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年に登場した新潟の新しい米「新之助」は、高温条件下でも高い食味と品質を確保できる品種を目指し、７年

北魚沼 のの新之助
平成

この地域で新之助栽培に取り組む「北魚沼新之
助研究会」は現在、堀之内地区、小出地区、薮神
地区の生産者 名が所属し、 ㌶を栽培していま
12.6

㎜のふるい目を使用する事」、
「色彩選

す。この研究会は県が示している条件よりさらに
厳しい 「

㎜ふるい目の使用」などの条件を設定しました。その中でも「北魚沼新之助研
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（ＪＧＡＰ）の団体取得」を実践して新之助栽培に
取り組んでいます。ＪＧＡＰとは食品安全、労働
安全、環境保全を第３者に認証してもらい、安全・
安心な農産物を消費者に届ける取り組みです。同
研究会の桜井元雄会長は「ふるい目は、たった

そ１割減ってしまいますし、ＪＧＡＰ取得のため
の手間やコストもかかります。」と話します。し
かし、自ら厳しい条件の中で新之助を栽培するの
には、 産 地 を 想 う 、 大 き な 理 由 が あ り ま し た 。

新之助研究会ほ場巡回の様子

北魚沼新之助研究会会長の桜井元雄さん

ます。
」と笑顔を見せます。

このブランドは大事にしていかなければと感じ

ら喜ばれ、売れていく様子を見ていると、やはり

かし、無事に基準をクリアした新之助がお客様か

るし、研究会員全員が本当に努力しています。し

ん。栽培が上手くいかなくて苦しい時も確かにあ

という安定した土台を構築しなければいけませ

新之助をお客様に提供し、これが北魚沼の新之助

ています。そのためには粒感のある安全・安心な

を次の世代に繋げるために必要なことだと考え

ド銘柄に育てて２本の柱を作ることが、この産地

リとは全く異なる特徴を持った新之助をブラン

を繋ぐため」と桜井さんは話します。「コシヒカ

ついて、気象の変化と作期分散の他、
「この産地

やコストのかかる新之助栽培に取り組む理由に

コシヒカリという安定の品種がある中で手間

コシヒカリの産地で
新之助を作ること

究会」はさらに厳しい条件を設け、新之助の高品質生産に取り組んでいます。

産物検査等級が１等であること」、「

柄に育て上げるため、新潟県は新之助の栽培や出荷に関して、
「ＪＡや集荷業者ごとに設立する研究会への所属」、
「農

味の面では大粒で噛みごたえがあるなどの特徴があります。何年もかかって作り上げた新之助を高品質なブランド銘

の年月をかけて新潟県が開発したお米です。成熟が遅い晩成品種のため、コシヒカリと収穫時期が重ならない点、食
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ＪＧＡＰ認証団体がつくる
こだわりの新之助
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別機を必ず使うこと」、
「日本版農業生産工程管理

2.0

㎜の違いでも米粒にしたら大きな差。収量はおよ
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新之助稲刈りの様子

消費地からのエール
ＪＡの取引先である５つ星お米マイスターの
㈱スズノブ西島豊造社長によると、新之助を買っ
たお客様からは「米粒が大きく張りがある」、
「味
がしっかりしている」
、
「 お に ぎ り に し や す い 」、
「炊きやすい」
、
「子どもが好きでよく食べる」な
どの声があり、若い世代を中心に約８割がリピー
ターとのこと。西島社長は「新之助はコシヒカリ

袋詰めされた北魚沼の新之助

▲

を始めとした全国のどの品種とも異なる食味を
持っていて非常に面白い。ただ、消費地でここま
で人気の米が地元であまり馴染みがないことは
問題だし、この現状が非常にもったいない。新之
助が『新品種』と言えるのは今年が最後。今後ど
んな立ち位置の米になるか非常に大事な時期を
▲

とする米が安全・安心なのは当然のこと。その上

迎えている。
」と話します。さらに、
「購入しよう
上段：新之助

に 品 質 や 食 味、 信 頼、 差 別 化、 流 通 の 安 定 が あ
り、何より産地の活性化に繋がることが消費地に

㈱スズノブの西島社長

新之助のほ場にはのぼり旗が立てられています

▲

とって一番必要なことだと考えています。だから
私は、新しい道を開こうとしている北魚沼の新之
助を扱っている。生産者の皆さんには、これから
も続く気象変動との戦いに産地全体で取り組ん
でいただき、次の時代のための準備をし、地域の
活性化と担い手の生活、そして北魚沼ブランドを
守る努力をしてほしい。
」と話してくれました。
今年でデビュー７年目を迎える新之助。長い米
の歴史の中で、今年の新之助はどう結果を残し、
今後どうなっていくのか。新之助の物語が、続い
ていくことを願います。
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下段：コシヒカリ

