と農と地域を結ぶ
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してしまったら、この会社

瀬じゃないところを拠点に

「広い農地を求めて入広

「田んぼを辞める人が多

したそうです。

め、農地の規模拡大を目指

そう笑顔で話すのは、佐

んですよ。でもね…非常に

はどんどん拡大していった

かったんで、面積そのもの
歳）。佐藤さん

の存在意義はないよ」
藤貞さん（

条件が悪かった…」

入広瀬』は、その名の通り、

り、山の奥だったり、一枚一

農地が広く分散していた

ただし

が代表を務める『株式会社

入広瀬を拠点にして、農業

枚の水田の面積が小さかっ

「管理農地が

町 歩 ※を

苦労したそうです。

と道の駅を営んでいます。

年に農業

超えた頃から、ただ拡大を

ご両親が、平成

に参入。現在の『株式会社

するだけじゃだめだと思っ

しました。条件をある程度

入広瀬』を設立し、その約
就任しました。

整 え て 効 率 を 上 げ る た め、

それから少しずつ農地を

「自分は長男だったので、

集約し、今年はだいぶ作業

苦渋の決断でしたが、出来

かったので、この地域を出

いつか建設業を継ぐと思っ

て測量の仕事をしてました。

効率が向上したそうです。

ることと出来ないことに線

でも色んなきっかけがあり、

「今の人員と今の機械設

て資格を取りました。ただ、

時間には限りがあるんだと

備の償却を考えると、本当

を引きました」

改めて認識したんですよね。

は

町歩作付したいんです

その時に今がタイミングだ

本心はあんまり継ぎたくな

て、方向性を変えることに

20
５年後、佐藤さんは代表に

19

業を営んでいた佐藤さんの

たりと、管理には、かなり

41

当初、別の会社名で建設

山間部の農地を担う

なと思って、地元に戻って

もっと効率を上げていかな

よね。ただそれをするなら、

には、田んぼ１枚当たりの

農業の修行をして、この会

面積が重要です。山間部な

ければいけない。そのため
会 社 が 設 立 さ れ た 頃 は、

社を継ぎました」
まず経営を軌道に乗せるた

ただし

貞さん（41）…株式会社入広瀬の代表取締役社長。地域の担い手農業者として活躍するだけでなく道の駅いりひろせの

佐藤

30

③

①

④

②

運営をしており、加工品の製造販売も行っている。農業は主に水稲を中心に栽培しており、コシヒカリ

を 20.5㌶、多収性品種の新潟次郎を２㌶とつきあかりを 0.5㌶の他、園芸品目のアスパラ、くわい、枝豆、

うど、うるいを栽培している。

※１町歩…１㌶、１反歩…10㌃

2
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⑤

事にしたいと話します。「う

からこそ、コシヒカリを大

化や効率化が難しい地域だ

また、佐藤さんは、大規模

てると思います（笑）。それ

らない。自分でもよくやっ

誰かが助けてくれるとは限

もあります。それに、いつも

報われないことはいくらで

大雨で流されたり、努力が

ます。今回の水不足や猛暑

ちは確かに魚沼産コシヒカ

でもここまで続けてきたの

ので、２反歩とか３反歩く

リを作っている。けどそう

は、受け継いだ責任がある

もそうです。いくら頑張っ

じゃないんです。今後はこ

のと、この地域が好きだか

て作っても、たった一回の

の地域の米のレベルを上げ

ら。労働力の確保などの不

らいあると、本当は有り難

て、ただの魚沼産コシヒカ

いですね」

リじゃない、さらにその上

安もあるけど、やれること

チャンスまで粘って、次に

をいく、この地域だけの米
作期分散のために業務用米

つなげたい」と意気込みを

を精一杯して、いつか来る
も作っているけど、やっぱ

話してくれました。

を 作 っ て 価 値 を 高 め た い。

りこの地域の土に合うのは

当にその通りだと思います。

誰かが言っていたけど、本

ための奇跡の土地だ』って

『魚沼は、コシヒカリを作る

き、切り開いて作った田ん

人たちが長い長い水路を引

くさんあります。これは、先

の上に、開けた田んぼがた

は見えない、坂を上った山

入広瀬地区には、道から

質の良い、美味いコシヒカ

