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第９回 うおぬま百菜花ん
「美しい魚沼」写真コンテスト
最優秀賞 「皐月の一日」 星

正太郎さん／井口新田
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あぐり〜んキッズくらぶで食農体験！
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５月１９日㈰開催
第１回 田植え体験
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６月２２日㈯開催
第２回 田んぼの生きもの調査
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※ビオトープ…生き物が住む空間のこと。

８月３日㈯開催
第３回 アスパラガス収穫体験
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９月２８日㈯開催
第４回 さつまいもの収穫体験
カントリーエレベーター見学
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１１月１６日㈯開催
第５回 ＪＡ雪室貯蔵庫の見学
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２月１５日㈯開催
第６回 郷土料理の調理実習
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１年間ありがとうございました！
！
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農業機械課からのお知らせ
令和元年10月に施行された「農耕トラクターに関わる道路運送車両法」の運用見直しにより、
保安基準に緩和措置が盛り込まれ、トラクターに作業機を装着した状態での公道走行が、認定
条件に基づく制限事項に対応することで走行可能となりました。
制限事項については、お持ちのトラクターの大きさや現在の仕様により異なりますので、詳
しくは各農機センターへお問い合わせください。
なお、普通自動車免許で公道を走行するには、運転出来る農耕車のサイズ・速度は以下のと
おりです。一つでも当てはまらない場合は、大型特殊免許が必要となりますのでご注意くださ
い。
例えば、20馬力のトラクターで耕運幅が160㎝のロータリーを装着して
走行する場合は大型特殊免許が必要となります。

普通免許で運転できる農耕車のサイズ
道交法区分
運転免許

小型特殊
（普通免許）

車両法区分＝小型特殊自動車（農耕用）
全

長

４.７m以下

全

幅

全

１.７m以下

高

最高速度

２.０m以下 １５㎞／h以下

※

※ヘッドガードなどにより2.0m超2.8m以下であるものを含む
また、普通自動車免許でのけん引は、トレーラーの重量を含む総重量が７５０㎏を超える場
合は「けん引免許」が必要となります。どちらも違反すると全車種の運転免許が一発取

消しとなりますので、必要免許の取得をお願いします。

７５０㎏
まで

JA北魚沼の組合員（ご家族含め）証明を受けること
により、
六日町自動車学校との連携による農家応援「運
転免許キャンペーン」価格で、大特・けん引免許の教
習を受ける事ができます。
必要書類は各支店と各農機・車両センターにありま
すので、ご活用ください。
お問い合わせは農業機械課（中央農機センター内）☎ 025－794－2421 へお願いします。
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令和２年度「にいがた農業応援ファンド」
令和１年度より３年間園芸生産の新規取組・規模拡大を実現していくため、下記の内容で農業者支援
を行っています。
（対象品目：うるい・ふきのとう・たらの芽）
１、１億円園芸産地チャレンジ事業（上期）

「新潟県園芸振興基本戦略」で推進する販売額１億円増を目指す園芸産地において、園芸生産の規模拡大
や園芸生産への新規取組み等を実践する際に要する費用の一部を助成します。（ただし、１年で使い捨てと
なる資材は助成対象外）

助 成 金 額：対象費用の50％（上限50万円）
募 集 期 間：令和２年４月１日（水）
から令和２年４月30日
（木）

新規事業

２、園芸生産拡大支援事業（上期）
◎園芸生産の規模拡大や園芸生産への新規取組み等を実践する際に要する費用の一部を助成します。

助 成 金 額：対象費用の30％（上限30万円）
募 集 期 間：令和２年４月１日（水）
から令和２年４月30日
（木）

３、親元就農応援事業
◎親元へ就農する子（孫を含む）またはその配偶者を持つ農業者に対し、営農費用の一部を助成します。

助 成 金 額：１事業者あたり上限20万円
就農開始時期：平成31年１月１日以降、かつ、助成申請を行う年（１月から12月）に就農
していること
募 集 期 間：令和２年７月１日（水）
から令和２年７月31日
（金）

４、新規就農者営農支援事業
◎認定新規就農者に対し、営農費用の一部を助成します。

助 成 金 額：１事業対象者あたり上限20万円
就農開始時期：平成29年４月１日から令和２年12月までに就農または就農見込みである
こと
募 集 期 間：令和２年７月１日（水）
から令和２年７月31日
（金）

５、商談会等販路拡大の活動支援事業
◎商談会等を通じて農産農畜産物の販路拡大を目指す取組みを実践する際に要する費用の一部を助成しま
す。

助 成 金 額：１事業対象者につき国内２回、海外１回を上限とする
（国内上限10万円、海外上限50万円）
募 集 期 間：令和２年２月３日（月）
から令和２年12月30日
（水）
まで随時受付いたします

