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今年もいよいよ新米の季節となりました。
ＪＡ北魚沼農
産物直売所「うおぬま百菜花ん」では令和４年産のお米だ
けでなく、様々な農産物を取り扱っています。その中でも
今回は３品に絞り、ご紹介いたします。収穫の秋を迎えた
「うおぬま百菜花ん」をぜひお楽しみください。
※11月〜４月まで毎週水曜日が定休日となります。

バターナッツ

８月下旬〜12月上旬
バターナッツは南アメリカ大陸が原産とされるもので、
アメリカではポピュラーなカボチャのひとつであり、近年、
日本でも人気が高まってきています。名前の由来のとおり、
このカボチャの特徴はナッツのような風味とねっとりとし
た果肉にあります。繊維質が少なく、ポタージュにすると
とても滑らかに仕上がります。
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バターナッツ生産者
IGC代表 中村 正一さん
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材料

作り方

・バターナッツ…500g

①種と皮を取りのぞいたバターナッツをレンジ（500ｗ）

・水………………200㎖
・牛乳……………200㎖
・コンソメ………小さじ２

で３分×３回加熱する。
②柔らかくなったかぼちゃをミキサーに入れ、水と牛
乳を加えてトロトロにする。ᄙ߆ߞߚࠄ㧜࿁ߦಽߌߡߨ㧋
③鍋に移し、コンソメを加え、弱火でかき混ぜながら
温める。
④皿にうつし、お好みで生クリームを飾り完成。

双子座

5/21〜6/21

全体運 とても勢いがあります。上旬は走
り抜け、下旬からはのんびり紅葉狩りなど
を楽しんで。めりはりが大事
健康運 スポーツは記録更新のチャンス。
挑戦にツキ
幸運の食べ物 トマト

牡牛座

4/20〜5/20

全体運 肩の力を抜きましょう。自分のや
り方にこだわり過ぎず周囲の意見を取り入
れて。友人との交流が吉
健康運 楽しみながらできる運動が◎。継
続は力なり
幸運の食べ物 ゴボウ

牡羊座

3/21〜4/19

全体運 人との触れ合いの中から多くのも
のを得られます。今まであまり縁のなかっ
たことに挑戦するのもお勧めです
健康運 野菜を中心に低カロリーの食事を
心がけて
幸運の食べ物 マツタケ

今月 の
星座占い
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９月中旬〜11 月下旬

カリフラワーにはビタミン C、B1、B2、カリウ
ムが豊富に含まれています。ゆでた時のビタミン C

カリフラワー

の損失率が、他の野菜に比べて低いことも特徴です。
食物繊維が豊富で、美しい乳白色と、ほんのりとし
た甘味が食欲をそそります。

材料
・カリフラワー………1/2 株
マヨネーズソース
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・マヨネーズ………大さじ２
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・カレー粉…………小さじ1/2
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・ピザ用チーズ………40g
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・こしょう（粗びき）…適量

作り方
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①カリフラワーは、小房に分ける。分量外の塩を加えた熱湯で、
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柔らかくなるまでゆで、ザルに上げて水気をきる。
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②マヨネーズソースの材料を混ぜ合わせる。
③耐熱皿にカリフラワーを入れ、マヨネーズソースとピザ用チー
ズをのせる。

⩄ߒߡ߹ߔߩߢߗ
カリフラワー生産者
佐藤 洋一さん

߭ߏ⾨ߊߛߐ㧋

いちじく

④トースターで焼き色が付くまで焼き、こしょうを振る。
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８月下旬〜11 月上旬
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いちじく生産者

須佐

吉之助さん

上品な甘みとやわらかな酸味が特徴のいちじ
材料

く。食物繊維のペクチンが豊富なので、整腸作

・いちじく…………２個

用や美容効果が期待できるフルーツです。秋の

・ベビーリーフ……50g

食後のデザートにはもってこいの果実です。

・クリームチーズ…30g

｝

・オリーブオイル…大さじ２

作り方

・バルサミコ酢……大さじ１
①皮をむき、いちじくを１／６のくし切りにする。
（A）
・はちみつ…………大さじ１
クリームチーズを２cm 角に切る。
・レモン汁…………大さじ１

②ボウルに（A）
を混ぜ合わせる。

・塩…………………少々

③お皿にベビーリーフを敷いて、①を盛り、黒こ

・黒こしょう………適量

乙女座
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8/23〜9/22

全体運 頭の痛い問題は早めに向き合うの
が解決への近道。時には妥協も必要です。お
いしいものが潤滑油になってくれます
健康運 ストレッチやつぼ押しでストレス
解消
幸運の食べ物 国産ライム
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獅子座

