と農と地域を結ぶ
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「私のとこは取材されるような特別なこと
は、何もしていないよ」と笑いながら話す森
山健一さんは、夏にはユリを、今の時期はた
らの芽を出荷する専業農家です。真面目な話
はしたくないということなので、今回はまず、
地元の方々にはあまり馴染みのない促成山菜
のたらの芽についてご紹介します。
たらの芽はその名の通り、たらの木の節に
できる新芽です。春になったら山から採ってき
て、天ぷらにして食べるという人も多いはず。
「自生しているたらの芽と違い、促成山菜
のたらの芽は栽培用の品種で、葉が開く前の
芽を収穫します。秋に葉の落ちたたらの木を
切りだし、乾燥しないように休ませ、収穫時
期を逆算してハウスに入れ、温度を加えて芽
を出すんですよ」と説明する森山さん。森山
さんの作業所内には、ビニールシートで覆わ
れたトンネルが作られ、水が入った「ふかし
どこ
床」に、節ごとに切られたたらの木の駒木が
並んでいます。トンネルの内部を 度から
度（夜間は最低 度）に保ち、生育に必要な
水分と湿度でじっくり「ふかす」ことで、か
わいい芽が出てくるそうです。
品質の良いたらの芽をたくさん採るには、
何よりいい原木が必要ですが、今年の原木は
やや少ないそうです。
理由は、連作障害による立枯病と近年の異
常気象にあります。
たらの木は３年から４年で植替えが必要に
なります。そのため、今年の木は昨年の干ば
つと台風、秋の長雨だけでなく一昨年の水害
も影響して、例年より原木の数が減少してし
まいました。そしてそれに比例して、たらの
芽の出荷量も減少傾向となっています。
たらの芽は関西、関東、北陸、九州など、全
国各地に出荷されており、特に３月から４月
に需要が大きくなります。現在ＪＡ北魚沼管
内からは年間約 〜 万パックが出荷されて

⑩森山さんの奥さんの静江さん。赤色の作業着がとても似合っています。

⑪たらの芽のパックはラッピング後、園芸特産課へ持ち込まれます。

⑫園芸特産課では、サイズごとにきれいに箱に詰められ、出荷され

森山健一さん…切り花用のユリとタラの原木を約 0.8 から 1㌶
栽培しています。
たらの芽生産組合…発足してから今年で 35 年目を迎えます。
現在 18 名の生産者が加入し、たらの芽を生産、
出荷しています。

ます。
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①
②
③

雪 国 から春を届 ける

23

15

20

④

⑤
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いますが、それでも「足りない」
「もっと欲し
い」という声が市場から上がっている人気商品
です。
今年は原木が少ないため、出荷を調整し、需
要期の 月から 月にしっかり出荷できるよ
う、生産者全員で取り組んでいます。
では、森山さんの話に戻ります。大抵、促
成山菜の出荷最盛期は、忙しくて休む暇もな
い人が多いですが、森山さんはどんなに忙し
くても、必ず隙間を作って１週間に１回は休
んでいるそうです。実はこれが、森山さんの
すごいところ。「私は 年以上農業をやってい
ますが、休みは非常に大事にしています。妻
はもちろん、従業員にも休んでもらってます
よ 」と 話 す 森 山 さ ん。「 農 業 は 自 然 相 手 で 大
変ですが、私は農業が好きです。毎日変化が
あって、出荷して達成感もあって。でも休み
は休み。休みがあるから、作業にもっと集中
できて、もっと楽しくなるんです。そしてポ
イントは、平日に休むこと。外出先に人が少
ないですからね（笑）」
休日によく一緒に出掛けるという森山さん
の奥さん、静江さんは「休みは本当に自由に
させてもらってますよ。朝もゆっくり起きて、
買い物に行ったり温泉に行ったり。すごくリ
フレッシュできます」と笑顔で話します。静
岡県から嫁いできた静江さんは、それまでま
さか自分が農家になるとは全く思ってなかっ
たそうです。「静岡県とは違って雪はたくさん
降るし、農業はしたことないし…。すごい所
に嫁いだなぁとは思いましたが、休みの日は
思いっきり休み、メリハリのある生活を過ご
しています」
休みを作れるようにスケジュールを組むこ
と、休みは思いっきり休むこと。これは、ど
の仕事をしていても大事なことです。
今回は森山さんのおかげで、
いつもとは違う
雰囲気の記事をお届けすることができました。
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⑨規格ごとにきれいに分けられたたらの芽。

