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10月15日（土）、皆様への日頃の感謝をこめ
て、今年も農業祭を開催しました。おかげ
さまで天候にも恵まれ、大盛況でした。
組合員の方や地域の皆様、
ご来場誠にありがとうございました。

忘れ物
が

ありま
した。忘れ物
が

ありま
した。

☎

♥

写真を載せきれませんでしたが、取材にご協力くださった方 、々ステージ発表してくださった方 、々本当にありがとうございました。写真を載せきれませんでしたが、取材にご協力くださった方 、々ステージ発表してくださった方 、々本当にありがとうございました。れませを せせ れきを れまませ載せせせききれ写真を載せきれませ
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Agreen Topics トピックス

農産物直売所うおぬま百菜花ん　　　　
「わくわく収穫体験」

ＪＡ北魚沼
CMCパーティー　2016

　10月９日（日）、うおぬま百菜花ん「第２回わくわく収
穫体験」が行われ、管内の小学生や保護者などが参加し、
さつまいもを収穫しました。
　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。
　当日はあいにくの
天候でしたが、収穫
作業中は雨もあがり
丸々と太ったさつま
いもを沢山収穫しま
した。

国際見本市ツアー開催！！
　10月12日（水）、営農経済部が主催した国際見本市ツアーへ管内の生産者27名が参加しました。千葉県幕張メッセで
開催された国際見本市は『農業資材EXPO』を含む6つの国際博覧会見本市（EXPO）が同時に開催され、730社の出
展となる日本最大の農業の総合展となります。
　話題の『ドローン』をはじめ、農業資材、農業機械、花き関係など数多くのブースが設置され、多種多様のものが紹介
されていました。会場内はとても広く、見て回るだけでも時間が足りない程でした。
　翌13日（木）には農薬メーカー『住化アグロ製造株式会社』様のご協力により、普段は目にする機会のない、農薬製造
工程を興味深く視察しました。

　10月９日（日）、ＪＡ北魚沼主催の婚活イベント、CMC
パーティー2016の第２弾を行いました。
　当日はマレットゴルフ大会を計画しましたが、あいに
くの悪天候により、予定を変更して室内での卓球大会と
なりました。トーナメント戦で戦い、大変盛り上がりま
した　　交流会はホテルゆのたに荘へ移動し、ゲームや
ビンゴ大会で終始和やかな雰囲気でした。今回は、２組
のカップルが誕生♥来年度も素敵な出会いのお手伝いが
できるよう、楽しい企画にしていきたいと思います！
お楽しみに～！！

第２弾 第２回
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第７回　川口地区錦鯉品評会第36回　魚沼市錦鯉品評会
　10月16日（日）、第７回川口地区錦鯉品評会がＪＡ北
魚沼川口支店前で開催されました。
　当日は天候にも恵まれ、156点の錦鯉が出品されました。
　今年は『えちご川口秋祭り』の会場から近かったため
一般の見学者も多く、目を輝かせて錦鯉の泳ぐ姿を眺め
ていました。
　全体総合優勝　三　　　色　宮寅養鯉場　様
　最 優 秀 賞　ドイツ紅白　石坂　正明　様

　10月８日（土）、第36回魚沼市錦鯉品評会がＪＡ北魚
沼本店前広場にて開催されました。
　226点の優秀な錦鯉が出品され、体型・色の映え方を
基準に、各部毎に厳正な審査が行われました。
　全体総合優勝　紅白　村田　伸二　様
　若鯉総合優勝　紅白　村田　伸二　様
　幼鯉総合優勝　紅白　斉藤　良介　様

◀全体総合優勝
　紅白

◀全体総合優勝
　三色

年金友の会　小出支部　北陸の名所を巡る雨晴温泉の旅

平成28年度　新潟県花きコンテスト
　10月15日（土）～16日（日）の２日間、平成28年度新潟県花きコンテストが新潟市食育・花育
センターにて開催されました。
　コンテストには県内の切花産地から105点の出品があり、審査の結果、森山静江さん（堀之
内）のＯＴユリ「ザンベジ」が見事、新潟県知事賞を受賞。魚沼市からの出品は他にも、特別賞
４点、金賞８点、銀賞５点を受賞し、表彰を受けました。
　暑い時期に植えつけされる難しい栽培にもかかわらず、極大輪の花と大きく整った草姿、葉の
色が濃いなど、品種本来の特性がよく表れている点が評価された結果となりました。
　受賞された皆様、おめでとうございます。
●特別賞受賞者一覧（ＪＡ北魚沼関係）