【お問い合わせ先：営農部
7

JA北魚沼 あぐりーん 2020 ３.10

営農企画課

須佐

☎︎ 025-793-1770】

地区別総代懇談会

開催について

４月２日から７日にかけ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）２０１９年度決算（概況）

地区別総代懇談会

報告及び令和２年度事

地区名

業計画（案）について

川

（2）その他

開

催

日

開催一覧

開催時間

会

場

口 ４月２日
（木） 午前９時３０分 川口支店３階大会議室

堀之内 ４月２日
（木） 午後１時３０分 Ａコープ堀之内店２階

２．日程及び会場

小

出 ４月３日
（金） 午前９時３０分 本店２階大ホール

守

門 ４月３日
（金） 午後１時３０分 Ａコープ守門店２階

駐車場に限りがございますの

広

瀬 ４月６日
（月） 午前９時３０分 広瀬支店３階ホール

で、極力お乗り合わせでご出

薮

神 ４月６日
（月） 午後１時３０分 薮神支店３階会議室

席いただきますようお願い申

湯之谷 ４月７日
（火） 午前９時３０分 湯之谷支店２階ホール

右記をご覧ください。
また、各会場におきましては

し上げます。

入広瀬 ４月７日
（火） 午後２時００分 入広瀬支店２階会議室

農業機械課からのお知らせ
中央農機センターの休業についてお知らせいたします。
中央農機センターでは、昨年度より11月から３月までの冬期間、日曜・祝日を休業とさせて頂
きましたが、令和２年度より春・秋の稲作繁忙期を除いた期間についても日曜・祝日を休業とさせ
て頂きます。つきましては、春の繁忙期終了から秋の繁忙期対応が始まるまでの日曜・祝日につい
ては、転送電話による受付対応となります。働き方改革を実践しているため、今回の変更となりま
す事を、ご理解頂きます様お願い致します。

第39回理事会

令和２年2月25日開催

主な協議・報告事項
・第５次中期経営計画の取組状況について

私たちのＪＡ 令和２年1月末現在
＜組合員数＞

・第３次農業戦略進捗報告について

正

5,699人

准

5,539人

・リスク管理関係第４四半期報告について
・令和元年度組合員数及び出資金額の増減について

第20回経営管理委員会

令和２年2月28日開催

主な協議・報告事項
・2019年度決算概要について
・第21回通常総代会の開催及び提出議案について
・地区別総代懇談会の開催について
・令和元年産うるち米の販売状況について

貯金残高

877億7003万円

貸出金残高

188億939万円

共済保有高

3141億521万円

購買品供給高 43億9921万円
販売品販売高 44億6310万円
出資金

26億5954万円
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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。
【開催日時】 ・３月 27 日
（金）９時～ 17時
・３月 28 日
（土）９時～ 15時
温かい物を用意して皆様のご来場をお待ちしております。
※各センターともガス器具の展示即売会も開催します。

トラクター無料点検のご案内
春作業前のトラクターの無料点検を受け付け中です。４月17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 ☎︎ ０２５－７９４－２４２１ FAX ０２５－７９４－５４０４

▪北部農機センター

魚沼市須原２－１

☎ 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おります。
小出車両センター
【開催日時】 ◦４月４日
（土） ９時～17時
◦４月５日
（日） ９時～16時
【連 絡 先】 魚沼市中原２５７−1
☎ ０２５－７９２－０８３０ FAX ０２５－７９２－３２１６

も、
両会場と
ン汁を
自慢のト
ご用意！！

※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11日
（土） ９時～17時
・４月12日
（日） ９時～16時
【連 絡 先】 魚沼市並柳１６１７－２
☎︎ 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。
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令和２年度

JA北魚沼

『育苗研修会』の開催
健苗育成は、高品質米生産に欠かすことのできない重要な作業の 1 つです。元気で活力あ
る苗を育て、初期生育を促進させましょう！
育苗作業の研修会を下記により開催しますので大勢の方からの参加をお待ちしております。

1時30分～3時
3月25日（水）午後（受付
1時00分～）

日

時

令和２年

会

場

ＪＡ北魚沼 本店

内

容

１）健苗育成のポイントについて

２階大ホール

２）箱処理剤の適正使用について
３）根の活力を高める資材のご紹介
※内容は変更の場合があります。

【大勢の方からの参加をお待ちしております】
★事前申し込みは必要ありません、お気軽にお越しください★
（ 各自、自家用車等でご来場ください。）
事務局：営農部

営農指導課

令和２年産のコシヒカリの田植えはいつ頃になるの？
現在、ＪＡでは下記の内容で配苗を計画しています。

① 標高が低い平場で、例年、８月３日前後に出穂する地域は、

原則として、５／ 20 〜５／ 25 頃の配苗を予定。
② 標高が高い山場で、例年、８月８日に近いかそれ以降に出穂する地域は、

原則として、５／ 15 〜５／ 20 頃の配苗を予定。
※上記は現段階のイメージで、一部例外や今後変更することもあります。尚、地域ごとの詳しい配苗日は、今後、
回覧等でお知らせします。
※配苗終了は、例年通り５月末を予定しています。
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令和２年度職員採用募集のお知らせ

