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効率を探求した栽培方法で省力化を実現
新入職員・社員紹介、対談企画
≪家庭菜園≫ ナスは栄養診断による管理で収量が倍増
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直売所編

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

渡辺流アスパラガス栽培に注目！
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ハウスの開閉作業は充電ドリル
ドライバーで一瞬です！

︵天︶﹁ハウスのビニール掛けと
かも3人ですか？﹂
︵喜︶﹁3人もいれば1日あれば
終わりますね！それでも今ア
スパラガスは a栽培してい
るので徹底的に効率化を図っ
て作業しています！﹂
︵ M ︶ ﹁ a で す か ！例えばどの
ような方法で行うのですか？﹂
︵喜︶﹁ハウスの開閉作業なんか
は ハ ンド ルで は 行 い ま せ ん ︒
このドリルドライバーを 活 用
してものの数分ですべて完了
させます︒また︑かん水の際に
も自作した取外しできるパイ
プをポンプと接 続して一気に
行った り ︑か ん 水 時 に ゴミ が
詰まらないようにフィルター
を付けたりしています！﹂
︵美︶﹁肥料や石灰の散布︑防除
まですべて機械や器具を活用
していますね︒手作り機械や
器具が入りやすいように4畝
で統一しています﹂
︵喜︶﹁誘引作業も紐を使わずゴ
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いいサイズの春芽が沢山出てきて
ます！

予定にしています﹂
︵天︶﹁やっぱりハウスのほうが
安定した収量になります
か？﹂
︵喜︶﹁そうですね︑このハウス
も昔1回失敗して根を全て掘
り上げ︑徹底的に土壌改良し
て暗渠したりしてやっとこれ
だけのものが栽培できまし
た︒防除の回数は今では5回
ほどしかしません︒収量も露
地に比べて格段に安定しまし
たね！﹂
︵M︶﹁なるほど！でもこれだけ
ハウスがあると作業も大変か
と思いますが︑何人でやられ
ているのですか？﹂
︵喜︶﹁私と女房の2人で行いま
すね！あとアセアン農業研修
生を受け入れしているので計
3人ですね﹂
︵美︶﹁研修生は毎年1人受け入
れしています︒もう 〜 年
受け入れをしていますね！﹂
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効率を探求した栽培方法で省力化を実現
︵M︶﹁渡辺さん︑はじめまし
て︒今日はよろしくお願いし
ます！春芽のアスパラガスが
沢山出ていますね！﹂
︵美︶﹁よろしくお願いします︒
今日の収穫は完了したのです
が︑良い太物があったので
持ってきました！﹂
︵天︶﹁美穂さん︑いつも有難う
ございます︒今年のアスパラ
ガス出荷一番乗りです！お客
様からも大変好評です！是非
その太物も出荷お願いしま
す！あれ︑お父さんは？﹂
︵美︶﹁今くると思いますよ︒
あ︑噂をすれば︵笑︶﹂
︵喜︶﹁どうも︑今日はよろしく
お願いします！﹂
︵M︑天︶﹁こちらこそよろしく
お願いします！﹂
︵M︶﹁早速お聞きしたいと思い
ます！ハウスが沢山見えるの
ですが渡辺さんのアスパラガ
スはすべてハウスで栽培され
ているのですか？﹂
︵喜︶﹁いやいや︑露地も aほ
どありますよ︒ 年前くらい
に転作で作付したのが最初か
な︒当時は共選所も無くて夜
なべをしながら出荷作業を
やってましたね︒ただ露地の
圃場は今年の春芽を収穫した
ら畳む予定です﹂
︵美︶﹁ハウスは今8棟 aあり
ますが︑新たに3棟アスパラ
ガス圃場として今年新植する

誘引もゴム
（オーバンド）
にすること
で省力化！

喜夫さん（左）美穂さん（右）
渡辺
新発田市下名柄

今 月 号のきらりは ︑新 発 田 市 下 名
柄で今旬を迎えたアスパラガスを
中心に︑稲作から長もやし︑トウモ
ロコシといった品 目を栽 培する渡
辺 喜 夫 さん ︑美 穂 さん 夫 妻 を ご 紹
介 します ︒渡 辺 さん 夫 妻 と 直 売 所
の 天 井 澤 店 長 ︑そ し て 広 報 担 当
︵M︶の4人からインタビュー形式
でお送りいたします！

り
輝ら

﹇ 以下渡辺喜夫さんを︵喜︶︑美穂さんを
︵ 美 ︶︑天 井 澤 店 長 を︵ 天 ︶︑広 報 担 当 は
︵M︶
で表記します﹈

50

30

今月の

き

80

きたえちご 2017年5月号 2

きたえちご

2017年5月号

■Contents
今月の輝らり ....................................2
きたえちご News&Topics ..................4
新入職員紹介 ....................................5

取材時見つけた
太物No1とNo2

渡辺さんのハウス郡

特集 対談企画 ...................................6
常勤役員コラム .................................8
作ってみよう！家庭菜園 .......................9
きたえちご インフォメーション ...........10
今月のレシピ ..................................15
ギャラリー 蕗谷虹児 ........................16
パイプにフィル
ターをつけるこ
とでゴミ詰ま
りを防ぎます

（平成29年3月末現在）
17,264人

組合員数
うち正組合員

8,724人

うち准組合員

8,540人

出資金

31億5,545万円

貯金

897億4,447万円

貸出金

297億2,488万円

長期共済保有高

4,557億8,417万円

販売品販売高

138億6,867万円 ※

購買品供給高

37億9,622万円 ※

ムで行います︒昔配送センター
で取り寄せてもらいました
︵笑︶これで取り外しも楽々で
す！使用している資材も廃材を
うまく加工して利用していま
す︒ハウスでの作業を工夫する
ことで効率がぐんと上がりまし
た︒渡辺流省力栽培です！﹂
︵美︶﹁うちは収穫のときハサミで
はなく鎌を使ってます︵笑︶立
茎後の枝のかき取りもしなくて
よいように工夫していますね﹂
︵天︶﹁すごい徹底ぶり！渡辺さん
のキャリアから編み出した業で
すね！この栽培方法で出来に変
化はありましたか？﹂
︵喜︶﹁収量も安定して︑病気も傷も
つかないので品 質 は 良いです
ね！ aを２〜３人で毎日の収
穫や様々な行程の作業を完了し
ないといけません︒
アスパラの伸
びる 早 さはス ゴイですからネ
︵笑︶﹂
︵M︶﹁有難うございます！広報で
ご紹介させていただきます！最
後になりますが︑渡辺さんのこ
れからの展望などをお聞かせく
ださい！﹂
︵喜︶﹁アスパラガスの春芽が終
わったらトウモロコシをやろう

