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伝統のエゴマ油、健康志向から注目！！

常勤役員メッセージ
≪家庭菜園≫ ソラマメ、適期まきとアブラムシ防除がポイント

今月の

長 を︵ 天 ︶︑広 報 担 当 は︵ M ︶で 表 記 し
ます︶

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

丹精込めて絞られる黄金色

60

草が出ないようしっかりと機械を入れます

ひわ

後は収穫期に鳥の鶸に見つ
からないこと！あれに見つ
かると食べられてしまうの
で適期収穫することだね﹂
︵M︶﹁無農薬︑有機栽培です
か！お話のなかで草︑虫︑
とありましたが︑栽培での
工夫とかあれば教えてくだ
さい﹂
︵水︶﹁土づくりはテーラーで整
えるけど刃がすり減るまで
4〜5回醸すね︒肥料は化
学肥料を使用できないので
米のボカシやエゴマの絞り
粕を使うよ︒追肥も同じく
だね︒しっかりとした木に
するのと丈が伸びないとダ
メ！無農薬だから虫はある
程度仕方ないけど︑草には
神経を使うよ﹂

伝 統 のエゴマ 油 ︑健 康 志 向 か ら 注 目
︵M︶﹁水戸部さん︑初めまし
て︒ずいぶん背丈の大きい
ものが圃場に沢山あります
が︑これがエゴマです
か？﹂
︵水︶﹁はい︑よろしくお願いし
ます︒そうです︑これがす
べてエゴマですね︒本当は
白い花がきれいになるから
と天井澤さんに伝えたんだ
けど︑少し早かったかな
︵笑︶﹂
︵天︶﹁いえいえ︑私も圃場を見
たかったので良かったで
す︒花はどんな感じで咲く
のですか？﹂
︵水︶﹁真っ白で可愛い花が咲き
誇りますよ！期間は短いけ
どね﹂

︵M︶﹁これだけ広い圃場にある
エゴマが一斉に花を咲かせ
たら綺麗になりますね！ち
なみにここの圃場でどれだ
け栽培されているのです
か？﹂
︵水︶﹁ここだけで aかな︑ま
だほかのところにもう少し
あります﹂
︵天︶﹁エゴマ栽培で難しいとこ
ろはどんなところです
か？﹂
︵水︶﹁そうだね︑エゴマの栽培
自体は特別難しくないんだ
けど︑新潟県の取り決めで
無農薬︑有機栽培じゃない
と出荷できないことかな︒
エゴマは草と虫との闘い！
これがエゴマの花です！時期になると真っ白
に咲き誇ります！

！
！

機械の刃が擦り減ってしまうほど念入りに

水戸部 憲男さん
聖籠町

今 月 号 の き ら り は ︑聖 籠 町 で
エ ゴマ を 栽 培 す る 水 戸 部 憲 男 さ
ん を ご 紹 介 し ま す ︒生 産 者 と 直
売 所 の 天 井 澤 店 長 ︑そ し て 広 報
担 当︵ M ︶の 3 人 か ら イ ン タ
ビュー 形 式でお 送 りいたしま
す！

直売所編

︵ 以 下 水 戸 部 さ ん を︵ 水 ︶︑天 井 澤 店
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エゴマの実入りは決まって

（平成28年8月末現在）
17,519人

組合員数
うち正組合員

8,963人

うち准組合員

8,556人

出資金

32億966万円

貯金

898億7,487万円

貸出金

305億8,068万円

長期共済保有高

4,661億3,556万円

販売品販売高

12億3,725万円 ※

購買品供給高

15億8,585万円 ※

黄金色の綺麗な油です！

︵天︶﹁エゴマの葉もいろいろと活
用できますよね！﹂
︵水︶﹁そうそう︑シソ科の植物だ
から香りもあるし︑本格的な
キムチ作りにはエゴマの葉が
必需品みたいだよ﹂
︵天︶﹁エゴマの葉も出荷いただけ
れば・・・また︑エゴマ以外
にも出荷できるものがありま
すか？﹂
︵水︶﹁エゴマの葉は考えておきま
す︵笑︶これからは秋ブロッ
コリーと小型白菜のタイニー
シュシュが出ますね！﹂
︵M︶﹁そちらも是非よろしくお願
いいたします！最後に新エゴ
マ油の出荷予定と意気込みを
お願いします！﹂
︵水︶﹁新エゴマ油は 月末ごろに
なりそうです︒意気込みとし
ては︑エゴマの生産者が私を
含め2人います︒エゴマの良
さをPRして栽培する仲間が
増えるよう頑張りたいです
ね﹂
︵M︶﹁有難うございました！エゴ
マ油楽しみにしています！﹂

※平成28年４月からの実績です。

4つだそうです

︵天︶﹁エゴマ油を作るまではどの
ような作業をするのです
か？﹂
︵水︶﹁収穫したら乾燥させて︑水
洗いしてまた乾燥︑それから
搾油の流れです︒ただ水洗い
に6回も7回もかかるし︑乾
燥させるのも大変で手間がか
かるよ︒生絞りに拘っている
ので仕方ないけどね﹂
︵M︶﹁ちなみにこの圃場からはど
のくらいのエゴマ油が採れる
のですか？﹂
︵水︶﹁それは企業秘密でお願いし
ます︵笑︶﹂

■JAデータ

す
ていきま
な木にし
夫
丈
調整して
間隔を
株ごとの
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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/

！
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！
根菜類の煮物

さといも、にんじん、ごぼう、
仙台麩しいたけ、こんにゃく
などを適当な大きさに切り、
水にだし、酒、みりんを入れ
てさといも以外を火にかけま
す。アクを取りながら煮て、
さといもを入れていもがやわ
らかくなったらしょう油で味
付けします。

