。ひっくり返
すときは大皿をふたのようにし、一度取り出すと上手
に返せます。

作り方

普 段 以 上 に 行 動 力 が 高 まりそう ︒やり
たいこと があれ ば ︑大 胆 に 行 動 に 移 し
てみて︒海外に関する事柄にもつき

（1）ジャガイモは薄切り。ニンニクは縦２等分。タマネギ・
ピーマン・イタリアンパセリは2cmくらい、ミニトマト
は４等分する。
（2）フライパンにEVオリーブ油小さじ2とニンニクを入れ、
弱火でニンニクの香りが出たら取り出す。ジャガイモとタ
材 料（ 3 人 分〈 1 8 c mのフライパン〉）
マネギを炒め合わせ、水大さじ3（分量外）・塩少々・こ
しょうを加え、ふたをして3〜5分、ジャガイモが軟らか
卵……………………4 個 イタリアンパセリ……2 本
くなるまで蒸し煮にする。
ジャガイモ…………2 個 ニンニク………………1 片 （3）ボウルに卵を溶き、残りの塩・こしょうで味付け、
（2）と他の野菜を加える。
タマネギ…………1/2 個 EV オリーブ油 …大さじ 2
（4）小さめのフライパンに残りのEVオリーブ油を熱し（3）
ピーマン……………1 個 塩 ……………小さじ 1/2
を入れて大きくかき混ぜる。半熟になったらふたをして弱
ミニトマト…………4 個 こしょう………………適量
火で6〜8分、ひっくり返して2〜3分焼く。

物事を悪い方に受け止めてしまう暗示︒
意識的にプラス思考を︒
リフレッシュに
は自然の中で過ごすのがベスト

1食あたり

105kcal

アジの塩焼きポン酢浸し

約

焼きたてはもちろん、冷ましてポン酢が染み込んでか
らもおいしい焼き魚料理です。うろこや内臓の処理が難
しければ、お魚屋さんにお願いしましょう。振り塩をして

何かと迷いやすく︑優柔不断になってし
まうかも︒
一人で悩まず︑身 近な人に助
言を求めて︒深呼吸も効果的

から休ませると、さらにおいしくなります。目が白くな
り、切れ込みが開いてきたら焼けてきたサイン。魚の頭が
左側を向くように盛り付けましょう。

作 り 方（ 2 人 分 ）

周りに対する不平不満や愚痴ばかり口
にしやすく︑運気ダウンを招く恐れ︒小
さなことにも感謝の心を大切に

（1）アジは尾から頭に向かって包丁の背でうろこを取り、ゼ
イゴを尾の側からそぎ取る。えらも包丁の先で取る。盛り
付け時に裏側となる腹を4cmほど切り、はらわたを取り
出してよく洗い、水気を拭き取る。火が通りやすいよう
に、身の厚い部分に切れ込みを入れる。
（2）アジの全体に振り塩をし、冷蔵庫で15〜30分ほど置
き、出てきた水分を拭き取り、化粧塩少々を振る。尾とひ
れにはたっぷりと塩をまぶす。
（3）ショウガ・ミョウガ・大葉は千切りにする。
（4）グリルで裏側となる面を中火で６〜７分、ひっくり返し
て表側になる面を３〜４分焼く。
（5）皿に焼いたアジを入れ、ポン酢と（3）をたっぷり掛ける。
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材 料（ 2 人 分 ）
アジ………………………２尾
ショウガ…………………少々
ミョウガ…………………１本
大葉………………………４枚
ポン酢……………………適量
塩…………………………適量
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ギャラリー蕗谷虹児 2016.８
①

①『さゝやき』

②

「少女の友」口絵 昭和11年1月号

②『金瞳の猫』
「便箋」表紙

昭和10年代

③『此の年に幸あれ（部分）』
「令女界」表紙

昭和3年1月号

「文藝春秋」本年３月号
「もう一人の家族」
写真 立木義浩

③

山田邦子さん
1960年生まれ。東京都出身、
お 笑 いタレント、女 優、司 会
者、小説執筆など多方面で活
躍し、現在はピンクリボン運動
に積極的に関わる。

管理部総務課
新潟県新発田市

「 黒 猫 を抱いた女の 子」の 絵 が 見 たいと
仰って来館された山田邦子さんには、
『さゝや
き』の絵葉書を見て頂きました。80年前の原
画は見付かっていないのです。
①『さゝやき』
金瞳の黒猫を抱いた晴れ着姿の女の子、青
磁の壺に黄水仙の花、額絵には雪景色の水
車小屋、戦前、昭和11年のお正月です。
②『金瞳の猫』
便箋の表紙絵には、金瞳の白い仔猫を。
③『此の年に幸あれ』
昭和3年、巴里から｢令女界｣に表紙絵を投稿
して1年間連載を続けました。異国の金瞳の
黒猫がポーズを決めています。

編集後記
7月の中旬ごろ、新潟市で開催され
た日本農業新聞特別通信員研修に参
加しました。関東甲信越の担当者が集
まる研修で、県外JAの担当者と話すこ
とは、
お互い刺激になり、
よい情報交換
ができました！
私自身千葉県と群馬県の担当者と良
く話していたのですが、千葉県某JAで
は日曜日の午後7時からやっている人
気番組に生産者の方が出演したり、群
馬 県 某 J A で は 、自 分 た ち で 独 自 の
TVCMを制作していたりと動画をうま
く広報に活用しているな〜と感じまし
た。
うちも動画撮影、
してみたいのです
が・・・出てもいいよ！という方がおりま
したら是非総務課広報担当までご連絡
をお願いいたします！（M）

｢文藝春秋｣3月号のグラビア『もう一人の家
族』に黒猫を抱いて登場した山田邦子さん。
虹児ノ絵ト同ジ構図ダ、と誰かが――？
｢早朝、ほろ酔い気分で帰って来ると、ガリガ
リに痩 せ た猫 が 啼きながら追いかけて来る
の。雨上がり、寒空、野良猫、私こういう状況
に弱いのよね。(笑)よく見ると、めっちゃハンサ
ムで人懐っこくて。「おいで、おいで」と呼ぶと
入って来ちゃったので、
『おいで』。
☆
立木義浩氏の写真が素晴らしいです。黒猫
のハンサム『おいで』君、そして眼光炯々たる
邦子さんにも思わず見入ってしまいました。
（蕗谷虹児記念館名誉館長

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
■ 6月定例理事会 開催日時 平成28年6月24日
協議事項

報告事項

（１）不良債権の処理方針（案）について

（１）不良債権の処理状況について

（２）平成２７年度業務報告書について

（２）平成２７年度ＪＡ財務モニタリングについて

（３）平成２７年度ディスクロージャー誌について

（３）平成２７年度自己資本比率の状況について

（４）役員賠償責任保険の加入と役員の保険料一部負担について

（４）平成２８年５月末事業実績について

（５）平成２７年度決算監事監査及び子会社監査役監査の回答について

（５）第１５回ＪＡ北越後ゴルフ大会の開催について

（６）子会社の役員体制について

（６）交通安全宣言への署名について
（７）平成２８年度職員夏季賞与の支給について
（８）平成２８年産米出荷契約のとりまとめ状況について
（９）平成２６年産米の最終精算について
（10）平成２８年度農政広報資金の拠出について
（11）子会社の５月末事業実績について

■ 臨時理事会 開催日時 平成28年6月26日
協議事項
（１）金融共済担当理事、営農販売担当理事の選任について
（２）理事の代理順位について
（３）各理事の報酬額、支給時期および支給方法の決定について