▲ 美しく実った新之助の稲穂

▲

▲

エスディージーズ

９月

日㈬より、新潟県内

のセブンイレブンでは魚沼産
コシヒカリ（ＪＡ北魚沼とＪ
Ａ十日町のお米）を使用した
おにぎりの販売が開始されま
した。セブンイレブンで魚沼
産コシヒカリを使用したおに
ぎりが販売されるのは初めて
のことで、塩むすびやねぎ味
噌などのおにぎりを期間限定
で販売しています。もっちり
とした食感と、甘みがある魚
沼産コシヒカリの特徴が出て
いる商品となっています。セ
ブンイレブンで見かけたらぜ

次世代の地域農業を担う生産
者で構成されるＪＡ北魚沼青年
部は、地域農業、農産物をＰＲす
日㈰、青年部員である

るポスター作成に取り組んでお
り、 月

小岩孝徳さんのほ場で「待ちきれ
ないほど美味い米」をテーマにし
た撮影を行いました。小岩さんは

「コロナ禍で青年部活動が制限さ
れる中、撮影に協力出来て良かっ
た で す。 農 産 物 の Ｐ Ｒ は も ち ろ
ん、青年部員をはじめ、若手生産
者の意欲につながると嬉しいで
す。」 と 話 し て く れ ま し た。 今 後、
ユリＰＲ用ポスターの撮影も行

日㈯に、ＪＡ北

う予定です。完成をお楽しみに！

月

魚沼役職員による管内の
一斉清掃活動を行いまし
た。魚沼市と長岡市川口
地区を役職員が各地区に
分かれ、道路に落ちたゴ
ミや空き缶拾いなどを行
いました。作業を見かけ
た 地 域 の 方 々 か ら は「 ご
苦労様」
「ありがとう」な
どとあたたかい声をかけ
ていただきました。コロ
ナ禍で活動が制限される
中ですが、今後も地域に
根差した組織として活動

今月 の
星座占い

3/21〜4/19

10

16

して参ります。

▲ 守門地区二分の小岩さんのほ場で行われました

▲ 当日の作業の様子

10

10

ひ手に取ってみてください。

月７日㈭に、第８回「地

元のお米・野菜・ぼく・わた
し」図画コンクール審査会が
点の応募

本店で開催されました。管内
６校の小学生から
があり、身近な田園風景や農
産物、ご飯や野菜を食べる楽
しみなどを自由に表現した多
くの個性あふれる素敵な作品
が出展されました。審査結果
は 本 誌 ８、９ ペ ー ジ で 紹 介 し
ています。入賞作品は農産物
直売所「うおぬま百菜花 ん」に
て展示させていただきました。
たくさんのご応募ありがとう

青年部活動でＰＲポスター作成！
管内一斉清掃活動を実施

29

ございました。

▲ セブンイレブンのおにぎりコーナーで販売中です
▲ 常勤役員らが出展作品を審査する様子
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全体運 過去は振り返っても変えられませ
ん。失敗しても糧として前進を。経験を生か
した新プランに光明あり。買い物は慎重に
健康運 サポーターやテーピングで痛みの
緩和を図って
幸運の食べ物 チンゲンサイ

全体運 忙しくなりますが運気は上々。欲
しい物、やりたいことに向かって行動しま
しょう。期間限定のものにツキあり
健康運 ぼんやりしてけがをしないよう注
意
幸運の食べ物 トマト

全体運 見直し、点検は少し神経質かな？
と思うくらい丁寧に。慎重さが好結果に結
び付きます。伝統工芸品にツキ
健康運 何でもやり過ぎは禁物。運動も食
事もほどほどに
幸運の食べ物 レンコン