いちじくのさっと煮
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私は皮をむいた 方が 好 きで
ちょっとの水でレモン汁を振
り入れて煮ます。あとは冷ま
してお召し上がりください。
好みで砂糖を入れてみてくだ
さい。

しょうがご飯

生 姜が 出てくると作りたくなりま
す。米をとぎ、30分おいてから普通
より少な目の水に、酒、塩、和風だ
しを入れしょうゆを入れて好みの
味 付けにして生姜、にんじんの薄
揚げを千 切りにし、米の上にのせ
て少し醤油で味付けする。

topic
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北越後農協畜産部会が販売額10億円を達成

北越後農協畜産部会が新発田市内で販売額10億円達成記念式典を開催し、畜産業務に携わる農家、家族と関係機関等
53人が出席しました。畜産農家戸数が減少するなか、販売金額が4年ぶりに10億円台に復帰する実績となりました。
27年度では、畜産農家（部会員数）が53戸で、内訳として生乳販売額が52,500万円、肉牛・素牛が販売額35,800
万円、肉豚販売額が11,800万円の実績となりました。同部会では、品質向上に力を入れてきたことが結果に結びつき
ました。
生乳では、品質のバロメーターとなる体細胞数が、新潟県平均で278（千／ml）ですが、北越後では180（千／ml）
と低く、県内でもトップクラスの乳質と安全を誇っています。
また、和牛去勢では上物等級の4・5等級が大部分を占めてきて
います。中でも5等級の割合か23年度から右肩上がりで、村上
牛に匹敵する成績となっており、生産者の技術の向上が見られ
ます。肉豚に関しては、上物率がJA北越後では約50％、新潟県
では約45％で5ポイント高く推移しており、品質の高さを示し
ました。
同部会の相馬政春部会長は「10億円達成までに様々なことが
ありましたが、生産者及び関係機関の皆様のお力のもとここま
で来ることができました。大切にしてきた家畜の為にも、皆さ
んの英知を結集し、これからも地域全体の畜産を活性化させる
ため頑張っていこう」と呼びかけました。
10億円を機にさらなる活性化を呼びかける相馬政春部会長
topic
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リニューアルした山車が夜を彩る
城下町新発田まつり民謡流し

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人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共演し、城下町新発田の
晩夏の夜を盛り上げました。当JAでは、祭りで使
用する山車のリニューアルを実行しました。マス
コットキャラクターの「アスパラくん」を側面の
パネルに描き、LEDライトで光を灯した山車は、
夜の街を明るく彩りました。祭りは、JAのほか市
内の企業団体も多数参加し、沿道には多くの観客
が訪れました。
昨年に引き続き着ぐるみの「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。
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。

topic
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くまモンうちわで被災地を応援
JA北越後女性部

ＪＡ北越後女性部は、「家の光」８月号の手芸教室記事を活
用した熊本県震災復興支援運動 くまモンうちわセット の取り
組みに賛同し、女性部の支援運動として部員や役職員へ呼びか
けを行いました。このセットの販売代金の一部は支援金として
被災地へ寄付されます。
女性部では、役員がみんなで和気あいあいとうちわ作りに挑
戦。３色の和紙をちぎりながら表情豊かなくまモンうちわが完
成し、「手作りは愛着が湧くね」と大満足の出来となりまし
た。また、新発田支店では、多くの職員がこの支援運動に賛同
し、このうちわを活用した夏のエコ運動にも取り組みました。
かわいい くまモンうちわ を手に部員は「このうちわを大切に
使って、助け合う気持ちを忘れずにいこう」と話しました。

くまモンうちわを女性部役員で制作！

リニューアルした山車と参加者

新発田支店も賛同して夏のエコ運動に取り組み！
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地域の話題をお届けしています
topic
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播種と定植時期の統一を
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JA北越後オータムポエム部会栽培指導会開催

米検査がスタート、
高品質・収量増に期待
JA北越後28年産米初検査

JA北越後オータムポエム部会は、28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34人
が出席し、栽培管理と播種及び定植時期の統一について話し
合われました。同部会では、28年度の部会員が81人、栽培
面積を3.7ha、出荷量を30t、販売金額2,400万円を目標に
掲げます。
28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。また、27年度出荷反省会
で課題に挙がった播種と定植の時期を統一することを確認し
ました。27年度は、天候(温暖化)の影響もあって収穫時期が
前進化し、結果として旬の時期に出荷量の確保が難しい状況
でした。28年度は、部会として播種と定植時期を統一し、旬
の時期に一番良いものを出荷できる体制を構築します。同部
会の阿部孝一部会長は「出荷時期のばらつきについて、28年
度は播種と定植時期の統一を図り、旬の時期に一番美味しい
オータムポエムを部会として出荷していこう」と呼びかけま
した。

平成28年産米初検査が当JA豊浦支店中央倉庫にて
行われました。当日は、約7,000袋を対象に品種は
こしいぶき、ひとめぼれ、あきたこまち、ゆきん子
舞、五百万石、わたぼうしが検査され、いずれも１
等米をつける好スタートを切りました。
検査を担当した片野正治係長は「昨年は台風の被
害等ありましたが今年は順調に収穫作業が進んでい
ます。このままコシヒカリの時期まで安定した天候
で推移すれば、品質、収量ともに期待できそうで
す」と所感を述べました。
例年より若干早めの生育となった28年産は、9月
19日から集荷のピークを迎えます。コシヒカリをは
じめこしいぶきやゆきん子舞、ひとめぼれ等のうる
ち米と酒米の五百万石、もち米のこがねもちやわた
ぼうしが検査されます。検査は10月20日ごろまで続
く見込みです。

栽培暦を確認する生産者

28年産米を入念に検査する検査員
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イトーヨーカ堂が砂里芋の産地訪問
砂里芋のブランド付け本格化へ

