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　夏になるとご自宅にユリを飾られる方も多いのではないでしょうか。

　堀之内地区のユリ切花は、７月上旬からはじまり、お盆前には最盛期を迎えます。

　今月号ではユリのご自宅での飾り方のポイントや長く鑑賞できる方法をご紹介。毎年飾っている方も、

そうでない方も今年はぜひ参考にしていただき、ご自宅にユリを飾ってみてください♪

特集特集特集
花のある暮らしを楽しもう♪今年度より「

LY Lily」出荷
開始！

スマイルスタ
ジアムに出演

！

アルビレック
ス新潟とコラ

ボし堀之内の
ユリをPＲ！

「ＬＹ Ｌｉｌｙ」とは、OＴユリ※の中から特

殊な前処理剤を使用したブランド。前処

理剤はＪＡ北魚沼、ＪＡうつのみや、パレス

化学㈱の共同研究により開発に成功し、

今年度からサンベジ（白）とイエローウィ

ン（黄）の出荷を本格的に開始いたします。

　こちらの前処理剤を使うことで、従来

よりも切花でありながら開花後に花と蕾

を太らせながらしっかり咲いてくれま

す。最初から最後の蕾まで豪華に咲き、

鑑賞いただけるのが「LY Lily」です。

※オリエンタルユリにトランペットユリ

　を品種改良の時に交配した品種。花が

　とても大きく、花色（黄色、オレンジ、

　白、ピンク、赤等）も数多くあるのが

　特徴。

　７月４日（土）に放送された「スマイルスタジアム」（ＮＳＴ：フジテレビ系列）に魚沼花き園芸

組合長の鈴木道弘さん、佐藤正代さん、八木慎太朗さんの生産者３名、ＪＡ北魚沼からは岡村理事長、

園芸特産課五十嵐大輔指導員が出演し、堀之内のユリ切り花をＰＲ！アルビレックス新潟およびア

ルビレックス新潟レディースとのタイアップ「アグリサポーターズ」と称したこの企画は、選手の

サインつきユリのプレゼントや特別ＣＭを作成。当日は藤田和輝選手らと撮影させていただきまし

た！

その１ 水替えは必ず毎
日行いましょう！

　球根の花はほとんどが水分なの

で水はとても重要。水が濁ると花

へのダメージが大きいので、頻繁

に水替えをしましょう。水を替え

るときは一緒に、茎の先を１～２

㎝切る「切り戻し」を行い、新し

い切り口にすると水の吸い上げが

よくなります。

「切り戻し」のとき「水切り」を行うとさらに効果的。水切りとは、
水の中で茎を切ること。水中で茎を切ると、水の通り道である導
管内に空気がが入らず、断面が常に水に接していることで長持ち
することに繋がります♪

とても

豪華に
咲いて
くれます！

その２ 花粉はすぐに
取りましょう！

その３ ユリの香りを
楽しもう！

　開いた花でもちょっとした飾りになります♪

　ユリの香りはこの時期だからこそ！玄関やエン

トランスに飾ると素敵な香りがお客様をおもてな

ししてくれます。

　また、花が開いてしまったものでも、短く水切

りを行い、部屋に飾るとワンポイントになり最後

までユリを楽しめます。

藤田和輝選手
2001年２月19日生まれ、新潟市出身
2019年にアルビレックス新潟に加入
ポジションはゴールキーパー

でも、ユリお取り扱い中です。

ぜひご来店ください♪

水切りは「水中で」「スパっと」「ななめに」が
キーワード

ＪＡ北魚沼の各部署で
もユリを飾ってみなさ
んをおもてなし中♪

例えばコーヒーカップ
などに飾るとおしゃれ
になります。

つぼみが開いたらすぐに花粉
を取り除くのがベストです！

平らに切ってしま
うと断面の面積が

狭く

なり、水の吸い上
げがいまいちに…

佐藤正代さん佐藤正代さん佐藤正代さん

八木慎太朗さん八木慎太朗さん八木慎太朗さん

内田課長補佐内田課長補佐内田課長補佐 岡村理事長岡村理事長岡村理事長
五十嵐大輔五十嵐大輔五十嵐大輔 鈴木道弘さん鈴木道弘さん鈴木道弘さん

アルビレックス新潟営業部

野澤洋輔さん
アルビレックス新潟営業部

野澤洋輔さん
アルビレックス新潟営業部

野澤洋輔さん

アルビレックス新潟GK

藤田和輝選手
アルビレックス新潟GK

藤田和輝　選手
アルビレックス新潟GK

藤田和輝選手

　花の中央にあるめしべの周りのおしべの先端の

花粉（葯）を早く取り除き、受粉を防ぐことで種

を作るときに必要な力がいらなくなるので、その

分花を長く咲かせることができます。

やく
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令和３年４月採用　職員採用募集のお知らせ
北魚沼農業協同組合

