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ぎ対策として季節栽培で始め

より︑主に冬期間のみの出稼

だけるような良い品質のえの

さまから安心して買っていた

長は
﹁これからも３法人で︑
皆
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量販店︑生協や京浜・東北地

方の市場に出荷販売されてい
ます︒

えのきたけの栽培

えのきたけの生産において

られました︒新潟県内でも早

きたけを栽培していきたいで

川口きのこ組合の関新一組合

間で調節しながら栽培します︒

100

い取組みで︑えのきたけの人

ＪＡ北魚沼 川口きのこ組合

川口産﹁雪ん子えのき﹂
をご存知ですか？
えのきたけは鍋や味噌汁な
ど様々な料理に使われ︑健康
食材です︒そのえのきたけを︑

は成長に合わせて室温を５ ℃

にも非常に良いとされている
当ＪＡ管内川口地区でも生産

〜

℃︑湿度を ％〜 ％の

しています︒
川口地区のえのきたけ生産
年に４戸の農家に

80

すね︒
﹂と話してくれました︒

は︑昭和

14

工栽培が︑一般的に認知され
年以降は冷房設備を

ていない時代でした︒
昭和

取入れ︑自然栽培から空調栽
培へ︑季節栽培から周年栽培
へと移行︒
その後︑
平成に入っ
た頃から食生活の変化と共に

きたけは︑新潟県内の市場や
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けの生産を行っています。

消費量が増加したため︑生産
施設の整備と規模拡大を重ね
てきました︒
年度

現在は３つの農業法人が生
産を行っており︑平成

ア ％︶を出荷しました︒

は２千４５０トン︵県内シェ
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米の集
荷・検
査

生産者が丹精込めて作ったお米を集荷し、
生
米を集荷し、厳格な検査を

します。雪室倉庫では約６万俵ものお米を貯蔵しており、
し
ます。雪室倉庫では約６ 俵ものお米を貯蔵しており、
雪の恵みを活用し、最高の保存状態で消費者の元へ届けて
雪の恵みを活用し、最高の保
います。
い
ます。

ߘࠇ߇⽼ ߜߚ⑳ޔᄁଦㅴ⺖ߢߔ㧋
㧋

精米

センタ

ー

産地精米・産地直送を行い、消費者のニーズに合った
商品の提供をしています。
１粒１粒のお米の重みを感じながら丁寧な商品づくり
を心掛け、人の口に入る物をつくっているので、衛生
管理に配慮し、精米に取組んでいます。
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米 の
販 売
“北魚沼産米をより多くの方々に食べてもらいたい”
“生産者の熱意を知ってもらいたい”という思いで、
全国各地へ出向いて、北魚沼産米のＰＲ活動や
米卸問屋のバイヤー向けのプレゼンテーションを
た、トップセールスにより、販路
行っています。また、トップセールスにより、
拡大に努めています
す。
拡大に努めています。
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農産物直

売所 うお
ぬま百菜
花ん
毎日のご来店、ありがとうございます。
ご来店、ありがとうございます。
生産者の顔が見える地域の直売所として、安全・安心を
の顔が見える地域の直売所として、安全・安心を
基本に、毎朝生産者から新鮮な野菜や草花を出荷いただ
いています。
毎月、旬の農産物をＰＲするイベントを行い、地産地消を
推進するほか、収穫体験を行い、地域と農業を繋ぐ架
行い、地域と農業を繋ぐ架
け橋としての役割を担っています。
います。
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JA 北魚沼では、
農業者の所得増大・農業生産の拡大を目指して
園芸品物の普及に力を入れています

外は雪で真っ白ですが、
この鮮やかな緑色に癒されます。
少し早い春を、
全国に届けています。

掘り起こすときの
ワクワク感が、
たまりません！
一緒に自然薯、
栽培してみませんか？

自然薯生産組合
小林 忠夫 組合長
うるい生産組合
渡辺 吉秀 組合長
自生している物とは異なる
“魚沼みどり” という品種の
たらの芽を生産しています。
小さな芽が出てきて、
かわいいですよ。

たらの芽生産組合
森山 健一 組合長

冬に仕事ができるってことが、
何より有り難いですね。
場所と水があれば、特別な設備がなくても
収穫作業ができるという事が魅力ですね。

ふきのとう生産組合
渡辺 泰利 組合長

各部会で生産者を募集しています。 お問い合わせは
園芸特産課
JAが全力でサポートいたします！ TEL025−794−3992
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沼観光友の会 新春企画
ＪＡ北魚
第25回