砂地で生産されるブランド里芋である「砂里芋」の産地訪問で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5人で「砂里芋」畑を視察し、実際に掘り起こした「砂里芋」の品質を確
認しました。
産地訪問では、北越後農協里芋部会の伊藤幸成部会長の圃場を視察しました。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。当JAの園芸振興課の高橋光男課長は「27年産は
徹底して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向上させることができまし
た。28年産も昨年の成功を引き継ぎ良い出来になっていま
す」と説明。株式会社イトーヨーカ堂の青果部シニアマー
チャンダイザーの碓井雅人さんは「砂里芋は様々な媒体に
露出し始め、ブランド付けるのに絶好の時期を迎えていま
す。この素晴らしい里芋を多くのお客様に知ってもらいた
い」と期待を込めました。また、同社チーフマーチャンダ
イザーの中村純さんは「砂里芋を年末に向け販売戦略を構
築し、多くの店舗で展開していきたい」と意気込みます。
同部会では、28年度の生産者16人、総作付面積14haで
27年度を上回る出荷量、販売金額を目指します。
砂里芋畑で掘り起こした芋を確認する関係者
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作ってみよう！

家 庭 菜園
今月の野菜

ソラマメ

ソラマメ、適期まきと
アブラムシ防除がポイント

世界最古の農作物の一つ、原産地は北アフリカからカス
ピ海沿岸といわれますが、諸説あります。
若いさやが空に向かって実るので「空豆」、豆の形が蚕
が作る繭に似ているところから「蚕豆」とも呼ばれていま
す。
近頃は年末から出回り始めますが、本来は初夏を代表す
る味覚品です。
タンパク質、糖質、ビタ
ミン類やミネラルが多く含まれ栄養豊かですが、収穫後の糖含量の減少は極め
て早く、食味が落ちやすいので、適期を見届けて収穫し、できるだけ早く食べ
たい作物。育て方もやさしいので、家庭菜園にはぜひ取り入れたい作物です。
育て方のポイントは適期まきを守り、アブラムシの防除対策を怠らないこと
です。
種のまきどきは10月中〜下旬（関東南部以西の平たん地では10月20日前
後）ですが、寒冷地では早くまき過ぎると冬までに大きく育ち過ぎ、寒害を受
けやすくなるので、それよりもやや遅まきに、温暖地ではやや早まきにするこ
とが大切です。
品種は大粒で食味が良く、3粒入り率の高い品種（「仁徳一寸」「三連」
「打越一寸」など）を選びます。
ソラマメの種子は作物の中では一番大きく、発芽には水分と酸素を多く必要
とします。よく発芽させるには深くまき過ぎないこと。お歯黒（図参照）を斜
め下方に向けて土に差し込むようにし、芽が地上に出やすくすることが大切で
す。
近年アブラムシからの感染によるウイルス病の被害が大変多く見られるよう
になっているので、種まき後畝全面を黒色ポリフィルムでマルチングし、飛来
を回避するよう努めましょう。生育初期や春になって茎葉が旺盛に繁茂する頃、
アブラムシが大発生しやすいので、早めに薬剤散布します。
ソラマメの実の付き具合をよく見ると、下方から数えて5〜8節でよく実止
まりし、その上方の物は実止まりしないのが一般的なので、上方の茎葉は不要
ですから、実太りを見届けてから刈り取ってしまうと、アブラムシの発生を抑
えることができます。刈り取ることにより茎葉倒伏を防ぐこともできるので、
一挙両得です。
収穫の適期は、さやの中の実が大きく膨らみ、実を見るとお歯黒が色づいて
いる状態のときです。
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本年６月 日の通常総代会後︑経
営管理委員会から理事に選任いた
だき︑理事会で営農販売担当常務理
事に就任した島津茂夫でございま
す︒時代の変化とともにＪＡは大き
な変革の時期を迎えており︑ＪＡを
取り巻く環境は一層厳しさを増し
て い る 状 況 で す が︑地 域 農 業 の 維
持・発 展 の た め に 誠 心 誠 意 努 め さ
せていただく所存です︒
さて︑政府は農業・農村の所得を
今後 年後に倍増することを目指
し︑農政改革の一環としてＪＡ改革
を推し進めており︑当ＪＡでも自己
改革の基本目標として﹁農業者の所
得増大﹂︑
﹁農業生産の拡大﹂︑
﹁地域
の活性化﹂三本の柱を中心に取組み
を進めております︒
特に︑最大の課題であります﹁農
業者の所得増大﹂については︑４月
の改正農協法上で明記されました︒
少しでも所得向上に繋がるよう︑
年 産 米 の 積 極 的 な 仮 渡 金 設 定︑ま
た︑本年は特別栽培米コシヒカリに
限定させていだだきましたが︑分析
機器を活用し基準に適合した米を
食 味 品 質 適 合 米︵仮 称 プ レ ミ ア ム
米︶として︑より高級感と美味しさ
追求した米を直接消費者へ販売す
ることといたしました︒適合した農
家には︑付加価値を還元させていた
26
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て、平成27年6月28日より常務理事に就任。

