
JAJA北魚沼北魚沼JA北魚沼

Contents
あぐりーんキッズくらぶ・親子タウン�…２〜３
あぐりーんTOPICS�………………………４〜５
お知らせ……………………………………８〜13
あぐりん広場・プレゼントクイズ�……14〜15



JA北魚沼  あぐりーん　2023 ３.10 　2

双子座　5/21〜6/21

全体運　周囲から頼られそう。手助けしな
いとびっくりするほど非難されることも。
事情を丁寧に説明することが大事
健康運　発熱に注意。ビタミンCを取って
風邪を予防
幸運の食べ物　シイタケ

牡羊座　3/21〜4/19

全体運　上昇運の影響でかなり忙しくなり
そう。優先順位を決め、あなたにとって重
要なものに注力して。新規のものにツキ
健康運　適度な運動で心身共にリフレッ
シュ
幸運の食べ物　クレソン

牡牛座　4/20〜5/20

全体運　後回しにしてきたことに取りかか
るのに良い時期です。用事を先に終わらせ
た方が自分の時間も楽しめます
健康運　食べた分、体を動かしてカロリー
を消費して
幸運の食べ物　タマネギ

今月今月のの
星座占い星座占い

あぐりーんキッズくらぶ・親子タウン

あぐりーんキッズくらぶ
深雪なす収穫と調理体験９／10開催

あぐりーんキッズくらぶ　　
にんじん収穫と調理体験 １１／１２開催

ＪＡ北魚沼 親子タウン
味噌作り体験１２／１０開催

ご参加いただいたみなさんありがとうございました！ご参加いただいたみなさんありがとうございました！
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蟹座　6/22〜7/22

全体運　状況は次第に好転。冷静に分析す
ればグッドアイデアを思い付きそう。感情
に流されず実行すれば好結果に
健康運　心の健康に目を向けて、音楽鑑賞
がお勧め
幸運の食べ物　ニラ

獅子座　7/23〜8/22

全体運　転換期です。変わる方を選べば良
い方向へ。計画は長期スパンで考えて。目
の前のことに振り回されないように
健康運　友人たちとの会話が気分転換に。
一緒に体操も◎
幸運の食べ物　アシタバ

乙女座　8/23〜9/22

全体運　吉凶混合運。厳しい状況が表面化
しそう。ただ問題が見えるようになり解決
しやすくなる面も。冷静に対応を
健康運　規則正しい生活を心がけて。休養
日も大切
幸運の食べ物　ナバナ

あぐりーんキッズくらぶ・親子タウン

あぐりーんキッズくらぶ
深雪なす収穫と調理体験９／10開催

あぐりーんキッズくらぶ　　
にんじん収穫と調理体験 １１／１２開催

ＪＡ北魚沼 親子タウン
味噌作り体験１２／１０開催

ご参加いただいたみなさんありがとうございました！ご参加いただいたみなさんありがとうございました！
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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
わた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。

天秤座　9/23〜10/23

全体運　やらなければならないことが増え
て大変そう。一方で、お楽しみの機会も増
加。上手にスケジュールを組んで
健康運　楽しみながらできるスポーツで健
康増進
幸運の食べ物　ミツバ

蠍座　10/24〜11/22

全体運　追い風に恵まれ前へと進めます。
好意は素直に受け入れ助けてもらいましょ
う。１人にならないのが開運のこつ
健康運　持病のケアを。名医に出会える予
感も
幸運の食べ物　シュンギク

射手座　11/23〜12/21

全体運　山積みの問題に頭が痛いかも。幸
い下旬にはトンネルを抜けられます。駄目
なものは駄目と割り切ることも大切
健康運　体調不良は次第に解消。焦らず様
子を見て
幸運の食べ物　ウド

　２月３日（金）、魚沼ふきのとう生産組合は「ふきの
とう園芸参入塾」を堀之内地区で開催しました。研修
会には、今シーズンから出荷を開始した生産者や今後
栽培を検討している生産者等８名が参加し、魚沼ふき
のとう生産組合の瀧澤丈夫組合長の作業所で収穫や
パック詰め作業を見学しました。参加者からは「不安
や疑問を組合長へ相談できてよかった。」との声があ
りました。

　１月27日（金）、ＪＡ北魚沼では「第12回うおぬま
百菜花ん、美しい魚沼写真コンテスト」の審査会を本
店で開催しました。募集テーマを「だれかに見せたい
自慢の魚沼、農、人、自然」として、72点の応募があ
りました。審査結果は本誌14ページ「あぐりん広場」
に掲載しています。ぜひ、ご覧ください！

　２月14日（火）、地域農業の持続的な発展を目指し、
広神地区を拠点とする農業法人等を対象にした意見
交換会が行われました。11名の参加者から現状や
今後の経営方針など様々な声が上がり、「地域のメン
バーともっと話をして一緒に取り組んでいきたいが、な
かなか機会がない」「地域課題の解決方法についてど
うしていいかわからない」などの切実な意見もありまし
た。農業の持続には、担い手だけでなく地域の協力
が不可欠ということを改めて知る会となり、今後も交流
を深めながら意見交換の場をつくることを確認しました。