たりないなぁ。でも今年の気温でよく頑張ってくれた」と話す森山さん。

⑧森山さんは促成山菜のふきのとうも出荷しています。

③たらの木は冷蔵庫の他、作業所にも保管しています。
「やっぱり高さが

⑨

⑩

⑫

⑥
⑦
⑧

休 むことも仕 事 のうちで すよ

3

4

40

⑪

①たらの芽の生育を確認する森山さんと、ＪＡ園芸特産課の山本担当。

④たらの芽のふかし床。芽吹くのにちょうどいい水温で管理します。

②たらの木は夏にユリを保管する冷蔵庫で保存し、出荷時期を調整し

⑤たらの芽の生育について、真剣に話す森山さん。

どこ

ています。2 つある冷蔵庫のうち一つはたらの木、もう一つはふき

⑥たらの木には棘があるので、慎重に作業を行います。

のとうを保存しています。

⑦たらの木を畑に移植して生育します。

あぐり〜んキッズくらぶで食農体験！

㝼ᴧᏒߣ㧴㧫ർ㝼ᴧਥߩ ࠅߋޟ㨨ࠎࠠ࠶࠭ߊࠄ߱ ޔߪ ޠ㝼ᴧᏒౝߢ↢↥ߐࠇࠆㄘ↥‛ࠍ⍮ࠅޔ
↢↥႐ߢߩ㛎߿ቇࠍㅢߓߡ ޔ㘩ߴࠆߎߣߩᭉߒߐ߿ ޔ㘩‛ߦኻߔࠆᗵ⻢ߩ᳇ᜬߜࠍሶߤ߽ߚߜ
ߣ৻✜ߦ⢒ࠎߢߎ߁ߣ߁ડ↹ߢߔో ޕ㧠࿁ߩࠪ࠭ߢ ޔㄘᬺ㛎ߥߤߩᵴേࠍⴕ߹ߒߚޕ
࿁ߪߩߎ ޔᵴേߢෳട⠪ߩ⊝ߐࠎ߇㛎ߒߚߎߣ ޔᗵߓߚߎߣࠍ․㓸ߒߡ߅વ߃ߒ߹ߔޕ

第１回 田植え体験
第２回 田んぼの生き物調査
৻ᣣᏒ߭߆ࠅㄘ↥ߐࠎߩ↰ࠎ߷߿ࡆࠝ࠻ࡊ 㧒̪㧓ߢ
ታᣉޕㄘߦߪߚߊߐࠎߩ↢߈‛߇ࠎߢࠆߎߣ
ࠍ⍮ࠅ߹ߒߚޕ

↰ᬀ߃ߦᅗ㑵㧋⿷߇ᛮߌߥࠃ㨨

「農地を守ることが、生き物・環境を
守ること」
ＪＡの小林担当が語りかけ
̪ࡆࠝ࠻ࡊ̖↢߈‛߇ⓨ㑆ߩߎߣ৻ ޕᣣᏒ߭߆ࠅㄘ↥ߐࠎߢߪޔ
ます。
ߩ‛߈↢ޓޓޓޓޓޓޓಣࠍࠆߚ▤ࠍࡊ࠻ࠝࡆޔℂߒߡ߹ߔޕ
ࡆࠝ࠻ࡊߦ߽ߚߊߐࠎߩ↢߈‛߇߹ߒߚ㧋
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第３回 スイカほ場・選果場見学
ዊߩච፲⦟৻ߐࠎߩߔ߆⇌߿㧴㧫ߺߥߺ㝼ᴧ
ߩㆬᨐ႐ࠍቇᓟ⟤ ޔߒࠬࠗࠞࠍߚߊߐࠎ㘩ߴ߹
ߒߚޕ