217

牡羊座

4/20〜5/20

牡牛座

5/21〜6/21

双子座

10

魚沼産コシヒカリのおにぎりが
セブンイレブンで発売中！
第８回図画コンクール審査会開催

あぐりーんTOPICS
関連する S ＤＧs のアイコンを表示しているよ！

ＪＡ北魚沼は持続可能な開発目標（SDGs）※を支援しています。

※
Sustainable Development Goals の略称で直訳すると「持続可能な開発目標」という意味。将来に渡り誰もが豊かに
安心して暮らせる社会を目指そうという考え方であり、ＪＡグループでも積極的に取り組んでいる。

※ＪＡ
 をよりどころに、食や農
業に関心のある若い世代の

ＪＡ北魚沼女性部から「Ｊ
Ａ女性組織フレッシュミズＳ
女性が集まって作った組織

回魚沼

日㈰

内生産者の切花が特別
賞５点、金賞７点、銀賞
８点が入賞。天候に左右
される中で、生産者の努
力と技術力で高品質な
花きを栽培した結果、多
数受賞することができ
ました。おめでとうござ
います！

6/22〜7/22

月 日㈯、ＪＡ北魚沼本

店駐車場にて、「第

市錦鯉品評会」が開催されま
した。魚沼市全域の錦鯉 匹

日㈮～

点の中、ＪＡ北魚沼管

催されました。総出展数

育・花育センターにて開

進会の部）」が新潟市食

き コ ン テ ス ト（ 切 花 共

に「令和３年度新潟県花

月

鈴清養鯉場 鈴木 清司

幼魚総合優勝（品種：ドイツ紅白）

村田錦鯉 村田 伸二

若鯉総合優勝（品種：紅白）

村田錦鯉 村田 伸二

全体総合優勝（品種：紅白）

おめでとうございます。

果左記の通りとなりました。

が出展され、厳正な審査の結

159

ＤＧｓかるた」が管内小学校
校へ寄贈されました。この

かるたはＪＡ全国女性組織協
議会により制作され、各ＪＡ
女性組織のフレッシュミズ※
によりイラストや文章が作ら
れたかるたです。ＪＡ北魚沼
女性部の関矢部長は「このか
るたを通じて、児童たちから
ＳＤＧｓを身近なものに感じ
てもらいたい。また、女性部
として今後も、食育食農活動

40
18

を学校と協力していきたい。
」

日㈭に、うるいのほ場

と話されました。

月

巡回と全体集会が行われまし
た。ほ場巡回には管内の生産者
名が参加し、ほ場でのうるい

株の生育状況を確認しました。
全体集会では今後の出荷数目
標や株の冷蔵保管などを生産
者間で確認しました。北魚沼う
るい生産組合の森山英昭組合
長は「うるい株の生育は全体的
に良好であり、豊作が期待でき
る。生産者一丸となり最盛期に
向けて出荷していきたい。
」と
話されました。うるいの出荷は
月上旬から始まり、百菜花ん
でも販売予定です。
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▲ 当日の品評会の様子

▲ 新潟県知事賞を受賞した管内生産者の森山健一さん

23

10

全体運 困っていたことがスムーズに進み
出しだし、ほっと一息。追い風に恵まれま
す。懸案事項にも積極的に取り組んで
健康運 体力アップのチャンス。筋トレに
ツキ
幸運の食べ物 サツマイモ

全体運 今、つまづきを感じていても下旬
には解消の兆しが見えています。焦らず
じっくり取り組んで。家族の意見も参考に
健康運 質の良い睡眠は健康の源。寝具に
こだわって
幸運の食べ物 シイタケ

全体運 友人とのおしゃべりでストレス解
消。連絡を取り合えば好情報も入手できま
す。旅行の計画を立てるのも吉
健康運 トレーニングはご褒美とセットで。
遊び心が大切
幸運の食べ物 カボチャ

魚沼市錦鯉品評会開催
令和3年度新潟県花きコンテスト
切花共進会

蟹座

7/23〜8/22

獅子座

8/23〜9/22

乙女座

21

10
110

19
12

▲ 伊米ヶ崎小学校へかるたが贈られた様子
▲ 当日のほ場巡回の様子

10

10

「JA女性組織フレッシュミズ
SDGsかるた」を管内小学校へ贈呈
うるい生産組合ほ場巡回開催

今月のあぐり〜ん クッキング
鮭ときのこの秋ごはん
作り方
① 小鍋にお湯を沸かして塩・酒を少々と鮭を
入れ、お湯がポコポコ上がる火加減で５分
間茹でる。火が通ったら取り出し、皮と骨
を取り除いて身を粗くほぐす。