弥彦神社 初詣 の旅
１月13日（土）、20日（土）毎年恒例の弥彦神社初詣の旅へ行き、新しい年の無病息災、
五穀豊穣を祈願してきました。総勢150名の方からご参加をいただきました。
1/13 出発 １号車

1/20 出発 １号車

1/13 出発 ２号車

1/20 出発 ２号車

1/20 出発 ３号車
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JA 青年部 NEWS

魚沼市長との
ランチミーティング

ＪＡ北魚沼青年部は魚沼市長、副市長と、昼
食を交えた意見交換会を市役所で行いました。６
次産業化や魚沼米の質の底上げ、観光業との関わ
りや地域の情報発信の重要性について懇談し、農

業現場と地域に根差した声や、将来への抱負を伝えました。
市長は「農業と観光業は市をけん引していくべき業種だと考えている」と話し、現在取り組ん
でいる事業の進捗状況などについて説明しました。
ＪＡ青年部小岩部長は「北魚沼米の品質向上のためには、農業者がもっとチャレンジする姿
勢が大切だと思う。コンテストなどを活用
し、品質向上と情報発信に取り組んでいき
たい」と今後の意気込みを話してくれまし
た。
ＪＡが農業者と行政との橋渡し役とな
り、若手農家の率直な意見を行政に届ける
貴重な第一歩となりました。次回はＪＡ青
年部全体との対話を行い、より多くの農業
青年と意見を交わす予定です。農業と観光
を核とした魚沼市の盛り上がりに期待で
す。

次世代担い手対策事業 NEWS

ࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡚ࠪࡦ
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URVIN−Café & Dining−にてＣＭＣパーティー
第２弾を開催しました！
童心に返ってみんなでゲームをしたり大いに盛り
り
上がりました！今回のＣＭＣパーティーでは２組の
の

カップルが誕生♥
今後の開催案内も要チェックです！
いままでのＣＭＣパーティーをきっかけにご成婚
婚
された方がいらっしゃいましたら、ご一報ください。
い。
素敵なプレゼントを進呈いたします！
お問い合わせ先：025 −793 −1770
営農企画課 下村・小林
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営農指導課からのお知らせ

ＪＡ北魚沼では、１円でも安く良い肥料を供給する
新たな取り組みを実践します。
《取り組み内容》
１．約４００ある一般高度化成銘柄を関東甲信越地区統一の「集約銘柄」に切り替えます。
２．銘柄集約によって効率よく集中的に肥料を生産し配達します。
３．関東甲信越一円の予約数量を結集し、入札により最も安価なメーカーを選定します。

《集約銘柄》

化成肥料１４-１４-１４

２０㎏

当用価格１，
４３５円（税込）

※注文数量によりさらに安くできるよう取り組んでまいります。
今年度の使用分は、すでに肥料メーカーに対する発注が済んでおり、数量に限りがありますが、試
験的に使ってみたい方は、お近くの営農センターまたは資材店までお問い合わせください。

営農企画課からのお知らせ

「平成30年度ＪＡ北魚沼売れる米づくり推進集会」の 開催について
開催日時

平成30年３月3日（土） 午前10時〜12時

会

場

ＪＡ北魚沼

内

容

本店２階「大ホール」

（１）29 年産米の作柄と 30 年産米生産について
（２）水田活用米穀の需要動向について
（３）JA 北魚沼の米販売方針について

営農企画課
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参加申込は不要です。
多数の参加を
お待ちしております。

※内容は変更する場合があります。

担当：小幡

TEL：０２５−７９３−１７７０

第34回理事会

私たちのＪＡ  平成29年12月末現在

平成30年１月26日開催

主な協議事項
・12月末事業実績について
・平成30年度運用状況の有効性評価・監査基本計画について
・事務リスク管理規程の一部改正について

第34回経営管理委員会

平成30年１月30日開催

主な協議・報告事項

＜組合員数＞

正

6,129人

准

5,605人

貯金残高

880億8868万円

貸出金残高

218億4021万円

共済保有高 3462億6382万円

・平成30年度事業計画（案）について
・平成30年度コンプライアンスプログラム兼
不祥事ゼロ運動の取り組みについて
・平成30年度余裕金運用方針について

購買品供給高 42億3660万円
販売品販売高 46億1987万円
出資金

28億1250万円

（株）コープ魚沼からのお知らせ

ＪＡふれあい食材宅配をご利用の皆様へ

食材宅配事業の廃止について
皆様からご利用いただいております食材宅配事業は、昭和６１年に全農が主
体となり県下ＪＡの統一事業として始まりました。開始後は食生活の新しい
形態としてご好評をいただきましたが、３０年経過する中で、社会情勢・お
客様ニーズの変化により利用者の減少が続いています。このため、全農は事
業の継続が困難と判断し、食材宅配事業を廃止することを決定しました。当
社としましては、単独では現在の食材宅配を行えないことから、平成３０年
３月末をもって食材宅配事業を廃止させていただくことといたしました。皆
様には長年に渡りご愛顧を賜りましたことに、心より感謝とお礼を申し上げ
ます。
今後の対応につきましては下記までお問い合わせください。また、ご注文
に応じて最寄りのＡコープ店より無料で商品配達いたしますので、お気軽に
お申し出ください。