小出地区の五十嵐良一さんのスイカ畑で、栽培に
ついての話を聞きました。

自分、力持ちなんで。
（笑）

ＪＡみなみ魚沼の選果場。大きな機械でスイカがどんどん
流れていく！

勉強したあとのスイカは、
一段と美味しいね！

第４回 深雪なすほ場・
集荷場見学と稲刈り体験
⮐ߩဈᧄᷕߐࠎߩߥߔ⇌ ޔᐢἑߩⷡᒛ
⟵ඳߐࠎߩ↰ࠎ߷ޔ㧴㧫ߩࠞࡦ࠻ࠛࡌ
࠲ቇߥߤߩࠎߐߊߛࠅ⋓ ޔౝኈߢߒߚޕ

覚張さんの田んぼで１枚！

坂本さんの畑で、なすの収穫体験を
しました。宝探しみたいで面白かっ
たね！

5
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こんなに大きななすも採れました！
いい笑顔
ＪＡのカントリーエレベーターで説明を聞きま
した。

第５回 ＪＡ雪室倉庫の見学、食育セミナー
ޓ㧴㧫ߩୖᐶߦߪ߅☨߇ߚߊߐࠎ㧋㲑㲈ߩᯅᧄ⽼ᄁଦㅴ⺖㐳ߦ
ୖᐶౝࠍ᩺ౝߒߡ߽ࠄ▤ ޔℂᩕ㙃჻ߩජ༑⦟⻠Ꮷߦࠃࠆ㘩⢒
ࠢࠗ࠭ߢ⋓ࠅ߇ߞߚᓟߪޠࠅ߉ߦ߅߆߾ߒ߆߾ߒޟ ߢߥࠎߺޔ
ࠍࠅ߹ߒߚޕ
食育クイズ！スイカに関する問題！
答えわかった人〜！？

クイズの後はみんなで
ごはんを食べましょう！

ＪＡの雪室倉庫へ。この倉庫には１２万袋のお米が入るんです！

第６回 郷土料理の実習

紙コップをしゃかしゃかするだ
けで、簡単におにぎりができま
した！

ߩޘ⨥ߦߚߩࠁޟޓળߏߦࠎߐޠᜰዉߚߛ߈ߥ߇ࠄޔ
╣ޟߣޠࠊߑޟ࿅ሶࠎߜࠎߌޟޔޠ᳝ࠍޠࠅ߹ߒߚޕ
ߡߒߘޓળߩታ⠌⚳ੌᓟߦ ޔሶߤ߽ߚߜ߳ࠠ࠶࠭
ߊࠄ߱ߩୃੌ⸽ᦠ߇ਈߐࠇ߹ߒߚޕ
ご飯の中にしょっぱいあん
こを包んで少し焼くと…郷
土料理「ざわ」の出来上が
り！

笹団子づくり！力いっぱいこね上げ
ます！

黙々と団子を笹に包む参加者の皆さん。上手に
できるかな？

キッズくらぶの修了証書を授与。

郷土料理を教えてくれた「ゆのたに茶々の会」さんとの集合写真！
１年間、楽しかったね。
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第19回理事会

私たちのＪＡ 平成31年1月末現在

平成31年2月25日開催

＜組合員数＞

主な協議・報告事項
・固定資産現存会計について

正

5,866人

准

5,539人

・税効果会計について
・自己改革の実践報告について

第9回経営管理委員会

貯金残高

平成31年2月27日開催

主な協議・報告事項

874億339万円

貸出金残高

203億9184万円

共済保有高

3307億162万円

・平成30年度決算概要について

購買品供給高 45億9284万円

・第20回通常総代会の開催及び提出議案について

販売品販売高 43億8934万円

・地区別総代懇談会の開催について

出資金

地区別総代懇談会

27億467万円

開催について

４月２日から５日に地区別総代懇談会が開催されます。総代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。
１．懇談内容
（1）平成３０年度決算
（概況）
報 告及び２０１９年度事
業計画（案）について
（2）その他