7/23〜8/22

全体運 人とのつながりが幸運と幸福をも
たらします。思い付きを実行してみるとう
れしい新展開がありそう。下旬は謙虚に
健康運 ハイキングなどで楽しみながら体
を動かして
幸運の食べ物 ギンナン

しょうをふりかけ、②をかける。

蟹座

6/22〜7/22

全体運 うまくいかないことが多く気分が
めいりがち。ただ、下旬からは急上昇。先
のことを考え準備を進めれば大逆転も
健康運 メンタルが揺れそう。自然の中で
深呼吸を
幸運の食べ物 エビイモ

あぐりーんTOPICS
ＪＡ北魚沼は持続可能な開発目標（SDGs）※を支援しています。

エスディージーズ

関連する S ＤＧ s のアイコンを
表示しているよ！

※
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。
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新店舗建設、安全祈願
5

これであなたの周りも
6 ピッカピカ♡
９月６日㈫から８日㈭にかけて、ＪＡ北魚沼女性部

は廃油を使った石けんとアクリルたわしを製作しま
した。これらはＳＤＧｓを念頭に置いた環境にやさし
く、生活に活用できるものとして作られ、10月10日
㈪・㈷の「ＪＡ北魚沼大農業祭×食まちうおぬま」で
出品されます！

祈祷する関会長
９月５日㈪、東部営農センター購買店舗新築工事の
地鎮祭を建設予定地で行いました。新店舗は令和５年
４月のオープンを予定しています。農業形態も多様化
している中で、担い手農家だけでなく、小規模農業者
や家庭菜園愛好者にも利用してもらえる幅広いニー
ズに対応した商品展開とＪＡならではの相談機能を
廃油を使い、石鹸を作る様子

兼ね備えた店舗づくりを進めていきます。
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令和４年産米は、
12 全量ＪＡへ！

9

広神東小２年生が
22 地域を探検！
９月22日㈭広神東小学校の２年生が、薮神プラザ

店へ取材に来てくれました！学校周辺地域の施設を
知り、地域への親しみを深めるための学習の一環で、
プラザ店の他に６カ所の店舗を取材するそうです。生
徒からは、「外から見たことはあったけど、中がどう
なっているのか、何をしているのか気になっていた。
お話が聞けて良かったです。」と話してくれました。
令和４年産米を検査する様子
９月12日㈪から、令 和４年産米の検 査が始まりま
した。早生品種で高温障害がみられたものの、主力と
なるコシヒカリは９月末現在で１等米比率は約85％と
なっています。出荷契約いただいた生産者は、10月31
日㈪までにＪＡ出荷をお願いします！また、令和４年産
の新米は、うおぬま百菜花んや当ＪＡオンラインショッ
プにて販売中です。新米は通常よりやや少ない水で炊
くのがおいしく炊けるコツ☆ぜひご賞味ください！

射手座

11/23〜12/21

全体運 焦るときほど落ち着いて行動する
よう心がけて。冷静でいることが開運の鍵。
時にはクールな決断が吉と出ます
健康運 頑張り過ぎないで。休憩で効率
アップ！
幸運の食べ物 チンゲンサイ

蠍座

職員へ質問する広神東小児童たち

10/24〜11/22

全体運 あれこれやろうとしないように。
優先順位を付けて時間を有効活用していき
ましょう。うれしいサプライズの予感
健康運 持病の再発に注意。冷えないよう
ケアを
幸運の食べ物 イチジク

天秤座

9/23〜10/23

全体運 順風に恵まれ楽しい話題が増えま
す。多くの人の意見を聞きましょう。おけ
いこ事や旅行の計画にツキ
健康運 体力増進のチャンス。ハードな運
動もOK
幸運の食べ物 レンコン
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小出高校生が故郷の味を調理
９月９日㈮、新潟県米消費拡大推
進協議会（通称：にいがたお米応援
団）は、
「米ふれあいスクール」を県
立小出高等学校で開催しました。に
いがたお米応援団は、新潟米の消費
拡大を目的に県内で活動していま
「折りたたみキンパ」と「米粉
のすいとん汁」を作りました