材料 （4人分）

②にんにくは横の薄切りにして芯を抜く。しめ

・ごはん……………………２合（温かいもの）
・しめじ
・まいたけ
・エリンギ

╭━ ━
━ ╯╮━ ━
━ ╰

・鮭（甘鮭）………………２切れ（正味 200g）
１パック

じは石づきを取り小房に分ける。まいたけと
長さを半分にしたエリンギは食べやすい大
きさに裂いておく。
③フ ライパンに米油大さじ２とニンニクを入

（正味 350g）

れ、中火にかける。油が温まったら火を弱め、

・ニンニク…………………３～４かけ（お好みで）
・鮭をゆでる時の塩・酒…各少々
・米油………………………大さじ２（サラダ油でも可）
・塩…………………………小さじ１/ ２

返しながらじっくりきつね色になるまで炒
めて、ペーパーの上に取り出す。( 焦がさな
いように注意！ )
④ニ ンニクを取り出したフライパンにキノコ
を入れ、強火で炒める。塩小さじ１/ ２を振

・しょうゆ…………………小さじ１

り入れてきのこに少し焼き色がついてきた

・黒コショウ………………適量

らしょうゆ小さじ１と黒コショウを入れて

・バター……………………10g

混ぜ合わせ、①の鮭を加えて軽く炒める。

・パセリ……………………適量

⑤飯台やボウルなどに温かいごはんを広げ、そ
の上に④とバター、③のニンニクを乗せて切
るように混ぜる。皿に盛ってパセリをお好み
で散らす。

今月の表紙

カリフラワー

管内では、カリフラワーの出荷が９月末頃から始まり
か らい

ました。カリフラワーは直射日光にあたると花蕾の色が
変わり、特有の白さが保てなくなります。そのため、栽
培する畑では外葉を花蕾に被せるように折りたたんで日
の光から守る「葉折り」作業を手作業で一つ一つ行って
います。この乳白色とほんのりした甘みが食欲をかきた
てます。

射手座

11/23〜12/21

全体運 心配事が多そう。気になることは
早めに確認し、不安材料を払拭（ふっしょ
く）しましょう。考え過ぎは禁物です
健康運 足元の冷えに注意。暖かい靴下が
◎
幸運の食べ物 ハクサイ

蠍座

10/24〜11/22

全体運 「雄弁は銀なり」です。黙って動
くより何をするのかをアピールしましょう。
周囲の協力も得られうまく回ります
健康運 ハードな運動もOK。準備運動は念
入りに
幸運の食べ物 ギンナン

天秤座

9/23〜10/23

全体運 高め安定運です。おいしい物を食
べ、趣味の時間を多く取ってのんびり過ご
して◎料理や編み物にツキ
健康運 運動不足になりがち。ストレッチ
を習慣に
幸運の食べ物 ヤマトイモ

JA北魚沼 あぐりーん 2021 11.10

6

ＪＡバンク優遇プログラム変更のお知らせ
いつも当ＪＡをご利用いただきありがとうございます。
当ＪＡでは、現在ご利用いただいている「ＪＡバンク優遇プログラム」につきまして、下記のとおり変更いた
しますので、ご案内申し上げます。
何とぞご理解を賜りますようお願い申し上げます。
記
１．ＪＡバンク優遇プログラムとは
 個人のお客様を対象としたプログラムです。ＪＡとのお取引内容を毎月末時点でポイントに換算し、その合
計ポイントにより３段階のステージに分け、そのステージに応じて対象となるＡＴＭ利用者手数料（以下「手
数料」という）を無料とする優遇サービスです。
申込手続きや年会費等は一切なく、どなたでも自動的に当プログラムに入会・利用可能となります。
※現在のＪＡバンク優遇プログラムの内容は、ＪＡバンク新潟のホームページまたは窓口でご確認いただ
けます。
※ご自身のステージについては、ＪＡネットバンクのログイン後のトップページまたは窓口でご確認いた
だけます。
２. ＪＡバンク優遇プログラムの変更内容等
（１）手数料無料化の対象ＡＴＭならびに手数料優遇方式の変更
 令和３年10月１日より、コンビニ 3 社（セブン銀行、ローソン銀行、イーネット）およびゆうちょ銀行の
ＡＴＭのみが優遇プログラムによる手数料無料化の対象となります。
 また、手数料の優遇方式がキャッシュバック（注１）から直接優遇（注２）へ変更となります。
（注１）ＡＴＭ取引時に引き落とされた手数料を後日お客様の口座に返金する方式
（注２）ＡＴＭ取引時に発生する手数料を直接無料とする方式
（２）変更内容一覧表
現在

