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　魚沼市は、夏場のユリ栽
培面積・出荷量が全国トッ
プクラスの一大産地です。
栽培している品種は※ＬＡ・
スカシ・オリエンタルなど
約200種類に達します。魚
沼花き園芸組合では、最大
の需要期であるお盆に最盛
期を迎え、ピーク時には１
日に約18万6,000本のユリ
が全国各地に出荷されてい
ます。今年は６月から出荷
が始まり、12月までに、共
選で18万ケース（約440万
本）の出荷を計画していま
す。高品質な切花生産はも
ちろん、数ある商品との差
別化を図るなど、選ばれ続
けるユリ切花を出荷するた
めの研究を重ね、産地を支
える魚沼花き園芸組合の取
り組みをご紹介します。

※（脚注）
　LAユリ…スカシユリとテッポウユリの交配種で、ユリ特有の香りは控えめ。オレンジ色や黄色のほか、白、ピンクなど幅広い色がある。
　スカシユリ…花は小さめで、日持ちが良い。オレンジ・黄色・濃赤など、カラフルな色が多い。
　オリエンタルユリ…魚沼花き園芸組合が生産しているユリの中で一番多いのはこのユリ。大輪でエレガントな雰囲気、ユリ特有の芳香が特徴。
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　ユリ切花の出荷に当たり、ユリをどのタイミングで切るか
といった「切前」の確認や出荷方法、規格を確認し、品質の
揃ったものを出荷するための目合わせ会を開き、共選部会員
全員で意識を統一します。シーズンを通して同じ意識を持ち
続け、産地として安定品質・安定出荷に取組むため、目合わ
せ会は11月まで週１回のペースで行われます。

　堀之内地区では昭和23年に花き園芸組合が立ち上がりました。そ
の後、組織的にユリの栽培が始まり、生産技術が継承され続け、全国
でも有数の一大産地へと成長していきました。ユリの栽培、出荷前
の選定、ブランド化など“最高のユリ”を出荷できるよう生産者間
での研究、情報交換を絶え間なく続けています。近年ではＯＴユリや
八重咲きのオリエンタルユリの前処理剤を使用し出荷する「LYLily」
の取組みがブランド化されています。

　ＪＡや関係機関と生産者の連携はもちろんのこと、
生産者自らが市場と密に連携を図り、市場での評価が
求められていること、また他産地との比較や情報交換
を続けています。市場の意見を産地として受け止め、よ
り多くの消費者から求められるユリを生産者は目指し
ています。

努力　Effort

連携　Alignment

技術　Technology

魚沼のユリは量販店でもご購入いただけます！

花き園芸センター
渡部大起

花き園芸センター
五十嵐大輔

※�出荷状況などによりお買い
求めいただけない店舗もご
ざいます。

市場訪問

目合わせ会

魚沼花き園芸組合市場求評会

前処理剤研究作業

うおぬま百菜花んやＡコープはも
ちろん、県内の「マルイ」さんや
「コメリハード＆グリーン」さんで
お買い求めいただけます！

お店で見かけたら
要 check ！
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写真② １回目穂肥散布期
（出穂18日前）

写真① 幼穂形成期
（出穂23日前）

出 穂 期
（全体の４～５割）

幼穂
（約２㎜）

幼穂
（約１㎝）

中干し
溝切り 飽水管理 常時湛水管理間断かん水

幼穂形成期（出穂23日前頃）

出穂１か月前
水持ちの良いほ場では水の入れ替えを

今月の担当者

椿　　敏幸
西部営農センター
稲作指導員
堀之内地区（ ）

中干し後の管理のポイントは？

　各営農センターに貸
出用のＳＰＡＤをご用
意しています。必要な
方はぜひお声かけくだ
さい。

出穂１か月前には、中干しを終了し、
草丈と葉色をよく見て、穂肥を施肥し
ましょう！

１回目の穂肥散布時期
　幼穂１㎝頃です。穂肥
が必要かどうか、草丈と
葉色をよく見て、慎重に
施肥の判断をしましょう。

２回目の穂肥散布時期
　幼穂８㎝頃で、１回目の穂
肥散布の１週から10日後で
す。後期栄養を維持するため、
確実に施肥しましょう。

時期を見極めるためには…
　７月上旬から中旬頃、稲の茎を裂いてみると
写真①・②のような白い幼穂が確認できます。こ
の幼穂が、穂肥散布時期や湛水管理の目安とな
ります。

穂肥散布は時期が要！
　穂肥散布が早すぎると草丈が伸びて倒伏しやすくな
り、遅すぎると米に窒素分が残り食味に影響を与えか
ねません。ご自身のほ場の状態を確認する際は、稲作
指導員または営農センターへお声かけください！

ＪＡ北魚沼 稲作情報
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乾燥・調製は
全ておまかせ！

機械の空き具合を気にせず、
稲刈りを進められる！

軽トラで籾を
持ち込むだけ！

使ってみよう！
カントリーエレベーター！！
使ってみよう！
カントリーエレベーター！！
使ってみよう！
カントリーエレベーター！！
　ＪＡのカントリーエレベーターを利用しませんか？乾燥を気にせず収穫作業に専念でき、袋詰め等の重
労働が軽減できます。米価低迷や生産コストの上昇の中、共同乾燥調製施設で省力化を図りませんか？