　２月 8日（水）、新潟県のブランド米「新之助」の
栽培に取り組んでいる「ＪＡ北魚沼新之助研究会」は、
花角英世新潟県知事が名誉会長を務める「新之助を育
てる会」から令和４年度の優良研究会として表彰され
ました。県の定める基準よりさらに厳しい基準を設定
して生産に取り組んでいることなどが評価され、受賞
しました。会員の皆さま、おめでとうございます！

ふきのとう
園芸参入塾開催！

ＪＡ北魚沼
新之助研究会が受賞！

うおぬま百菜花ん

美しい写真コンテスト開催！

広神の地域農業に
ついて考える

瀧澤組合長（中央）の収穫作業を見学する参加者

審査員が作品を選定する様子

意見交換会の様子

受賞したＪＡ北魚沼新之助研究会
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山羊座　12/22〜1/19

全体運　春の兆しが見えています。ものは
試しと何でもやってみて。うまくいかなけ
れば修正を。方向転換は吉と出ます
健康運　薬の飲み忘れに注意。サプリはほ
どほどに
幸運の食べ物　カブ

水瓶座　1/20〜2/18

全体運　２つのことを同時進行することも
可能です。あまりこだわらずに、いろいろ
試してみる姿勢が吉と出ます
健康運　バランスの良い食事と運動で体力
アップ
幸運の食べ物　ワケギ

魚座　2/19〜3/20

全体運　注目度がアップ。周囲への配慮が
キラリと光ります。思いやりのある態度で
人気者に。うわさ話は控えて正解
健康運　ヨーグルトを食べて腸の健康を
キープ
幸運の食べ物　パセリ

　促成山菜のたらの芽、うるい、ふきのとうのＰＲをするために、魚沼市とＪＡ北魚沼、各山菜部会代表者による
トップセールスが２月15日（水）から17日（金）にかけて、東京都中央卸売市場豊洲市場と大阪市中央卸売市場本場
で行われました！内田幹夫魚沼市長は「全国有数の豪雪地である魚沼市で育った魚沼産コシヒカリをはじめとした
農産物を、自信を持ってお届けしていきたい。」と両市場の仲卸売業者約300人を前に挨拶しました。また、来場
者には、たらの芽、うるい、ふきのとう、えのきたけや米を袋詰めにしたセットを配布し、ＰＲしました。今後も、
生産者の思いの詰まった促成山菜をたくさんの方に食べていただけるよう市場と連携し、販売を展開します！

　２月10日（金）、魚沼地域農業振興協議会畜産振興
部会は、「酪農経営研修会」を開催し、酪農家や関係
機関職員18名が参加しました。研修会では県内で実
際に取り組まれている事例を紹介し、市内の事例と
して牛へのストレス低減や作業の見直しによる乳質
改善などが紹介されました。参加者は「自分と同じ
環境にある身近な事例を聞けて参考になった。自分
の牛舎にも活かしていきたい。」と話しました。

　２月10日（金）から12日（日）にかけて、利雪型米穀
低温貯蔵施設（雪室倉庫）の雪入れ作業が行われまし
た。雪室倉庫は雪室内の雪の冷気が米貯蔵庫に送ら
れ、米を冷やす仕組みとなっており、二酸化炭素の
排出量を抑えた環境にも配慮した施設となっていま
す。今年も例年通り約1500トンの雪を雪室へ入れる
ことができました。雪室貯蔵の北魚沼産米を全国に
お届けします！

たらの芽、うるい、ふきのとう、魚沼市とトップセールス！

優良事例を学ぶ、
酪農経営研修会開催

雪室内へ1500トンの
雪入れ完了！

トップセールスで市場を訪問した魚沼市とＪＡ北魚沼、
各生産部会代表者

大阪市中央卸売市場本場で促成山菜セットを配る様子

研修会当日の様子

重機を使い雪入れが行われる様子
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あなたの農業ライフをハッピーに！
プロから家庭菜園初心者の方まで集まるお店

取扱品大幅アップ！約1,500品を揃えて

2023

４８／ （土）
AM10：00 OPEN

AM10：00～PM6：30 AM8：30～PM6：30
オープンイベント４／８（土） ４／９（日）▶N EW

O P E N

JA北魚沼あぐりセンター

☆OPEN記念５大イベント☆

★肥料・農薬メーカーによる大相談会

★家庭菜園向け野菜づくり教室（会場：営農部 中会議室）
　①10：30～11：00　　②13：30～14：00

★水稲除草剤の上手な選び方教室（会場：営農部 中会議室）

　①12：00～12：30　　②15：30～16：00

★春の農作業応援SALE（除草剤・園芸用農薬）

★メーカー協賛農作業用品SALE（長靴・青シートなど）

初耳のことが
聞けるかも！？

プロが解説！

初心者さん
大歓迎！

JA北魚沼　東部営農センター「あぐりセンター」
営業時間　AM8：30～PM6：30　　魚沼市井口新田645-7　TEL：025-792-2101

至 堀之内

至 南魚沼

17
湯之谷
中学校

セブン
イレブン様
セブン
イレブン　様
セブン
イレブン様

原信様
JA

スタンド

　東部営農センターは、「どの地区の方で
もお気軽にご利用いただきたい」、「より多
くの人が農業に触れ、楽しむお手伝いをし
たい」という思いを込めて、新店舗をオー
プンします。愛称は「あぐりセンター」。
皆さまのご来店をお待ちしています。
　なお、東部営農センター業務は旧湯之谷
支店内に移転します。引き続きよろしくお
願いします。
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JA共済ホームページアドレス　https://www.ja-kyosai.or.jp　22173620179