地区別総代懇談会
地区名
川

開

催

日

開催時間

開催一覧
会

場

口 ４月２日
（火） 午前９時３０分 川口支店３階大会議室

堀之内 ４月２日
（火） 午後１時３０分 Ａコープ堀之内店２階
小

出 ４月３日
（水） 午前９時３０分 本店２階大ホール

右記をご覧ください。

守

門 ４月３日
（水） 午後１時３０分 Ａコープ守門店２階

また、各会場におきましては

広

瀬 ４月４日
（木） 午前９時３０分 広瀬支店３階ホール

駐車場に限りがございますの

薮

神 ４月４日
（木） 午後１時３０分 薮神支店３階会議室

２．日程及び会場

で、極力お乗り合わせでご出
席いただきますようお願い申
し上げます。

湯之谷 ４月５日
（金） 午前９時３０分 湯之谷支店２階ホール
入広瀬 ４月５日
（金） 午後２時００分 入広瀬支店２階会議室

ご注 意 く だ さ い
「ＪＡの自己改革に関する組合員調査」に、ご理解とご協力をいただき、ありがとうございます。
現在実施の組合員調査において、ＪＡ職員を装った者によるキャッシュカード詐欺事件が発生
したとの報告がありました。
ＪＡ職員を名乗る者から「現在、ＪＡでアンケートを行っており、答えると還付金がもらえる」
「還付金をもらうためには、新しいキャッシュカードへの交換が必要」などの説明があり、キャッ
シュカードを預け、暗証番号も教えてしまったため、ＡＴＭで現金が引き出されたというものです。
今回の組合員調査では、
キャッシュカードを預かる等の手続きは一切行っていません。
調査を装っ
た詐欺には、十分ご注意ください。また、万一不審な点がありましたら、その場で対応せずにＪＡ
へお問合せください。

お問合せ先：経営企画室 担当 武藤 025−793−1700
JA北魚沼 あぐり〜ん 2019 ３.10
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春の展示会のお知らせ
中央農機センター・北部農機センターにおいて春の展示会を行います。
モツ汁またはトン汁をご用意して皆様のご来場をお待ちしております。
【開催日時】 ・３月 29 日
（金）９時～ 17時
・３月 30 日
（土）９時～ 16時
※各センターともガス器具の展示即売も開催します。

トラクター無料点検のご案内
春作業の前にトラクターの無料点検を受け付け中です。４月19日
（金）
までに中央・北部農機セン
ターへご用命ください。
（不良箇所が見つかり、修理を要する場合は有料となります）
【連絡先】
▪中央農機センター

魚沼市堀之内５１４－１０ TEL ０２５－７９４－２４２１ FAX ０２５－７９４－５４０４

▪北部農機センター

魚沼市須原２－１

TEL ０２５－７９７－２４９８ FAX ０２５－７９７－２３７２

春の展示会のお知らせ
小出車両センター・広瀬車両センターにおいて春の展示会とタイヤ付替え
キャンペーンを行います。
安全サポート車、話題のエコカー、お買い得車を多数取り揃えて
皆様のご来店をお待ちしています。
小出車両センター
【開催日時】 ◦４月６日
（土） ９時～17時
◦４月７日
（日） ９時～16時
【連 絡 先】 魚沼市中原２５７
TEL：０２５－７９２－０８３０ FAX：０２５－７９２－３２１６

も、
両会場と
ン汁を
自慢のト
ご用意！！

※営農相談会・営農資材の他、ガス器具の展示即売会も開催します。

広瀬車両センター
【開催日時】 ・４月13日
（土） ９時～17時
・４月14日
（日） ９時～16時
【連 絡 先】 魚沼市並柳１６１７－２
TEL：０２５－７９９－２１６２ FAX：０２５－７９９－３５４０
※ガス器具の展示即売会も開催します。

両車両センターとも、展示会開催中はタイヤ付替作業のみとさせていただきます。

9

JA北魚沼 あぐり〜ん 2019 ３.10

2020 年度職員採用募集のお知らせ


2020 年度職員採用募集を次の要領により行います。
１．採用職種および人員等
一般職員 ５名程度

農機車両職員

平成３１年３月
北魚沼農業協同組合

２名程度

２．応募資格
大学・短大（専門学校を含む）
を 2020 年３月卒業見込みの者、または卒業した者で、３０歳未満の者。
３．応募受付期間
平成３１年３月１８日
（月）～４月１２日
（金）まで（当日消印有効）
４．提出書類
・履歴書（写真貼付）
・卒業見込証明書又は卒業証明書
・成績証明書
５．書類提出先
ＪＡ北魚沼