■JAデータ

きる工夫が沢山！
かん水作業も一気にで
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と思っています︒長もやしは
月ごろかな︒アスパラガスは儲
かる野菜ですので上手に育てあ
げ 月までは出荷したいです
ね！ハウスの利点をJAや部会
から発信していってほしいで
す！﹂
︵美︶﹁今年は一番乗りで出荷出来
たので売れる量を見込んで出荷
していきます！直売所とイオン
のインショップでも販売してま
すのでよろしくお願いしま
す！﹂
︵M︶﹁渡辺さん︑お忙しいところ
お時間をいただきまして有難う
ございました！﹂

※平成28年４月からの実績です。
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械・器具です

省力栽培で活躍する機

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/
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！
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！
切干大根と
とう菜の
からし和え
とう菜を茹でて食べやすい大きさに
刻み切干大根は水に戻して、数回洗っ
てからとう菜と混ぜる。からし、しょ
うゆ（めんつゆ）混ぜてから和える。

アスパラの天ぷら
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アスパラガスをお好み
の大きさに切って、天
ぷら粉（今回は、あげ
らく天を使用）をまぶ
してあげるだけ！

アスパラガス焼き

フライパンにオリーブオイルをしい
てアスパラガスを食べやすい大きさ
に切って並べ、弱火でゆっくり焼きま
した。最後に塩コショウで味付け。
オーブントースターで簡単に！アル
ミ箔を敷いて、アスパラガスを並べ
て塩コショウをしてオリーブオイル
をかけて焼くだけです。
（これはお
客様に聞いてからやってます。）

アスパラのかつおと
しょう油和え

アスパラガスをお 好みの
大きさに切りレンジで火を
通します。その後、醤油と
かつお節で味付けすれば
簡単に出来上がり！
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29年度新入職員が
誓いの言葉
JA北越後入組式

29年度新採用職員入組式が、当JA営農セ
ンターにて開催され、新採用職員9人に辞令
交付がされました。
新採用職員を代表して営農販売部園芸振
興課に配属が決まった角孟さんは「今ほど、
石山会長から心温まる祝辞を頂戴し、新入職
員一同、感謝するとともに、これからの業務
の励みとさせていただきます。当JAの『地域
の農 業と生活を守る』という経営理念を胸
に、多岐にわたる事業をいち早く理解し、か
つ仕事に慣れ、組合員の皆様や地域の皆様
を第一に考えてまいります。また、組合員へ
の思いやりと熱意をもって笑顔で対応し、深
い信頼関係を築き、地域社会に貢献していき
ます」と誓いの言葉を述べました。

誓いの言葉を述べる角孟さん
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新規栽培者掘り起こしと規模拡大を図る
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23回通常総会と29年度出
荷会議を51人の参加により開催しました。総会では28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。同部会では、転作田、遊休畑への新規
作付けと既栽培者の作付面積の拡大を図ります。また、茎枯病対策の徹底とハ
ウス化の推進を行い、健全なアスパラガスの収量増と安定出荷を目指します。
通常総会後に開催された出荷会議では、各市場より情勢報告がありました。
29年度は、全国的にアスパラガスの収量が少なく高単価で推移しています。28
年の秋口以降の気温が高く、収穫期が長くなったことから九州地方では太物が
少なく、収量も少ない状況です。北越後管内でも10月まで収穫された圃場があ
りましたが、同月中旬以降に気温が下がり、収穫も止まりました。今のところ圃
場に大きな影響は見られていません。市場からは「今まで一生懸命取り組まれ
ていたことが確実に成果となっており、品質は非常に良く好評です。29年度の
安定出荷をお願いします」と激励されました。

挨拶をする小原俊明部会長

ブロッコリーの育苗
コスト軽減を目指して

JA北越後ブロッコリー部会が仮植勉強会を開催

JA北越後ブロッコリー部会は、春ブロッコリーの育苗コスト
軽減を目指し、仮植勉強会を開催しました。当日は、新発田
市加治地区の同部会員、大坂港一さんのハウスで行われ、20
人が参加しました。この勉強会では、出芽苗を購入している
生産者や初めて仮植に挑戦する人を対象としました。同部会
は、現在生産者の半数は仮植を行っていますが、もう半数は
苗を購入しています。仮植を実践することで苗の購入費を削
減し、所得向上を図ります。
春ブロッコリーの育苗工程では、播種の方法から親床の管
理、鉢上げ準備前の作業、鉢上後の管理から定植までを大坂
さんが 解 説しました 。大 坂さんは 、同 部 会で ブロッコリー
1.6ha分の育苗委託を受けています。出芽苗までの提供は、
28年より開始しました。
「仮植後一週間は、保温に気をつけ、
天気の状況に応じてトンネルの被覆を施し、灌水管理をしっ
かり行えば初めての人でもできる作業です。苗の購入経費を
削減できるので、挑戦して所得向上に繋げてもらえれば嬉し
いですね」と
大 坂 さん は
指導に熱を
入れます。参
加者からは
「作 業の 要
所をしっかり
抑えればで
きそうです。
早速 挑 戦し
てみたいと思
います」と好
評でした。
作業のポイントを解説する大坂港一さん（中央）
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新年度目標と重点を共有
北越後農協ねぎ部会が通常総会と
研修会を実施

北越後農協ねぎ部会は、新発田市内にて28年度通常総会並び
に研修会を開催し、関係者総勢41人が参加しました。
通常総会では、各議案が承認され、29年度計画では部会員92
人、作付面積20ha、総出荷数量440,000kgを目指します。(29
年2月末実績：作付面積21ha、出荷量411,18 4kg、販売金 額
14,000万円)また、役員改選も行われ、現行の体制を継続するこ
とが決まりました。
通常総会の後に行われた研修会では、重点病害虫の対策とし
てアザミウマ類の防除について農業普及指導センターから説明
がありました。同部会で実施した病害虫のアンケートで一番問題
を引き起こしているのがアザミウマ類（スリップス）です。発育ス
テージごとに防除の効果が異なるので、幼虫期と成虫期を狙って
殺虫剤散布を実施することを共有しました。
同部会の北村裕部会長は「28年度は春先から好調で近年で一
番良い実績となりました。29年度はお客様のニーズに応えるだけ
じゃなく、ねぎが食卓の主役を張れるぐらい良いものを出荷して
いきましょう」と参加者に訴えました。

