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Agreen Topics トピックス

　ＪＡ北魚沼主催の婚活パーティーであるＣＭＣ
（コミュニケーション）パーティーは今年で10回目
となりました。
　ＣＭＣパーティー第１弾は７月30日（土）、８月
６日（土）にゆ～パーク薬師にて、大人気のＢＢＱ
パーティーを開催しました。
　暑い中でしたが、ゲームをしたり楽しいひととき
を過ごしていました。

合計５組のカップルが誕生しました♥
　10月には第２弾開催決定です！
　申込みはお早めに！詳細は７ページへ！

　8月7日（日）、うおぬま百菜花ん「わくわく収穫体
験」が行われ、小学生や保護者などが参加し、とうも
ろこしを収穫しました。
　このイベントは地場産農産物の収穫体験を通じ、農
業への理解促進や安心・安全な地場産農産物のＰＲを
目的に開催しています。
　第2回目は10月9日（日）にさつまいも収穫体験を
開催予定です。
　お問い合わせは百菜花んへ　☎025-792-7066

うおぬま百菜花ん
「わくわく収穫体験」

あぐり～んキッズスクール
農業体験教室開催

ＪＡ北魚沼Presents
CMCパーティー2016　♥ENJOY　　BBQ♥

　　　

　ＪＡ北魚沼の食農教育“みんなのよい食プロジェクト”の一
環である、「あぐり～んキッズスクール」を7月31日（日）に行
いました。
　無添加にこだわった料理教室を開催している、塩沢在住の宮
田先生を講師に招いて、今年も手作りウィンナーに挑戦しまし
た。
　肉をこねて、羊の腸に詰める作業は、みなさん初めての体験
で、悪戦苦闘しながらも、キッズだけでなく保護者の方も楽し
く作業をしていました
　無添加で作ったウィンナーはハーブが効いていてとっても美
味！「いつものウィンナーと味がちがう！」と違いにも気づい
た模様。
　今後もＪＡでは食の安心・安全の大切さを子どもたちに伝え
ていく活動に取組んで行きます。

ＣＭＣ
第１弾
では
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Agreen Topics トピックス

　８月25日（木）、魚沼花き園芸
組合は全国から主要取引市場を
招いて圃場巡回を行い、生産者や
関係機関など約70名が参加しま
した。
　圃場巡回ではユリコースと宿
根草花コースに分かれ、ユリコー
スでは彼岸出荷用オリエンタル
ユリ、ＬＡユリを、宿根草花コー
スでは秋明菊、クジャク草などの
圃場を巡回しました。

　ＪＡ北魚沼水稲部会は８月21日（日）、
ＪＡ本店ホールで《ＪＡ北魚沼水稲部会講
演会・刈取り前研修会》を開催し、部会員
や関係機関ら100名が参加しました。
　米穀情勢が厳しさを増す中、北魚沼産コ
シヒカリがトップブランドであり続ける
ため、刈取りに向けて状況を把握し、情報
の共有に努めました。
　片倉コープアグリ㈱高橋源夫講師から
『後期栄養の重要性』と題して講演があり
ました。
　また、魚沼農業普及センターの野本昭普
及指導員からは『適期刈取りの重要性』と
題して研修会を行い、収穫作業の重点対策
について再確認を行い、適期収穫に向けた
意思統一を図りました。

　魚沼ブランド推奨品に指定されているやぶかみなす生産組合
が栽培する深雪なすを使用した《深雪なすの浅漬》を発売しまし
た。
　化学調味料、合成保存料、合成着色料などを一切使用しない、
昔ながらの田舎の味に仕上げ、食べやすい浅漬となっております。
　東京都内のイトーヨーカドー及びスーパーマーケット成城石
井で先行販売をスタートし、大変好評を得ています。
　百菜花んでは10月末まで金曜日～日曜日の曜日限定販売をい
たします。
　また、９月25日（日）には百菜花んで発売イベントを行います。
　是非、ご賞味ください！！

平成28年度　魚沼花き園芸組合圃場巡回

ＪＡ北魚沼水稲部会講演会・刈取り前研修会

《深
み

雪
ゆき

なすの浅漬》を発売！

片倉コープアグリ㈱高橋講師
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開催日：平成28年８月５日（金）
参加数：14組56名
　優　　　勝：桜井　省吾さん（中央）
　準　優　勝：山本　要作さん（左から２番目）
　第　３　位：星　　正弘さん（右から２番目）
　ベスグロ賞：星　　正弘さん（右から２番目）