す。講師を務めた管理栄養士の酒井
常子さんは「毎日忙しいと思うが、
１つでも“お米を使ったなにか”を
生活に取り入れてくれるとありが
たい。」と話しました。

授業を受ける３年生たち

9

13

学校給食で深雪なすレシピ！

９月13日㈫、湯之谷小学校と湯之
谷中学校では、魚沼市の特産品であ
る「深雪なす」が使われた給食が出
されました。魚沼市湯之谷学校給食
センターでは両校合わせた約450名
分の給食を作っており、今回は深雪
なすを20kg 使用し、
「深雪なすのオ

給食に出された「深雪なす
のオイスターソース炒め」

イスターソース炒め」が給食に出さ
れました。児童たちは「深雪なすが
やわらかく、他の野菜ともあって美

美味しそうに給食を食べる

味しかった。
」と話しました。

9

湯之谷小４年生

“白い宝石”カリフラワー出荷開始！
９月中旬より、管内ではカリフラ
ワーの出荷が始まりました。例年９
月中旬から雪が降るまでの11月下
旬まで出荷され、うおぬま百菜花ん
でも品物が並びます。管内のカリフ
ラワー生産者である佐藤洋一さん
は「10月以降は甘みが強い品種の出
荷が始まるので、多くの方から手に
うおぬま百菜花 ん の店内に
並ぶカリフラワー
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2/19〜3/20

全体運 スタートは難航しても次第に回復。
交渉は丁寧に諦めずに続けましょう。助け
てくれる人が現れるはず
健康運 気になるところがあるなら早めに
検診を
幸運の食べ物 ヤーコン
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水瓶座

た。雪が降るまでの“白い宝石”を
ぜひご賞味ください！

カリフラワーの出荷作業を行う佐藤洋一さん

魚座

取っていただきたい。
」と話しまし

1/20〜2/18

全体運 こうなったらいいなと思っていた
ことが実現しやすいとき。駄目元でお願い
事をするのも◎。いい返事を聞けそう
健康運 とてもパワフル。仕事に遊びに全
力投球で
幸運の食べ物 ザクロ

山羊座

12/22〜1/19

全体運 非常に厳しい時期ですが、次第に
解消へと向かいます。ゆっくりとした動作
を心がけて。最善のプランが浮かぶはず
健康運 イライラしたら甘いものを食べて
元気回復
幸運の食べ物 アケビ
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守りたい。この思いから始まった

（農）
あぜ道

旧小出町の板木地区を中心に水稲と園芸品目の複合経営に取り組んでおり、コシヒカリ 8.4㌶、
酒米 4.8㌶、もち米（越後ねばり）50㌃、八色西瓜１㌶、そば 15㌃の他、促成山菜のうるい 20
㌃、ふきのとう 15㌃を栽培しています。