ぼで、生活排水が全く入っ

コシヒカリだと感じますね。

リを作って、大事にしてい

ていない水で米を作ること

瀬』は、この貴重な財産を

かなければいけないんで
最後に、この地域で農業

次代につなげるために、進

ができます。『株式会社入広
をすることへの思いを聞く

み続けます。

す」

と、
「農業は自然相手で、自
分の力ではどうしようもで
きないことがたくさんあり

JA北魚沼 あぐり〜ん 2018 ８.10
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⑤横根からの景色。魚沼を一望でき、日によってはエコプラント小出郷
も見える。
⑥煎餅を焼くのは、先代の佐藤貞一さん。職人の技で、１枚１枚を本気
で焼く。
⑦魚沼産コシヒカリを餅のように加工し、１枚１枚丁寧に焼き上げた煎
餅が所せましと並ぶ。
⑧佐藤貞さん。好きな四字熟語は“愛郷無限”。故郷への愛に、限りなし。

①道の駅で売られている入広瀬産コシヒカリ。『惣五郎』という名で販売
され、非常に人気。
ま き
②入広瀬産コシヒカリを惜しみなく使ったどぶろく。『万季』は赤色の酵
母を使っている。
③枝豆の様子を確認する佐藤さん。『魚沼の婿殿』という名で道の駅や百
菜花んの人気商品。
④入広瀬への訪問者を、温かく迎える道の駅。

⑥
⑦
⑧

責任と故郷への愛。だからここで頑張りたい。
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稲 作 情 報

収穫期が早まっています！
前年度は低温や日照不足の影響で生育が遅れ、それに伴い刈取りも遅れましたが、今
年度は晴天が続き平均気温が例年より高く、刈取適期が早まる予想です。
自ほ場の収穫適期を把握し、適期刈取りに努めましょう。

○早めの作業計画！

収穫期から予想する収穫適期（目安）

平

地

出穂期

収穫適期

８月１日

９月８日

８月10日

９月20日

山

地

出穂期

収穫適期

８月１日

９月10日

８月10日

９月22日

※出穂期とは、ほ場全体の４～５割が出穂した時期のことを指します。
※天候により収穫適期は前後します。
※籾黄化率85～90％になった頃を確認してから開始しましょう。

○水を大事に使いましょう！
雨が降らない日が続いています。

出穂 25 日までの間は水が必要な時期ではありますが、作土が水分を保つ程度の管理
を行い、みんなで協力して、今を乗り切りましょう！

○３か月予報を確認！
８月 平年と同様に晴れの日が多いでしょう。気温は、
平年並または高い確率ともに40％です。
９月 天気は数日の周期で変わるでしょう。気温は、
平年並または高い確率ともに40％です。
平成30年度新潟地方気象台発表の３か月予報より

○積算温度計を確認！
各地区の生育調査ほ場は、出穂後、積算温度計をＪＡが設置します。
自圃場の出穂期を確認し、収穫適期を逃さないようにしましょう。

刈取り時期が
早まっています。
刈遅れに
気をつけましょう。

○水田雑草（ノビエ・ホタルイ）を除去！
ノビエ・ホタルイはカメムシを呼び寄せる可能性が高いため、
水田内にカメムシを呼び込まないよう速やかに除去しましょう。
また、畦畔は出穂期以降も定期的に草刈りを行いましょう。

遠藤営農指導課長

●資材や営農指導に関するご相談は、お近くの営農センター・資材店まで
9
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ＪＡ北魚沼水稲部会

平成30年産米収穫前研修会開催のお知らせ

平成30年産米収穫前研修会を下記の日程により開催いたします。時節柄ご多用とは存じますが、多数の
皆様のご参加をお待ちしております。
・日時

平成30年８月18日（土） ・研修会

・会場

ＪＡ北魚沼本店

・内容

・魚沼米の販売状況について

午後２時～

・懇親会

午後４時〜

大ホール
・適期収穫の重要性について

・集荷・検査について （内容は一部変更となる場合があります）

研修会のみの参加でも結構ですので、大勢の皆様のご参加をお待ちしております！
お問い合わせは、各営農センター・資材店へ！

第 8 回 うおぬま百菜花ん

「美しい魚沼」写真コンテスト作品大募集！
魚沼の大切な自然から伝統行事まで、
みなさんの力作をお待ちしております。

◆募集作品のテーマ
“だれかに見せたい自慢の魚沼”