薮神支店ゴルフコンペ 熱戦が繰り広げられました！

入広瀬支部

　８月５日（金）スポーツセンター前コート場を会場に第18回年金
友の会入広瀬支部ゲートボール大会が開催されました。
　天気に恵まれ厳しい暑さの中、５チームの参加をいただき熱戦が
くりひろげられました。
　成績については次の通りでした。

優　勝　　芋鞘チーム（初）
準優勝　　穴沢チーム
第３位　　合同チーム

薮神支部

　９月１日（木）広神地区老人福祉センターコート（田尻）を会場に
第18回年金友の会薮神支部ゲートボール大会が開催されました。
　天気に恵まれ厳しい暑さの中、７チームの参加をいただき熱戦が
くりひろげられました。
　成績については次の通りでした。

優　勝　　池平チーム
準優勝　　中島・今泉チーム
第３位　　島チーム

年金友の会ゲートボール大会

優勝：芋鞘チーム

坂大会長 小林支店長

「百合」の絵手紙コンテスト　結果発表「百合」の絵手紙コンテスト　結果発表

　「百合」をテーマにした絵手紙コンテストを開催し、市内外より計35作品の応募があ
りました。７月18日に開催された「ユリ感謝Day」イベントにて作品を展示し、来場者
より気に入った作品に投票いただき、優秀作品を決定しました。
　ご応募いただきました皆様、ありがとうございました。

１位　皆川スミさん（虫野）

２位　齋藤久代さん（並柳） ３位　森山由紀子さん（明神） ４位　齋藤久代さん（並柳） ５位　椿美千子さん（千葉県）



稲作
情報 天候に左右されない稲作りは　土づくりから

～あなたのほ場の土壌診断を！！～

１　土壌採取は収穫終了後、秋肥料散布前とし、早期に実施してください。
　　図Ⅰを参考に１圃場の内、中央１ヵ所と四隅の計5ヵ所から採土します。各地点
　において表面の有機物等を除き、作土（表土およそ0～15㎝）をスコップで図Ⅱの
　ような穴を掘り、移植ゴテ等で斜め柱状に採土します。
　　四隅の採取場所は畦畔から1.5～2ｍほどの場所です。

２　圃場５ヵ所から採取した作土を混ぜ、直射日光を避けて乾燥させてください。
　　水分が高いと成分抽出液が薄まり、正確な数値が出ません。
３　土以外の異物は除去してください。
　　乾燥後は細かく砕き、２㎜程度の網目の「ふるい」等を使用し、石・ワラ等の
　不純物は除去して、500ｇを専用袋に採取してください。

４　営農センターへ10月末日までに持ち込んでください。
　　採取土壌と「土壌分析申込書（様式２）」を10月末日までに持込んでください。

『安全・安心なお米』をお客様へ届けるために、今一度ご確認をお願いします。

※お米をJAへ出荷される方は、栽培履歴の提出が必ず必要です。
※カントリーエレベーター、ライスセンターへ米を出荷される方も栽培履歴の提出が必要です。

１．農薬の使用基準を守る。
２．栽培履歴を正しく記帳し、米の出荷時に必ず提出する。
　　（出荷伝票提出時に営農センターへ必ず提出してください。）

農薬を安全に使用している！と胸を張って言えますか？
栽培履歴の記帳・提出は、米の生産者としての責務です！！

図Ⅰ

図Ⅱ

水田の土壌診断用土提出方法について

①　圃場の５か所から採取した土を
　　一緒に乾燥開始

③　乾燥後、土の塊をつぶす

⑥　写真左側が石や異物、
　　写真右側がふるいにかけた土

⑦　土を500gに計量する ⑧　土壌分析申込書を同封して完成

④　さらに土の塊をつぶして粉末状に
　　する

⑤　なるべく細かいふるい目に数回
　　通す

②　ショベル等で細かく刻む

土壌の採取方法
1.5～2ｍ 

採土

地表面

採土層

下層土

0～15㎝ 

営農指導に関するご相談は、お近くの営農センターまで
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※１　ご契約手続き、ご契約形態および同封させていただく書類等に応じて郵送方法が異なります。
※２　共済証書につきましては共済種類、ご契約内容によって記載内容が異なります。