どころがあるってことなんだと

思います。
」と笑顔を見せます。

聡さんは今後について、
「水稲

の面積はまだ拡大できます。八

色西瓜は今の面積の中で収量と

年２月

す。

力で支えられ、繋がれていきま

始まった
（農）あぜ道は、家族の

村を守りたいという思いから

す。

たくさんあり忙しいですが、目

（農）あぜ道は、平成

徴的ですよね。遠慮がないとい

品質の向上を。促成山菜は面積

うか。父と弟の様子を見ていて、

の前の作業に集中でき、自分の

と、息子さんの駿吾さん、拓海

自分が就農すれば、もっと弟の

の圃場整備時に、村を守りたい

さんの３名。駿吾さんは農業大

負担を減らせるのではと思った

を拡大しつつ品質向上を目指し

学校卒業後すぐに就農。
「父の負

のもきっかけの一つです。親子

考えで取組めるのが魅力」と話

担を軽減したかった」と話しま

で意見が衝突するときもありま

という思いで設立されました。

す。他にも、農業の収益はやり

すが、それでもここにいるって

ていく考えです。
」と意気込みま

方次第で伸びしろがあるという

ことは、弟も含め、心の落とし

し、
「家族で作業しているのも特

点、将来自分が代表となり、自

年間他
年に農業に転職。
「農業は作業が

事業での勤務を経て、２０２１

ました。拓海さんは、

挑戦してみたい。
」と話してくれ

工、人間のいらない機械作業に

上、規格外品などを利用した加

いを感じます。今後は売上の向

果がついてきた時にはやりが

が自分の思った通りに進み、結

を提供して喜ばれた時や、作業

りに自分たちの作った良い作物

がいと今後の目標について、
「周

たという駿吾さん。農業のやり

点に魅力を感じ、就農を決意し

分のしたいことができるという

従業員は、代表の森山聡さん

22
13

拓海さん（33）
森山
聡さん
（56）
森山
駿吾さん
（27）
森山

6

JA北魚沼 あぐりーん 2022 10.10

ＪＡ北魚沼 稲作情報
今月の担当者

高橋

友康

×৮ƽ࿂Øড়ຈౣ«

物流センター長

śྠᆧ߆ݟɈ௶౬ɅȾȞɀĪݡ୭ိࣧǔœɈඩ௫Ȭī
肥料原料の国際市況は、世界的な需給ひっ迫、中国の輸出規制、ウクライナ侵攻による輸出停滞などの影響を受け、
厳しい状況となっていました。これらは2022年４月以降軟化傾向にありますが、原油価格の高騰や為替の円安が
進み、肥料原料価格に影響を与えています。
また、国の「化学肥料原料調達支援緊急対策事業」が10月末で終了する予定であり、販売業者への支援から農業
者への支援となり、販売元への支援がなくなるため、肥料価格を値上げせざるを得ない状況となります。

肥料原料の国際市況推移 指数（2021年４月を100とした場合の推移）

2021年

2022年

śĶଲɤᅅᄝķିෂĊ
６月の価格変更により大幅な値上げとさせていただいたところですが、今後は肥料情勢にもよりますが、現在の
価格より平均８％程度の値上げとなる見込みです。
（下表参照）

【来春肥料価格試算（１袋あたり税込み価格）】
品

名

秋取り予約価格

春取り予約参考価格（上昇率）

越後の輝き

ソイル米スター

1,716 円

1,848 円（7.14％値上げ）

越後の輝き

有機 50 元肥

4,312 円

4,741 円（9.05％値上げ）

魚沼ロマン

グルメエース

2,420 円

2,541 円（4.76％値上げ）

越後の輝き

有機 50 穂肥

3,982 円

4,191 円（4.99％値上げ）

現在、秋取り予約品の配送を行っておりますが、新規予約・春取りからの変更など重点的に受付しております。
最寄りの営農センターにてお受けいたしますのでぜひご利用ください。
なお、予約品の代金決済及び配送業務の都合上、以下のとおり受付期日を設けさせていただきますので、予めご
了承ください。

Ķଲɤᅅᄝķడਮဿ৩ຑɈିࡖćᇇሆǐ༃ǍǌॢǎǔĪࣸīɘɁ
【お問い合わせ】 西部営農センター ☎０２５−７９４−５５３０ 東部営農センター ☎０２５−７９２−２１０１
北部営農センター ☎０２５−７９７−２２３１
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農体験をわくわくリポ
ート
！！

食
校の

学
小

わんぱくスクール
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組合員・利用者の皆様へ

新型コロナウイルス感染症にかかる

入院共済金等のお支払いについて
新型コロナウイルス感染症に罹患された皆さまに謹んでお見舞い申しあげますとともに、一日も早いご回復を
心よりお祈り申しあげます。
ＪＡ共済連（全国共済農業協同組合連合会、以下「当会」）では、令和２年4月から実施しております新型

コロナウイルス感染症にかかる入院保障の特別取扱い（以下「みなし入院」）のお支払い対象者に
ついて、令和4年9月26日（月）より、以下のとおり見直します。
何卒ご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。