ＪＡ北魚沼管内（魚沼市及び川口地区）の人・農・自然・食 etc、魅力ある魚沼の写真を大募集します。
◆応募期間

平成30年10月１日
（月）
～11月30日
（金）
（当日消印有効）

◆撮影期間

平成29年12月～平成30年11月までの間に
撮影された作品のみを対象とします。

◆応募方法 【一般の部】

最寄りの各支店、営農センター、資材店ま
たはうおぬま百菜花んまでお申込みくださ

新

設

い。
【スマートフォンの部】
JA北魚沼HP特設バナーからご応募ください。

◆コンテスト部門と各賞

▲ 昨年の最優秀賞作品
星正太郎さん『田植え済んで』

・一般の部
最優秀賞

１

点

賞金 30,000 円

百菜花 ん 賞

２

点

賞金 10,000 円

魚沼絶景賞

２

点

賞金 10,000 円

入

数作品

野菜詰め合わせ

選

・いいね！UONUMA！スマートフォンの部

◆そ の 他

グランプリ

１点

クオカード 5,000 円分

準グランプリ

１点

クオカード 3,000 円分

３

１点

クオカード 2,000 円分

位

ＪＡ北魚沼ホームページ（URL:http://www.ja-kitauonuma.or.jp）で一般の部の申込用
紙やコンテスト募集要項がダウンロードできます。

お問い合わせ：ＪＡ北魚沼

営農部

販売促進課

TEL ０２５ー７９３ー７１１７
JA北魚沼 あぐり〜ん 2018 ８.10



第６回理事会

私たちのＪＡ  平成30年６月末現在

平成30年７月26日開催

主な協議・報告事項

＜組合員数＞

・６月末事業実績について
・延滞・固定化債権状況について
・固定資産の改修について

第３回経営管理委員会

平成30年７月30日開催

主な協議・報告事項

正

6,008人

准

5,573人

貯金残高

879億2752万円

貸出金残高

211億2959万円

共済保有高 3400億2180万円

・平成30年産 米集荷・検査計画及び仮渡金の決定スケジュールについて
・第28回ＪＡ全国大会「大会議案等策定にあたっての基本的考え方」に
ついて

購買品供給高 21億9353万円
販売品販売高 12億6007万円
出資金

・会計監査人の選出手続きについて

27億4972万円

スタンドの定休日について（おしらせ）
下記の給油所につきまして、誠に勝手ながら、定休日をもうけさせていただきます。ご理解の上、
引き続きご利用頂きますようお願いいたします。

平成30年11月１日より実施
定

休

日

営業時間（変更なし）

入広瀬給油所

日曜日

8:30 から 17:30

セルフ須原

火曜日（祝日を含む）

7:00 から 20:00

セルフ広瀬

木曜日（祝日を含む）

7:00 から 20:00

＊定休日の配送などの受付けは今までの連絡先でお受けいたします。なお、他のスタンドは今まで
通り営業いたします。
＊農繁期、ゴールデンウィークについては、上記定休日に関わらず営業する場合がございます。

ゴムロールは、新しくしたいけど価格が高くて… という組合員の方、ぜひこの機会をお見逃しなく。

○注文受付期間
○引 渡 方 法
○価

格

平成30年８月24日（金）まで
各センターに入荷後引取りでお願いします。

メーカー希望小売価格の５０％引き
（商品のメーカー指定はご容赦ください。）

※注文お問合せは、中央または北部農機センターへお願いします。
※ロール交換を希望される場合は、別途交換料金が必要になります。

中央農機センター


025−794−2421

北部農機センター
025−797−2498

農機センターの秋の繁忙期対応について
中央・北部農機センターでは、秋の繁忙期対応として中央センターは８月下旬から、北部センターは９月
初旬から、土曜・日曜・祝日の休日営業を行います。終了時期については秋作業の進み具合を見ながら決め
させていただきます。
迅速な対応を心がけますので、困った時にはご連絡ください。
なお、受付順とさせていただきますので、状況により遅くなる事がありますので、予めご了承ください。



JA北魚沼 あぐり〜ん 2018 ８.10

大農業祭開催
大農業祭開催
催のご案内
ご案内
内
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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！
！