【共済証書イメージ例（こども共済）※２】
　こちらの共済証書が同封されておりますので、内容をご確認の上、大切に保管をお願いいたします。

　平成28年４月より生命総合共済の共済証書を、郵送でお届けさせていただいております。
　お届けさせていただく書類のイメージを今回ご案内させていただきます。皆様ご確認よろしくお願いいたします。

生命総合共済の共済証書のお届け方法が変更となりました

【同封イメージ例】
　こちらの封筒にて、共済証書を郵送でお届けいたします。

普通郵便または簡易書留にて　
郵送させていただきます。※１
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　「北魚沼産コシヒカリ」のブランド力向上と良食味で安全・安心なお米を消費
者に情報発信するためコンテストを開催します。皆様からの応募をお待ちして
います。
◆参加資格　１．参加資格　JA北魚沼管内の米生産者で JA北魚沼への出荷者
　　　　　　２．対象の米　平成28年産　北魚沼産コシヒカリBL（出荷米に準ずる米）
◆応募方法　１．提 出 物　①応募用紙（指定の用紙を各営農センターに用意してあります。）
　　　　　　　　　　　　　②出品米の栽培履歴（事務局指定様式）
　　　　　　　　　　　　　③玄米２kg
　　　　　　２．提 出 先　各営農センターまで
◆審査方法　　　書類審査・品質食味分析機による審査・食味官能審査
◆募集期間　　　平成28年10月１日（土）～10月31日（月）
◆結果の発表等　平成29年1月発行の「あぐり～ん」にて発表いたします。
　　　　　　　　最終審査進出者に豪華賞品を贈呈します。

ＪＡ北魚沼　『米食味コンテスト2016』開催！！！

　出資予約貯金（配当金振込専用口座）をお持ちの組合員の方は、９月26日に出資一口

金額（500円）の単位で振替増資させていただきます。ご理解いただきますようお願い

いたします。

　振替増資後の出資金残高通知書については、10月に配布または郵送する予定です。

　なお、振替日までに出資予約貯金口座を解約された場合は振替増資を行いません。

お問い合わせは　TEL　025－793－1700　総務企画課（酒井）まで

出資予約貯金口座からの振替増資について
組合員の皆様へ

ＪＡ

C　2016　テレビ朝日・東映AG・東映

地元団体による演芸・踊り、よさこい、太鼓、
他にもイベントいろいろ！　皆で見に来てネ！！

ＪＡ北魚沼ＪＡ北魚沼ＪＡ北魚沼 大農業祭開催のご案内大農業祭開催大農業業 開催祭祭祭 ののごご案内案内ごご大農業祭開催のご案内

10月15日 土

１回目
　10：00～
２回目
　13：30～

（予定）

「響きの森公園」
　　雪のコロシアム
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金融課からのお知らせ