令和３年４月採用　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　２名程度　　農機車両職員　２名程度
２．応募資格
　�　高等学校を令和３年３月卒業見込みの者、または卒業した者（卒業後３年以内）で普通自動車免許取
得者（ＡＴ限定可、取得予定含む）。
３．応募受付期間
　　令和２年１０月５日（月）～１０月９日（金）まで（当日消印有効）
４．提出書類
　　（１）自筆履歴書（写真貼付）　　１通
　　（２）調査書　　　　　　　　　１通
　　（３）卒業証明書　　　　　　　１通
　　（４）成績証明書　　　　　　　１通
　　※�新卒者は（１）（２）提出、既卒者は（１）（３）（４）提出。（１）（２）については、「全国高等学校統一応募

書類」のみとします。
５．書類提出先
　　ＪＡ北魚沼　総務企画課　山之内・酒井　　ＴＥＬ　０２５－７９３－１７００
　　　　　　　　魚沼市中原２５８－３　　　　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　　言語、計数　（時間：８０分）
　　　　　　　　　適性検査　　　　　　　　（時間：４０分）
　　　　　　　　　作　　文　　　８００字以内（時間：６０分）※テーマは当日指定
　　　　日　時　　令和２年１０月１６日（金）　　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（面接試験）
　　　　第１次試験終了後、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４月現在）
　　①初　任　給　　１５２，７６０円～
　　②賞　　　与　　年２回（７月・１２月）
　　③手　　　当　　通勤手当、家族手当など
　　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
　　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月採用者、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わせください。
　ＪＡ北魚沼　総務企画課　山之内・酒井　ＴＥＬ　０２５－７９３－１７００
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　「容器包装リサイクル法」に基づき、各センター・店舗等では、環境保全の観点からレジ袋の無料配布を６月30

日（火）で終了し、７月１日（水）よりお買い物時に利用するレジ袋を１枚３円にて販売させていただいております。

　CO2削減のため、みなさまのご理解ご協力のほど、宜しくお願いいたします。

※こちらから配達等で使用するレジ袋については、今まで通り無料となります。

−地域を支える組合員の経営継続を支援します−
　国の令和２年度２次補正予算で新たに措置されました。新型コロナウイルスの影響を克服するため農業者が経
営計画に基づいて取り組む事業継続を支援します。

【受付期間】第１回：令和２年６月29日（月）～７月15日（水）

レ ジ 袋 有料化のお知らせレ ジ 袋 有料化のお知らせ

経営継続補助金のご案内

　事故のない安全な農作業を行うには、第一に機械の作業前点検
が必須です。
　今年もコンバインの無料点検を実施いたしますので、秋の農作
業を始める前に中央農機センター、または北部農機センターへご
連絡ください。

　○受付期間　　令和２年７月３１日（金）まで
　○開始時期　　受付後随時点検に伺います。
　　※交換工賃・部品等の代金は、別途請求させていただきます。
　　※�無料点検は、性能・使用の維持を保証するものではありません。
　　※�点検内容については、中央農機センターまたは北部農機セン

ターへお問い合わせください。 中央農機センター ☎ 025−794−2421
北部農機センター ☎ 025−797−2498

中央農機センター ☎ 025−794−2421
北部農機センター ☎ 025−797−2498

お問い合わせ先
　ＪＡ北魚沼　営農企画課
　☎０２５－７９３－１７７０

コンバイン無料点検のご案内

籾すり機用ゴムロール　割引キャンペーン！！

安全な農作業で

農作業事故防止に

心がけましょう！

　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　　令和２年８月21日（金）まで
　○引 渡 方 法　　各センターに入荷後引取りでお願いします。
　○価　　　　格　　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。）