食卓の主役を張れるねぎ生産を訴えた北村裕部会長

きたえちご 2017年5月号 4

平成29年度 新入職員

メッセージ
４月１日付で新入職員が入組いたしました。
組合員並びに地域の皆様のお役に立てるよう一生懸命頑張りますので宜しくお願いいたします。

新採用
管理部総務課
はせ がわ

営農販売部
紫雲寺ふれあい営業所

金融共済部融資課

ふみや

こい け

か わうち りょう

長谷川 文哉

小池 めぐみ

河内 遼

与えられた仕事に前
向きに取り組み、挑
戦し続けます。

皆様のお役に立てる
よう頑 張ります。よ
ろしくお願いいたし
ます！

組合員の皆様に一日
でも早く、顔と名前
を覚えて貰えるよう
に 頑 張 りま すの で、
よろしくお願いしま
す。

金融共済部川東支店

金融共済部加治支店

営農販売部園芸振興課

しん ぼ

ありさ

そ うま

ゆ か

かく はじめ

新保 有紗

相馬 由佳

角孟

1 日も早く仕事に慣
れるよう頑 張ります
ので、よろしくお 願
いいたします。

組合員の皆様のお役
に立てるよう、一生
懸 命 頑 張りま すの
で、宜しくお 願いし
ます。

接しやすい、話しや
すいと思っていただ
けるような職員にな
ります！

金融共済部聖籠支店

金融共済部営業課

金融共済部営業課

ほし の

あんな

せ いだ

ようこ

星野 杏奈

清田 陽子

向上心をもって精一
杯仕事に取り組みた
いと思います。よろ
しくお 願 い 致しま
す。

地域の皆様によい情
報をお伝えしていき
ます。お役に立てる
よう頑張ります。

はせ がわ

あかり

長谷川 明里

登用

組合員の皆様・地域
の皆様から信頼され
る職員になれるよう
頑張ります。

ライフサポート北越後

経済事業部燃料課 加治給油所 経済事業部燃料課 川東給油所 経済事業部燃料課 米倉給油所
あ いだ り さ

間 里紗

わたな べ よし のり

渡邊 吉紀

わ か つき やわら

感謝を忘れずに、お
客 様 に 笑 顔、信 頼、
安心を届けられるよ
うに頑張ります。

初めての事ばかりで
すが、何事も全力で
頑張ります！

心機一転、今まで以
上に頑張ります。
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若月 和

登用

登用

経済事業部車輌課
きくいち

なおき

菊市 尚希

登用

皆様のお力になれる
ように 努 力 致しま
す。

特集 対談企画

対談企画

特集 ＪＡ北越後常勤×青壮年部部長＆女性部部長

今こそスクラム＝組織力の結集を！

（主な対談内容）

・自己改革工程表について
・新たな店舗構想について

座長

石山会長

本日はよろしくお願いし
ます︒春の座談会が終了
し農協も新しい事業年度

合経営を伸長するための

誘導と指導を充実しても

今後は︑技術

らいたいと思っていま

す︒

島津常務

指導一辺倒ではなく販売

と購買︑経営面の相談も

含めた総合的な営農指導

を展開し農業所得増大に

向けて事業体制を強化し

身近な相談機

ていきます︒

磯部部長

能としてのＪＡを心強く

思っています︒是非︑指

食農教育等︑

導強化をお願いします

ね︒

大滝理事長

６月の総代会に本店

思っています︒

調理施設があったらいいなぁ〜と

ですので︑新店舗ができた場合︑

理場が今の営農センターでは手狭

しさをＰＲしています︒ただ︑調

女性部も一体となっていてＪＡら

地域貢献に関する各種イベントに

櫻井部長

櫻井部長

ＪＡ自己改革工程表に掲げた目標に向けて
ぜひＪＡの総合力を発揮してほしいと思います。

がスタートしました︒お
二人には︑青壮年部と女
性部目線で﹁ＪＡ北越
後﹂について率直な感想
をお聞かせください︒

︻ ＪＡ 自 己 改 革 工 程 表

今まで︑稲作

について︼
磯部部長

一本で経営をしてきまし
たが昨年から園芸の取り
組みも始めました︒
当初は不安でしたが実際
に︑野菜を栽培してみる
と面白くやりがいがあり

石山会長

ます︒若い世代に対して
もっと︑稲作＋園芸の複

組合員の皆さまとの「アクティブ・メンバ−シップ＊」を確立するため
多様化したニーズを把握し事業利用の拡大に繋げていきたいと
考えています。＊アクティブ・メンバーシップとは、組合員が積極的に組合の事業や活動に参加すること。
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特集 対談企画