平成28年6月26日の総代会後、経営管理委

茂夫

農部、営農経済 部、営農 販売部の部長を経

◆ 常務理事︵営農販売担当︶ 島津

強化を図るなど︑結果を出せるよう
努力しております︒また︑農産物直
売所を中心に地元消費者との交流
を深め︑
﹁地産・地消﹂の拡大を図り
ながら︑イベント開催等を通じて出
荷者から﹁作る楽しみ・売る楽しみ・
やりがい﹂を感じていただけるよう
な直売所を目指してまいります︒
なお︑農産物直売所を拠点に多様
な担い手の皆様からも直売所等の
参加をお願いするなど︑園芸振興に
関わっていただき﹁地域の活性化﹂
に繋がる取組みを勧めてまいりま
す︒
担い手への経営相談機関として
は︑ＴＡＣ︵タ ッ ク＝総 合 営 農 相 談
渉外︶担当の訪問活動を通じて︑農
業融資相談員との密な連携により︑
より充実した経営支援を展開して
まいります︒
最後に︑ＪＡ北越後としての任務
を果たすべく︑色々な情報等を活用
するなど地域との交流を深めなが
ら︑組合員の期待に応えられるよう
努めてまいります︒経営管理委員会
への移行に伴い︑新たな気持ちで取
り組んでいるところであり︑このメ
ッセージが農家の皆様に届いてい
ただければ幸いです︒

営農部米穀課（現在は集荷販売課）課長、営

ＪＡ 北越後における 営農ビジ�ン
だくとともに︑栽培技術の高位平準
化を図り︑適合米の数量拡大により
農家の所得増大に貢献してまいり
ます︒なお︑ 年産米以降︑行政によ
る生産数量目標の配分は廃止され
ますが︑需要に応じた主食用米の生
産が最も重要であり︑米価上昇は需
要が増えてこそ達成できるものと
考えており︑北越後米の有利販売に
繋がるチャンスだと考えておりま
す︒
生産資材価格については︑調達方
法や流通構造等について現在議論
の最中ですが︑コスト低減のために
は価格の圧縮が必要であり︑農業者
が有利となるような価格の反映に
努めてまいります︒ＪＡとして︑生
産者の視点に立った事業展開がで
きるよう勧めてまいります︒
﹁農業生産の拡大﹂﹂については︑
年度に策定した地域営農ビジョ
ンに基づき稲作経営体への園芸導
入を勧めており︑品目別の地区モデ
ル圃場を設置し︑段階的に実践経営
体を増やしていくことで地域農業
の推進を図っていきます︒
園 芸 の 有 利 販 売 は︑産 地 化 と 共
に︑安定生産・安定販売が求められ
ており︑地元消費者は基より︑県内
外の市場︑仲卸︑量販店及びバイヤ
ー等への働きかけにより結びつき

島津茂夫プロフィール

第３回
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員会より理事に選任され、その後の理事会で

常務理事に就任。
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︿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、耐震診断士）

株式会社 堀川 臨時従業員の募集です！

１２月末迄の期間限定で、蒲鉾の製造業務をして頂くお仕事です。
初心者でも丁寧に指導いたしますので、農作業が一息つくこの時
期に働いてみませんか？
＜募集内容＞
●時間帯
① 9：00〜18：00
日 給 6,500〜7,600円
② 18：00〜22：00
時 給 1,000円
③ その他の時間はお問い合わせください！
●待 遇
待遇交通費支給、制服貸与、社員販売有
株式会社 堀川

北蒲原郡聖籠町位守町160−19
TEL 025−256−4321
お気軽にお問い合わせください。お持ちしております。

きたえちご 2016年10月号 10
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給油所臨時社員

賃金・勤務時間・勤務場所

緊急募集

経験等を考慮し面談により決定

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

TEL

㈱ライフサポート北越後 燃料課

0254−21−3456

㈱ライフサポート北越後より LPガスご利用のお客様へお知らせ

日頃より、JAクミアイプロパンをご利用いただき、誠にありがとうございます。
さて、（株）ライフサポート北越後よりお客様へ大切なお知らせがあります。当社では、皆さまへ今まで以上に安心して
LPガスをご使用していただくため、LPガス顧客・検針・保安を専用で管理するシステムを平成28年９月から導入いたしま
した。それに伴い、購買取引明細書等の記載の仕方が変わりますので、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
●毎月上旬に送付しています『購買取引明細書』のLPガスに関する品名が以下のように変更されます。

《変更前》
品名

LPガス使用料

数量

全額

○.○○ △△△△

《変更後》
品名

LPガス基本料
LPガス使用料

数量

全額

○.○○ ××××
○.○○ □□□□

※変更前のLPガス使用料は、LPガス基本料とLPガス使用料が合算されて１行の明細として記載していました。
※変更後、LPガス基本料とLPガス使用料が２行に分かれて記載されますが、基本料および使用料の単価は今まで通
り変わりありません。
今後も皆さまが、安心して、LPガスをご利用していただけますよう、サービス品質の向上に努めてまいりますの
で、ご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。
●㈱ライフサポート北越後 燃料課
TEL：0254-21-3457 営業時間：8：30〜17：00

総合ポイント制度 組合員お楽しみ抽選の実施について
平成23年2月より稼働いたしましたJA北越後「総合ポイン
ト制度」につきましては、現在10,000名を超える会員数と
なっております。
この総合ポイント制度では様々な特典がありますが、その
中でも最大の特典として年2回、それぞれ100名に5,000ポイ
ント（1ポイント1円換算）が当たる組合員お楽しみ抽選があ
り、平成28年7月に第11回目の抽選を実施いたしました。
厳正なる抽選の結果、100名の方が当選され、当選通知を
発送いたしました。
総合ポイント制度はJAの事業利用によりポイントが付与さ
れる仕組みであり、年会費も無料となっております。まだ会
員登録をされていない方はこの機会にぜひ、組合員加入と
セットで加入してみてはいかがでしょうか。
総合ポイント制度及び組合員加入、ポイントの自動キャッ
シュバックのお問い合わせは、最寄りの各支店窓口で承ってお
ります。

スマート農業バイブルに
当JAが紹介されました！
産業開発機構(株)
が10/11日（火）
に 発 行 す る「 ス
マート農業バイブ
ル 」に 当 J A が 紹
介されました。当
JA 営農 販 売部の
治田正明お米セ
ンター長と集荷
販売課の川端担
当がインタビュー
形式の記事で掲載されております。書
店で見つけた際には、是非手に取って
みてください。
︿有料広告﹀
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本間