　　※注文お問い合わせは、中央農機センター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。
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第46回理事会 令和２年６月29日開催

主な協議・報告事項

・５月末事業実績について

・延滞・固定化債権状況について

・各就業規程の一部変更について

・コンプライアンス・マニュアルの
　一部改正について

＜組合員数＞　正　5,710人
　　　　　　　准　5,571人

貯金残高　 　891億0321万円

貸出金残高　 167億0329万円

共済保有高　3099億6661万円

購買品供給高　14億9620万円

販売品販売高　 8億4539万円

出資金　　　 　26億5954万円

私たちのＪＡ 令和２年５月末現在

　10月17日（土）に開催を予定しておりました「ＪＡ北魚沼大農業祭」につきまして、新型コロナウイルス感
染拡大防止を対策により、開催中止といたします。
　未だ終息の様相が見えない状況であることから、関わる全ての皆様の安心・安全を最優先し、当 JAとし
ても誠に残念ではありますが、今年の開催は困難であると判断いたしました。

　昨年に引続き開催することができず、関係者の皆様、開催を楽しみにされていた方々には大変申し訳ござ
いませんが、ご理解のほどお願いいたします。

　毎年行われている各支店でのゴルフ大会につきまして、延期等も踏まえ開催を検討しておりましたが、新
型コロナウイルス感染拡大防止対策により、本年は全支店で開催を中止することといたします。開催を楽し
みにされていた方々には大変申し訳ございませんが、ご理解のほどお願いいたします。

ＪＡ北魚沼大農業祭開催について

各支店ゴルフコンペについて

イベント等 中止のお知らせ

　７月10日（金）から31日（金）まで各営農センター・資材店にて、「夏の農作業応援セール」を開催します。期間

中ご来店いただいた方限定で、下記商品を特別価格にて販売いたします。たくさん方々のご来店お待ちしており

ます。

※７月１日よりレジ袋が有料となりました。エコバッグ等のお持ち帰り用の袋を用意してご来店ください。

夏の農作業応援セールのお知らせ夏の農作業応援セールのお知らせ

水稲除草剤
ゲパード
バサグラン
セカンドショットＳジャンボ
ワイドショット１キロ粒剤
クリンチャーＥＷ
クリンチャーバスＭＥ
クリンチャー粒剤・ジャンボ
アレイルＳＣ

殺　菌　剤
フジワン粒剤
モンガリット粒剤
Ｚボルドー粉剤ＤＬ

殺　虫　剤
ＭＲ．ジョーカー粉剤ＤＬ
キラップ粒剤
スタークル粒剤・液剤

殺虫殺菌剤
フジワンラップ粒剤

茎葉処理除草剤
バスタ
ザクサ液剤
ラウンドアップマックスロード
タッチダウンｉＱ
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肥料・農薬購入は、断然お得な予約申込みで！肥料・農薬購入は、断然お得な予約申込みで！
　肥料・農薬を予約申込書にて注文いただくと、各営農センター・資材店の店頭価格よりも断然お安く購入で
きます。

　「令和３年度肥料・農薬予約申込書」は７月10日（金）～15日（水）頃の職員による文書配布時に配らせ
ていただきます。※
　申込書につきましては直接最寄りの営農センター・資材店及びＪＡの施設に８月15日（土）までにご提出く
ださい。
　万が一申込書がお手元に届かなかった場合は、お手数ですが最寄りの営農センター・資材店に予備を
用意しておりますのでご連絡ください。
　皆様には、ご迷惑をお掛けいたしますがご理解とご協力をお願いいたします。

※�予約申込書には、「８月の文書配布時に職員へお渡しください」と記載されておりますが、新型コロ
ナウイルス感染拡大防止対策により、訪問時にお声がけしない場合がございます。出来る限り直接営
農センター・資材店へのご提出をお願いいたします。

さらにお得情報
　昨年に引き続き、「予約自己引取」「直送対策」「土づくり肥料の支援」「大口奨励」など、各種支援を継続実
施しています。詳しくは、予約注文書をご確認ください。
　ご不明な点は、お手数ですが、お近くの営農センター・資材店またはＴＡＣ担当者まで連絡をお願いいたし
ます。