農協は農家と農家の架け橋！
今後も身近な相談機能として存在感を高めてほしいものです。

建設にあたってご提案をさせて
していますので︑これからもご意

部は︑地域貢献の旗頭です︒期待

︻ 新たな店 舗 構 想について ︼

見︑ご提案をお願いします︒

いただくこととなりますが︑皆
さまが利用しやすい施設となる
よう総合的に検討してまいりま
す︒

を中心に利用されているかと思

理室があります︒現在も女性部

くにＪＡがないと︑やっぱり不安

しですね︒ただ自分としては︑近

磯部部長

新発田支店２階に調

いますが︑そういった施設を再

です︒小さな相談から大きな決断

藤倉常務

利用する等︑我々も工夫しなけ

を後押しするのがＪＡの役割だと

なかなか︑難しいお話

ればいけませんね︒

化となっていますが各支店︑営

す︒女性部の事務局体制が一本

力の発揮が重要だと考えていま

櫻井部長

ます︒

合った店舗構想をお願いし

心します︒是非︑地域に見

コーナーが近くにあると安

思うし︑特に営農面ではほっと

地域貢献には︑女性

業所の職員とのふれあいも大切

櫻井部長

いった︑機会︵女性職員の女性

いましたが⁝私も︑いま今

と厳しくなることは聞いて

ＪＡ経営も一段

な事だと思いますので︑そう

部活動への参加︶を今後作って

にお答えできませんけど︑

どうした方が良いのか明確

女性部と職員がよ

営農面では磯部さんの言っ

もらいたいものですね︒
大滝理事長

り身近となる

たとおり購買店舗＋営農相
ると思いま
す︒非常によ

ＪＡ自己改革３つの目標（使命）を完結するためには、
役職員の意識改革から！と考えています。

機能も大事だと思います︒厳しい

経営状況の中でＪＡが生き残れる

現在︑農協改革も含め

策を講じてください︒

石山会長

て大きな岐路に立たされていま

す︒また︑組合員の皆さんのＪＡ

に対する要望も変化していること

から︑総合的に判断し経

いります︒

営改善に向け協議してま
談コーナーみた

大滝理事長

これから

いなところが

も︑こういった懇談会等

を開催し組合員︑組織経

営体の皆さんとＪＡ北越

ですね︒
大滝理事長

画対談は初めての試みで

後の方向性について議論

ように思っているのか地域ごとに

して︑今日は非常にいい

産農家の方が︑

違っています︒そのこともふま

機会となりました︒ま

を重ねて行きたいと思っ

え︑営農販売部の抜本的な見直し

た︑今後ともＪＡ応援団

営業所やほっと

を検討しているところです︒磯部

としてご協力お願いしま

ています︒こういった企

さんと桜井さんとしては︑どのよ

か？
磯部部長

櫻井部長

私もそう思います︒資

くにあった方がいいですね︒

設︵ほっとコーナーの充実︶は近

に︑身近な相談と気軽に行ける施

さっきも話したよう

す︒

コーナーをどの

生

あった方が便利

藤倉常務
うな営農体制が望ましいでしょう

農業者からの期待が強い
営農・販売事業を支えるため
信用事業の効率的運用に
取り組みます。

材価格カットも大事ですし︑相談

7 きたえちご 2017年5月号

農業所得増大のため、
積極的に販売部門を強化してまいります。

島津常務

いお話しなの
で検討させて

女

もらいます︒
石山会長

性部と青壮年

大滝理事長

いい機会にな

磯部部長

作ってみよう！

家 庭 菜園
今月の野菜
ナスは栄養診断による
管理で収量が倍増

ナス

漬けて良し煮て良し、焼いたり揚げ物、生食にと、ナ
スは大変使い勝手が良い野菜。干しナス、焼きナスにし
て冷凍すれば長く保存ができることも分かり、いっそう
魅力を高めてきました。高温好みなので、強い日差しを
受けると紫黒で形の良い果実が連続して収穫でき、大い
に食卓をにぎわせますが、次第に株の勢いが弱まり、実
止まり悪く、取れなくなり、品質も低下してきます。
これはいわゆる「なり疲れ」で生育が不調になってき
たからです。
私たちが、お互いに人の顔色やしぐさを見れば健康状態を推測できるように、ナスの健康状態も、葉
色や草姿、花などをよく観察すれば容易に栄養状態を診断することができるのです。
その一番のバロメーターは、図のように花の付く位置と花の形、葉や花の大きさと色具合です。特に
花の中を見て、雌しべが雄しべより短い「短花柱花」は、ほとんど落ちてしまい実止まりしません。健
全な場合は、花の開いた先に4〜5枚の葉が開いていますが、栄養不良株では1〜2枚しかない状態になり
ます。畑全面を見渡して花がよく見える状態は、栄養不良と
いってもよいのです。
対策としては、まず果実を若取りして株の果実負担を軽く
してやることです。そして追肥で栄養を補給し堅くなった通
路付近の、根が伸びる先の方にくわを入れ、軽く耕し通気を
図り、乾いていたら灌水（かんすい）や敷きわらをして、吸
肥をしやすくしてやることです。
こうすると数日を経ずして草勢に回復の兆しが表れ、健全
な「長花柱花」が多く咲くようになり、茎葉もしっかりして、
上方の葉の枚数も増え、よく実止まり、果実の太りも早まり、
色つやの良い果実がたくさん取れるようになってきます。
「なり疲れ」は、ナスの一生の中に3〜5回現れることが分
かっているので、常に観察を怠らず、早めに発見、対処して
軽減するようにしてください。収量の倍増、品質の向上は必
ず達成できます。
もう一つ、生育盛りに入り茎葉が込み過ぎると、日射不足
のため果実の色づきが悪くなり、病害虫も発生しやすくなり
ます。その対策として、果実に木漏れ日が当たるぐらいに、
余分な葉を摘み取ったり、枝を整理することも大切な手立て
となります。
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年金振込感謝デーにお越しいただき
有難うございました！
４月14・17日に第6回目となる年金振込感謝デーを開催
させていただきました。管内10支店、両日あわせて966人
のお客様にお越しいただきました。有難うございました。
次回の年金振込感謝デーは、

６月15㈭・16日㈮ に開催する予定でござい
ます。皆様のご来店を心よりお待ちしております。

〜 年金友の会

今回の年金感謝デーではご来場のお客様に
卵をプレゼントしました！

平成29年度イベントスケジュール 〜

●第１回グラウンドゴルフ大会
と き 平成29年6月14日（水）
ところ 新発田中央公園北側芝生広場

●第１回年金友の会ゴルフ大会
と き 7月25日（火）
ところ 紫雲ゴルフ倶楽部
（加治川コース）

●第１回ゲートボール大会
と き 平成29年10月26日（木）
ところ 新発田市カルチャーセンター

このほかに
まだまだイベントを企画中です！
●お申込・お問い合わせ先

贈り物におススメ！

皆様のご参加
お待ちしております！
年金友の会

会員数のお知らせ

平成29年２月末

8,900人

JA北越後本店 金融業務課 TEL26-3048（担当 渋谷）

北越後産 アスパラガス

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？

（月）〜６月
●商品お届け期間：平成 29 年５月８日

アスパラガス価格
AL品 1kg入（30本）

30 日
（金）まで

（消費税込）

¥2,640

AL品 2kg入（60本）

¥5,280

※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

︿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）

ご注文専用
フリーダイヤル

0120-121-390

お一人おひとりの“着物へのあこがれ”を
大切にお育てする教室です。

−初心者から資格取得者まで−
自宅でお稽古
もＯＫ

入学
随時受付

曜日、時間はご相談下さい

マンツーマン
の個人指導

野俣きもの着付教室
着付ご依頼も承ります
冠婚葬祭・美容室へ出張可
お気軽にお問い合わせ下さい
新発田市中曽根町３丁目３-４

Tel.0254-24-2761
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今年もアスパラガスの美味しい時期になりました！