ポイント

1

「みなし入院」のお支払い対象者について

令和4年9月26日（月）以降、医師により「新型コロナウイルス感染症」と診断された方のうち、重症化リスクの高い以下の方とします。
重症化リスクの高い方

65歳以上
の方

入院を
要する方

妊娠中
の方

重症化リスクがあり、新型コロナウイルス治療薬の投与または
新型コロナウイルス罹患により新たに酸素投与が必要な方

※令和4年9月25日（日）以前に新型コロナウイルス感染症と診断された方につきましては、重症化リスクにかかわらず、従前どおりのお取扱いといたします。

新型コロナウイルス感染症と
診断された場合の
お支払い範囲

診断日※

ケース

参考

9月25日以前

9月26日以降

お支払対象

お支払対象

重症化リスクの高い方

お支払対象

お支払対象

上記以外の方

お支払対象

お支払対象外

入院された場合
宿泊・自宅療養された場合
（特別取扱い）

※検査日ではなく、診断日での判断となります。

ポイント

2

ポイント

「みなし入院」の取扱いを
開始した経緯について

3

入院共済金等は、共済約款において「医師による治
療が必要」であり、
「自宅等での治療が困難」なため、

今回の見直しの背景について

ポイント

4

見直し後の
ご請求手続き
について

今般、政府より新型コロナウイルス感染症に係る発

見直し後のご請求手続きにつ

生届の対象範囲について、令和4年9月26日（月）以

きましては、
「重症化リスクの高

「病院または診療所に入り」、
「常に医師の管理下にお

降は全国一律に「重症化リスクの高い方」に限定され

い方であること」の証明が必要と

いて治療に専念する」場合にお支払対象とする旨、定

ることが公表され、あわせて療養の考え方についても

なります。本人確認書類や母子手

めています。

見直されることとなりました。

帳など、組合員・利用者あるいは

令和2年4月当時、新型コロナウイルス感染症に罹患

今回の政府による措置等を踏まえると、重症化リス

され、病院または診療所への入院が必要な状態にも関

クの高い方以外（医師による発生届の対象とならない

わらず、病床の逼迫等の事情により入院することができ

方）については「常に医師の管理下において治療に

ない状況が発生したことを受け、当会では、組合員・利

専念する」状態との判断ができなくなることから、令

用者の「安心」と「満足」を提供するというJA共済事業

和4年9月26日（月）以降の「みなし入院」のお支払

の使命のもと、医師等の管理下で宿泊施設や自宅での

い対象者について、見直すことといたしました※。

療養を余儀なくされた場合も、
「入院」と同等に取り扱
う特別取扱い（みなし入院）を開始いたしました。

医療機関等の負担とならないよ
う検 討し、後日あらため て 当 会
ホームページ等にてご案内いた
します。

※今後、法令の改正等がなされた場合には、必要に応じて更なる
対応を行う可能性があります。

お問い合わせ
本件に関するお問い合わせについては、下記にて承ります。
なお、個別のご契約内容（共済金の支払いに関する事項等）については、ご契約先のJAへお問い合わせください。

JA共済
相談受付センター

電話番号

0120-536-093

受付時間

午前９時から午後６時（月曜日〜金曜日※）
午前９時から午後５時（土曜日※）
※祝日を除きます。

※当会ホームページ（https://www.ja-kyosai.or.jp/）においても、新型コロナウイルス感染症に関連した当会の取組みについて、随時最新の情報を掲載しておりますので、あわせてご確認ください。
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中央支店 ☎ 025-792-0725
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堀之内支店 ☎ 025-794-2310

22485000043

広瀬支店 ☎ 025-799-3311

農業機械課からのお知らせ
中央・北部両農機センターにて「小物農機具の常設展示」を行います。管理機、刈払い機等の小物農機具
を特別価格にて展示しております。また、令和５年度用大型農機の予約相談会も併せて開催いたします。詳
細は農機センターまでお問い合わせください。
【令和５年度用小物農機具常設展示・農業機械予約相談会】
期

日：令和４年10月17日（月）～31日（月）
※ 22日（土）は日直対応、23日（日）、30日（日）は休業とさせていただきます。

時

間：午前９時～午後５時

中央・北部両農機センターでは秋の繁忙期対応として土曜、日曜、祝日の営業を行っていましたが、１０
月１５日
（土）
より土曜日は日直対応、１６日
（日）より日曜・祝日は休業とさせていただきます。ご利用される
方にはご迷惑をおかけいたしますがご理解いただきますようお願いいたします。
【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12回 うおぬま百菜花ん

「美しい魚沼」写真コンテスト作品大募集！
魚沼の大切な自然から伝統行事まで、
みなさんの力作をお待ちしております。

◆募集作品のテーマ
“だれかに見せたい自慢の魚沼”

ＪＡ北魚沼管内（魚沼市及び川口地区）の人・農・自然・食 etc、魅力ある魚沼の写真を大募集します。
◆応募締切

令和４年12月14 日（水）（当日消印有効）

◆撮影期間 令 和３年12月～令和４年11月までの間に撮影
された作品のみを対象とします。
◆応募方法 最寄りの各支店、営農センター、プラザ店また
はうおぬま百菜花んまでお申し込みください。
◆そ の 他 申 込用紙は、営農センター、プラザ店または
うおぬま百菜花 ん にございます。なお、ＪＡ
北 魚 沼 ホ ー ム ペ ー ジ（URL:https://www.jakitauonuma.or.jp）からも、申込用紙やコンテ
スト募集要項がダウンロードできます。