詳しくは、営農指導課・各営農センター・資材店まで
営 農 指 導 課� ☎ 793−1770
西 部 営 農 セ ン タ ー� ☎ 794−5530
東 部 営 農 セ ン タ ー� ☎ 792−2101
北 部 営 農 セ ン タ ー� ☎ 799−3373

川 口 資 材 店� ☎ 0258−89−4059
薮 神 資 材 店� ☎ 792−6187
守 門 資 材 店� ☎ 797−2231
入 広 瀬 資 材 店 � ☎ 796−2550

穂肥の
肥料分が
入っている
元肥です。

元肥と
穂肥です。
セットで
いかが
ですか？

春秋の
土づくりに
ご使用

ください。

“ス
ーパ
ー”
は

　　
穂肥
入り
！

「肥料・農薬予約申込書」の配布・回収方法の変更について
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ＪＡ北魚沼女性部

「手作りマスク」大作戦！
　ＪA北魚沼女性部は新型コロナウイルスの影響で今年はほとんどの支部で予定していた活動がで
きていませんでした。

　そのような中、女性部として新型コロナウイルスをはじめとした感染症拡大防止のために役立ててほ
しいという思いで手作りマスクを約800枚作成し、介護ステーション利用者の方々とＪＡ管内の介護施
設などに訪問し寄贈しました！

　マスクは各地区の女性部員が「おうち時間」を利用して作成し、介護施設でのマスク不足などにす
こしでも役に立てればという思いを込めて一つ一つ丁寧に作成しました。

　マスクをお届けした施設からは「洗って使える布マスクはとても助かる」「色とりどりなものがあっ
て癒される」といった感謝の言葉をいただきました。

ＪA女性部の活動について

　ＪA北魚沼女性部では各支部より８月から活動内容を検討の上順次、活動を再開していきます。８
月の各支部の活動予定は以下の通りです。

〇ヨガ教室

　 • 堀之内支部・小出支部　８月３日（月）　　 • 薮神支部　８月17日（月）

〇健康体操教室　愛子ちゃん体操　堀之内支部・守門支部　８月18日（火）
※新型コロナ対策をとったうえで活動を行います。みなさまからのご理解、ご協力をお願いします。

女性部員が作成したマスクの一部 （特養）美雪園さんへのお届けの様子

本店にも届けていただきました（特養）うかじ園さんへのお届けの様子

心
を
込
め
て

つ
く
り
ま
し
た
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　長松地域（薮神）では水田のほ場整備により、ホタルの生息数が減少したことから、地域の有志により「長
松ホタル会」（会長：小幡寅一さん）が立上げられ、生息地域の整備や生息数調査を毎年行っています。
　ホタルの発生数が増える 6月中旬に、周辺の草刈りや生息池の泥上げなどを行い、ホタルの餌となるタニシ
やカワニナを放流し、その餌となる大根菜を池に撒きました。
　これからもホタルがたくさん見られるよう、「長松ホタル会」は自然を守る活動を続けていきます。

　「あぐりーん」ではみなさんからの写真投稿や応募を大募集
中です！みなさんから変わった形の野菜に限らず、きれいな
花やおもしろ写真などございましたら、ご連絡ください。

　　　　　　　ＪＡ北魚沼　総務企画課　鈴木
　　　　　　　　☎：０２５－７９３－１７００
　　　　　　　　Ｅメール：kouhou@ja-kitauonuma.or.jp

特　集
あぐりん広場
ホタルを守る！「長松ホタル会」

おたよりコーナー

　�世間は新型コロナウイルスで暗いニュースが多い中、
先月号表紙だった関和洋さんの田植えの様子はなん
だかホッと安心する気がしました。毎号楽しみに待っ
ています。� （須原　Tさん）

　�農業のことを中心に、様々な取り組みや話題を掲載し
てあって、いつも楽しみにしています！

（和長島　Oさん）
　�いつもご覧いただきありがとうございます。関和
洋さんはひたむきな姿勢で田植え作業をされており、
とても真面目な人柄だと取材をして感じました。こ
れからも「あぐりーん」では様々な情報をお届けい
たしますので今後ともよろしくお願いいたします！