１通
１通
１通

総務企画課 人事担当 桜井
〒９４６−００２４ 魚沼市中原２５８－３

ＴＥＬ ０２５－７９３－１７００
ＦＡＸ ０２５－７９２－６８２５

６．採用試験
①第１次試験（ＪＡ職員県下統一採用試験）
内 容
能力試験・作文・適性検査
日 時
平成３１年４月２５日（木）
８時３０分～１２時４５分
会 場
パストラル長岡（長岡市）
※ １次試験当日は８時３０分から９時までに集合し受付を済ませてください。
②第２次試験（面接）
筆記試験終了後、該当者に別途通知します。
７．採用時期
２０２０年４月
８．勤務条件（平成３１年４月現在）
①初 任 給
短大卒１５９，
２２０円
大学卒１７２，
８４０円
②賞
与
年２回（７月・１２月）
③手
当
通勤手当、家族手当、職務手当など
④昇
給
年１回（４月）
⑤退 職 金
規程に基づき支給
⑥社会保険等
厚生年金、健康保険、雇用保険、労働保険など
⑦勤 務 時 間
一般業務 ８時３０分～１７時３０分
⑧休
日
土曜日、日曜日、
「国民の祝日に関する法律」に定めた日、
年末・年始、代表理事理事長の定めた日
⑨休
暇
年次有給休暇制度、特別休暇制度、育児・介護休暇制度
９．採用実績（平成３1 年４月採用者予定新規学卒者）
男性２名、女性３名
計５名
ご不明な点は下記までお問合せください。
ＪＡ北魚沼 総務企画課 人事担当 桜井

ＴＥＬ

０２５－７９３－１７００
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おいしく食べ
よう

食材を
地域の

今月の 旬ごはん
旬ごはん
材料（４人分）
◦具材
・白菜……………………500g（大きい葉約５枚）
・ベーコン………………100g
・人参……………………50g
・青菜……………………２株

白菜とベーコンのスープ煮

◦スープ

作り方
①白
 菜は１㎝幅のざく切りにする。ベーコンは 1 口大、人参は
縦半分に切り、薄切りにする。青菜は３ｃｍの長さに切る。

｛

②鍋にＡを入れ、白菜の白くかたい部分と人参を入れ、約５
分程煮る。その後、葉の部分とベーコンを入れ、7 ～８分
柔らかくなるまで煮る。

｛

Ａ

③青菜を加え、火が通ったら牛乳を入れ、ひと煮立ちさせる。
コショウと大さじ 2の水で溶いた片栗粉を入れてトロミを
つけ、ひと煮立ちさせる。

・水……………………600ml
・鶏がらスープの素…大さじ 1 と 1/2
・牛乳…………………200ml
・片栗粉………………大さじ 1 と 1/2
・水……………………大さじ 2
・コショウ……………少々

ＪＡ北魚沼 20 周年記念講演会の開催について
平成 11 年 3 月 1 日にＪＡ北魚沼が発足して
から、おかげさまで 20 周年を迎えます。
つきましては、組合員の方々から、より一層、
農業及び農協に対して理解を深めていただくこ
とを目的に、
節目の年に当たる本年度の「第 20
回通常総代会」開催前に記念講演を行います。

場 所

2019 年 4 月 27 日（土）
小出郷文化会館 大ホール

日 程

● 12 時 30 分～

期 日

● 12 時 45 分～

大勢の方のご来場を、お待ちしております。
記念講演はどなたでも傍聴可能です。ご希望の
方は 12 時 20 分までにご来場ください。

すずき

のぶひろ

鈴木 宣弘

東京大学大学院 農学生命科学研究科
農学国際専攻 国際環境経済学研究室 教授
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● 14 時 00 分～