「食のアスパラ横丁、味めぐり」
開催期間：平成29年5月1日（月）
〜5月31日（水）

新潟県内第１位の出荷量を誇る新発田産アスパラガスを使った各店オリジナルの創作料理が楽しめ
るイベントです。
今年は50店舗の参加店で一品料理やコース料理、アスパラみどりカレー、パン、スイーツなど多
種多様な料理が提供されます。今年も各店舗が更なる開発を進め、22品の新メニューが登場しま
す。
参加店が提供するアスパラガス料理1品につきシール1枚がもらえ、異なる店舗のシール３枚１口
で応募すると、素敵な景品がもらえます。今年は過去最多の53名の方に豪華景品をプレゼントしま
す。詳しくは「アスパラ横丁」で検索してください。
●お問い合わせ先
｢食のアスパラ横丁、味めぐり｣開催実行委員会（事務局：新発田市 産業企画課
ＴＥＬ ２２−３１３０

！
今年もやります

農水振興課）

極太アスパラガス
「ふとっパラ」特別販売！

５月のみに収穫される「太い！甘い！柔らかい！」の３拍子揃った新発田のアスパラガス「ふとっ
パラ」と幻の極太アスパラガス「ふとっパラプレミアム」を今年も販売します。
●販売期間 ５月１日（月）〜５月３１日（水）
※「ふとっパラプレミアム」は、ＪＡ北越後農産物直売所のみで販売しておりますのでご注意ください。
※収穫状況によっては、入荷できない場合がありますので、予めご了承願います。
●販売店舗 セキカワカナモノ
大手町1−1−1
☎２２−３７８１
寺町たまり駅
諏訪町2−3−28
☎２２−１８８８
ウオロク緑店
緑町3-3-23
☎２３−６０００
ウオロク東新町店
東新町4-21-24
☎２４−８１２１
ウオロク住吉店
住吉町4-1-21
☎２３−８８１１
ウオロクコモ店
舟入町3-12-11
☎２１−２２１０
ＪＡ北越後農産物直売所 島潟字弁天1449−1 ☎２０−８８０１
詳しくは、公共施設やイベントで配布するパンフレット及び公式ホームページ（「アスパラ横丁」
で検索）をご覧ください。
←写真はふとっパラです

プレミアムは更
に太い！
見てからのおた
のしみ☆

●お問い合わせ先
農水振興課農業経営推進係
ＴＥＬ ３３−３１０８

︿有料広告﹀
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柄澤

良

の哺乳類は尿酸をさらに代謝
するウリカーゼという酵素を
持っているので高尿酸血症を
起こしません︒毎日ビールを
飲んでいる方は︑人間もウリ
カーゼを持っていれば良かっ
たのにと考えると思います︒
高いと困る尿酸ですが︑実は
大切な働きをしているようで
す︒人の腎臓では血液から一
度濾過した尿酸の ％を再吸
収しています︒このことは尿
酸が体にとって大切な物質で
あることを暗示しているよう
です︒稀な腎臓遺伝病で尿酸
の再吸収がうまくできない人
がいます︒低尿酸血症となり
ます︒尿酸が低いと運動後に
急性腎不全を起こすことが分
かっています︒一方︑ストレ
スや激しい運動が一時的に尿
酸を上げることが知られてい
ます︒尿酸はストレスや激し
い運動の時に体を守っている
のかもしれません︒地球上で
繁栄した人間と恐竜が尿酸を
持っているのは繁栄に有利で
あったからで︑尿酸にはすご
い働きが隠れているかもしれ
ません︒しかし︑毎日ビール
を飲みたい人はライオン並み
にウリカーゼがあればよいと
思うかも︒あんまり役に立た
ない︑尿酸の話でした︒
90

時間にわたって請求されたり︑
怖い思いをさせられたりする
ので︑払わずに帰ることが難
しい︒︵４︶手持ちの現金が
ないと︑クレジットカードを
使わせられたり︑コンビニな
どのＡＴＭでキャッシングを
させられたり︑身分証のコ
ピーを取られ︑後から請求さ
れたりする︒
帰宅するためにやむなく支
払った場合でも︑その後店が
返金に応じることはないと考
えられます︒クレジットカー
ドで支払った場合には︑クレ
ジット会社に事情を伝え︑調
査を求めることは必要ですが︑
解決を望むことは難しいで
しょう︒﹁ぼったくりバー﹂
は︑その手口を知り︑絶対に
入らないことが大切です︒
万一トラブルに遭った場合
には︑早急に警察に通報して
ください︒
キャバクラなどの客引きは
※
法律で禁止されています︒

ぼったくりバーにご注意！
いわゆる﹁ぼったくり
バー﹂に関する相談が増えて
います︒
︻事例︼出張先で飲んだ後︑
ホテルに帰る途中の繁華街で
バーの客引きに﹁２時間飲み
放題３０００円︒女の子が横
に付く﹂と誘われ店に入った︒
料金を前払いしたので︑安心
して女性に接待されながらウ
イスキーの水割りを２杯飲ん
だところで︑睡魔に襲われ眠
り込んでしまった︒目を覚ま
すと︑自分が注文していない
フルーツやおつまみがテーブ
ルの上に並べられ︑会計時に
追加料金の 万円を請求され
た︒﹁頼んでない﹂と訴えた
が︑店の奥から現れた男性に
威圧され︑仕方なくクレジッ
トカードで決済した︒返金し
てほしい︒
﹁ぼったくりバー﹂とは︑
主に客引きで呼び込んだ客に
想像を超える法外な料金を請
求する飲食店のことをいいま
す︒寄せられる相談には︑次
のような特徴があります︒
︶に誘わ
︵１︶客引き︵ ※
れて入店するケースが多い︒
︵２︶料金の仕組みが分かり
にくい上︑消費者も店に入っ
た後で料金表示を確認してい
ない︒︵３︶法外な請求に納
得がいかずに交渉しても︑長
15