ＪＡ飼料用米等対策資金融資
♦ 水田活用の直接支払交付金が入金されるまでの資金繰り対策を実施します。

　　１．対 象 者　○水田活用の直接支払交付金申請者であること。
　　　　　　　　　○飼料用米及び米粉用米を交付対象作物としていること。

　　２．貸付金額　○水田活用の直接支払交付金額の範囲内（１万円単位）

　　３．貸付期間　○交付金交付期限である平成29年３月末まで
　　　　　　　　　　（水田活用の直接支払交付金入金の都度返済することとなります。）

　　４．貸付金利　○無利子（特別金利1.0％からＪＡバンク利子補給※を受ける事により実質無利子）
※農林中央金庫が行う農業者・農業経営体に対しての支援　

詳しくはお近くのＪＡ支店窓口まで

ＪＡ農機具ローン
農機具などの購入資金に！

パイプハウスの建設費用に！

農機具の修理費用に！

農機具ローンの借換えに！

申込み・お問い合わせ：営農経済部　営農指導課（関まで）　☎０２５－７９３－１７７０

行程
１日目

管内出発 7：15　　　　昼食　　　　幕張メッセ国際見本市見学～ 14：30
　　　　ハワイアンズ 17：15到着【宿泊】スパリゾート・ハワイアンズ

２日目
ホテル出発 8：00　　　　朝市　　　　農薬工場見学～ 11：40
　　　　アサヒビール園～ 13：30　　　　磐越道経由管内着 16：45

全国の農業関連業者が一堂に会する見本市です。
大勢の方々から参加していただけますようご案内いたします。

参加費お一人様

　３０，０００円
日程：10月12日（水）～13日（木）

ＪＡ北魚沼 特 別 企 画
次世代農業探索と
ハワイアンズ国際見本市ツアー国際見本市ツアー

1.85％1.85％最優遇金利
【変動金利型】
（別途保証料0.5％）

2.65％2.65％キャンペーン金利
【変動金利型】

税込購入価格500万円以上の農機具を導入の場合、さらに0.2％の優遇
要件に該当した場合、１％のＪＡバンク利子補給が受けれます。

キャンペーン
実施中！

Ｈ28.10.31まで 最大
▲0.8％
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農機車両課

　６月18日（土）・19日（日）に開催しまし
た、合同大展示会サマーフェスタ2016の
特別企画、自動車成約キャンペーンの当選
者36名で、８月19日（金）に浅草・浅草寺
と東京スカイツリーへ行ってきました。天
候にめぐまれ、参加者は浅草寺境内散策と
スカイツリーからのすばらしい眺めを、し
ばし時間を忘れて楽しんでいました。

『東京スカイツリーへの旅』へ行ってきました自動車成約
キャンペーン

　　７月23日に中央農機センターにおいて、女性限定「刈払
機安全講習会」を参加者16名で開催しました。メーカー担当
の説明の後実際に草刈を実施しました。刈った草を水路に落と
さない方法など質問がでました。

今年も大好評！
女性限定「刈払機安全講習会」開催

2,1002,100名
様
名
様

他
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下記優待券をご利用いたしますと、折立温泉ホテルゆのたに荘を優待価格でご宿泊できます。どうぞご利用ください。

キ リ ト リ

ＪＡ北魚沼とゆのたに荘　スペシャルコラボ企画

第17回理事会 平成28年８月25日開催

主な協議事項
・延滞・固定化債権の状況について
・固定資産の処分について（干溝倉庫）
・中期経営計画進捗状況報告について

第18回経営管理委員会 平成28年８月29日開催

主な協議事項

・上半期仮決算結果について
・新潟県への不祥事案（給油所）の報告について
・平成28年産米仮渡金の決定及び共同計算流通経費項目・単価見直し
　について

＜組合員数＞　正　6,285人
　　　　　　　准　5,494人

貯金残高　 　833億2356万円
貸出金残高　 252億6876万円
共済保有高　3704億8988万円
購買品供給高　24億5590万円
販売品販売高　17億5214万円
出資金　　　 　28億1233万円

私たちのＪＡ 平成28年8月末現在
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お問い合わせは観光センターまで（営農経済部内）　 TEL 025-793-2135  FAX 025-793-2136

募　集　要　項
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フレッシュ女性部
コーナー

フレッシュ女性部
コーナー

★お問い合せ★　ＪＡ北魚沼次世代対策課　女性部事務局　電話　０２５－７９３－１７７０

「緑のカーテンコンテスト」作品再募集！「緑のカーテンコンテスト」作品再募集！

～ゆかた美人～　ゆかた着付教室　８月７日（日）３回コース終了しました！！～ゆかた美人～　ゆかた着付教室　８月７日（日）３回コース終了しました！！
★きらりすと★　キレイをはじめよう！２０１６

～トップとの懇談会～～トップとの懇談会～
　８月９日(火)に女性部本部役員とＪＡトップとの懇談
会を本店大ホールにおいて開催しました。
　ＪＡからＪＡ北魚沼の現状と自己改革についての報告
があり、懇談会は２部構成で行いました。
　第１部では、事前の意見要望事項についての回答があ
り、第２部では、内容を深く検討ができるように３班に
分かれてグループ討議を行いました。
　グループ討議では、次世代への取組み活動や食農活動
等について活発な意見交換となりました。
　今後もトップとの懇談を通じ、より良いＪＡ、次世代
につながる地域活性化、女性の力を地域に活かし魅力的
な活動を展開してまいります。

　今年度、３回コースで開催した「ゆかた着付教室」のパート３が11家族18名の参加で行われました。小学生高学
年の参加者もゆかたを１人で着付けて帯びも可愛く締めることができました。ミニイベントでは八色スイカに風船アー
ト、ゆかたに似合うアクセサリー作りで楽しみました。