岡村　 成さん
（川口地区）

　軽トラを２台使って２人で稲刈
りをしています。はじめは遠いと
思ったカントリーも、１人が軽ト
ラを運転し、もう１人が稲刈りに
集中できるので、今では距離の事
は全く気になりません。それに、
対応してくれる人が本当に親切。
丁寧に説明してくれて、とても助
かっています。

カントリーエレベーター概要
１．受入品種：コシヒカリBL・こしいぶき

２．荷受期間：９月１日（木）～９月30日（金）

３．利用料金：荷受籾数量により設定

４．そ の 他：利用にあたっては、事前申し込
　　　　　　　みが必要です。お問い合わせ
　　　　　　　は下記までご連絡ください。

カントリーエレベーター利用者説明会を開催します！
ご興味のある方は、ぜひお越しください！今年の料金等の説明を行います！

　１．日　時：７月27日（水） 15時～

　２．場　所：薮神カントリーエレベーター内（魚沼市今泉 584-1）

　３．その他：参加申し込みは不要です。お問い合わせは下記までご連絡ください。

お問い合わせ：営農販売課　☎０２５－７９３－７１１７

令和４年産　米集荷及び検査協力員募集
　あなたの力をお貸しください！天候により作業の有無が左右されますが、
時間と体力に余裕のある方、大歓迎です！

　１．仕事内容：①米集荷　　②農産物検査補助

　２．期　　間：９月上中旬～10月中下旬

　３．時　　間：８時30分～17時30分

　４．時　　給：1,250円

　５．休　　日：日曜日

　６．そ の 他：年齢・性別・経験一切不問です。
　　　　　　　　ご希望の方は７月末までに下記までご連絡ください。

使うか
決まってない方も
　　大歓迎です！

一緒に
働いてくれる方、
大募集中です！

女性も活躍中！

利用者の
声

利用者の
声

利用者の
声

営農販売課
関　祐輔
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が必要かどうか、草丈と
葉色をよく見て、慎重に
施肥の判断をしましょう。

２回目の穂肥散布時期
　幼穂８㎝頃で、１回目の穂
肥散布の１週から10日後で
す。後期栄養を維持するため、
確実に施肥しましょう。

時期を見極めるためには…
　７月上旬から中旬頃、稲の茎を裂いてみると
写真①・②のような白い幼穂が確認できます。こ
の幼穂が、穂肥散布時期や湛水管理の目安とな
ります。

穂肥散布は時期が要！
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ＪＡ北魚沼 稲作情報

　 JA北魚沼  あぐりーん　2022 ７.105

草丈
葉色 穂肥量

（Ｎ成分㎏/10ａ）
［散布例］越後の輝き
有機50穂肥（㎏/10ａ）

ＳＰＡＤ値 葉色板（群落）
75㎝未満 32以下 3.0 以下 1～1.5㎏ 8.3～12.5㎏

33～36 3.5 0.5～1㎏ 4.2～8.3㎏
37以上 4.0 以上 無施用 ―

75㎝～ 80㎝ 32以下 3.0 以下 １㎏ 8.3㎏
33～34 3.1～3.4 0.5～1㎏ 4.2～8.3㎏
35以上 3.5 以上 無施用 ―

80㎝以上 ・極端に葉色が淡い場合、異常気象の場合以外は、基本的には散布しない。
・葉色の低下傾向が強く高温が予想される場合は「遅め、控えめ」で散布。
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今月今月のの
星座占い星座占い

双子座　5/21〜6/21

全体運　高め安定運。周囲の協力を得やす
くなっています。１人で頑張ろうとせず周
りに声をかけて。充実感がアップ
健康運　音楽鑑賞が癒やしに。香りの良い
お茶も吉
幸運の食べ物　高原キャベツ

牡羊座　3/21〜4/19

全体運　性急になり過ぎないよう行動を
セーブして。じっくり取り組めば好結果に。
衝動買いに注意。下旬は勝負強さあり
健康運　食べ過ぎは思った以上のダメージ
に。運動を
幸運の食べ物　ズッキーニ

牡牛座　4/20〜5/20

全体運　努力の成果が目に見えやすく、や
りがいを感じられるとき。新しいチャレン
ジも吉と出ます。予定は早めに立てて
健康運　目の疲れに注意を。頭痛は甘く見
ないで
幸運の食べ物　サクランボ

あぐりーんTOPICS

関連する S
エスディージーズ

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。

　６月７日㈫から13日㈪まで、「あぜ道指導会」を管
内各地区のほ場で開催しました。指導会では、稲の生
育状況に合わせ、中干しを遅れずに開始することや溝
切りの実施、ほ場の水管理について生産者と JＡや関
係機関が情報を共有しました。近年、高品質米生産の
ためには基本技術の徹底が重要です。ご不明な点は各
地区の稲作指導員にお気軽にお問い合わせください。