講 師

東京大学教授

組合員表彰
記念講演会
第 20 回通常総代会

鈴木

のぶひろ

宣弘 氏

「農業を通じて
食と地域の未来を考える」

■略歴
1958 年三重県生まれ。
1982 年東京大学農学部卒業。
農林水産省、九州大学教授を経て、2006 年より東京大学教授。
98 ～ 2010 年（夏季）コーネル大学客員教授。専門は農業経済学。
日韓、日チリ、日モンゴル、日中韓、日コロンビア FTA 産官学共同研究会委員、食料・農業・
農村政策審議会委員（会長代理、企画部会長、畜産部会長、農業共済部会長）、財務省関税・外
国為替等審議会委員、経済産業省産業構造審議会委員を歴任。国際学会誌 Agribusiness 編集
委員長。JC 総研所長を歴任。
■著書
『食の戦争』( 文藝春秋、2013 年 ) 、
『悪夢の食卓』（角川書店、2016 年）、
『牛乳が食卓から
消える ? 酪農危機をチャンスに変える』（筑波書房、2016 年）、『亡国の漁業権開放～協同組
合と資源・地域・国境の崩壊』（筑波書房、2017 年）等、

お問合せ



入場
無料

総務企画課

TEL 025−793−1700

「実りの秋」

高村 秀雄 さん／佐梨

審査員長より
「だれかに見せたい魚沼」というテーマにピッタリだと思います。黄金色の棚田と朝霧の
遠景が素晴らしく、中山間地を美しく表現しています。さらに、ちょうど良い位置にいる
写真の中の軽トラックがポイントとなって、作品をさらに引き立てています。

審査員長より
春先の雪は、撮影す
ると真っ白になりや
すく表現が難しいで
すが、この写真は雪の
表面がきれいに表現
されています。桜のピ
ンク、ブナの緑も美し
いですね。

魚沼絶景賞

「水ぬるむ」 志田 幸夫 さん／須原

うおぬま百菜花 ん

最優秀賞

第８回

18

「美しい魚沼」写真コンテスト

ＪＡ北魚沼管内（魚沼市及び長岡市川口地区）の人・農・自然・食など、魅力ある魚沼の写真を募集し、
点のご応募をいただきました。１月 日（金）、魚沼市写真協会、魚沼地域振興局、魚沼市、ＪＡ北魚沼の
審査員による、
「だれかに見せたい自慢の魚沼」を基準にした厳正な審査の結果、入賞者が決定いたしました。
50

結果
発表

審査員長より
ＪＡのカントリー
エレベーターを、春ら
しく撮影してくれま
した。青空の青と山の
緑、菜の花の黄色の中
にカントリーの赤い
屋根があり、とても鮮
やかですね。

桜井 公夫  審査員長

魚沼絶景賞

全日本写真連盟 魚沼支部長
魚沼市写真協会会長

「菜の花咲くころ」 今井 一治 さん／山口
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審査員長より
タイトルの通り、
長年農業をしてき
た年輪が刻まれて
いるような写真で
す。前景に、稲を
ぼかして入れてい
るのも良いポイン
ト。これがあると、
写真に立体感が出
ます。

百菜花ん賞

入

百菜花ん賞

「大きく育ってね」
佐藤 吉晴 さん／吉原

審査員長より
田植えの手植えは１人作業です。しかし、もう
1 人が写りこんでいることでお互いの会話が聞こ
えてくるような作品。苗を植える手の位置や田ん
ぼに奥行きを持たせているのもいいですね。

「生涯現役 100 歳」
中林 義雄 さん／東川口

選

「水玉あそび」
中林 義雄 さん／東川口

「天高く」
志田 幸夫 さん／須原
「お父さんと一緒」
星 正太郎 さん／井口新田

「雪大好き」
酒井 潤 さん／東中

「そば畑」
今井 一治 さん／山口

「夫婦の幸せ」
青山 温子 さん／今泉
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「仲睦まじく」
星 義廣 さん／大沢