　10月６日（木）～７日（金）、１泊２日の日程で年金友の会
小出支部親睦旅行が行われ、50名の参加をいただきました。
　「雨

あまはらし

晴」温泉の名前の如く２日間ともに天候に恵まれ、富
山の名所をゆっくり観光できました。中でも、瑞泉寺の木彫
り彫刻は伝統的な“井波彫刻”の粋が集結しているとの事
で、皆さん目を留めていました。車中も懇親会も盛り上り、
会員相互の親睦をさらに深める楽しい旅になりました。

入　　賞 出品者名 地　区 品　目 品　種
新潟県知事賞 森　山　静　江 稲荷（堀之内）ＯＴユリ ザンベジ
北陸農政局長賞 田　澤　利　彦 魚野地 オリエンタルユリ カサブランカ
（一社）日本花き卸売市場協会長賞 滝　沢　洋　介 原 ＯＴユリ ザンベジ
全国農業協同組合連合会新潟県本部長賞 鈴　木　道　弘 魚野地 オリエンタルユリ メリーバ
新潟市中央卸売市場新花賞 佐藤　小右エ門 舟山 ナルコ ー
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稲作
情報 今年の格落ち要因を確認し次年度の対策を立てましょう！

１等級比率100％を目指す米作り

平成28年度コシヒカリ１等級比率（10／21現在）

平成28年度コシヒカリ格落ちワースト５（10／21現在）

平成28年度重点対策を確実に実施できたか今一度確認しましょう。

格落ち理由比率 １位  除青未熟

２位  心白粒

３位  胴割粒

４位  部分カメ

５位  青未熟  

□
□
□
□
□
□
□

除青未熟

心白粒

胴割粒

部分カメ

青未熟

その他

※薮神CE、守門・湯之谷RC含まず。

チェック

47%

30%

12%

4%
4% 3%

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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　ＪＡ北魚沼第３回「地元のお
米・野菜・ぼく・わたし」図画
コンクールを開催し、管内の小
学生のみなさんから170点の応
募がありました。
　子どもたちが地元農業に関心
を持ち、農産物の重要性を広く
理解してもらう事を目的に開催
し、身近な田園風景や農作業、
お米や野菜を食べる楽しみなど
を自由に表現した多くの素敵な
作品が出品されました。

ＪＡ北魚沼第３回「地元のお
米・野菜・ぼく・わたし」図画

出品いただいた皆さん、
　ありがとうございました。

し、身
お米や
を自
作品
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ＪＡの総合ポイント制度のポイントには有効期限があります。
平成26年度に付与されたポイントは、平成29年１月31日（火）で有効期限切れ・失効となります。

　毎年ポイント残高とあわせて、失効ポイントをお知らせしています。今年も、11月にご案内をお届
けする予定です。ハガキを必ずご覧いただき、期限切れ前にポイントをご利用ください。

お問い合わせは総務企画課（☎ 025‒793‒1700）または各支店まで

総合ポイント制度のお知らせ総合ポイント制度のお知らせ

園芸特産課からのお知らせ

野菜・花の生産拡大を目的に『園芸推進大会』を開催します。
と　　　　き：平成28年12月９日（金）　14：30～15：00　園芸資材展示会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15：00～17：00　園芸推進大会
と　　こ　　ろ：Ａコープ堀之内店　２階ホール
内　　　　容：・園芸品目生産状況と販売状況について
　　　　　　　・ＪＡ北魚沼地域農業戦略における園芸推進取組紹介
　　　　　　　・県内産地の園芸推進取組み紹介
　　　　　　　・肥料農薬の紹介
　　　　　　　・にいがた農業応援ファンドについて
参加申し込み：11月21日（月）までに最寄りの営農センターにお申し込みください。
お問い合わせ：営農経済部　園芸特産課（☎025‒794‒3992）
※今年度生産出荷された方等には別途ご案内いたします。