　６月21日㈫、促成山菜の「たらの芽」「うるい」「ふ
きのとう」の出荷反省検討会が行われました。検討会
では市場の方々を招き、シーズンを通した販売状況等
に関する話がありました。コロナ禍で打撃を受けた時
も産地全体で高品質・安定出荷に取り組んできた結果
が実を結び始め、今年度は近年と比較して非常に良い
販売状況となりました。

　６月３日㈮、緑川酒米プライドの会は、伊米ヶ崎地
区にある採種ほ場にて田植えを行いました。同会では
「北陸一二号」と「越淡麗」の２種類の酒米を栽培し
ており、そのうちの「北陸一二号」はこの地域で昔か
ら受け継がれている品種です。生産者の他、契約先で
ある緑川酒造㈱や関係機関職員により、約２万本の苗
が１本１本大事に手植えされました。

　堀之内地区の月岡公園内にある花広場に植えられた
ユリが見頃を迎えております。園内では毎年夏と秋に約
10,000本ものユリが咲き、例年 6月下旬～7月上旬と
9月下旬～10月上旬の 2 回に分けて見頃を迎え、赤や
黄色、ピンク、オレンジなど鮮やかに色づくユリを眺めよ
うと多くの来場者が訪れます。天気のいい早朝と夕方の
景色はとてもきれいでおすすめです！ぜひご来場ください！

あぜ道指導会開催

北魚沼促成山菜出荷
反省検討会開催

五穀豊穣願い、
酒米採種ほ場で手植え

月岡公園のユリ見頃に

あぜ道指導会の様子

当日の出荷反省検討会の様子

手植え作業の様子

昨年の満開時の様子
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21
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3
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30
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蟹座　6/22〜7/22

全体運　太陽の恵みを受けて大きな成果が
期待できます。気になっていたことを調べ
たりするのもお勧め。うれしいお誘いも
健康運　友人と過ごす何げない時間が元気
回復に
幸運の食べ物　スイカ

獅子座　7/23〜8/22

全体運　上昇運です。一筋縄ではいかない
ことも諦めずに続ければゴールへと前進。
迷ったときには初心に返って◎
健康運　頑張り過ぎは禁物。休憩を入れま
しょう
幸運の食べ物　トウガラシ

乙女座　8/23〜9/22

全体運　あれこれやりたいことが出てきそ
う。状況を整理して優先順位をつけて。頼
まれ事を引き受けると、そこから開運
健康運　スポーツにツキあり。体を動かし
て
幸運の食べ物　エダマメ

　６月上旬よりＪＡ北魚沼利雪
型米穀低温貯蔵施設（雪室倉庫）
を文京区や足立区などの小学生
が見学しました。児童たちは、魚
沼地域でのお米の栽培方法や魚
沼産コシヒカリがなぜ美味しく
できるのかをＪＡ職員から学び、
雪室やラック式米貯蔵庫を見学
しました。児童たちは「こんな
にたくさんの雪を初めて見た！」
「米の貯蔵庫がハイテクでびっく
りした！」と驚いた様子でした。

　６月17日㈮、JＡ北魚沼鳥獣害
対策チームは、くくり罠の設置研
修を行いました。この仕掛けを踏
んだ動物は、瞬時に足首を固定さ
れ、捕獲されます。当日研修いた
だいた㈲信英精密さんは「動物の
知性が向上し、以前より捕獲しづ
らくなっているが、人間の臭いや
痕跡を残さず、基本に忠実に罠を
設置すれば必ず捕獲できる。罠を
使い、農産物被害の減少に繋げて
ほしい。」と話しました。

雪室倉庫を小学生が見学

くくり罠設置研修会

雪室やラック式米貯蔵庫を見学する児童

くくり罠の研修を受ける JＡ職員

6
4

6
22

6
17

　６月22日㈬、「販売高１億円チャレ
ンジ品目研修会」の第１回目の研修会
が営農部で開催されました。この研修
会は園芸品目の導入を検討している
生産者を対象に、八色すいか、たらの
芽、うるい、ふきのとう、カリフラワー
などの１年間の基本的な栽培研修を
全６回計画しており、13名の生産者が
参加しました。参加者からは「生産ほ
場を見させていただきながら導入品
目を検討していきたい。」と話しまし
た。

販売高１億円チャレンジ品目研修会開催

生産ほ場を確認する参加者
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天秤座　9/23〜10/23

全体運　最初は戸惑うことが多そうですが、
次第に好転。慌てずゆっくり進めれば望ん
でいた方へと向かえます
健康運　健康診断は受けて◎。冷えに気を
付けて
幸運の食べ物　ブルーベリー

蠍座　10/24〜11/22

全体運　ハプニングの気配が。ドキッとす
ることがあっても冷静に。災いを転じて福
となします。臨機応変に動きましょう
健康運　体を動かす前に準備体操を。腰は
大切に
幸運の食べ物　トウガン

射手座　11/23〜12/21

全体運　うっかり口を滑らせないようご用
心。頼られ過ぎて困る場合が。助けてほし
いときはあなたからもSOSを出して
健康運　冷たい飲み物の取り過ぎに注意。
胃腸をいたわって
幸運の食べ物　スルメイカ