信治

の資格を取っておいたことも
あり︑一般病院︑精神病院勤
務から︑新潟県労働衛生医学
協会の検診医として働くこと
になりました︒いろいろな会
社︑製造業︑食品業への出張
検診︑また労働衛生医学協会
での検診です︒一般の検診で
は︑採血後︑すぐに出張先で
血液分析ができず︑血液分析
結果をその日に報告すること
ができません︒体重︑腹囲︑
尿検査︑血圧から︑皆さんの
健康状態をおしはかります︒
このときに自分の経験が大
変役に立ちました︒１年前の
検診の血液分析の結果︵血糖
値︑コレステロール︑肝機能
など︶を知ることができれ
ば︑より詳しく健康状態を説
明できます︒体重の結果を受
け入れない人たちにも出会い
ました︒体重はエネルギーの
収入︵食事︶と支出︵運動︶
のバランスですから︑理解は
しやすいのですが︑自分も含
め︑実行はたいへん難しいこ
とです︒検診の仕事には６年
従事︑この経験を生かし︑現
在︑血液分析や心電図検査な
どをする検査室に勤務してい
ます︒ちかごろ︑気がゆる
み︑体重が増加してきまし
た！

定年退職後の健康管理

豊栄病院 検査科部長

新潟大学を定年退職して
年以上になります︒大学在職
中は全く健康診断も受けず︑
健康管理には無関心でした︒
退職後︑教育︑研究の生活か
ら︑病院勤務にしました︒医
療従事者は︑来院する皆様と
接するため︑健康診断を年１
ー２回受けなくてはなりませ
ん︒
退職後︑急激に変化した生
活のため︑お酒も飲み︑１ー
２年のうちに︑体重は増加︑
血圧︑血糖値も上昇しまし
た︒退職前の弥彦︑角田など
の山登りも中断していまし
た︒久しぶりに登山をしてみ
て︑初めて︑心臓への負担︑
疲労︑などに気がつきまし
た︒心電図でも心肥大が見ら
れ︑心臓病︑脳梗塞︑糖尿病
の危険がまします︒ようやく
自己の健康管理の大切さに気
がつきました︒それから︑お
もに食事制限︑山登りを再
開︑３ー６ヶ月の間に︑ Ｋ
ｇほど体重を減らすことがで
きました︒その後の山登りの
楽になったこと！
大学退職のまじかに産業医

きたえちご インフォメーション
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た状態で使用しないことや︑
食品を加熱し過ぎないように
する必要があります︒加熱時
間は控えめに設定し︑様子を
見ながら加熱してください︒
取扱説明書には︑食品に応じ
た加熱方法が記載されている
ので︑それに従いましょう︒
万一︑庫内で発煙・発火し
た場合に︑慌てて扉を開くと
酸素が急激に入って炎の勢い
が増し︑さらに危険が増す場
合があります︒ただちに動作
を停止させてプラグを抜き︑
すぐに扉を開けずに煙や火が
収まるのを待ちましょう︒
発煙・発火は︑庫内の汚れ
や加熱のし過ぎだけでなく︑
経年劣化が原因で起こる場合
があります︒電子レンジを使
用する際にはその場から離れ
ず︑取扱説明書に従って適切
に使用するようにしましょう︒

電子レンジの発煙・発火にご注意！

電子レンジ庫内の発煙・発
火による事故が起きています︒
︻事例１︼電子レンジで冷凍
おにぎりを解凍しようとした
ら︑庫内上部から発火した︒
急いで︑スイッチを切ったと
ころ︑火は消えた︒
︻事例２︼レンジ機能で︑焼
き芋を作ろうとサツマイモを
ラップせずに皿に載せ︑７０
０Ｗで７分間かけたところ︑
５分くらいでサツマイモから
発火し︑煙が出た︒
マイクロ波と呼ばれる電磁
波を利用して食品を加熱する
電子レンジは︑一般家庭で広
く普及しています︒一方で︑
事例のような相談が寄せられ
ていることから︑国民生活セ
ンターで電子レンジの発煙・
発火に関する商品テストを行
いました︒
その結果︑マイクロ波の出
口カバーに食品のかすが付着
したまま加熱すると︑その部
分にマイクロ波が集中し︑発
煙・発火することがありまし
た︒また︑食品を加熱し過ぎ
ると︑食品が発煙・発火する
様子が確認されました︒
事故を防ぐためには︑付着
した汚れは取扱説明書に従い︑
その都度拭き取るなど小まめ
に手入れを行い︑庫内が汚れ

︿有料広告﹀
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どのくらい増額されるので
しょうか︒

繰下げ希望﹂または﹁老齢厚
生年金のみ繰下げ希望﹂のど
ちらかに○をつけて提出して
ください︒また︑両方を繰下
げ希望するときは︑﹁年金請
求書﹂を提出する必要はあり
ません︒
繰下げた年金を受給する際
には︑﹁老齢基礎年金・老齢
厚生年金支給繰下げ請求書﹂
を提出していただきます︒提
出した翌月分から増額された
年金が支給されます︒
︵注︶障害年金や遺族年金等︑
他の年金を受ける権利がある
場合は繰下げ受給することは
できません︒

歳時の年金手続きについて

私は現在︑特別支給の老齢
厚生年金︵報酬比例部分担
当︶を受給しています︒もう
すぐ 歳になりますが︑何か
手続きが必要になりますか︒
歳になる誕生月の初めの
頃︵１日生まれの方は前月の
初め頃︶に日本年金機構から
ハガキ形式の﹁年金請求書
︵国民年金・厚生年金老齢給
付︶﹂︵以下﹁年金請求書﹂
という︶が送付されます︒誕
生月︵１日生まれの方は前
月︶の末日までに必要事項を
記入のうえ切手を貼って提出
してください︒届出が遅れま
すと︑年金の支払いが一時保
留されることがありますので︑
ご注意ください︒
歳以降は︑特別支給の老
齢厚生年金に代わり︑新たに
老齢基礎年金と老齢厚生年金
を受給することになります︒