これから園芸品目の生産に取組んでみたい方など大勢のご参加をおまちしています。
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お問い合わせは　
各支店共済窓口へ
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合計

＊ ２９人乗り
＊ 楽々オートマ
＊ ナビ・

・

ＥＴＣ
＊ 冷蔵庫

＊ 中型（8ｔ限定無し）
＊ 大型免許

＊ 対物（無制限）
＊ 人身傷害
（3000万 定員まで）
＊ 車輌保険

マイクロバスが仲間入り！！仲 入間スク が仲イ バママ バロ り！！！！

ＪＡ北魚沼のレンタカーにマイクロバスをご用意致しました！！

・ＪＡ特別価格　20,000円（税別）／１日　・基本管理料　2,500円（税別）／１日
通常

＊基本管理料は１レンタルにつき、１回のみです。
＊汚れがひどい場合は追加料金を頂く場合があります。

＊ＪＡ北魚沼の正・准組合員様が対象になります。

ご予約・お問い合わせは、
右記までお気軽にどうぞ！

◎ウィングレンタカー JA北魚沼小出店
　TEL 025‒792‒0830

◎ウィングレンタカー JA北魚沼広瀬店
　TEL025‒799‒2162

限）

）））））

対人

絶賛稼働中！！絶賛稼働中！！絶賛稼働中！！
　地域貢献への取り組みとして、ＪＡ共済連から送られた『米夢くんきずな号』。
　地域の皆様との“きずな”を大事にしたいという思いと、ＪＡ北魚沼マスコッ
トキャラクターである“米夢くん（まいむくん）”を、皆さんにもっともっと知っ

てもらいたいという思いで名前を
つけました。
　最寄りの支店・Ａコープ巡回車として、堀之内・広瀬・守門地区
を10月３日より走行中です。定員は運転手を含め14名。
　あなたの生活の“なくてはならない”を目指して、今日も元気に
走行中です！！

ぼくがいるよ！！
みてみてね★
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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

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

米粉クレープ大盛況！米粉クレープ大盛況！
「ＪＡ北魚沼大農業祭」女性部コーナー「ＪＡ北魚沼大農業祭」女性部コーナー

米粉100％のクレープが大好評！

最優秀賞　MY様

優
良
賞　

Ｓ
Ｔ
様

優
秀
賞　

Ｍ
Ｔ
様

『緑のカーテンコンテスト』結果発表！！

　晴天の中、10月15日(土)「ＪＡ北魚沼大農業祭」が開催され、「笑味ちゃんエプロン・笑味ちゃんバンダナ」姿で本部
役員が参加しました。
　女性部コーナーでは米粉普及活動の一環として、米粉100％使用の『きんぴらクレープ』と『バナナクレープ』の2種類
800食と『コロンコロンさつまいもケーキ』180食を完売しました。
　併せて、Ａコープマーク商品のＰＲとして部員に人気の『かつおだし50倍濃厚』と体に優しく、美味しさと栄養満点の『こ
め油』を販売しました。
　今年は、近年取組んでいる「緑のカーテンコンテスト」に応募いただいた作品を女性部コーナーテント脇に展示し、一般の
方からの審査・投票で上位賞を決定いたしました。
　また、新潟県女性防火クラブ活動として「住宅用火災警報器の点検」の声がけなど、来場者へ防火の呼び掛けを行いまし
た。
　今後も様々な活動を楽しみながら、仲間づくりと地域の活性化に努めたいと思います。