わんぱくスクールわんぱくスクール
小学
校の食

農体験をわくわくリポート！！
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山羊座　12/22〜1/19

全体運　信頼できる人に話を聞きに行って。
明るい兆しが見えています。こうでなけれ
ばと決め付けて考えないように
健康運　ハードなスポーツを楽しめます。
散歩も吉
幸運の食べ物　ナス

水瓶座　1/20〜2/18

全体運　もめそうになってもあなたの対応
一つでトラブルにせず済ませられます。重
要な役割を任される予感も
健康運　無理は禁物。ハーブティーでリ
ラックス
幸運の食べ物　トウモロコシ

魚座　2/19〜3/20

全体運　良好です。一つずつ状況が改善し
ていきます。会話の機会を多く持つよう心
がけましょう。楽しい発見があるはず
健康運　野菜たっぷりのメニューで元気は
つらつ
幸運の食べ物　ピーマン

今月のあぐり～んクッキング

タレにこだわる夏野菜炒め
材料（４人分）
　・豚バラ肉ブロック……………150g
　・なす……………………………3個
　・じゃがいも（小さいもの）…150g
　・かぼちゃ………………………100g
　・ズッキーニ……………………1/2本
　・パプリカ………………………1個
　・米油……………………………大さじ 3

【ケチャップだれ】
　・玉ねぎ…………………………大さじ３
　・ニンニク………………………小さじ１
　・生姜……………………………小さじ１
　・ケチャップ……………………大さじ２
　・ウスターソース………………大さじ２
　・酒………………………………大さじ１
　・しょうゆ………………………小さじ１
　・砂糖……………………………小さじ１
　・塩………………………………小さじ 1/4
　・黒コショウ……………………適量

【醤油だれ】
　・玉ねぎ……大さじ３
　・りんご……50g
　・ニンニク…小さじ１
　・生姜………小さじ１

・しょうゆ…大さじ３
・みりん……大さじ１
・砂糖………小さじ 1/2
・塩…………小さじ 1/4

・黒コショウ…適量

☆電子レンジで野菜を加熱する場合は、ご家庭で加熱時間を調整してください。

作り方
① �豚肉は食べやすい大きさで厚さ７㎜に切る。なすはヘタを取
り、縦半分にして長さ３等分に切る。水に浸けアクを抜き、水
気をよく拭いておく。かぼちゃは７㎜の厚さに切る。じゃが
いもはよく洗い、皮つきのままラップに包む。かぼちゃは電
子レンジ（500Ｗ）に２分、じゃがいもは４分加熱してやわ
らかくし、５㎜の厚さに切る。

②�フライパンに油を熱し、なすとズッキーニを色づくまで焼く。
次に豚肉を両面色よく焼き、途中でパプリカも一緒に焼き、皿
に取る。
③�②のフライパンの油をペーパーで軽く拭き取り、タレを回し
かけ炒める。その後材料全てを入れて炒め、タレをからめる。

　うおぬま百菜花んで販売されている「うんめぇ
ソフトクリーム」はコープデリにいがたの「魚
沼牛乳」を使用したミルク感たっぷりのソフト
クリーム。店内に設置された専用機で自分でソ
フトクリームを盛り付けることができ、子ども
からも人気があります。濃厚で冷たくて“うん
めぇ”ソフトクリームをぜひご家族でお買い求
めください。

うおぬま百菜花ん「うんめぇソフトクリーム」
　今月の表紙

▲新潟子育て応援団トキっ子クラブ会員の会員証ご提示で100円引き！

�
�
�

�
�
�
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令和５年４月採用　職員採用募集のお知らせ
令和４年７月　　　

令和５年４月採用　職員採用募集を次の要領により行います。� 北魚沼農業協同組合
１．採用職種および人員
　　一般職員　３名程度　　農機車両職員　３名程度
２．応募資格
　�　高等学校を令和５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４年９月５日（月）～９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
　　※�卒業見込みの者は（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４年９月16日（金）　　８時30分～12時45分
　　　　会　場　　ＪＡ北魚沼　本店　（魚沼市）
　　　　※　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下さい。
　　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５年４月
８．勤務条件（令和４年４月現在）
　　①初　任　給　　１５４，０２０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　　退職給与規程に基づき支給
　　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４年４月採用者、新規学卒者）　　男性２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

第28回理事会 令和４年６月24日開催

・５月末事業実績について

・延滞・固定化債権状況について

・個人情報保護に関する規定類の一部改正について

・令和４年度カントリーエレベーター利用料金等の
　設定について

＜組合員数＞　正　5,363人
　　　　　　　准　5,472人

貯金残高　 　933億6006万円
貸出金残高　 119億4233万円
共済保有高　2799億4312万円
購買品供給高　17億5587万円
販売品販売高　　9億4214万円
出資金　　　 　25億6709万円

私たちのＪＡ 令和４年５月末現在
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　ＬＰガスセンターでは、７月限定で右
記のガスコンロを大特価で販売中！