▲ 昨年の最優秀賞作品

星 正太郎さん『大空を飛びたいのかな』

お問い合わせ：ＪＡ北魚沼 農産物直売所うおぬま百菜花ん ☎︎ ０２５ー７９２ー７０６６
第32回理事会

令和４年９月26日開催

・８月末事業実績について
・延滞・固定化債権状況について
・定款第64条に定める不良債権処理方針について
・令和４年産米検査買入実績の報告について
・内部監査結果について

私たちのＪＡ 令和４年８月末現在
＜組合員数＞

正
准

5,357人
5,492人

貯金残高
951億8800万円
貸出金残高 118億6020万円
共済保有高 2745億4577万円
購買品供給高 28億4482万円
販売品販売高 20億0176万円
出資金
25億6859万円

JA北魚沼 あぐりーん 2022 10.10



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
180 円/㎏
③農薬空容器（ビン容器）165 円/㎏
⑤農薬空袋
200 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
西部営農センター
西川口集荷場

②農薬空容器（ポリ容器） 220 円/㎏
④農薬空容器（ブリキ缶） 220 円/㎏

不法投棄 は
犯罪です！！

お問い合わせ
☎ 025-794-5530

東部営農センター

☎ 025-792-2101

北部営農センター

☎ 025-797-2231

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。

回収期間

回収時間

11月14日㈪～17日㈭

９時～15時

11月12日㈯～13日㈰
11月15日㈫～25日㈮
※土日祝日を除く
11月15日㈫～18日㈮

８時～12時
９時～15時
９時～15時

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。
）

第１回 米食味コンテスト 2022 in 魚沼
出

品

米

募

集

「今年より魚沼市との共同開催で盛りあげます」
募 集 期 間：令和４年10月11日（火）〜28日（金）
対

象

米：令和４年産

コシヒカリＢＬ

応募について：・１応募者につき１点の応募のみ ※栽培方法の異なる物に関しては、複数出品可能です。
・ＪＡ北魚沼の最寄りの営農センター又は魚沼市役所農政課にご応募ください。
・魚沼市内の生産者で、市内生産出荷団体等への出荷者を対象とします。
・ＪＡ北魚沼に出荷のある旧川口町内の生産者も対象とします。
主

催：北魚沼農業協同組合／魚沼市／魚沼市プレミアム認定協議会

お問い合わせ：北魚沼農業協同組合

営農部 営農販売課

『米食味コンテスト 2022』実行委員会（担当：間野、関）☎０２５−７９３−７１１７
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令和５年４月採用
令和５年４月採用

職員採用募集のお知らせ

職員採用募集を次の要領により行います。

令和４年10月
北魚沼農業協同組合

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
 高校卒業（卒業後概ね10年以内、令和５年３月卒業見込者含む）以上の普通免許取得者（取得予定含
む、ＡＴ限定可）。
３．応募受付期間
令和４年10月１日（土）
〜11月２日（水）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）卒業見込証明書又は卒業証明書

１通

（３）成績証明書

１通

５．書類提出先
ＪＡ北魚沼

総務企画課

〒９４６－００２４

山之内

・酒井

魚沼市中原２５８－３

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（テーマ：当日指定

日

時

令和４年11月11日（金）

会

場

ＪＡ北魚沼本店

時間60分）

９時00分～12時45分

魚沼市中原

※第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）
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５年４月
８．勤務条件（令和４年４月現在）
①初

任

給

高

卒

１５４，０２０円～

短大卒

１６１，７４０円

大学卒

１７５，７２０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

給

年１回（４月）

金

規程に基づき支給

④昇
⑤退

職

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４年４月採用新規学卒者） 男性２名
ご不明な点は下記までお問い合わせください。
総務企画課

人事担当

山之内・酒井

ＴＥＬ

０２５－７９３－１７００
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「ネットバンクで還付金入金」は詐欺です！

市町村や金融機関の
職員をかたった詐欺にご注意を！
還付金を受け取るために、市役所等の職員、警察官、金融機関職員、ＪＡ職員等が、電
話で重要情報（口座番号、暗証番号等）を聞き出したりすることは絶対にありません！
〇お客さまから重要情報を聞き出そうとする電話には一切答えずに、きっぱりと電話をお
切りください。
〇還付金以外の理由で、お客さまの重要情報を聞き出す手口も確認されておりますので、そ
のような電話には一言も答えないよう、お願いいたします。
また、今後、ＪＡネットバンクの新規お申し込みに関しましては、普段のお取引情報等を勘案した
上で、ＪＡの判断により、ご利用を一時停止させていただく場合がございます。
正規にお申し込みをされたにも関わらずお取引ができない等ご不明点がございましたら、下記のお
問い合わせ先へご連絡ください。
北魚沼農業協同組合