令和２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 ３名程度

農機車両職員

３名程度

２．応募資格
大学・短大（専門学校を含む）
を令和３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
令和２年３月２日
（月）～４月３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 山之内
〒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
令和２年４月１５日（水）
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
令和３年４月
８．勤務条件（令和２年３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
原則 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（令和２年４月採用予定新規学卒者）
男性４名、女性４名
計８名
ご不明な点は下記までお問い合せください。
ＪＡ北魚沼 総務企画課 人事担当 山之内
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ＴＥＬ

０２５－７９３－１７００

「皐月の一日」 星 正太郎 さん／井口新田

審査員長より
作品のタイトルと写真が非常にマッチしている作品だと思います。藤の花や只見線の電
車の大きさ、配置もちょうどいいバランスで魚沼の農作業風景の的を得ており、
まさに「だ
れかに見せたい自慢の魚沼」に沿った作品だと思います。
審査員長より
神社と柿の木を敢
えて真ん中でなく、左
に寄せているのがこ
の写真の非常にいい
ポイントだと思いま
す。写真の上部に余裕
を持たせており、広が
りをもたせているの
も作品をより引き立
たせています。

魚沼絶景賞

「しんしんと降り積む」 和田 正之 さん／中島

うおぬま百菜花 んん

最優秀賞

第９回

24

「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、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。
54

結果
発表

審査員長より
写真の右側に余裕
を持たせており、空や
太陽、朝霧を美しく撮
られた、魚沼の自然を
表現した写真です。分
げつが始まった頃の
写真で全体的に落ち
着いたきれいな写真
だと思います。

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

「朝日を浴びるコシヒカリ」 佐藤 吉晴 さん／吉原

JA北魚沼 あぐりーん 2020 ３.10



百菜花ん賞

「サアがんばって」
太田 誠二 さん／新潟市中央区

審査員長より

百菜花ん賞

「刈取り日和」
志田 幸夫 さん／西村

審査員長より

おじいちゃんが苗を投げて、それを受取ろうと
している、泥がはねそうになっているのを嫌がっ
ているといった写真１枚で動きが連想できる作品
となっています。隅の人たちもいることで賑やか
さも加わっています。

空も青空だけでなく飛行機雲が何本も入ってお
り、天気のいい稲刈り日和の日に手作業で稲刈り
をしている写真で景色もよく、にぎやかな様子が
伝わる写真になっていると思います。

入

「もうひとがんばり」
中林 義雄 さん／東川

「春の一瞬」
佐藤 茜 さん／穴沢

「秋の気配」

「実りの秋」

星 義廣 さん／大沢



高村 秀雄 さん／佐梨

「稲刈り日和」
星 正太郎 さん／井口新田

「実習田のハザ」
大塚 明 さん／松川

「淡雪」
志田 幸夫 さん／西村

「朝焼けの田」

「伝承」

「令和元年の始動」

今井 一治 さん／山口

JA北魚沼 あぐりーん 2020 ３.10

選

太田 誠二 さん／新潟市中央区

堀沢 昇司 さん／東川口

あぐりん広場

特

集

餅つき大会！大好評！
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（２月９日（日）開催）で餅つき
大会を行いました！開催当日まで雪不足が懸念されていましたが、なんとか降雪に恵まれ、雪合戦も予定通り
行われました。ＪＡ北魚沼青年部も雪景色の中、活動をアピールすることができました★

～！
しょ
よい ょ～！
し
よい

う・・・？笑
るんだろ
べ
食
て
どうやっ
に
さんの人
までたく
した！
さ
ま
げ
き
か
お
いただ
て
っ
が
召し上

つきたて餅を
たくさんの人が
心待ちに
長～い列が
できていましたよ！

おたよりコーナー
先 月の記事で北魚沼産コシヒカリのことをよく調べ


編
少し発酵が足りなかったようですが、粘り気も出て

ていることがわかりました。テレビでもよく取り上げ

臭いは納豆以上のものに感じました（笑）子どもたち

られていますので、これからもおいしいお米作りのた

はわくわくした表情で大豆をわらに入れていました。

めに頑張ってください。

１日後ふたを開けたらみんな「くさ～い！」と大は

（長岡市

S さん）

編
ご覧いただきありがとうございます。異常気象はも

しゃぎでした。これからも様々な農業体験を通じて

はや毎年のように起こっており、常に注視していく

子どもたちにはいろんなことを肌で感じてもらいた

必要があると思います。おっしゃっていただいたよ

いですね (*^^*)