あんまり役に立たない尿酸の話

豊栄病院 副院長

昔︑痛風は美食家の病気と
考えられていました︒痛風は
高尿酸血症で起こり︑高尿酸
血症は尿酸の原料となるプリ
ン体をたくさん摂ることでも
生じます︒肉やビールなどに
はプリン体が多いので美食家
の病気と考えられた訳です︒
確かにプリン体の過剰摂取と
尿酸値の間には関係がありま
すが︑それだけで高尿酸血症
が起こるわけではありません︒
プリン体は代謝されて尿酸に
なりますが︑尿酸は溶けにく
いので濃度が高くなると結晶
を作り痛風発作を起こします︒
足の親指の付け根が真っ赤に
腫れて風が当たっても痛いの
で﹁痛風﹂です︒プリン体は
遺伝情報を司るＤＮＡに由来
しており︑肉をたくさん食べ
ることはプリン体の大量摂取
に繋がります︒ワニも痛風を
起こしますし︑肉食恐竜チラ
ノザウルスの化石にも痛風の
痕が見つかっています︒しか
し︑ライオンは痛風になりま
せん︒霊長類︵人や猿︶以外

きたえちご インフォメーション

︿有料広告﹀
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短時間労働者︵注︶であっても
年 金 保 険 料 に 加 入 す る と ︑将

な お ︑短 時 間 労 働 者 が 厚 生

詳 し く は ︑お 近 く の 年 金 事

ストップ！
80

ています︵フレームを倒す必
要がない場所では必ず立てて
使いましょう︶︒ＲＯＰＳを
装着することによって︑転倒
事故は減少しませんが︑死
亡・大けがになるようなこと
は減少できます︒未装着で経
年数の高いトラクターを使っ
ている方は︑早めに装着車に
更新しましょう︒
片ブレーキによる事故も後
を絶ちません︒圃︵ほ︶場内
では旋回を容易にするために
使用しますが︑退出するとき
には必ず再連結を確認しま
しょう︒点検などで作業機の
下に入ったり︑トラクターと
作業機の間に入ったりする場
合は︑油圧ロックを忘れずし
てください︒ＰＴＯドライブ
シャフトの装着や点検でも︑
落下させたり︑タオルや首に
下げた携帯電話がシャフトに
巻き込まれる事故も多発して
います︒

農業機械のここが危ない！
トラクター編

30

短時間労働者に対する
厚生年金保険等の適用拡大について

厚 生 年 金・健 康 保 険 に 加 入 す
来︑基礎年金に加え︑報酬比例

入することとなりました︒

ると聞きました﹂︒どのような
の厚生年金を受け取ることが

勤務先事業所によっては︑

事業所が該当になるのでしょ
できるようになるなどのメ

務所へお問い合わせいただく

リットがあります︒

うか︒

①厚生年金の被保険者数が
か ︑日 本 年 金 機 構 Ｈ Ｐ を ご 覧

年度から︑

常時５０１人以上の法

平成

人・個人・地方公共団体に
ください︒

時間・勤務日数が常時雇

︵注︶短時間労働者とは︑勤務

属する摘要事業所
②国に属するすべての事業
所

用者の４分の３未満で︑

で働く短時間労働者も厚生
年 金 ︒健 康 保 険 に 加 入 す る こ

ります︒
①週の所定労働時間が
間以上であること︒

時

件を満たす労働者とな

次の①〜④の全ての要

年４月からは︑

とになっています︒
更に︑
平成
厚生年金保険の被保険者数が
常時５００人以下の事業所で
あっても︑

③賃金の月額が８万８００

まれること︒

②雇用期間が１年以上見込

業主が社会保険に加入す

④学生でないこと︒

０円以上であること︒

に勤務する短時間労働者も

業所

②地方公共団体に属する事

る法人・個人の事業所

こ と ︶に 基 づ き 申 出 を す

ることについて合意する

方々の２分の１以上と事

① 労 使 合 意︵ 働 い て い る

20

29

農作業
事故

１年間に日本で発生してい
る農作業死亡事故約３５０件
のうち︑ ％超が乗用トラク
ターに関わる事例です︒トラ
クターに関わる死亡事故の中
で最も多いのが︑トラクター
の転落・転倒に伴うもので約
％︑他に︑挟まれ︑ひかれ︑
機械からの転落︑回転部など
への巻き込まれ︑他車との衝
突などです︒
トラクターは構造上︑重心
が高くなっており︑急ハンド
ルを切ったり︑片ブレーキの
まま走行して急ブレーキ操作
をし︑左右のバランスが崩れ
ると横転します︒また︑斜面
を移動中に︑後輪への抵抗が
大きくなったときにエンジン
回転を急に上げたり︑急発進
しようとすると︑後車軸を旋
回中心として︑前輪が持ち上
がり後方転倒します︒
転倒しないトラクターが開
発されればよいのですが︑転
倒しないトラクターでも転落
しないようにすることは不可
能です︒そこで︑事後安全装
置として開発され︑各国で活
用されているのが︑安全キャ
ブ・安全フレーム︵ＲＯＰ
Ｓ︶です︒最近では︑作業環
境改善と︑事故時に車外への
飛び出しを防ぐため安全キャ
ブが大半になっていますが︑
使用条件によっては︑可倒式
の 柱
2 式フレームも活用され

︿有料広告﹀
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厚 生 年 金 保 険・健 康 保 険 に 加

きたえちご インフォメーション

Readers' Voice

若葉が萌える季節になり、野に山に
出かけたい今日この頃です。ドライブ
が趣味で山形、福島は遊びに出かけま
すが遠い所はちょっと不安なので母の
日にみんなで温泉旅行の日なんかあっ
たらすご〜く楽しいと思います。
（新発田市 Ｓ・Ｈ）

昔の母の日などなかった時代は母の
誕生日などに下着等をやっておりまし
た。其の母もガンで早死してしまい、
今思うとママっ子だった私などは、
あーすればよかった等思うばかりで
す。
（新発田市 Ｉ・Ｋ）
母の日は美味しい物を食べてノンビ
リしたいですね。後は私と夫の母親に