10 月２0日 土
（予定）
１回目 10：00〜
２回目 13：30〜

「響きの森公園」
雪のコロシアム内

総合司会

特設ステージ

遠藤 麻理さん

C 2018

テレビ朝日・東映AG・東映

Ｋ−１
（かかし）
グランプリ 2018 開催！
アイディアかかしで、農業を一緒に盛り上げましょう！豪華賞品を多数ご用意してお待ちしております！
○お申込手順
①各支店、営農センター、資材店に設置してある「出品申込書」に必要事項を記入し、
平成30年８月31日（金）までに申し込んでください。
②平成30年９月18日（火）～９月28日（金）
（ 土・日・祝も受付可）
に、最寄りの営農センター、資材店へ直接搬入。
③平成30年10月20日（土）の大農業祭会場にて展示
④１か月程度、ＪＡ北魚沼本店特設展示場にて展示し、作品は出品者へ返却
グランプリにはＡコープ商品券10,000円と作品のパネル写真をプレゼント！
入賞しなくても、参加賞としてＡコープ商品券2,000円を進呈します！
詳しくは、ＪＡ北魚沼ホームページをご覧ください。

あなたの
かかし
大募集中！

女性部主催

「ＪＡ北魚沼 緑のカーテンコンテスト」作品募集！
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

締切り９月25日（火）／詳しくは下記まで

③一言メッセージ

応募の中から
優秀賞をはじめ、
応募者には参加賞を
プレゼント！

申し込み・問い合わせ先：営農企画課 女性部事務局 担当 山内（025-793-1770）
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食材を
地域の

おいしく食べ
よう

今月の 旬ごはん
旬ごはん
作り方
①豚肉は塩少々を振っておく。ショ
ウガは千切りにする。
②キ ュウリは細長の乱切りにする。
パプリカは横半分の長さに切り、
薄切りにする。エノキタケは根元
を切り、長さを半分に切ってほぐ
しておく。シイタケは石づきを取
り、８等分に切る

キュウリのスープ

材料（４人分）

スープ

・豚肉（こま切れ）…150g

・水……………700㎖

・キュウリ……………4～5本

③鍋に米油とショウガを入れ、中火
で熱し、香りが出たら豚肉を入れ
て炒める。

・鶏がらスープの素（顆粒）

（正味 400g）

…大さじ 1 と 1/3

・パプリカ……………1/2 個

④豚肉の色が変わったら②の野菜を
入れ、１分くらい炒める。

合せ調味料

・エノキタケ…………1/2 袋
・シイタケ……………大３個

・酢……………大さじ 1

・ショウガ……………10g

・しょうゆ……大さじ 1/2

・米油…………………大さじ 1

・豆板醤………小さじ 1

・塩……………………少々

・砂糖…………小さじ 1/2

⑤全体に油が回ったらスープの材料
を入れ、ひと煮立ちさせたら合せ
調味料で味をととのえて、約５分
煮て器に盛る。

平成31年度新規高卒職員募集のお知らせ
平成31年3 月末卒業見込みの高等学校卒業生を対象に職員を募集します。
応募受付期間

平成30年９月５日（水）から平成30年９月10日（月）

選

平成30年９月19日（水）１次選考

考

日

※２次選考（面接）については、1 次選考後に該当者へ、学校を通じてご連絡いたします。
会

場

募 集 内 容

パストラル長岡（１次選考）
一般職員（当初配属先

農業機械・自動車整備点検業務）

詳しい内容については、最寄りのハローワークおよび在学校の進路指導担当、または JA北魚沼
担当 桜井（TEL：025-793-1700）までご連絡ください。

総務企画課

園芸品目全体ほ場巡回開催について
今年度も、園芸振興を図るため、下記のとおり、全体ほ場巡回を計画しました。ほ場整備後の園芸導入、新品
目作付等の参考にお役立てください！
皆さまお誘い合わせて、大勢のご参加を心よりお待ちしております。
日

時：平成30年８月29日（水） 午後２時～

集合場所：ＪＡ北魚沼
巡回品目：①深雪なす
（予定）

本店
②ふきのとう

③うるい

⑥養液土耕栽培トマト「アンジェレ」

④花ハス

⑦たらの芽

⑤カリフラワー
⑧キャベツ

そ の 他：バス等乗り合わせで各ほ場を巡回します。
車の準備がありますので、参加ご希望の方は、８月 20 日（月）までに、
お近くの営農センターまたは資材店へご連絡ください。
お問い合わせ先
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園芸特産課