「星降る夜」
和田 正之 さん／中島

「春待ちわびて」

「黄金色の棚田」

星 義廣 さん／大沢

和田 正之 さん／中島

あぐりん広場

特

集

若手農家、色んなところで活躍中！
ＪＡ北魚沼管内の若手農家で構成される「ＪＡ北魚沼青年部」は国際雪合戦大会（２月 10 日開催）
を餅つきで盛り上げ、堀之内地区のユリ農家で構成される「ＪＡ北魚沼花き青年部」は、雪中花水
祝い（２月 11 日開催）にて、地場産の促成山菜やアスパラ、花の販売を行い、特産品のＰＲをしました☆
国際雪合戦大会
餅つき体験もお餅も大好評！ちゃっかり
青年部が運営する Facebook ページも
宣伝してきました（笑）
お餅は美味しかったかな !? 楽しんでくれ
たかな !?（＾＾）
雪があるから楽しめることもある！
雪の降る中、力いっぱいの餅つきで、魚沼
の元気と気合を伝えてくれました☆

雪中花水祝い
促成栽培のたらの芽、うるい、ふきの
とうの他、チューリップやユリを販
売。地元の人でも「え？今の時期に山
菜？ここで作ってるの？」という声が
聞こえてきます。
そうなんです！冬でも元気に栽培中
です！この地域で頑張る農家がいる
ことが、たくさんの人に伝わりますよ
うに☆

交流にも全力！
１月には、部門間やＪＡ職員との
交流を目的に、青年部交流ソフトバ
レーボール大会を開催しました。青
年部役員発案による初めての企画
でしたが、ＪＡ職員も多数参加し、
好プレー珍プレーの連続で大盛り
上がりでした☆

JA 青年部の FaceBook も
チェック！︎
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クロスワード
締切

『❶クイズの答え、❷郵便番

3 /22㈮
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

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。

1

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？

二五八ノ三

広報係

魚沼市中原

〒９４６−００２４

ＪＡ北魚沼

62

郵便ハガキ

※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。

２月 号 の 答 え

①クイズの答え
②郵便番号・住所
フリガナ

④年齢
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

マメマキ

17

2

B
10

12


Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

E

20

14

3

F

8

18
11

21

15
E

4

5

D

7



16

19

A
13
F

タテのカギ
１
４
６
７
9
11
12
14
15
17

③氏名

9
C

正解者の中から抽選で、５名
様に粗品をプレゼント！
！

6

19
20
21

片目だけパチンとつむります
夜空できらめきます
不満がたまるとこぼしてしまうことも
ショベルカーやブルドーザーなどのこ
と
ホエールはクジラ、ドルフィンは――
師匠に就いて学ぶ立場です
丸木を組んで作る舟
平和の象徴とされる鳥
コンビニで免許証の――を取った
機嫌がいい時に漏れる「フンフンフー
ン♪」
なめて味わうお菓子
アイロンをかけてのばします
――先は闇、慎重に進みたいものです

ヨコのカギ
１
２
３
４
５
８
10
13
14
16
17
18

 ー、ホケキョ！
ホ
わずかな希望のことを――の望みとも
言います
当たりかな、外れかな
カビが繁殖するために飛ばします
春・夏・秋・冬と巡ります
長
 湯をして――のように真っ赤になった
受
 験生に問題用紙と――用紙が配られた
し ょうゆ、みそ、塩、豚骨……色んな
味があります
開店祝いの札を付けた物が店先にずら
りと並ぶことも
耳たぶに穴を開けて着けます
２本で１膳と数えます
祝いの席では尾頭付きが用意されるこ
ともあります