お問い合わせ時間：平日 9：00～17：00

中央支店：☎０２５−７９２−０７２５ 堀之内支店：☎０２５−７９４−２３１０
広瀬支店：☎０２５−７９９−３３１１ 川 口 支 店：☎０２５８−８９−２００４
詐欺等により、ＪＡネットバンクの利用停止が必要な場合は、お取引支店にご相談いただくか、Ｊ
Ａネットバンクヘルプデスクへ連絡し、利用停止をお申し出ください。
【ＪＡネットバンクヘルプデスク】
（緊急時のサービス利用停止）
フリーダイヤル：☎０１２０－０５８－０９８
お問合せ時間：平日 9：00～21：00、土日祝：9：00～17：00
※１月１日は終日、受付しておりません。
※緊急時のサービスの利用停止についてのお問い合わせは、24時間365日となっております。

秋の自動車展示会と冬用タイヤ付け替えキャンペーン
秋の自動車展示会と冬用タイヤ付け替えキャンペーンを下記日程で開催いたします。皆様からのご来場お
待ちしております♪
なお、依然として続く自動車部品の半導体不足により、自動車のご注文をいただいてから納車させていた
だくまで長期間を要しています。車検到来時にお車の買い替えをお考えのお客様はご留意いただき、お早め
に各車両センターまでご相談くださいますようお願いいたします。
日時：11月５日（土）、６日（日） ９時から17時まで

広瀬車両センター

☎０２５−７９９−２１６２︎

12日（土）、13日（日） ９時から17時まで

小出車両センター

☎０２５−７９２−０８３０

また、冬用タイヤ付け替えも特別料金でいたします。
料金：軽自動車・・・１，３００円（税込）

乗用車・・・・１，８００円（税込）

冬用タイヤ早期予約キャンペーンも実施中！
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４本付替え
特別料金！

堀之内十五夜まつり 堀之内一周駅伝大会
９月18日
（日）、堀之内十五夜まつり恒例の堀之内一周駅伝大会にＪＡ北魚沼チームも出場しました。今年
は職員や組合員の方だけでなく、ＪＡ越後おぢやの職員の方々にもご協力いただき、２チームが出場。沿道
のみなさんの応援のおかげで、全員が走りきることができました。

応援は任せてね☆

I LOVE
ほりのうち♥

ＪＡ越後おぢやさんと組合員のみな
さん、ありがとうございました！

߅ߚࠃࠅࠦ࠽
 月号の農協牛乳の特集で、牛乳が手元に届くまでの流れが
９
わかり、とても良かったです。
（長鳥 Ａさん）
農協牛乳、とても美味しいです♪飼料代高騰で生産者の方は

大変かと思いますが、いつまでも美味しい牛乳を消費者へ届
けてください。これからもお願いします。（須原 Ｙさん）
編ご
 覧いただきありがとうございます。農協牛乳は鮮度にこ
だわりながらみなさんに安心して飲んでいただけるように
厳密な温度管理と検査、殺菌を行っています。近年様々な影

響で牛乳の消費が落ちています。みなさんが牛乳をたくさ
ん飲んでくれることが酪農家の方々の力になります！みん
なでたくさん牛乳を飲みましょう！
あ ぐりん広場のカッテージチーズの作り方がとても簡単

だったので、早速作ってみようと思います！色々な料理にア
レンジが効きそうで、レパートリーが増えそうです！

（四日町 Ｓさん）
編ご
 覧いただきありがとうございます。今後も手軽に美味し
くできるようなレシピを掲載していきますので、ぜひお試
しください。

JA北魚沼 あぐりーん 2022 10.10



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

９月 号 の 答 え

二重マスの文字をＡ〜
Ｄの順に並べてできる
言葉は何でしょうか？

1

5

7

13

20

A
2

14
8

11

17
18
D

6

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

15

3

12

21

B
4

9

16

19

10
C

▲応募フォーム

答え

ツキミザケ

応募方法 以下のどちらかをお選びください。

【WＥＢ応募】上記二次元バーコードを読み取り、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 １０月２７日
（木）
※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。
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タテのカギ
１
３
５
６
７
９
11
13
15
17
19
20
21