　�家族や親子で触れ合っている様子の写真を掲載して
ほしいです。� （宇津野　Tさん）

　�先月の料理コーナーで掲載されていた「ごはんピザ」
簡単に作れそうなので外孫が来たら一緒に楽しみな
がら作りたいです♪� （四日町　Tさん）

　�ご覧いただきありがとうございます。緊急事態宣言
も解除され、外出の自粛などは少しずつ緩和されて
きました。これから夏休みにもなり、ご家族で楽し
んでいる様子などをお届けしていきたいと思います。

編

編

ホタルはタニシやカワホタルはタニシやカワ
ニナを好んで食べますニナを好んで食べます

長松ホタル会のみなさん。右側の池の整備を行いました長松ホタル会のみなさん。右側の池の整備を行いました

「長松ホタルの会」「長松ホタルの会」
会長会長　　小幡寅一さん小幡寅一さん
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※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。

６月号の答え

答え　サングラス
　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。

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？

Q

タテのカギ ヨコのカギ

　『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。

締切

消印有効
７/22㈬

1 6 9

E

14 18 21

7 11 19

C
2 12 15

10

A
3 8 20

4

D

13 16

5 17

B

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ E

１	 	夏の夜空で打ち上げ――が開いた
２	 	飲ん兵衛（べえ）が好きな物
３	 	ニッケイの樹皮から作られるスパイス
４	 	仕事や用事の合間の空いた時間のこと
５	 	私は――も育ちも魚沼です
７	 	ツナ、シーザー、海藻といえば
10	 		指先の腹側にある筋模様
12	 	焼き肉のミノ、センマイといえばどこ

の部位？
13	 携帯電話を自分に向けてパシャッ！
14	 力士が土俵上で取るもの
17	 	泳げない人が腰回りにはめます
19	 	職人さんに握ってもらって食べること

も
20	 	まったく派手ではありません

２	 	香りの良い薬味の一つ。うなぎのかば
焼きにも振り掛けます

６	 	――は人のためならず
８	 	釣り――と一緒に海に出掛けた
９	 	宣伝などを書いて通行人に配ります
10	 	上（かみ）の反対語
11	 	京都の夏の代表的な行事、――の送り

火
15	 	原稿用紙につづることも
16	 	10円硬貨に最も多く含まれる金属
18	 イスラム教の礼拝堂のこと
20	 人の助けを借りずに――で切り抜けた
21	 ――を引かれる思いでいとまを告げた

①クイズの答え

②郵便番号・住所

③氏
フリガナ

名

④年齢

⑤�広報誌などへの
　ご意見・ご感想

63 郵便ハガキ
〒９４６−００２４

魚
沼
市
中
原

　
　
　

二
五
八
ノ
三

広
報
係

Ｊ
Ａ
北
魚
沼

クロスワード

　地域
の食材を　　　　おいしく食べよう

今月の今月の今月の今月の元気ごはん元気ごはん元気ごはん元気ごはん元気ごはん元気ごはん
材料（800㎖容器１個分）

　・パプリカ（黄）……1/4 個
　・オクラ………………3 本
　・プチトマト…………5 個　
　・枝豆…………………大さじ 2
　・トウモロコシ………大さじ 2
　・ささ身（鶏肉）……1～2 本

　・粉寒天………………1 袋（4g）
　・だし汁………………600㎖
　・みりん………………大さじ 2 A
　・薄口しょうゆ………小さじ 1
　・塩……………………小さじ 1/2

※ささ身用
　・酒……………………大さじ１
　・塩……………………小さじ 1/4

作り方
① �パプリカ、オクラは塩ゆでし５㎜幅に切る。プチトマ

トは１㎝幅の輪切りにする。枝豆は茹でて、実を取り
出す。トウモロコシは、蒸したら粒を取る。

②�ささ身は筋を取り酒大さじ１塩小さじ 1/4 を振りラッ
プをかけてレンジで２分加熱し食べやすいように裂い
ておく。

③�鍋にＡを入れよく混ぜながら煮溶かし、沸騰したら火を
弱めてさらに２分ほど煮る。その後、荒熱を取る。

④�容器を水にさらし、①、②の具材を順番に並べ、その都
度③の液を注ぐ。

⑤荒熱が取れたら、冷蔵庫で冷やし、固める。 ※�夏野菜だけでなく、お好みの野菜で楽しんでください(*̂ ▽ *̂)

夏野菜の寒天寄せ夏野菜の寒天寄せ

｛