　都市ガスの方でもプロパンガスの方
でも、どちらでも設置可能です。

　大規模経営体と兼業農家等の多様な農業者との連携などによる地域農業の持続的な発展のために研修会
を開催します。

　開催日時：令和４年７月31日（日）　午後１時30分から４時30分まで（午後１時から受付開始）
　会　　場：魚沼市小出郷文化会館　小ホール
　内　　容：【情報提供】「魚沼市の農業経営に関する意向調査の結果と経営課題について」
　　　　　　　　　　　　魚沼地域振興局農業振興部
　　　　　　【講　　演】「魚沼地域農業の現状と今後進むべき方向性について（仮）」
　　　　　　　　　　　　（一財）農政調査委員会　西川　邦夫　様　平林　光幸　様
　　　　　　【パネルディスカッション】
　　　　　　　　　　　　担い手農業者、関係機関など
　　　　　　　　　　　　コーディネーター　（一財）農政調査委員会理事長　吉田　俊幸　様
　申込み等：７月20日（水）までに電話にて申し込みください。

ビルトインコンロ（ココットプレート付） 魚焼き付コンロ

お問い合わせ：ＪＡ北魚沼ＬＰガスセンター　☎０２５－７９２－８５８０

その他ガス器具も取り扱っております。
お気軽にお問い合わせ下さい。

☆７月限定！ガスコンロ特売情報☆

令和４年度�「魚沼地域の農業を考える集い」�開催

　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４年７月29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、下記の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

お問い合わせ：魚沼地域振興局農業振興部　☎０２５－７９２－４００２

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４年８月19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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50Lコース賞
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新潟県内キャンペーン実施中のJA-SSで、キャンペーン期間中に
ガソリン・軽油を合計20L以上または50L以上給油したレシートを
応募用紙の表面に貼ってください。応募用紙に必要事項をご記入のうえ、
JA-SSでご応募ください。複数レシートの組み合わせによるご応募も可能です。
お一人様何口でもご応募できますが、応募用紙1枚につき1口とさせていただきます。
抽選で合計500名様に上記景品が当たります。

応 募 方 法

Nintendo Switchのロゴ・ Nintendo Switchは任天堂の商標です。

抽選で 名
様

県内
合計

2022年

81月 日 ～31日月 水キャンペーン
期 間

30
名様

Nintendo Switch Lite イエロー

Wチャンス！同 時 開 催

※キャンペーン主催：全農

470
名様 20Lコース賞 Amazonギフト券

（3000円分相当）※AmazonはAmazon.com,inc.またはその関連会社の商標です

厳選なる抽選のうえ、当選者を決定いたします。
発表は10月末（予定）までに当選者に連絡いたします。

いずれの景品も換金できません。

詳しくはJA-SSのスタッフにおたずねください。

当選発表

の
ん
の
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※9月初旬に抽選予定

期間中LINE公式アカウントを
友だち登録した方の
中から抽選で

Amazonギフト券
（1000円分相当）が

登録はこちら

50名様に当たる！

　東部営農センターの新店舗建設に向けて、旧Ａコープゆのたに店の取り壊し工事が始まります。営農部・
湯之谷プラザ店をご利用の方にはご不便をおかけしますが、よろしくお願いいたします。

工事のお知らせ
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穀穀物物需需要要のの上上昇昇ななどどかからら、、肥肥料料のの需需要要がが高高ままっってておおりり、、