小出食材センター

担当：目黒

保則、佐藤

明美

TEL：０２５−７９２−０２３７
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【組合員・利用者の皆様へ】

地区別座談会の開催について（出席のお願い）
各地区におきまして３月上旬から下旬に、地区別座談会を開催いたします。日程や会場等
の詳細は、本誌折込のご案内をご覧ください。また、当ＪＡホームページや農区回覧等でも
お知らせいたします。組合員・利用者の皆様におかれましては時節柄ご多用のこととは存じ
ますが、万障繰り合わせてご出席賜りますようお願い申し上げます。

金融共済部からのお知らせ
支店窓口営業時間変更のお知らせ
平成３０年４月２日（月）より、働き方改革の一環として、支店窓口の営業時間を下記の通り変更
させていただきます。
今後もより質の高いサービス提供を心掛けて窓口業務にあたってまいりますので、何卒、ご理解
とご協力をお願いいたします。

全支店窓口営業時間

変 更 後
９時 〜 １５時

変 更 前
９時 〜 １５時３０分

※営業時間終了後の相談等はインターホン等で承っています。

平成30年

〜

１月４日
12月28日
※募集金額に達した場合
は、取扱期間内でも募集
を終了させていただく
場合があります。
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組合員の皆様へ

組合員アンケート調査のお願いについて
当組合では、「農業者の所得増大」「農業生産の拡大」「地域の活性化」の基本目標を掲げて
自己改革に取り組んでいます。
その中で、
「自己改革実践の取り組み」
「ＪＡの総合事業に関すること」などに対する組合員の
皆様の評価をお伺いし、総合事業によって魅力ある地域の農業や暮らしを支えるＪＡであるため
に、組合員アンケート調査を実施することといたしました。
つきましては、先月の広報誌でもご案内のとおり、無作為に選定させていただいた組合員宅に
ＪＡ職員が訪問のうえ、アンケートの趣旨等を説明させていただきますので、お伺いした際には
ご協力をお願いいたします。

西部営農センターからのお知らせ

ＪＡ北魚沼「園芸フェアー」開催のご案内

春の陣

〜園芸資材・農機具 合同展示会〜
開催日時

平成30年２月15日
（木） 10：00 〜 17：00
２日間
２月16日（金） 10：00 〜 15：30
会
場 Ａコープ堀之内店２階 特設会場
内
容 肥料・農薬・園芸資材および小型農機具を展示・販売
・出店メーカー20数社を予定
・肥料農薬相談コーナー（土壌分析結果表をご持参ください。）
ゴアテックス、園芸農薬等、２日間だけの特価販売を行います。
皆さまのご来場をお待ちしております。
お問い合わせ先：西部営農センター 佐藤 ☎ 025−794−5530