農業祭当日に作品展示！コンテスト審査を開催!!
≪応募方法≫　写真 または ｅ-ｍail

　プリントアウトした写真の場合
裏面にお名前を記入し、必要事項を添えて、応募
してください。写真の返却はいたしませんのでご
了承ください。
　Ｅメールの場合
　ｅ-ｍail：joseibu＠ja-kitauonuma.com
　必要事項を記載の上、写真を添付してください。
～～～必要事項～～～
　①住所・氏名・ＴＥＬ
　②植物名
　③一言メッセージ
締切り延長９月26日（月）／詳しくは下記まで
申し込み・問合せ先：女性部事務局（793-1770）

農業祭当日に作品展示！コンテスト審査を開催!!
≪応募方法≫　写真 または ｅ-ｍail

　プリントアウトした写真の場合
裏面にお名前を記入し、必要事項を添えて、応募
してください。写真の返却はいたしませんのでご
了承ください。
　Ｅメールの場合
　ｅ-ｍail：joseibu＠ja-kitauonuma.com
　必要事項を記載の上、写真を添付してください。
～～～必要事項～～～
　①住所・氏名・ＴＥＬ
　②植物名
　③一言メッセージ
締切り延長９月26日（月）／詳しくは下記まで
申し込み・問合せ先：女性部事務局（793-1770）

「家の光」12月号・１月号「家の光」12月号・１月号
≪　12月号　≫　別冊付録

①　2017家の光『家計簿付き』
②　エンディングノート　　　　
『未来にのこす わたしノート付き』

１,００８円（税込）

≪　１月号　≫　別冊付録
料理レシピ付き　　　　　　　　
※１年中楽しむ旬の味　　　　　
『わが家の定番＆新定番 漬物』

   ９０６円（税込）

暮らしに役立つ家庭雑誌暮らしに役立つ家庭雑誌

申し込み先：次世代対策課（793－1770）まで申し込み先：次世代対策課（793－1770）まで

購読申込み受付中購読申込み受付中

ひとりで着ました！　～ゆかた美人～ひとりで着ました！　～ゆかた美人～ 風船アートの後はゆかたに似合うアクセサリー作り風船アートの後はゆかたに似合うアクセサリー作り
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JA北魚沼

１０月２２日（土）・
　　　２３日（日）
１０月２２日（土）・
　　　２３日（日）

「周年祭」
毎年大盛況！乞うご期待！！

「周年祭」
毎年大盛況！乞うご期待！！

９月2５日（日）９月2５日（日）
新米まつり

「実りの秋試食会」
新米まつり

「実りの秋試食会」

旬の食材をおいしく食べようしくくくくくくくくくくくくくくくくく

｛
●　作り方
① Ａを鍋に入れて弱火にかけ木べらで混ぜながら、もとのみその固さになるまで練り上げる。

② なすはヘタを取り、縦２つに切り、切り口一面に竹串でつついて穴を開ける。

③ フライパンにサラダ油大さじ３を熱し②のなすを入れ、中火で片面３分くらいずつ両面を焼く。切り口にみそを
塗り、とろけるチーズをのせる。

④ オーブントースターの受け皿にアルミホイルを敷き③のなすをのせチーズがとけるまで焼く。

●　作り方
① かぼちゃは種とワタを取り、乱切りにして160℃に熱した揚げ油でからっとするまで素揚げし、油をきる。

② 大きめの鍋に砂糖と水を入れて火にかけ煮たって砂糖がとけたら、しょうゆ、熱いかぼちゃを入れ黒ごまを加え
て手早くからめ合せる。（煮つめ過ぎない）

材料（４人分）
・なす………………………４コ
・ピザ用とろけるチーズ…適量
・サラダ油…………………適量

　　・みそ…………………100g
　　・砂糖…………………大さじ 1
　　・酒……………………大さじ２
　　・みりん………………大さじ１

材料
・かぼちゃ…大きいかぼちゃ 1/4 個
　　　　　　　　　　　　　　（400g～500g）
・揚げ油……適量
・砂糖………60g
・水…………大さじ 1と 1/2
・しょうゆ…小さじ２
・黒ごま……適量

●なすのみそチーズ焼き●

 ●大学かぼちゃ●

A