令和３年10月１日〜

令和４年３月25日〜

ＪＡバンク優遇プログラムの
対象となるＡＴＭ

コンビニ３社
ゆうちょ銀行、他金融機関

コンビニ３社
ゆうちょ銀行（注１）

コンビニ３社
ゆうちょ銀行

ステージ１
（79ポイント以下）
の
優遇内容

優遇なし

優遇なし

優遇なし

ステージ２
（80〜119ポイント）
の
優遇内容

１か月間に２回まで
１か月間に２回まで
手数料無料化
手数料無料化
（直接優遇方式）
（キャッシュバック方式） （注２）

１か月間に１回まで
手数料無料化
（注３）
（直接優遇方式）

ステージ３
（120ポイント以上）
の
優遇内容

１か月間に４回まで
１か月間に４回まで
手数料無料化
手数料無料化
（直接優遇方式）
（キャッシュバック方式） （注２）

１か月間に３回まで
手数料無料化
（注３）
（直接優遇方式）

（注１）令和３年10月１日より、手数料無料化の対象がコンビニ３社（セブン銀行、ローソン銀行、イー
ネット）とゆうちょ銀行のみとなります。※前述以外の金融機関 ( 地銀、信金等 ) のＡＴＭは、本
プログラムによる手数料無料化の対象外となります。
（注２）ＡＴＭ利用手数料の優遇方式がキャッシュバックから直接優遇へ変更されます。
（注３）令和４年３月25日より、１か月間のＡＴＭ手数料無料化優遇回数が変更されます。

詳しくは、お取引ＪＡ店舗にお問い合わせください。
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米づくり農家への緊急支援を行います
ＪＡ北魚沼【金融支援】のお知らせ
日頃よりＪＡをご利用いただき誠にありがとうございます。
令和３年産米価格の下落、収穫量の減少および品質低下等に伴い、収入減少が見込まれ資金繰りなどに影
響が生ずる組合員の皆様に対して、農業経営の安定化をはかるため金融支援を実施いたします。
資金使途

令和３年産米価格の下落、収穫量の減少および出荷米の品質低下等により、農業経
営の維持に必要な資金

ご利用いただける方

当ＪＡ組合員

ご融資金額

２，
０００万円以内

ご融資金利

固定金利 年１．
５％
※利子補給後の貸付金利は年０．
５％
（貸付実行後２年間）

ご返済期間

１０年以内（うち据置期間は２年以内）

担保・保証

原則、新潟県農業信用基金協会の保証（保証料０．
４３％）

取扱期間

令和３年１０月１日（金）～令和４年３月３1 日（木）

お申込みに際しては、当ＪＡ所定の審査をさせていただきます。なお、審査の内容によっては、ご希望に
そえない場合もございます。
くわしい内容については、最寄りの支店窓口にご相談ください。