からのお知らせ

菜編

チャレンジ農業 野
春季学習会開催（全４回）

会場：ＪＡ北魚沼本店

２階大ホール

時間：午後２時〜午後４時

ベテラン農家・種子メーカーなどのプロが秘伝の技を伝授します。
現在出荷していなくても大丈夫！どなたでもお気軽にお申し込みください。
開催日

内 容※変更になる場合がございます。
●野菜の作り方（ベテラン農家）
●農薬の上手な使い方について（農薬メーカー）

第１回

3月 8日
（木）

第２回

3月15日
（木）

●野菜の作り方（ベテラン農家）
●新しい種子の紹介（種子メーカー）

第３回

3月22日
（木）

●学校給食の食材提供について（魚沼市役所）
●作物が元気になる土づくり（肥料メーカー）

第４回

3月29日
（木）

●野菜の作り方（ベテラン農家）
●ポップ研修（全農にいがた）

作物名などの詳細は百菜花んに掲示いたします。

お問い合わせ先

皆川

☎ 025−792−7066
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ＪＡ北魚沼

参加者大募集

観光友の会主催

湯の里雪まつり（越後の奇祭 百八灯）＆観劇

じょんのび『湯治保養の旅』
〜たまには、ゆっくりのんびり体も心もじょんのびしませんか〜

３泊４日コース

２泊３日コース

３月３日㈯〜６日㈫

３月３日㈯〜５日㈪

２５，
５００円

１９，
８００円

（３泊８食、
初日夕食時：お酒又はジュース１本付き）

（２泊５食、
初日夕食時：お酒又はジュース１本付き）

♦宿泊施設

折立温泉 ホテルゆのたに荘

３泊４日 ２泊３日
コース
コース

日

♦募集人員

程

60名様
食

事

１日目

１日目

（午後）ＪＡ北魚沼管内＝ゆのたに荘
湯治保養 ・夕食は参加者全員でご宴会

２日目

２日目

温泉保養 ・昼食後、観劇をお楽しみください。
（朝・昼・夕）
・各自ご夕食後、湯の里雪まつり百八灯見学

３日目
４日目

（×・×・夕）

温泉保養

（朝・昼・夕）

３日目 （午前出発）ゆのたに荘＝ＪＡ北魚沼管内

（朝・×・×）

※２・３日目の夕食はレストラン会場にて各自ご夕食となります。
（飲物は含まれておりません）
※各地区より送迎させていただきます。 ※アルコール、つまみ、お菓子等の持込は自由です。
※ゲートボールも楽しむ事ができます。 ※２日目の観劇チケット代が含まれております。

ＪＡ北魚沼会長杯
★ 予選大会：平成30年

ǖ¼ǬȀ¼ȏ௴؞
 
月  日（金）・日（土） 1泊2日
月

日（水）・

★ 決勝大会：
平成30年
お申込み・お問合せ先
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日（木） 1泊2日

月 日（火） 日帰り

ＪＡ北魚沼観光窓口

担当 山本

日程のお知らせ
※予選は、協会・役員様を
通じて募集をさせていた
だきます。
※できるだけ同地区以外の
チームと対戦できるよう
各地区の参加チーム数に
応じて予選日の調整をさ
せていただきます。

☎０２５−７９３−２１３５

みんなのPhotoコーナー
広瀬地区

佐藤 吉晴さん
12月初旬の早朝、
小出スキー場から
佐梨方面を撮影
しました。

霧が幻想的でとて
もきれいです！！
素敵な写真をあり
がとうございます。
写真の応募は
こちらωω
ＪＡ北魚沼
総務企画課 青山
☎025−793−1700

1

6

締切

２/22㈭
消印有効

9

14

18

21

Ａ

7

11

12

15

3

8

20

13

4

広報係

当選者の発表は、商品の発
送をもって代えさせていた
だきます。

魚沼市中原
二五八ノ三

〒９４６−００２４

ＪＡ 北魚沼

62

６

魚の下ごしらえの際に取ることも

８

将棋に似た西洋のゲーム

９

五輪で１位の選手がもらうメダルの色

17

11 アルバイトの面接を受ける際、書いてもっていく
ことも

『❶クイズの答え、❷郵便番号・住所、
❸氏名、❹年齢、❺広報誌などへのご意
見・ご感想』をご記入のうえ、ハガキま
たは封書にてご応募ください。
正解者の中から抽選で、５名様に粗品
をプレゼント！
！
郵便ハガキ

友人の結婚をみんなで――した

10 温めた豆乳から引き上げます

Ａ
5

２

16

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？

フクブクロ

Ｅ

タテのカギ

Ｄ

答え

Ｄ

Ｃ
2

Ｂ

㧛ภߩ╵߃ߣ
ᒰㆬ⠪

Ｃ

19

10

ࠢࡠࠬࡢ࠼ࠍ
⸃ߡ
ᔕߒࠃ߁㧋
㧋

Ｂ

Ｅ

15 ドストエフスキーの著書『――と罰』
16 寒い日にはポッと赤くなる人も
18 ボルトと組み合わせて使います
20 セーフの対義語
21 模試では合格の――が 80％だった

ヨコのカギ
１

2018 年の――五輪は平昌で行われます

２

力士が踏むもの

①クイズの答え

３

ツルのものは長く、カモのものは平たい

②郵便番号・住所

４

尺八やフルートはこの仲間

③氏名

５

医師に処方してもらうものの一つ

④年齢

７

ずいぶんと――が飛躍しているなあ

⑤広報誌などへの
ご意見・ご感想

※必要事項の不備にご注意ください。
※応募ハガキまたは封書に基づく個人情報は、当
選発表、賞品の発送、意見などの掲載に利用し
ます。
※最寄りの支店・営農センター・資材店等でも受
け付けております。