　晴天の中、10月15日(土)「ＪＡ北魚沼大農業祭」が開催され、「笑味ちゃんエプロン・笑味ちゃんバンダナ」姿で本部
役員が参加しました。
　女性部コーナーでは米粉普及活動の一環として、米粉100％使用の『きんぴらクレープ』と『バナナクレープ』の2種類
800食と『コロンコロンさつまいもケーキ』180食を完売しました。
　併せて、Ａコープマーク商品のＰＲとして部員に人気の『かつおだし50倍濃厚』と体に優しく、美味しさと栄養満点の『こ
め油』を販売しました。
　今年は、近年取組んでいる「緑のカーテンコンテスト」に応募いただいた作品を女性部コーナーテント脇に展示し、一般の
方からの審査・投票で上位賞を決定いたしました。
　また、新潟県女性防火クラブ活動として「住宅用火災警報器の点検」の声がけなど、来場者へ防火の呼び掛けを行いまし
た。
　今後も様々な活動を楽しみながら、仲間づくりと地域の活性化に努めたいと思います。(*^。̂*)

湯之谷支部 12月５日（月）

小 出 支 部 12月８日（木）

堀之内支部 12月８日（木）

川口支 部 12月５日（月）

入広瀬支部 12月５日（月）

守 門 支 部 12月６日（火）

広 瀬 支 部 12月７日（水）

薮 神 支 部 12月６日（火）

12月開催／第２回支部別班長会議
全支部、班長の皆様へご案内をいたします。

今年も
お正月用『フラワーアレンジ』教室を
開催します。
各支部に回覧中です。初めての方でも大丈夫！
お部屋や玄関、心もキレイになりますよ(* _̂̂ *)
女性部のお花でお正月を迎えましょう。

女性部恒例
「ぱっくん音頭」で大きな輪
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JA北魚沼

旬の食材をおいしく食べよう

12月23日（祝）12月23日（祝）
クリスマス
手芸品即売会
クリスマス
手芸品即売会

11月２0日（日）11月２0日（日）
秋野菜まつり秋野菜まつり

｛

●　作り方
① 大根は薄いいちょう切りにし、水で洗い水気
を切っておく。

　 人参もいちょう切りにする。ごぼうはささが
きにし、水にさらして水気を切っておく。

　しめじは根元を切り落とし、ほぐしておく。
　しいたけは石ずきを取り、３㎜の厚さに切る。
　 えのきだけは下を切り落とし、長さを半分に
切ってほぐしておく。

　ねぎは斜めに切っておく。
② ボウルに米粉を入れ、熱湯を注ぎ、菜箸で混
ぜる。（やけどに注意！！！）

　 少し冷ましてから手でこねる。（手は少し濡
らしてから捏ねましょう！）

③ 鍋にだし汁を入れ、大根、人参、ごぼうを入
れ、やわらかくなるまで煮る。

　 きのこ類と豚肉を加え、火が通ったら、②を
ちぎりながら入れる。

　 この時、手をぬらしてから一口大にちぎった
ものを丸め、中央を少しくぼませる。

　 全て入れてから２～３分煮る。みそを溶き入
れ、最後にねぎを加える。

●　作り方
① ちくわを半分に切り、さらに縦半分に切る。
② ①にトマトケチャップを塗り、小さく切ったトマトとチーズ
をのせる。
③ オーブントースターにアルミホイルを敷き、②を並べてチー
ズが溶けるまで焼く。
　温かいうちにパセリをふりかける。

材料（４人分）
・豚小間肉……100g
・大根…………10㎝
・人参…………5㎝
・ごぼう………1/3 本
・しいたけ……6枚
・しめじ………1/2 パック
・えのきだけ…1/2 袋
・ねぎ…………1/2 本

・だし汁…1000㎖
　（今回は水 1000㎖に対し、
　　50倍濃厚のかつおだしを
　　小さじ１加えて作ったもの
　　を使います。）
・みそ……大さじ４～５

　・米粉……150g
　・熱湯……230㎖

材料（４人分）
・ちくわ（今回は生食用を使用）…4本
・ピザ用チーズ………………………40g
・ケチャップ…………………………少量

・ミニトマト…4個
・パセリ………少々

●きのこいっぱいすいとん●

 ●ちくわピザ●

所要時間45分所要時間45分

所要時間45分所要時間20分

カロリー …321kcal
塩分 ………… 2.2g

カロリー …102cal
塩分 ………… 1.4g