耕 う ん 機
ロータリー・代かきハロー耕うん爪
トラクター用
１

予約注文による耕うん爪の値引キャンペーンを行います。

２

本機とロータリー・ハローの型式をお知らせください。

３

入荷後各農機センターまでお引き取りをお願いいたします。

４

申込締切日

５

納品は令和４年３月中旬以降となります。

令和３年12月20日

10％値引

キャンペーン
（ＪＡ通常価格より）

【お問い合わせ】中央農機センター ☎０２５−７９４−２４２１ 北部農機センター ☎０２５−７９７−２４９８

第13回理事会

令和３年10月26日開催

主な協議・報告事項

私たちのＪＡ 令和３年９月末現在
＜組合員数＞

・９月末事業実績について
・令和３年度出資金の振替増資結果について
・令和３年産米

第７回経営管理委員会

令和３年10月28日開催

主な協議・報告事項
・魚沼市との包括的連携に関する協定書の締結について
・上半期ミニディスクロージャー誌の設定について
検査買入実績の報告について

・令和３年度上半期仮決算監事監査実施報告について



5,551人

准

5,564人

検査買入実績の報告について

・内部監査結果について

・令和３年産米

正
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貯金残高

932億4960万円

貸出金残高

127億3211万円

共済保有高 2883億7086万円
購買品供給高 29億1575万円
販売品販売高 27億8107万円
出資金

26億3384万円

農業用廃棄物の回収について
農業用廃棄物は「産業廃棄物処理法」が適用され、農業者自らの責任によって適正な処理をしなけれ
ばならないと定められています。
ＪＡでは、各営農センター・資材店にて「廃棄農薬・農薬付着空容器・農薬付着空袋」の回収を行い
ます。ご希望の方は下記の日程・方法に従い回収場所に搬入してください。

１．回収対象物・回収料金（消費税含む）
①廃農薬

165 円/㎏

②農薬空容器（ポリ容器） 195 円/㎏

③農薬空容器（ビン容器）145 円/㎏

④農薬空容器（ブリキ缶） 195 円/㎏

⑤農薬空袋

195 円/㎏

２．回収方法
段ボール箱で最高重量は26㎏以内

３．回収場所等
回収場所

回収期間

回収時間

西部営農センター

☎ 025-794-5530

11月15日㈪～18日㈭

９時～15時

川口資材店

☎ 0258-89-4059

11月13日㈯～14日㈰

８時～12時

東部営農センター

☎ 025-792-2101

11月16日㈫～19日㈮

９時～15時

薮神資材店

☎ 025-792-6187

11月９日㈫～12日㈮※

10時～16時

北部営農センター

☎ 025-799-3373

11月17日㈬～19日㈮

９時～15時

守門資材店

☎ 025-︎797-2231

11月10日㈬～12日㈮※

９時～16時

入広瀬資材店

☎ 025-796-2550

11月15日㈪～17日㈬

９時～15時

※上記期間内の搬入に間に合わない場合は、東部営農センター、
北部営農センターおよび入広瀬資材店へお持ちください。

４．搬入方法（遵守事項）
（1）産業廃棄物処理法により、委任状に記名・捺印が必要です。

必ず印鑑をご持参ください。

（2）重量で処理料金をいただきます。
（小数点第１位切り上げ）
（3）処理料金は搬入時に現金またはＪＡ口座よりいただきます。
（4）搬入物は、容器形態により分別し、段ボール箱に入れて搬入してください。
（5）段ボール箱の種類は、どんな箱でも結構です。
（6）水銀剤・PCP 剤は回収できません。
（7）エアゾールタイプの農薬については内容物をすべて出し切った後、本体に穴をあけて不燃ゴミ
として出してください。個人で処分できますのでＪＡでは回収しません。
（ゴミの処理について
は、自治体の指示に従って処理してください。
）

不法投棄 は
犯罪です！！

不法投棄は、５年以下の懲役若しくは
１，
０００万円以下の罰金またはこれら
が併科されます。
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総合ポイントサービスのお知らせ

ＪＡの総合ポイントサービスのポイント利用には有効期限があります。

毎年ポイント残高とあわせて、失効ポイントをお知らせしています。今年も、11月にご案内
をお届けする予定です。ハガキを必ずご覧いただき、期限切れ前にポイントをご利用ください。

お問い合わせは総務企画課（☎ 025–793–1700）
または各支店まで

給油中の油漏れにご注意ください！
暖房を使う冬は灯油の流出事故が多発します。事故原因の１位は、ホー
ムタンクからの小分け中にうっかりその場を離れるなどの不注意です。
灯油流出事故は環境汚染などの恐れがあります。
「まだ全部入らないか
ら…」と思って目を離した時が危険です。給油中は目を離さないようご
注意ください。

セルフ魚沼給油所よりお知らせ

1/1 月～ 11/30 火

洗車機入替え一周年イベント開催 !!

極上の艶となめらかさ !

輝きおすすめ !

雅コース

プリズムグラスコース

通常 1,800円➡ 1,400円

通常 1,500円➡ 1,100円

・下部洗浄 ・タイヤ洗浄
・ていねい洗浄

オプションセット
通常 600円➡ 400円

☆洗車プリカでお得に洗車☆
2000円分→１６００円 3000円分→２４００円 20％ＯＦＦにて販売中!!