先日お天気の良い日に鉢花の植えか
えをした時お天とう様に気に入られ日
に焼けてしまいました。早過ぎます
ね。母の日ねえ、自分で自分においし
い物でもプレゼントしようかしら。
（新発田市 Ｓ・Ｔ）
すきなテーマパークで１日あそんで
みたいです。こんなプレゼントをもら

何時もお世話になっておりありがと
うございます。テーマとは違います
が、私はクロスワードパズルが好きで
以前はマスの中に文字を入れないで解
く努力をしていましたが最近は符号の
付いたマスだけを解いて答えを出して
います。
（新発田市 Ｎ・Ａ）
花だよりが出たかと思えば先ず桜。
春はいいですね。次々と咲く順番を待っ
ているかのように人々を癒やしてくれま
す。何年も生れ変われる植物は一度切
りの生命を如何に思うのでしょう。春ボ
ケか夢物語りとなった夜でした。
（新発田市 Ｓ・Ｋ）
家庭菜園で野菜を作っています。野
菜の作り方をファイルに入れて勉強し
ています。
（新発田市 Ｈ・Ｔ）

6月号のテーマ
「衣替えで着たい一着」

です。

※テーマ以外にも応募お待ちしています。

4月号のきたえちご 別紙の人事異動者名簿について掲載内容に誤りがございました。皆様にご迷惑をお掛けしましたことをお詫びする
とともに、下記のとおり訂正させていただきます。
4ページ目 ライフサポート 退職者名簿の日付が
「平成27年3月31日付」
となっていますが、正しくは
「平成29年3月31日」
となります。

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

ヨ
コ
の
カ
ギ

1
2
3
4
5
8
10
13
14
16
17
19

端午の節句に食べます
映画の撮影時にカチンと鳴らします
人事̶̶で所属部署が変わった
二つで１組のものを数えるときに使う言葉
初節句に̶̶飾りとこいのぼりを用意した
野球の走者のこと
家を留守にする際は忘れずに
袖振り合うも̶̶の縁
チョウの仲間。カラス、アオスジといえば
ボルトやナットを回す工具
すし屋の符丁で茶のこと
布地を裁断した物

＜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

清水

千夏さんの作品

〈ハガキ〉

〒957-0011 新発田市島潟字弁天1341-1
ＪＡ北越後本店 広報誌係
〈メール〉 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。

行動力がアップします︒
さまざまなジャ
ンルに意 欲 が湧きそう︒
失 敗 を恐れ ず ︑
どんどん試してみるのがベスト

ランドセル

井戸などでくみ上げて使います
土を小高く盛り上げたもの
人がたくさん住んでいます
車に乗って出掛けます
孫悟空の乗り物です
中国の̶̶に由来することわざは多い
まき割りや枝打ちに使う刃物
東南アジアの国。首都はクアラルンプール
人を怒らせることを「̶̶に触れる」ともいいます
インドから伝わる心身調整法
太陽や星がよく見える天候
台所ですることの一つ

プレッシャーを感じやすいよう︒
できる
人と比較せず︑
﹁自分は自分﹂と開き直
って︒
気晴らしには散歩が正解

先月号の答え

タ
テ
の
カ
ギ

1
4
6
7
9
11
12
15
18
20
21
22

すんなり人脈を広げていける気配︒
初対
面の相手でも気さくに話し掛けてみて︒
講演会などへの参加も好刺激に

お詫びと訂正

いつも楽しみにして楽しく読ませて
もらっています。最近暖かくなってき
て花も咲いてきました。運動を全然し
てないなーと思い、自転車にでも乗っ
てサイクリングしたいものです…。で
も自転車がないので、せっかくだし、
いい自転車が欲しいな〜とおもいつつ
…。そう言ってたらもう夏になりそう
です…。
（新発田市 Ｏ・Ｓ）

みなさんの声を読むと楽しんで畑仕
事をしている様でうらやましいです。
私自身も畑仕事をする事でストレス発
散しています。
（胎内市 Ｉ・Ｍ）

社 交 性 を 発 揮でき ︑
人 気 運 が 高 まる 兆
し︒
ただ︑
注意力が散漫気味なので︑
慣れ
た作業ほど凡ミスに気を付けて

私は懸賞が趣味なので、母の日に当
選品が届いたら良いなぁと思います。
母の日のプレゼントは準備しています
が、もしもプレゼントが届いたら、母
がもっと喜んでくれそうです！
（新発田市 Ｈ・Ｍ）

子供が小学校の時に、お手伝い券10
枚をプレゼントしてくれました。あれ
から15年、また、プレゼントしてほし
いです。
（聖籠町 Ｗ・Ｔ）

Ｍ・Ｈ）

新しいことにチャレンジする好機︒
思い
切って行動を起こせば︑
スムーズに理想
的な展開に︒
自分磨きもグッド

今迄に沢山ありました。娘達からの
プレゼント（母の日、誕生日、結婚記
念日等）今は孫達からもやはりプレゼ
ント色々頂き有難度い事です。小さい
孫からは、肩もみ券、お手伝い券、お
ばあちゃんの似顔絵等、保育園児らし
いプレゼントもあります。全部大切な
プレゼント大事にしまっています。使
わないと意味がないよって言われます
がこわれたらとか、汚れたらなんて思
いながら…ボチボチ使う事にします
か。先が見えて来た様ですから。
（新発田市 Ｈ・Ｈ）

今月のテーマ
母の日にあったらいいなこんなこと

う人はいないと思います。
（新発田市

人を当てにせず︑
自分のことは自力で励
んだ方が手応えあり︒
新しい趣味を持つ
と︑
柔軟性が高まりそう

読者の声

は、もっと親孝行出来れば良かったと
思います。
（聖籠町 Ｉ・Ｎ）

■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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物 事 を 邪 推 しやすい時 期です ︒信 じる
気 持 ちを 大 切に ︒気 分 転 換 するには 森
林浴やトレッキングでリラックスを

2017.

５月

で
新ジャガイモの梅煮

!