10 銀世界を眺めて楽しむこと
12 日本――が寒波に覆われた
13 スマホで明日の天気――を調べた
14 漢字で書くと最中。あんの入った和菓子です
17 桃太郎の場合は犬・猿・キジ
19 鬼の頭に生えています
20 バレンタインの本命チョコに込めます
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旬の食材をおいしく食べよう

材料（約４人分）

● 八色菜とえのきのミルク鍋 ●

リボン状にした人参を
トッピングしてみました

作り方
①八色菜は４㎝に切る。えのきだけは根元を切り落とし、大きめに
ほぐしておく。油揚げは熱湯をかけて油抜きし、食べやすい大き
さに切っておく。
②ボウルに鶏ひき肉、卵、酒を入れ、粘りが出るまでしっかり練る。
にんじん、長ねぎ、しいたけ、手いも、みそ、塩を加えてよく混
ぜ合わせる。
③土鍋にＡを入れ、煮立ててから②を丸めて入れる。アクを取りな
がら煮て、火が通ったら皿に上げておく。

｛

ＪＡ北魚沼

VOL.228

■編集／北魚沼農業協同組合

おたより広場

農産物直売所 うおぬま百菜花ん
チャレンジ春季学習会

■発行／平成30年２月10日発行

ᓟ

⸥

最近、夕方がいつもより明るくなってきたように思いま
す。春の訪れが待ち遠しいですね。
毎月、広報誌のクロスワードの答えと共におたよりをい
ただきます。先月号はこれまでで最も多く、おたよりをいた
だきました。みなさんからいただくおたよりは、一つひとつ、
読むのが楽しみです。広報誌を読んでくださっている方々、
おたよりを送ってくださる方々、本当にありがとうございま
す。今後も誌面作りの参考にしていきます。
広報担当 青山

の カレン ダ ー

2018 2月号

5

自己改革すごろく︑家族と楽しく遊びま
した︒
︵四日町 Ｔ・Ｈさん︶
自己改革すごろく︑お正月らしくイラス
トもふんだんで面白かったです︒

JA北魚沼

編

⁉

㓸

︵堀之内 Ｅ・Ａさん︶
ありがとうございます︒遊んでいただけ

えちご川口 雪洞火ぼたる祭

・だし汁……………５カップ
・昆布………………５㎝の長さを１枚
・酒…………………大さじ 2
・みそ………………大さじ 1 と 1/3
・牛乳………………１カップ

て 嬉 し い で す！ お 便 り を 送 っ て く れ た
という事は︑あのマスで つ進めたとい
う事ですね
私は毎年Ａコープ小出店でいぶし大根を

24日㈯

買って漬けています︒いぶすために大変
な努力をされているのですね︒頑張って

ＪＡ各支店窓口 お客様感謝デー

８ 日㈭

✬

の カレ ン ダ ー

15日㈭

3月

ください︒
︵大沢 Ｎ・Ｓさん︶
いぶし大根は好きですが︑作り方は初め

て知りました︒ ︵米沢 Ｋ・Ｓさん︶
表紙がとてもいい写真でした︒これから
も〝農力無限〟の匠さんに期待しており

ます︒
︵干溝 Ｎ・Ｋさん︶
梅田さんはお忙しいにも関わらず︑快く
対応してくださり︑本当に感謝です︒梅

田さんのいぶし大根︑美味しいですよ★
毎月楽しみにしています︒色々な野菜を︑
プランターなどの少ない場所での作り方
等の紹介を期待しています︒

︵穴沢 Ｙ・Ｓさん︶
ご意見ありがとうございます︒園芸コー
ナーは要望が多いので︑春に向けて準備
していきますね︒

２月

編

鶏団子（約 18 個分）
・鶏むねひき肉………………200 ｇ
・鶏ももひき肉………………200 ｇ
・卵……………………………１個
・にんじん（みじん切り）…50 ｇ
・長ねぎ（みじん切り）……50 ｇ
・しいたけ（みじん切り）…２枚
・手いも（すりおろす）……50 ｇ
・酒……………………………大さじ 1
・みそ…………………………小さじ 1
・塩……………………………小さじ 1/2

Ａ

④③に八色菜、えのきだけ、油揚げ、もやしを入れてから、皿に上
げておいた鶏団子を入れる。蓋をして約２分煮て、牛乳を加えて
ひと煮する。
編

⎧⎨⎩

・八色菜…………………………１〜２束
・えのきだけ……………………２袋
・もやし…………………………1/2 袋
・油揚げ…………………………２枚

総務企画課

〒 946-0024 新潟県魚沼市中原 258-3 TEL 025-793-1700
■E-mail:jakitauo@ja-kitauonuma.or.jp ■http://www.ja-kitauonuma.or.jp/
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