雪が降る前にお車にコーティング !! この機会に是非、最高級洗車機をお試し下さい !!
セルフ魚沼給油所
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洗車機稼働時間 7：00 ～ 19：30

ＪＡ資材店舗ＣＳ甲子園２０２１
「ＪＡ資材店舗ＣＳ甲子園 2021」がＪＡ全農主催で開催され、全国のＪＡ資材店舗から496作品が出品され
ました。審査の結果、当 J Ａでは東部営農センターが簡易陳列部門で栄えある優勝を飾りました。また、
「関東
甲信越地区店舗ディスプレイコンテスト2021」も開催され、北部営農センターがユニーク部門で最優秀賞、西
部営農センターが定番陳列部門で事業所長賞を受賞いたしました。期間内に作った商品陳列についてそれぞれ
各担当に工夫したポイントなどを聞いてみました！
これからもお客様から親しまれ
るような店舗作りを行ってまい
ります。

家庭向け菜園で使われる農薬と肥料を一
緒に陳列し、ポップで目立たせ、お客様
の目を引くようにしました。JA だけのオ
リジナル商品「ジェイエース」を重点的
に展開し、多くのお客様に周知出来るよ
うに心掛けてレイアウトしました。
東部営農センター
佐野 由美
東部営農センター
桜井 暁

▲ 東部営農センター

西部営農センター
下村 奈月

北部営農センター
高木 健太郎

▲ 北部営農センター
遠目からも目立つインパクトのあるディス

水稲除草剤の薬の説明は簡潔にし、商品を

プレイとし、来店された方の意識が農薬

探しやすくしました。また、除草剤だけで

コーナーに向くようにしました。また、JA

なく、JA 独自の肥料やチップソーなど関

北魚沼独自のキャンペーンを全面に打ち出

連資材も置いて水稲関係がこのスペース

し、購買意欲を促す陳列を意識しました。

で完結するようなレイアウトにしました。

▲ 西部営農センター

߅ߚࠃࠅࠦ࠽
「今月の元気っ子」のコーナーは、

素敵な子供達の写真がいっ
ぱいで大好きです。コロナ禍で気分が落ち込みがちですが、
これをみて元気をもらってます。
（干溝 Y さん）
私も孫がいるので、「今月の元気っ子」を楽しみにしていま

す。
（川口荒谷 M さん）

いつもご覧いただきありがとうございます。子ども達の笑
編
顔や楽しんでいる姿を取材させていただくのですが、私た
ちも心にパワーをもらっています。将来の子どもたちのた
めにも、JA として地域に寄り添った活動を続けて参りま
す！
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今月の子
元気っ

ࡊࡦ࠻ࠢࠗ࠭
Webか ら も ご 応 募
いただけるように
なりました！。

Q

10月号の答え

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

11

2

Ｂ

Ｃ

Ｄ

E

9

12

19
16
Ｄ

3

13
10

5

答え

カンツバキ

応募方法 以下のどちらかをお選びください。

【WＥＢ応募】上記QRコードを読み取り、応募フォームに
必要事項を入力し、ご応募ください。
【ハガキ応募】ハガキに①クイズの答え ②郵便番号・ご
住所 ③氏名 ④年齢 ⑤お電話番号 ⑥
ＪＡや広報誌などへのご意見・ご感想を明
記の上、下記の宛先までお送りください。
郵送先：〒 946-0024 魚沼市中原 258-3
ＪＡ北魚沼 広報係

応募締切 １１月２９日
（月）
※ハガキでご応募の際は上記締切日の消印有効です。
※応募時に発生するインターネット接続料、パケット通信料、郵
便費用などの諸経費はお客様のご負担となります。
※お客様からいただいた個人情報は、当選者への商品発送やご
意見などの掲載に使用します。なお個人情報を第三者に提供
することはありません。
※ハガキは、最寄りの支店・営農センター・資材店等でも受付て
おります。
※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。
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タテのカギ
１
３
６
７
８
10
12
14
16
18
20
22
23

 川県を代表する色絵磁器とい
石
えば――焼
出生届を出すまでに決めます
花などで作るハワイの首飾り
ホップ・ステップ・――
炭を入れて使う暖房器具
㎏、㎞のk
はがきを買ってきて――状を書
いた
弓に矢をつがえて狙うもの
ソーセージの一種。薄切りにし
たものがピザのトッピングにも
使われます
サンタクロースのそりを引きます
木枯らしも颪（おろし）もこれ
原価に利益や経費を盛り込んで
付けます
まきをくべて使う暖房器具。ペ
チカはロシア風のこれです