うに最高品質のお米を作れるようにこれからも取り
新 型コロナウィルスの感染が世界から日本において


組んで参ります。
「わんぱく
NEWS」のコーナーで子どもたちが納豆を

作っていましたね。なかなか体験できることではない
ので良い食育教育になると思います。良い企画だと思
いますのでこれからも続けていってほしいと思いま
す。

（大原新田

U さん）

昔
 ながらの納豆づくりに取り組む子どもたちのまな
ざしから真剣さが伝わってきます。ボランティアの

も広まっています。早くいつも通りの日常に戻ってほ
しいです。
編
日本各地で感染被害の報告が出ており、スポーツや

イベントなども中止や延期の報道がされています。
感染防止に努めるとともに、当ＪＡにおいても状況
を注視し、対応してまいります。

方々や大力納豆さんが指導されていて子どもたちも
心強かったと思います。

（四日町

H さん）
JA北魚沼 あぐりーん 2020 ３.10



おいしく食べ
よう

食材を
地域の

今月の 元気ごはん
材料（４人分）
・うるい…………………2束
・かに風味かまぼこ……100g
・えのきだけ……………1パック
はな ふ

・花麩……………………8個
・卵………………………5個

うるいの卵とじ

作り方

・煮汁

① うるいは、３㎝ほどの長さに切る。

・だし汁………250㎖

えのきだけは、石づきを切り２等分にしてほぐす。

・みりん………大さじ 1

かまぼこは、さいておく。

・酒……………大さじ 1

花麩は、水に浸して軽くしぼっておく。

・しょうゆ……大さじ 1

② 卵を溶きほぐしておく。

・塩……………小さじ 1/4

③ フ ライパンに煮汁を煮立て①を並べて２分間煮る。
中央に溶き卵の 1/3 量を流し入れ、半熟になったら
全体に卵を回し入れふたをする。卵が固まりかけた
ら火を止め、２～３分蒸らす。

クロスワード
締切

『❶クイズの答え、❷郵便番

3/26㈭
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。

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？

1

8

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

63

※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

9
2

6

Ａ

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。



F

3

11

17
E

12

ヨコのカギ

１

成長すると鶏になります

１

ひな人形に供える角張った食べ物

６

車の方向指示器のこと

３

サ
 ンとゴの間

16
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E

タテのカギ

14

チョコレート

Ｄ

A

13

答え

Ｃ

5

11

⑤広報誌などへの
ご意見・ご感想

Ｂ

4

10

④年齢

B
13

D

フリガナ

③氏名

15

7

８

②郵便番号・住所

16

F

３

①クイズの答え

14
C

正解者の中から抽選で、５名
郵便ハガキ

10

17

太陽が東から昇る時分

事故などを現場に居合わせて直接見る
こと

２
４

工業――。――社会。――政党

５

真ちゅうやステンレス、はんだなどの

９

地震、雷、火事、――
こと

雑巾を用意して年度末の――をした
版画を刷るときに使います
旧暦３月の異称です

７
11
12
13
14
15

守備の反対語

兵庫県の郷土料理。地元では卵焼きと
も呼ばれます

Ａ、Ｂ、C……と数えて11番目
走ると切れることも

京の着倒れ、大阪の――

白井義男は日本人初のボクシング世界
――です

骨と骨とをつなぎます

白米を量るときに使う単位の一つ
父や母の姉妹です
――して得取れ

番組放送のお知らせ
ＮＳＴスマイルスタジアム（毎週土曜 夕方６：00～６：55）にてＪＡ北魚沼管内の生産者さんが紹介され
ます。料理家・フードコーディネーターとしても有名な村山瑛子先生が登場し、採れたて食材を楽しく調理・
試食します。ぜひご覧ください♪

テレビ局：ＮＳＴ
放送予定日

番 組 名：スマイルスタジアム

令和２年３月28日（土） 18：00～18：55

「とれたて！えいっとレシピ
“くらしに笑顔を、食卓に新潟の恵みを”」

内での
コーナー
放送予定

JA 北魚沼新型コロナウイルス感染症対策本部
〈令和２年２月29日12 時 30 分設置〉
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、予定されている集会やイベントなどが急遽延期・
中止になる場合がございます。
政府から「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」が発表されたことから、当 JA に
おいても事態が終息するまでは状況を注視し、対応を検討して参ります。
また、各支店・センター等において職員がマスクの着用等感染予防対策を行っております。
ご理解、ご協力をお願い致します。
JA 北魚沼

あぐりーん
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