 械などのパーツのこと
機
オクトーバーフェスト発祥の国
です
中国の大きな打楽器
好・始・娘・妹は――偏の漢字
池 の――によって、土地を増や
した
日本国憲法では――の下の平等
が保障されています
学校の運動会で踊ることもあり
ます
視聴――、円周――
海水の影響で塩分を含む湖
台所のこと。漢字で書くと「厨」
たんすやソファなどのこと
ノーの反対語
阿寒湖のものは国の特別天然記
念物

ヨコのカギ
１
２
３
４
６
８
10
12
14
16
18

 峰やピオーネ、
巨
デラウェアなど
の収穫体験ができます
竜宮城で舞う魚
卵 と 鶏 肉 と ご 飯 で 親 子 ―― を
作った
実 るほど頭（こうべ）を垂れる
――かな
コ ロコロと気分が変わる人のこ
と
無料です。代金はいりません
秋の空にぽこぽこと浮かびます
ろ うそくの炎にガラス板を近づ
けると付きます
学校の教室に並べるもの
船が停泊するときに下ろします
クルミが似合うげっ歯類

ＪＡ北魚沼カ
北魚沼 レンダー
令和４年
令和４年
令和
令
和
和４年
４
４年
年
年

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

10月15日−11月15日
10月15日
10
1
月15日
115
5日
月15日
115
5日
100月
月1
月15日
月
5日
日 11月
月1
月15日
月
5日
日

トキっ子クラブカードでソフトクリーム１００円引！
！

10 月
15 土

11 月
中MC 北MC

農繁期対応終了
※これ以降の日曜・祝日は休業

１

火

２

水 令和５年４月採用職員募集応募締切

小物農機具常設展示
※ 31日まで

３
４
５

木
金
土

６
７

日
月

８

火

９

水

16 日
17 月
18
19
20
21

火
水
木
金

中MC 北MC

ライフ

テイクアウト営業日

周年祭
22 土
錦鯉品評会
百菜花ん

日
月
火
水
木
金
土
日
月

定休日

ライフ

テイクアウトお休み

広MC

秋の自動車展示会
タイヤ付替えキャンペーン ６日㈰まで
※詳細は本誌13ページ

百菜花ん

定休日

ライフ

テイクアウト営業日

10 木
11 金
百菜花ん

お風呂の日

12 土

西川口集荷場農業用廃棄物回収 13日㈰まで
※詳細は本誌11ページ

小MC
ライフ

13 日

テイクアウト営業日

14 月
15 火

秋の自動車展示会
タイヤ付替えキャンペーン 13日㈰まで
※詳細は本誌13ページ

西EC



農業用廃棄物回収

17日㈭まで
※詳細は本誌11ページ

東EC

北EC

農業用廃棄物回収

百菜花ん 農産物直売所うおぬま百菜花ん

中MC 中央車両センター

広MC 広瀬車両センター

西EC 西部営農センター

ライフ ㈱ライフサービス魚沼

北MC 北部車両センタ

小MC 小出車両センター

東EC 東部営農センター

※詳細は本誌11ページ

※予定は変更になる場合があります。

23
24
25
26
27
28
29
30
31

百菜花ん

北EC 北部営農センター

肥料（越後の輝き有機30元肥）
の回収について
ＪＡより供給させていただいたみだしの肥料について、春先に塊が発生する事案がございま
した。つきましては、当該肥料をお持ちの場合は交換させていただきますので、各営農センター
までお申し出ください。
交換対応期限 ：令和４年11月末まで
お問い合わせ：西部営農センター ☎ 025-794-5530

東部営農センター ☎ 025-792-2101

北部営農センター ☎ 025-797-2231

今月の表紙と編集後記

北魚沼酪農ヘルパー利用組合からのお知らせ

魚沼の酪農を支える 酪農ヘルパー募集！
酪農
農ヘルパ ー 募集！
！
一緒に酪農家のお手伝いをしませんか？
動物が好きな方、女性の方も大歓迎！
詳細は、当ＪＡホームページをご覧下さい。
▲詳細はこちら！

JA 北魚沼

あぐりーん
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■発行／令和４年10月10日発行

■編集／北魚沼農業協同組合

総務企画課

急に寒くなってきましたね。衣替えが追い
付いておらず、焦っています (;∀;) 今月の表
紙はカボチャです。ハロウィーンらしくしようと
思い、顔を彫ってみました。このカボチャは
電子レンジの500ｗ×３回加熱してから彫りま
したが、加熱後はとっても熱くなっていますの
で、お気を付けください。撮影後のカボチャ
は、チーズ焼きとグラタンにして美味しくいた
だきました☆（青山）

〒 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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