おたよりコーナー
表紙の人参がものすごく美味しそうです！今年は作って

みたいと思っているところですが…。森山さんの人参みた

おススメ旅行といえば、ＪＡ北魚沼 20 周年記念旅行“華

いに出来るでしょうか？
 山さんの人参は、本当に甘くて美味しいんですよー！
編森

いるので、ぜひご参加ください（＾＾）
２月も半ばですが、今年は小雪ですね。（最後までわから


きれいな人参を作るポイントを森山さんに聞いてきまし

ないですが…）春の稲作が気になってきました。我が家は

た！森山さんのお話だと「きれいな人参を作るには、畑

水管理はお天道任せで、今年が水不足にならないか心配で

と品種が大切です。夏蒔き用の品種を春に蒔くと、ゴツ

す。とりこし苦労で終わればいいけど…。

ゴツした硬い人参しか採れません。また、土壌センチュ



ウの多い土でも、ゴツゴツした人参しか採れません。他

２月に雨が降った時は、私も少し夏の水不足が心配にな
編

には、畑が乾いた状態の時に、丁寧に耕してフカフカの

りました。お天道様にはかないませんし最近の気候は全

土を作っておかないと、真っすぐな人参にならないので、

く読めませんが（もともと読めてませんが…（笑））皆さ

ぜひこのポイントに気をつけて育ててみてください。も

んの米づくりがスムーズに進むように、私は日々の情報

し失敗してしまったときは、百菜花んで買って食べてく

発信に努めたいと思います。
 ロスワードを楽しみにしています。私は畑を人にしてい
ク

ださい（笑）」だそうです。
おたよりコーナーに、自分の思いが書いてあるので楽しみ
です。

（西川口

Ｙ・Ｓさん）

い つもおたよりありがとうございます。私はこのコー
編
ナーを通して、おたよりをくださる方々と会話したいと
いう思いで作っているので、見ていただけて嬉しいです。

（田中

Ｔ・Ｓさん）

ただいていますが、近くの畑で昨年、今泉の坂西さん（１
月号 12 ページ参照）が毎日畑で作業している姿を見てい
ました。私も今年から仲良くしていただいて、畑をやって
みようかな？と思います。

（今泉

Ｓ・Ｓさん）

編坂
 西さん、頑張っていらっしゃいますよね。Ｓ・Ｓさん！

これからも、Ｙ・Ｓさんからおたよりをいただけるのを

応援しています！たくさん採れたら、ぜひ百菜花んに出

楽しみにしています（笑）
Ｊ
 Ａの格安旅行などをあぐり～んに載せてほしいです！

荷してください（＾＾）



（佐梨

Ｔ・Ｓさん）

 意見ありがとうございます。早速、
農協観光の担当者に
編ご
伝えさせていただきます。旅行のご案内は、誌面に載せ
る他折り込みチラシでご案内していますが、これからの



鳳で過ごす２日間”です！今回折り込みチラシが入って
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家の前の雪消し用に川から水を引
いて流しています。この間、おた
まじゃくしを発見！こんな時期に、
もういるんですね。

干溝

大平 征男さん

自己改革

おっ いいね！の 声
いただいています！

お し ら せ

機能を絞った低価格トラクター取扱い中！
■型式：ヤンマー YT357J,ZUQH

■型式：ヤンマー YT357J,DZUQH

（６０馬力・ホイル仕様）

（60 馬力・半クローラー仕様）

メーカー希望小売価格：５３４万円（税別）

メーカー希望小売価格：５９９万円（税別）（暫定）
参考）組合員渡し価格

参考）組合員渡し価格

価格

３４９．８万円（税別）

価格

●お問合せ先

中央農機センター
北部農機センター

３９２．４万円（税別）

※ロータリー等の作業機別

※ロータリー等の作業機別

TEL：025-794-2421
TEL：025-797-2498

３月に行われる展示会でも、ご相談を受付ております！
詳細は、本誌９ページへ。

※画像は現行機です。実際の仕様とは異なります。

プラン！
ＪＡ組合員様限定

軽トラックの残価設定型リースを
始めました！
ＪＡ組合員様限定に、ＪＡハイゼットの特別リースプランをご提供します！
＊リース期間：６年
＊基本料金に含まれている費用：
車両価格、登録料、自動車税（期間分）、取得税、重量
税（初回分）、自賠責（初回分） ※頭金は不要です。
＊お支払い方法：お支払方法の一例です。詳細は下記までお問合せください。
（税込）

対象プラン

ボーナス併用払い

ボーナス併用払い無し

月額リース料

１０，
８００円

１６，
２００円

年額リース料

１２９，
６００円

１９４，
４００円

３２，
４００円

０円

ボーナス時支払い（年２回）

リース期間終了後は残価（10 万円）にて購入、再リース、車両返還をご選択いただけます。

●お問合せ先

JA北魚沼

小出車両センター
広瀬車両センター

TEL：025-792-0830
TEL：025-799-2162
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■編集／北魚沼農業協同組合

総務企画課

４月に行われる展示会でも、
ご相談を受付ております！
詳細は、本誌９ページへ。

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