農作業
事故

ストップ！

転落防止ガードを必ず使うこ
と︑危険を感じたときに緊急
停止装置をためらわずに使う
ことが必要です︒シーズン前
に練習しておきましょう︒
サトウキビを収穫するケー
ンハーベスターでは︑かき込
み部分での事故が発生してい
ます︒かき込み部で詰まりが
発生したときに︑かまや
フォークで取り除こうとしま
すが︑作業部を停止せずに行
うと︑詰まり除去後にかき込
み部が動きだし作業者が巻き
込まれます︒コンバインのか
き込み力とは比べられない強
さで巻き込まれます︒必ず作
業部を停止させて詰まりを除
去しましょう︒
飼料を収穫するための
フォーレージハーベスターで
は刈り取り部への巻き込まれ︑
飼料成型部への巻き込まれな
どが発生しています︒安全装
備を有効に使ってください︒

ハーベスター類への
巻き込まれなどの防止

今回はポテトハーベスター︑
ケーンハーベスター︑フォー
レージハーベスターなどの作
業安全を考えます︒これらの
機械は︑機械と作物の接点が
稲作用機械に比べて広くかつ
強く︑作業者が接触しやすい
形になっています︒もちろん︑
作業者が巻き込まれたりしに
くいような安全装備がなされ
ていますが︑部分的には安全
対策技術が不確実な箇所もあ
り︑事故が発生しています︒
またハーベスターは対象作物
によって形状が異なるため︑
言葉では共通の防護であって
も︑内容には違いがあります︒
共通部分としては︑ドライ
ブシャフトに関わるもので︑
動力取り入れ部分やドライブ
シャフトへの巻き込まれ防止
対策が必要です︒動力取り入
れ部にあるカバーが有効か︑
ドライブシャフトの防護カ
バーが破損していないか︑カ
バーの回転防止が施されてい
るか︑などを確認します︒対
策ができていないと︑作業着
などが巻き込まれる恐れがあ
ります︒
ポテトハーベスターでは︑
選別のための補助作業者がい
ますが︑作業者がプラット
フォームから転落したり︑コ
ンベヤーに巻き込まれたりし
ないような対策がされていま
す︒プラットフォームからの

︿有料広告﹀
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65
歳 か ら 年 金 を 受 給 せ ず︑
歳以降に増額して受給する
こともできると聞きましたが︑
どのような制度ですか︒

﹁老齢基礎年金・老齢厚生
年金支給繰下げ請求書﹂を提
出した月︵繰下げ申出月︶に
応じた割合の額が増額されま
す︒増額率は︑次の式により
月単位で計算します︒
受給権を取
増額率＝ ％ ×
得した月から繰下げ申出月の
前月までの月数︵最大 か
月︶

60
詳しくは﹁ねんきんダイヤ
ル﹂︵☎０５７０ー０５ー１
１６５︶または︑お近くの年
金事務所や街角の年金相談セ
ンター新潟にお問い合わせく
ださい︒

0.7

65

65

65

66
65

66
65

歳 時 に 年 金 を 請 求 せ ずに
歳以降に年金を受給する
﹁繰下げ受給﹂という制度が
あります︒
老齢基礎年金・老齢厚生年
金の︑どちらか一方のみを繰
下げ希望するときは︑﹁年金
請求書﹂の﹁老齢基礎年金の

きたえちご インフォメーション

Readers' Voice

私の秋は食欲の秋です。梨や林檎やサ
ツマイモと美味しい物がスーパーなどに
並ぶのを見るだけでも楽しくなります。
でも新米を食べられる事が１番です！
（聖籠町 Ｉ・Ｎ）

私の秋はやはり食欲の秋でしょう。果
物野菜何でも美味しいです。体重計も苦
しがっています。
（新発田市 Ｈ・Ｈ）

私の秋といえば旅行の秋ですかね。ひ
とり旅をしたいですね。（列車乗るのが
好きだから）
（新発田市 K・R）
秋と言えばやっぱり実りの秋ですね。
冬を越す為の根菜や果実が豊富。自然は

10月と言えば食欲の秋。今年は猛暑
でスイカ、キュウリ、トマトが大豊作で
毎日人様にあげるのが仕事みたいでし
た。さつまいもも豊作でしたが皮が少し
ささくれて残念です。人様にあげるのが
失礼です。正直言って後期高齢で二人で
食べきれません。
（新発田市 K・S）
収穫の秋 が楽しみです。苦労して
植えた作物が実る秋が、 ヤッタ と言
いたくなります。草取りで汗を流した暑
い夏を思うと感無量です。
（新発田市 S・F）
私の秋は ランニング の秋です。
11月に新発田でフルマランソンに出ま
す。夏は暑くて練習は短いです。涼しく
なる秋はランニングに適しています。
（新発田市 N・W）
広報誌係の方へ〜…忙しい業務にもか
かわらず毎月毎月、勉強や取材を重ねて
かなり専門性のある紙面をのせるには、
大変な苦労があるかと思います。本当に
御苦労様です。これからも収穫の時期で
忙しいかと思います。お体を大事にお仕
事されてください。
（新発田市 I・M）
まだまだ暑い日が続いていますが十月
の声とともに少しは身体にも心も落ちつ
いてくるのでしょうか。頑張りながら