何 かと 迷いが 生 まれやすい期 間 ︒信 頼
できる 人 に 相 談 して ︑知 恵 を 貸 しても
らって︒開運には芸術鑑賞がお勧め

Point
ジャガイモが平らに並ぶ鍋で調理すると、均一
に味が通ります。

作り方
（1）塩少々（分量外）を入れた水から新ジャガイモを下ゆで

心 理 的 に 不 安 定 になる 暗 示 ︒マイナス
思 考 せ ず ︑意 識 的 に 良い方 向 に 考 えま
しょう︒読書をすると良いヒントが

材 料（ 4 人 分 ）

する。串がスッと通るくらいまで火が通ったらざるにあげ
ておく。

新ジャガイモ
（小芋）…500ｇ 合わせ調味料
梅干し……………………5個
サラダ油……………大さじ1

料理酒 ………1カップ （2）鍋にサラダ油を入れて熱し、下ゆでしたジャガイモを焼
き色がつく程度まで炒める。
水 ……………1カップ
みりん ……1/2カップ

（3）同じ鍋に合わせ調味料と梅干しを入れ中火で15分煮た

後、強火にして煮汁に軽くとろみがつくまで（照りが出る

しょうゆ …1/4カップ
砂糖 …………大さじ5

まで）煮込む。
（4）器に盛って出来上がり。

レジャー運が盛り上がっています︒気の
合う仲間たちとにぎやかに過ごして︒
ク
リエーティブな楽しみもラッキー

ジャガイモの洋風卵焼き

!

Point
トマトとタマネギのみじん切りを付け合わせると一味

言 葉 が 足 り ず ︑身 近 な 人 ともめてしま
う か も ︒悪 い と 思 っ た ら ︑素 直 に 反 省
し︑
すぐに謝って︒優しさも必須

違います！

作り方
（1）直径18㎝のフライパンにオリーブ油大さじ2をひき、
ジャガイモ、タマネギ、ベーコンを入れ、弱火にかける。
7〜8分炒め煮にして火を通す。

いろいろなことに興味を感じる星回り︒
無料体験教室などに参加して︒ただ︑手
を広げ過ぎると永続性に難あり

（2）溶きほぐした卵と（1）をボウルに入れて混ぜ合わせ、
塩で味を調える。
（3）フライパンにオリーブ油大さじ1を熱し、（2）を流し
入れて底面を焼き固め、焼き色がついたら表裏を返す。フ
ライパンより一回り小さいふたなどで上からぎゅっと押し
ながら底面を焼き固める。
（4）（3）を8等分に切り分け、マヨネーズとマスタードの
ソースを添える。
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材 料（ 4 人 分 ）
卵 ……………………………………3個
ジャガイモ
（厚さ5〜8㎜にスライス）…………2個
タマネギ（スライス）…………1/4個
ベーコン（4等分） ……………3枚
マヨネーズ ……………………大さじ1
粒マスタード ……………………適宜
オリーブ油 ……………………大さじ3
塩 …………………………………適宜

きたえちご

左 ｢蕗谷虹児画集」講談社『糸屋の娘』「令女界」口絵

ギャラリー蕗谷虹児 2017.５

中上 ｢中原淳一の便箋」村崎修三編 青幻舎 2016年
中下『金と銀と黒の悲しみ』中原淳一

制作年不詳

右 ｢松本かつぢ」河出書房新社『くるくるクルミちゃん』

管理部総務課

発行

新潟県新発田市

◎中伊豆に建てた温泉付きのアトリエに引っ
越した虹児は、同年暮れに講談社から３冊目
となる「蕗谷虹児画集」を出版しました。珠玉
の名画を厳選！ ●著者代表作の集大成●と
帯に謳い、表紙カバ―には「令女界」昭和13年
４月号から 日本むすめ幻想五景 中の『糸屋
の娘』を使い、画集本体には他の３点も載せて
います。観音開きの表側４頁に４点、内側に横
長４頁大の１点と、極彩色の口絵５点を一括発
表する畢生の大仕事でしたから。
晩年、｢抒情画大集」など大小８冊もの著書
を出版しましたが、講談社３冊目のこの画集
は、55年におよぶ生涯の画業から、自身で選
び抜いた納得の作品集になりました。

企画部経営企画課

編集後記
新年度になり、部署も変わってバタバ
タとした日々を過ごしている担当（M）
で
す。今年もアスパラガスの時期がやって
きました！春芽を堪能できる5月中は美

◎少女雑誌の蒐集家として知られる熊本市在
住の村崎修三氏から、昨年11月に出版された
｢中原淳一の便箋｣という珍しい本を頂きまし
た。昭和12〜17年発行の便箋で、｢ひまわり」
や「それいゆ」の絵とも微妙に違います。例え
ば、十字架と修道女の１点。この瞳の大きさ！
襟もとの締め上げ 方！ 改めてまじまじと見
入ってしまいました。
◎『松本かつぢ』の画業は抒情画、童画、少女
漫画と多岐にわたり、表紙絵選びは難しいで
す。弥生美術館の内田静枝さんが選んだのは、
｢くるくるクルミちゃん｣の愉しくユニークなこの
１点。伯父さん、ご機嫌のはずです。
（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
■ 臨時経営管理委員会議案 開催日 平成29年3月14日（火）
協議事項
（１）平成２９年度固定資産取得計画について
（２）
平成２９年度事業計画（取扱高・総合収支）について
（３）
子会社の平成２９年度事業計画（売上高・総合収支）について

味しいアスパラガスをモリモリ食べてい
きたいですね♪
新部署で行う広報は、今様々な媒体で
北越後をPRする準備をしております。
ま
ず、JAグループ新潟主催のテレビ番組か
ら発信していきます！Tenyさんで放送さ
れている
「夕方ワイド新潟一番」
で北越後
のアスパラガスが紹介されますので、5月
12日の放送を是非ご覧ください！よろし
くお願いいたします。
（M）

■ 経営管理委員会議案 開催日 平成29年3月31日（金）
１．
協

議

事

項

（１）
経営管理委員に対する貸出の承認について（案）
（２）
経営管理委員に対する畜産長期平均払制度の承認について
（３）
平成２９年度コンプライアンスプログラムの制定について
（４）
株式会社あぐりサポート北越後の役員変更について

２．
報

告

事

項

（１）農協法第３５条の２第４項による報告について
（２）平成２８年度重要な決算方針について
（３）平成２９年２月末事業実績について
（４）子会社の平成２９年２月末事業実績について
（５）平成２８年度決算スケジュールについて
（６）規程の一部変更について
（７）内部統制チェックリスト実施結果報告について
（８）農協法改正に係る今後の諸規程の変更について
（９）平成２９年度監事監査計画について
（10）平成２９年度余裕金運用方針について
（11）その他