世世界界的的にに肥肥料料原原料料のの価価格格がが大大幅幅にに上上昇昇ししてていいまますす。。
11

ＪＪＡＡググルルーーププでではは、、農農家家組組合合員員様様かかららのの にに

基基づづきき肥肥料料のの安安定定供供給給にに努努めめまますす。。

詳細は、営農指導課・各営農センターまで

〇〇「「令令和和５５年年用用肥肥料料・・農農薬薬予予約約申申込込書書」」をを７７月月のの文文書書配配付付時時にに職職員員ががおお届届けけしし

まますす。。おお得得なな情情報報満満載載でですすののでで、、是是非非ごご予予約約くくだだささいい。。

申申込込書書ははおお手手数数でですすがが、、直直接接最最寄寄りりのの営営農農セセンンタターーままででごご提提出出くくだだささいい。。

ななおお、、万万がが一一申申込込書書ががおお手手元元にに届届かかななかかっったた場場合合はは、、最最寄寄りりのの営営農農セセンンタターー

にに予予備備をを用用意意ししてておおりりまますすののででごご連連絡絡くくだだささいい。。

不不安安定定なな肥肥料料情情勢勢をを踏踏ままええ、、肥肥料料のの安安定定供供給給をを図図るるたためめにに予予約約取取りりままととめめをを

実実施施ししてておおりりまますすののでで、、申申込込書書にに記記載載さされれてていいるる申申込込期期日日をを厳厳守守ののううええ提提出出

いいたただだききまますすよようう、、ごご理理解解ととごご協協力力ををおお願願いいいいたたししまますす。。

ななおお、、ごご予予約約ををいいたただだいいたたごご注注文文ににつついいててはは、、令令和和５５年年３３月月末末ままでで変変更更依依頼頼

のの受受付付をを行行いいまますすののででよよろろししくくおお願願いいししまますす。。

・・申申込込期期日日をを過過ぎぎたたりり、、予予めめごご予予約約ををいいたただだいいてていいなないいごご注注文文はは数数量量やや銘銘柄柄にに

よよっっててはは、、対対応応ででききなないいここととももあありりまますす。。

・・今今後後のの情情勢勢次次第第でではは、、参参考考価価格格をを大大幅幅にに上上回回るるここととやや、、おお申申込込みみいいたただだいいたた

数数量量・・銘銘柄柄のの変変更更ををおお願願いいすするる場場合合ももあありりまますす。。

※※納納品品時時期期のの調調整整やや使使用用原原料料のの変変更更ななどどのの発発生生にによよりりごご不不便便・・ごご迷迷惑惑ををおおかかけけ

すするる場場合合ももあありりまますすがが、、何何卒卒ごご容容赦赦いいたただだききまますすよよううおお願願いいししまますす。。

※※例例年年、、当当用用ででごご購購入入さされれてていいるる方方ににつついいててもも、、是是非非、、予予約約申申しし込込みみををおお願願いい

ししまますす。。営営農農セセンンタターー引引取取りり等等のの対対応応もも可可能能でですすののでで、、情情勢勢・・趣趣旨旨ををごご理理解解

いいたただだききまますすよよううおお願願いいししまますす。。

２２

穀穀物物需需要要のの上上昇昇ななどどかからら、、肥肥料料のの需需要要がが高高ままっってておおりり、、
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ななおお、、万万がが一一申申込込書書ががおお手手元元にに届届かかななかかっったた場場合合はは、、最最寄寄りりのの営営農農セセンンタターー