占いを毎回参考にしています。下半期
の各星座の占いをのせてみたらどうで
しょうか？残り３ヶ月ですね。
（新発田市 M・H）
最近夜は涼しい風が吹いて秋の始まり
を感じます。今年の夏は初めて 音楽と
髭達 に行きました！エコスタの一体感
に感動し、とてもいい夏の思い出になり
ました。
（聖籠町 H・A）
暑さから守ってくれたゴーヤカーテ
ン。実もたくさんいただき ありがと
う と言いながら後片付け。実は佃煮に
してストック。冬の食卓で暑かった夏の
思い出話しに花が咲くことでしょう。
（新発田市 S・N）
夏野菜の収穫も終わり、我が家の家庭
菜園はいっきに寂しくなりました。この
後の楽しみは薩摩芋「紅高系」と隼人瓜
の収穫です。
（聖籠町 A・S）
今月のきらり、たのしく読ませてもらい
ました。いちじくが大好きで店頭に出てい
るとすぐ買ってしまいます。天候にも大き
く左右されるのでしょうが味も色々です。
でも食べずにいられない私です。
（新発田市 O・H）

11月号のテーマ
「七五三の思い出」です。
※テーマ以外にも応募お待ちしています。

ヨ
コ
の
カ
ギ

1
2
3
4
5
7
10
12
14
16
17
19

運動会の競技の一つ。オーエス！
現在よりも前の時点
心臓から伝わるドキドキ
郵便物に押されるもの
懸命に走ると切れます
ストップ──で時間を測定した
旧約や新約などがあります
コメやキビ、トウモロコシなどのこと
パンやうどんの主原料です
よく行く店の店員と顔──になった
足のサイズに合った物を買います
畑に土を盛り上げて作ります

＜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

佐藤

悠さんの作品

〈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。

精 神 面の充 実によって良 運を引き寄せ
られる期間です︒
興味を引かれる本を読
んだり︑
講演会に出掛けたりして

刀の手で握る部分
おどけていて面白いさま
結婚する二人を取り持つ人
春・夏・秋・冬のこと
育ち盛りの子は食欲──だ
粘り強い、──のある若者
セキセイ、オカメ、ダルマといえば
実は栗きんとんなどの色付けに使われます
空にぽかりと浮かびます
線をきれいに引くときペンに添えます
漫才コンビではボケと掛け合う
よく爪研ぎをするペット

コミュニケーション運が活性化︒
苦手意
識を感じていた相 手とすんなり話 が弾
みそう︒
トレンド情報にも注目を

シユウブン

タ
テ
の
カ
ギ

1
3
6
8
9
11
13
15
17
18
20
21

安請け合いで失敗しやすい星回り︒
状況
や 実 力 な ど︑
十 分 吟 味してから判 断を︒
1人で過ごし︑
冷静になって

二重マスの文字をＡ〜D 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

レジャー運が上向き︑
行楽の秋を満喫で
きます ︒
人 気スポットに足 を運べば︑
う
れしい発見が︒
観劇も良い刺激に

私の秋は旅です…と言いたい所。思い
つきで行動の出来た若きあのころ懐かし
く、現在老いた事もあり、又、爺さん一
人残して、行くのも落ち着きません。
家々の事情があるんですね。市内でも散
策し短い秋を楽しみます。
（新発田市 Ｓ・Ｋ）

私の秋は「ハンドメイドの秋」です。
秋になると、秋冬用毛糸がたくさん売ら
れているので、毛糸を買って毎日、編み
物を楽しみます。
（新発田市 H・M）

色々楽しみも増やしたいと思います。
（新発田市 S・T）

周囲の欠点ばかり目につきやすいかも︒
悪い部分ではなく︑
長所に目を向けてみ
て︒
気晴らしには掃除がベスト

「私の秋は野菜の秋」です。稲はわず
かですがひと様にお世話になり、転作田
に野菜を作っています。実を採る夏野菜
から白菜、キャベツ、ブロッコリー、大
根等「十字科」野菜です。野菜は手を掛
ければそれに答えてくれます。
（新発田市 Ｎ・Ａ）

A・E）

気まぐれになりやすい時期です︒
いいか
げんな言動で周囲ともめないよう︑
ご用
心︒
芸術鑑賞をすると開運効果が

読者の声

今月のテーマ
私の秋は○○の秋

良く出来ています。
（新発田市

■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。

きたえちご 2016年10月号 14

自 分 に 自 信 が 持てる 月 ︒まとめ 役 を 任
さ れ た ら 意 欲 的 に 引 き 受 け ︑実 力 ア
ピールを︒
コンペや面接などにもつき

2016.

10月

で
ヘルシーライスのサラダ菜巻き

1食あたり

278kcal

約

ごま油 の香 りが、みんなのおな かを鳴ら してし まう
素 直 に 優 し さ や 思 いや り を 表 現 で き ︑
自 然 と人 気 者になれる予 感 ︒近 場の露
天風呂に出掛けると︑発想力アップ

……、体が喜ぶひじきとトウモロコシ入りのご飯です。
手巻きずしのように、それぞれをサラダ菜に巻きなが
ら食べると、食卓が盛り上がります。

作り方
（1）ひじきは洗い、サッとゆでて水を切る。トウモロコシは
ゆで、包丁で実を取る。
（2）ミョウガ・ショウガ・大葉は千切りにする。梅干しは種
を除き、刻む。