渡辺・須佐

TEL：025-794-3992

あぐりん広場

特

集

お も し ろ 夏 野 菜 収 穫！
！

山田

清人さん（板木）

あぐり～んでは、皆さんからの写真を大募集！
野菜の写真はもちろん、夏を感じる写真など、連
絡先をつけて下記に送ってください☆
採用された方には粗品を差し上げます！
連絡先：ＪＡ北魚沼 総務企画課 青山
（TEL 025-793-1700）

桜井

Email：kouhou@ja-kitauonuma.or.jp

締切

『❶クイズの答え、❷郵便番

8/21㈫
消印有効

号・住所、❸氏名、❹年齢、❺
広報誌などへのご意見・ご感

住安

勇武さん（池平

）

Q

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。
様に粗品をプレゼント！
！

二五八ノ三

広報係

魚沼市中原

〒９４６−００２４

ＪＡ北魚沼

62

※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記載された
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。

７月号の答え

①クイズの答え
②郵便番号・住所
フリガナ

③氏名

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？

1

6

⑤広報誌などへの
ご意見・ご感想
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。

答え

サヤインゲン

8

16

19

Ｃ
2

13
9

10

17
Ｅ

7

14
Ｄ

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

3

11

20

B
4
5

15

18

12
Ａ

タテのカギ
１
３
６
７
８
10
14
16
18
19
20

④年齢

川）

クロスワードを解いて応募しよう！
！

正解者の中から抽選で、５名
郵便ハガキ

朝近さん（大白

水着の痕がついたり皮がめくれたり
学校の教室に並べます
酒などを量る四角い容器
ミノ、ハツ、センマイといえば
全 生徒中の男子生徒の――を計算で求
めた
お盆休みに帰る人もいます
プールで習うことの一つ
ビーチ――を広げて日陰をつくった
一般的に縄より太め
バットを持って１人でもできる練習
釣りに使う透明な糸

ヨコのカギ
１
２
３
４
５
７
９
11
12
13
15
16
17

夏らしい黄色い花
爪を削って整えるときに使います
アサガオやヘチマが伸ばす物
天気予報では雲のマークで表されるこ
とが多い天候
コンパスだときれいに描けます
サッカーの主審が吹きます
舌で感じます
ウミウシも実はこのなかま
プラスの反対
ＵＡＥとも呼ばれる――首長国連邦
卵を英語でいうと
定期券を入れた――ケース
あの２人はどうも――が合わないよう
だなぁ
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おっ いいね！の 声
いただいています！

お し ら せ
み

自己改革

私たちの自慢の逸品！

ゆき

『深雪なす』を使った期間限定メニューができました！
新潟駅南口にある『カフェ＆グリル

みのりみのる』をご

存知でしょうか？
このお店はＪＡ全農にいがたが運営するレストランで、新
潟県産の米や肉、新鮮な野菜をメインにし、素材の旨みを最

深雪なすの
大限に引き出したお料理を楽しんでいただくためのお店です。
お刺身

今回、この『カフェ＆グリル

との

味噌

ずり
かん
この
！
抜群！
相性

みのりみのる』のディナー

タイムにおいて、８月10日（金）〜９月13日（木）までの期間、
深雪なすを使った限定メニューが販売されます。

揚げ深雪なすのそぼろあんかけ

月刊新潟 Komachi（８月25日発売）
ともコラボし、『おいしい新潟産のあ
る食卓』というコーナーで深雪なすと
限定メニューについて紹介されます。
やぶかみなす生産組合の山田組合
長と坂本副組合長、そして当ＪＡの須
佐担当が全力出演しますので、ぜひご
覧ください。
そして、深雪なすの限定メニュー、
少し足を伸ばして食べに行ってみて
ください！
！

ラ ン チ
11：00〜15：00

〒 950―0917
新潟市中央区天神1―12―7LEXN2 １階
http://minoriminoru.jp/niigata/

JA北魚沼

■編集／北魚沼農業協同組合

みのりみのる

ディナー
17：30〜23：00
［ラストオーダー

2018 8月号 VOL.234

■発行／平成30年８月10日発行

LEXN2 1F

カ フ ェ
11：00〜17：30

総務企画課

22：00］

西側連絡通路

TEL ０２５―２５６―８８４５

ＪＲ新潟駅

セブンイレブン
けやき通り

南口

バスロータリー

PLAKA3

〒 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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