にに予予備備をを用用意意ししてておおりりまますすののででごご連連絡絡くくだだささいい。。

不不安安定定なな肥肥料料情情勢勢をを踏踏ままええ、、肥肥料料のの安安定定供供給給をを図図るるたためめにに予予約約取取りりままととめめをを

実実施施ししてておおりりまますすののでで、、申申込込書書にに記記載載さされれてていいるる申申込込期期日日をを厳厳守守ののううええ提提出出

いいたただだききまますすよようう、、ごご理理解解ととごご協協力力ををおお願願いいいいたたししまますす。。

ななおお、、ごご予予約約ををいいたただだいいたたごご注注文文ににつついいててはは、、令令和和５５年年３３月月末末ままでで変変更更依依頼頼

のの受受付付をを行行いいまますすののででよよろろししくくおお願願いいししまますす。。

・・申申込込期期日日をを過過ぎぎたたりり、、予予めめごご予予約約ををいいたただだいいてていいなないいごご注注文文はは数数量量やや銘銘柄柄にに

よよっっててはは、、対対応応ででききなないいここととももあありりまますす。。

・・今今後後のの情情勢勢次次第第でではは、、参参考考価価格格をを大大幅幅にに上上回回るるここととやや、、おお申申込込みみいいたただだいいたた

数数量量・・銘銘柄柄のの変変更更ををおお願願いいすするる場場合合ももあありりまますす。。

※※納納品品時時期期のの調調整整やや使使用用原原料料のの変変更更ななどどのの発発生生にによよりりごご不不便便・・ごご迷迷惑惑ををおおかかけけ

すするる場場合合ももあありりまますすがが、、何何卒卒ごご容容赦赦いいたただだききまますすよよううおお願願いいししまますす。。

※※例例年年、、当当用用ででごご購購入入さされれてていいるる方方ににつついいててもも、、是是非非、、予予約約申申しし込込みみををおお願願いい

ししまますす。。営営農農セセンンタターー引引取取りり等等のの対対応応もも可可能能でですすののでで、、情情勢勢・・趣趣旨旨ををごご理理解解

いいたただだききまますすよよううおお願願いいししまますす。。

２２

穀穀物物需需要要のの上上昇昇ななどどかからら、、肥肥料料のの需需要要がが高高ままっってておおりり、、

世世界界的的にに肥肥料料原原料料のの価価格格がが大大幅幅にに上上昇昇ししてていいまますす。。
11

ＪＪＡＡググルルーーププでではは、、農農家家組組合合員員様様かかららのの にに

基基づづきき肥肥料料のの安安定定供供給給にに努努めめまますす。。

詳細は、営農指導課・各営農センターまで

〇〇「「令令和和５５年年用用肥肥料料・・農農薬薬予予約約申申込込書書」」をを７７月月のの文文書書配配付付時時にに職職員員ががおお届届けけしし

まますす。。おお得得なな情情報報満満載載でですすののでで、、是是非非ごご予予約約くくだだささいい。。

申申込込書書ははおお手手数数でですすがが、、直直接接最最寄寄りりのの営営農農セセンンタターーままででごご提提出出くくだだささいい。。

ななおお、、万万がが一一申申込込書書ががおお手手元元にに届届かかななかかっったた場場合合はは、、最最寄寄りりのの営営農農セセンンタターー

にに予予備備をを用用意意ししてておおりりまますすののででごご連連絡絡くくだだささいい。。

不不安安定定なな肥肥料料情情勢勢をを踏踏ままええ、、肥肥料料のの安安定定供供給給をを図図るるたためめにに予予約約取取りりままととめめをを

実実施施ししてておおりりまますすののでで、、申申込込書書にに記記載載さされれてていいるる申申込込期期日日をを厳厳守守ののううええ提提出出

いいたただだききまますすよようう、、ごご理理解解ととごご協協力力ををおお願願いいいいたたししまますす。。

ななおお、、ごご予予約約ををいいたただだいいたたごご注注文文ににつついいててはは、、令令和和５５年年３３月月末末ままでで変変更更依依頼頼

のの受受付付をを行行いいまますすののででよよろろししくくおお願願いいししまますす。。

・・申申込込期期日日をを過過ぎぎたたりり、、予予めめごご予予約約ををいいたただだいいてていいなないいごご注注文文はは数数量量やや銘銘柄柄にに

よよっっててはは、、対対応応ででききなないいここととももあありりまますす。。

・・今今後後のの情情勢勢次次第第でではは、、参参考考価価格格をを大大幅幅にに上上回回るるここととやや、、おお申申込込みみいいたただだいいたた

数数量量・・銘銘柄柄のの変変更更ををおお願願いいすするる場場合合ももあありりまますす。。

※※納納品品時時期期のの調調整整やや使使用用原原料料のの変変更更ななどどのの発発生生にによよりりごご不不便便・・ごご迷迷惑惑ををおおかかけけ

すするる場場合合ももあありりまますすがが、、何何卒卒ごご容容赦赦いいたただだききまますすよよううおお願願いいししまますす。。

※※例例年年、、当当用用ででごご購購入入さされれてていいるる方方ににつついいててもも、、是是非非、、予予約約申申しし込込みみををおお願願いい

ししまますす。。営営農農セセンンタターー引引取取りり等等のの対対応応もも可可能能でですすののでで、、情情勢勢・・趣趣旨旨ををごご理理解解

いいたただだききまますすよよううおお願願いいししまますす。。

２２ 予約注文
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　�６月号の記事で舟山の菜の花のことを知り、来年は見に行こ
うと思いました。これからも情報を楽しみにしています。

（和田　Hさん）
　�ご覧いただきありがとうございます。掲載させていただい
た景観作物植栽事業を利用した菜の花畑は、見に行かれた方
が多数いらっしゃり、魚沼市へ問い合わせが相次いだそう
です。このような取り組みが口コミで広がり、魚沼市へ訪
れる方が増えていくといいですよね！

　�紹介されていた道の駅「ゆのたに」内にオープンした「すと
あ　はち−じゅう−はち」にぜひ行ってみたいです。

　�「すとあ　はち−じゅう−はち」では、地元生産者のお米をはじ
め、お米の形をした木皿やおにぎりをモチーフにしたキー
ホルダーなどもありとてもかわいらしいお店です。販売さ
れている「ごちそうおにぎり」や米粉スイーツが非常に食
欲をそそります！

編
編

 農機＆自動車合同大展示会サマーフェスタ２０２２
　６月18日（土）と19日（日）に、ＪＡ北魚沼本店駐車場にて農機＆自動車
合同大展示会「サマーフェスタ２０２２」を開催しました。会場では、最
新のトラクターやコンバイン、自動車をはじめ、お買い得の溝切機やガ
ス機器なども販売しました。また、同日うおぬま百菜花んでは、聖籠町
産と山形県産のさくんぼ「佐藤錦」の特売やメダカすくいなどを行いま
した。両日とも天気に恵まれ、多くのお客様からご来店いただきました。
ありがとうございました！
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※�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・プラザ店等でも受付
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。

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

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　７月２８日（木）

1 6

E

11 14 18 22

2 8 15

9 12 19

C
7

B

16

3

A

13 23

4 10 17 20

5 21

D

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ E

１	 	７月の第３月曜日は――の日。国
民の祝日です

２	 お遍路さんが巡ります
３	 ムチとの使い分けが大切
４	 	開くと花が咲きます
５	 	そうめんをゆでている途中に入

れる人もいます
７	 泳げない人の強い味方
９	 	夏の土用の――の日にはウナギ

を食べると良いといわれます
11	 	輪島や呼子のものが有名
13	 	蚕の繭から作る繊維
15	 	鉄がさびるのはこの化学変化に

よるものです
17	 	京都の夏を彩る――祭
19	 	酔うとこの猛獣になる人も
21	 	１−１＝

１	 	前の反対側
３	 	梅雨が明ければ夏本番。――が増

します
６	 	神社で神事に奉仕する女性
７	 土用干しをする漬物
８	 	窒素（78％）、酸素（21％）な

どが含まれます
10	 音を聞き取る器官
12	 	波――を上げて船が進む
14	 七夕飾りや短冊をつるします
16	 	カブトムシが集まる木の一つ
18	 	歌謡曲などの前奏のこと
20	 	唱歌「夏の思い出」の歌詞に出