共通の趣味や楽しみを持つ仲間たちと
の 交 流 に 幸 運 が ︒オフ 会 な どには 気 軽
に参加して︒旅行もうれしい発見あり

（3）ボウルに酢・蜂蜜・ごま油・塩・こしょうを入れて、よ

材 料（ 3 人 分 ）

く混ぜてから（1）
（2）を加え、味をなじませてからご飯

プレッシャーに弱くなるかも︒
できる人
と比べたりせず︑
﹁自分は自分﹂と開き
直って︒
気分転換には喫茶店へ

ひじき（生）………100g

サラダ菜 …………1/2個

トウモロコシ…………1本

ミニトマト ………2〜3個

梅干し…………………1個

酢………………大さじ1.5

ミョウガ………………1本

蜂蜜………………小さじ1

ショウガ………………1片

ごま油 ………小さじ1/4

大葉……………………3枚

塩 ……………小さじ1/2

ご飯…………………2膳分

こしょう ……………適量

1食あたり

197kcal

を混ぜる。
（4）サラダ菜は1枚ずつ剥がし、ミニトマトは小さく切る。
（5）サラダ菜にご飯を包み、ミニトマトをトッピングする。
※生ひじきがないときは、乾燥ひじきを戻して使う。

ナスとエビのチリソース

約

エビと旬の野菜のピリ辛炒めは、ご飯が進む一皿です。
ポイントはトマトを炒めること。ケチャップだけでは出
せない、フレッシュなうま味がいっぱい広がります。辛さ

アク ティ ブ に な るこ と で ︑チャンス 倍
増︒迷わず︑思う通り行動してみるのが
正解︒
アウトドアレジャーも◎

は豆板じゃんで調整してください。

作り方
（1）エビは背側を切り開き、背わたを取る。分量外の酒・
塩・かたくり粉をもみ込む。
（2）ナス・ピーマン・トマトは大きめのざく切り。ネギの青
い部分は小口切り。ネギの白い部分・ショウガ・ニンニク
はみじん切り。
（3）調味水を混ぜ合わせる。

注意力が散漫になりがち︒
慣れている作
業ほどミスをしやすいので︑集 中して︒
足湯で心と体をほぐしましょう

（4）温めたフライパンにごま油小さじ2程度を敷き、エビを

材 料（ 3 人 分 ）

ナス………………２本 調味水
エビ ……………10尾
ケチャップ…………大さじ１
ピーマン
…………２個
中華スープのもと…小さじ１
（5）フライパンに残りのごま油を入れ、ニンニク・ショウ
トマト……………１個
みりん………………大さじ２
ガ・ネギのみじん切り・豆板じゃんを炒め、香りが出たら
ニンニク…………１片
塩…………………小さじ1/4
ナスを炒める。ナスがしんなりしたらピーマン・トマト・ ショウガ…………少々
こしょう…………………少々
調味水を加え、全体を大きく混ぜ合わせながら炒める。
細ネギ …………１本
かたくり粉…………小さじ２
水…………………1/3カップ
（6）とろみが出たら火を止め、器に盛り付けて青ネギを添える。 ごま油………大さじ２
豆板じゃん…小さじ１
炒めて取り出す。
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自画伝「乙女妻」挿絵、『尾竹竹坡師』。
一男、十五歳。第一回八華会展の出品作と。
中 『十六歳の習作』第二回八華会展出品作。
豊栄の従兄弟宅から、記念館の開館を祝い寄贈された。
右 自画伝「乙女妻」挿絵。樺太時代『父に売られる』。

左上

ギャラリー蕗谷虹児 2016.10

左下

管理部総務課
新潟県新発田市

今秋、記念館の展示室左側面にご登場頂い
たのは、尾竹竹坡、竹久夢二、藤田嗣治のお三
方です。竹坡師については、磯辺勝著『天から
授けられた珠』河出書房新社から抜粋した解
説を、パネルにして展示しました。
《ー虹児の巡り会った師が、よりによって
尾竹竹坡という、反骨と覇気の塊のような画家
だった。竹坡は明治42年の第三回文展（文部
省展覧会）で三等賞を得たのを皮切りに、続く
四、五回展では事実上の最高賞である二等賞
を連続して受賞するという離れ業をやっての
けた。初期文展のスターで、将来の栄光を約さ
れたような存在だったのである。ところが派手
好みで覇気の強い性格が災いしてか、竹坡はし
だいに横山大観に疎んじられ、大正二年の第

編集後記
例年台風の発生頻度が多くなってい
るようでヒヤヒヤしますが、今年は今
のところ新 潟県に直 撃する台風はな
く、安心している今日この頃です。収
穫の秋は、安心の秋になってほしいで
すね。
話は変わりまして、9月某日に某テレ
ビ局がロケで聖籠地区を訪れました。
そこに来た某芸人さんがですね、何と
広報担当Mと同姓同名でして・・・（正
確には読み方だけ違います）一緒にテ
レビに出ればいいなんていわれました
が、叶いませんでした（安堵）。うまー
いの掛け声で有名な番組ですが、10月
15日放 送予定です。詳しくは10月の
HPかFacebookで！（M）

七回文展では理由不明の落選という憂き目を
見ることになる。虹児が尾竹竹坡の内弟子に
なったのは、師に不運の影が射しはじめたその
大正二年のことであったー》
画塾で日本画の基礎を懸命に学んだおかげ
で、帰省中に映画館の絵看板を描いて父親の
借金を返済できたし、酷寒の樺太で旅絵師を
しながらも飢えないで済んだ。帰京後、夢二の
推薦で忽ち人気挿絵画家になり、画塾の先輩
に誘われ巴里に渡りサロンにも挑戦できた。
尾竹一門に加わったがゆえに、絵描きの王
道を真っ直ぐには歩めなかった。しかし竹坡を
わが師に選んだのは、十五歳の虹児自信だっ
たのである。運命としか言いようがない。
（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。

経営管理委員会だより
■ 開催日時 平成28年8月24日（水）午前10時（営農センター２階 集落営農対策室 ）
協議事項
（１）
平成２８年産米の仮渡金（案）について
（２）
規程の一部修正について

報告事項
（１）
平成２８年７月末事業実績について