23
17

20
21

A

▲応募フォーム

22

15

7

Ａ

18
E

8

4



14

B

C

ヨコのカギ
１
２
３
４
５
７
９
11
13
15
17
19
21

一年の終わり。年の――
広 葉樹の落ち葉を発酵させて作
ることも
農機具などをしまっておく建物
定期貯金が――を迎えた
家事をする際に着ける前掛け
家 を建てるときに神主さんを招
いてする儀式
スプリングとも呼ばれる部品
酒よりお菓子の方が好きです
無地のものには付いていません
お――の家に回覧板を回した
食 べ過ぎると手が黄色くなるか
も？
大みそかの空に響く除夜の――
プ ラスでもマイナスでもないこ
とを示す数字

ＪＡ北魚沼カレンダー
２０２１
日

SUN

月

MON

Ａコープマークの日…Ａコープマークの商品が１０%OFF
お風呂の日…1,000円以上お買い上げで入浴剤プレゼント
トキっ子クラブカードでソフトクリーム１００円引！
！

火

TUE

６

定休日

７

やきいも販売日

12

14

百菜花ん

やきいも販売日

21

ライフ

やきいも販売日

26

百菜花ん
お風呂の日
やきいも販売日

15

16

百菜花ん

Ａコープマークの日 定休日

20

百菜花ん

９

百菜花ん

22

23

百菜花ん

クリスマステイクアウト 定休日
年越しオードブル
申込締切日

27

28

THU

金

FRI

３

ライフ

土

SAT

４

百菜花ん

テイクアウト

やきいも販売日

10

11

テイクアウト

やきいも販売日

17

18

テイクアウト

やきいも販売日

24

25

ライフ

ライフ

ライフ

百菜花ん

百菜花ん

百菜花ん

クリスマステイクアウト やきいも販売日

29

30

百菜花ん

通常営業

31

百菜花ん 店休日

ライフ
年越しオードブル
※テイクアウトはお休
みです。

クリスマスのSpecial
ク
クリスマスのSpecialチキンテイクアウト
リ スマ
マス
ス のSpecial
の
キ
キンテイクアウト
ンテイ ク ア ウ ト
ンテ
&
年越しオードブル
年越
越 しオー
オ ドブル
ル のご案内
のご案
案内
12月24日㈮はライフサービスのクリスマスイブ限定テイクアウ
トはいかがですか？通常テイクアウトメニューもある「鳥のから
揚げ」だけでなく、
「レッグチキン」などの鶏肉を使った限定メ
ニューを用意します。
さらに！12月31日㈮はライフサービスのシェフが厳選した素材
を使用した年越しオードブルを販売します。
価格やメニューなど、詳細は来月の広報誌に掲載します。お楽
しみに！
☆24日、31日は配達を行いませんので、会館ほりのうち（ＪＡ北
魚沼堀之内支店隣）での受け渡し対応のみとなります。
☆クリスマスのSpecialチキンテイクアウトと年越しオードブルの
お申込み締切は、どちらも12月21日㈫までとなります。
☆お問い合わせ先：株ライフサービス魚沼 ☎ 0120-8555-49

JA 北魚沼

あぐりーん

2021 11月号 VOL.273

■発行／令和３年11月10日発行

■編集／北魚沼農業協同組合

総務企画課

※予定は変更になる場合があります。
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農業機械の盗難が多発しています。
盗 難 防止に３つ の 対 策を！
① 農地に置いて帰らない
② エンジンキーは必ず抜く
③ 鍵のかかる場所に保管

農業に不可欠な機械をご自身で守りましょう。

編集後記

暑かった毎日はあっという間に過ぎ去り、10月中頃から急に寒くなりま
したね。管内の山々は初冠雪を記録したところもあり、日に日に冬へと近
づいています。紙面内P.４に掲載の通り、現在県内のセブンイレブンでは
魚沼産コシヒカリを使用したおにぎりが販売中です。
「おにぎりどれにし
ようかなぁ〜…」と迷ったときは魚沼産コシヒカリのおにぎり一択です！
（鈴木）
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