てくる地名
22	 	継続は――なり
23	 	列車を走らせるために敷きます

６月号の答え

答え　ラベンダー

Webからもご応募
いただけるように
なりました！。

▲応募フォーム

中央支店、南一条通り（１台）、守門プラザ店、
入広瀬プラザ店のATMが硬貨対応となりました！

守門プラザ店、、中央支店、 ）（ 台）南一条通りり １
入広瀬プラザ店の が硬貨対応となりりましたた！ATMAT
中央支店、南一条通り（１台）、守門プラザ店、
入広瀬プラザ店のATMが硬貨対応となりました！
中央支店、南一条通り（１台）、守門プラザ店、
入広瀬プラザ店のATMが硬貨対応となりました！

中央支店　関　礎

広瀬支店
梅田　和成

プラス

＋0.02%
プラス

＋0.02%
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編集後記

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！！

※
予
定
は
変
更
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

７月

15 金
ＪＡ北魚沼会長杯ゴルフ大会

あぜ道指導会（広瀬）

16 土 あぜ道指導会（守門）

17 日

18 月 　　　冷し中華の日

19 火 あぜ道指導会（入広瀬）

20 水
21 木
22 金 　　　テイクアウト営業日

23 土
24 日
25 月

26 火
　　　お風呂の日

カントリーエレベーター利用者説明会
　※詳細は本誌４ページ

27 水
28 木

29 金
　　　テイクアウト営業日

　　　　　　コンバイン無料点検締め切り
　※詳細は本誌11ページ

30 土 　　　すいか祭り

31 日 令和４年度「魚沼地域農業を考える集い」
　※詳細は本誌11ページ

８月
１ 月 　　　給油して当てよう！（8／31㈬まで）

　※詳細は本誌12ページ

２ 火

３ 水

４ 木

５ 金 　　　テイクアウト営業日

６ 土

７ 日

８ 月

９ 火

10 水 　　　オードブルご注文締切日

11 木

12 金 　　　テイクアウトお休み

13 土 　　　オードブルお渡し日

14 日

15 月

　　　農産物直売所うおぬま百菜花ん　　　　　　　　　中央車両センター

　　　㈱ライフサービス魚沼　　　　　　　　　　　　　北部車両センター

　　　セルフ川口給油所、セルフ堀之内給油所、セルフ魚沼給油所、

　　　セルフ広瀬給油所、セルフ須原給油所、入広瀬給油所

　「暑い…暑いよ…まだ６月だよ…？」この文章を書いたのは６月
28日。この日、新潟を含めた北陸地方は異例の早さで梅雨明けと
なりました。まだ６月だし、冷房は控えようと猛暑序盤はクーラー
我慢生活をしていたのですが、いつの間にかお風呂あがりに涼し
い部屋で小麦色の “アレ”を飲むことでリフレッシュする癖がつい
ていました。電力需給のひっ迫、電気料値上げ…今年の夏、乗
り切れるかな～～～ (； Д゚ﾟ )（鈴木）

ＪＡ北魚沼ＪＡ北魚沼カレンダー

７７７７７７７７７７７７月15日月月月月月月11555日日日日日日日日日日日日日 月15日月月月月月月11555日日日日日日日日日日日日日
令和４年

７月15日 月15日
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７月15日－８月15日
令和４年

７月15日－８月15日
令和４年

７月15日－８月15日

数量限定！こだわり料理がたくさん詰まった
お盆のスペシャルオードブル発売★

８月13日㈯限定で、㈱ライフサービス魚沼のスペシャ
ルオードブルを販売いたします。数に限りがありますの
で、ご注文はお早めに！
☆価格は５，４００円（税込）です。
☆受け渡しは13時～17時に会館ほりのうち（ＪＡ北魚沼
　堀之内支店隣）または、ライフサービス魚沼事務所（本
　店隣）となります。
☆お支払いは、受け渡し時に現金で
　お願いします。
☆ご注文は、８月10日㈬までに、下記
　お電話番号へご連絡ください。
☆季節等により、内容が異なる場合
　があります。

ご注文・お問合せ先：㈱ライフサービス魚沼
　　　　　　　　　　☎０１２０－８５５５－４９

～セルフ魚沼給油所・セルフ堀之内給油所からのお知らせ～
令和４年7月１日（金）～7月31日（日）

洗車プリカ洗車プリカ
半額セール開催！！半額セール開催！！

洗車するなら
プリカが断然お得

※使用期限は使用開始日より半年間かつ令和５年１月末までとなります。
　 ご購入をお考えの方は、令和 5 年１月末までに使いきれる額での購入をご検討下さい。

詳しくは店頭スタッフにおたずねください。

百菜花ん

北MCライフ

各給油所

中MC

ライフ

ライフ

ライフ

ライフ

ライフ

ライフ百菜花ん

百菜花ん

百菜花ん

北MC中MC

各給油所

�
�
�Ａコープマーク品の

冷やし中華を特価で販売！

純正生パン工房
HARE/PANさんが
百菜花ん初出店！！

具材のキュウリやトマトもたくさんご用意しています！
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