お問い合わせは

中 央 支 店　☎０２５−７９２−０７２５

堀之内支店　☎０２５−７９４−２３１０

広 瀬 支 店　☎０２５−７９９−３３１１
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その被害、共済金支払いの対象になるかもしれません。
加入されている建物を、いまいちどチェック☆

ご契約内容によって、共済金支払い対象外になる場合もあります。まずはお問い合わせください。

中央支店　　☎ 025−792−0725
堀之内支店　☎ 025−794−2310
広瀬支店　　☎ 025−799−3311

雪による被害が発生しています！

雪害

【写真】㈶消防科学総合センターより

屋根の被害 屋根の被害

カーポート等の被害

雨樋の被害
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令和６年４月採用　職員採用募集のお知らせ
令和６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
　　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６年３月卒業見込みの者、または卒業した者（卒業後概
ね１０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５年４月１日（土）～５月１２日（金）まで（当日消印有効）

４．提出書類
　　自筆履歴書（写真貼付）、卒業見込み証明書または卒業証明書、成績証明書

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
　　　　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５年５月２６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４５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６年４月

８．勤務条件（令和４年４月現在）
　　①初　任　給　　短大卒　１６１，７４０円～、大卒　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５年４月採用者、新規学卒者）
　　男性１名、女性１名

10．その他
　�　当組合は令和６年２月に近隣ＪＡであるＪＡ越後おぢや、ＪＡ十日町、ＪＡ津南町と合併する
予定となっております。勤務条件は変更となる場合があります。

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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令和５年度「にいがた農業応援ファンド」
　ＪＡグループ新潟では、ＪＡ自己改革で掲げる３つの基本目標（農業者の所得増大・農業生産の拡大・地域の
活性化）を具体的に実現していくため、園芸生産の規模拡大や新たに園芸生産に積極的に取り組む担い手を応援
します。詳細は下記までお問い合わせください。

●上記、各事業募集期間：令和５年４月１日（土）から６月30日（金）まで
　各事業とも、助成枠を超えた場合は、厳正なる抽選や他事業との振替を行うことがありますので、ご承知おきください。

〔お問い合わせ〕　営農部　営農企画課（TAC）　☎︎025−793−1770　担当：山内　隆弥

★１億円園芸産地チャレンジ事業（県内助成枠：40百万円）
・�「新潟県園芸振興基本戦略」で推進する販売額１億円到達を目指す園芸産地において、園芸生産の規模拡大や新たに園
芸生産に取り組む担い手に対して、その取り組みに要する費用の一部を助成します。
・助成金額：対象費用（税抜価格）の50％以内（上限50万円）
・対象品目：たらの芽、うるい、ふきのとう、八色西瓜、カリフラワー

★園芸生産拡大支援事業（県内助成枠：15百万円）
・�園芸生産の拡大や新たに園芸生産に取り組む担い手に対して、その取り組みに要する費用の一部を助成します。
・�助成金額：対象費用（税抜価格）の30％以内（上限30万円）

★新規・親元就農応援事業（県内助成枠：15百万円）
・�新規就農の促進と定着及び後継者への事業継承に向けた後押しに繋げ、農業生産の拡大や農業を通じた地域活性化を図
ることを目的として、新たに就農する農業者及び親元に助成します。
・�助成金額：１事業対象者あたり上限20万円
　【新規就農応援事業】　新潟県内の新規就農者で、以下のすべての要件を満たすもの
　　①青年等就農計画の認定を受けた認定新規就農者や農業経営改善計画認定者等で、かつ独立就農者であること。
　　② �令和２年１月１日から令和５年６月30日までに就農し、かつ、就農時の満年齢が18歳以上50歳未満であること。
　　③助成申請時点で新潟県内において営農を今後も継続する見込みであること。
　【親元就農応援事業】　次に掲げる①および②の要件をすべて満たす新潟県内の親元農家（個人及び法人）
　　①認定農業者またはＪＡが担い手と認定した者であること。
　　②以下のすべての要件を満たす親元新規就農者がいること。
　　　Ａ. 親元農家の子（孫を含む）またはその配偶者であること。
　　　Ｂ. 就農時の満年齢が50歳未満であること。
　　　Ｃ. 農業次世代人材投資事業経営開始型等の給付金を受給しておらず、今後も受給する予定がないこと。
　　　Ｄ. 就農開始時期が令和２年１月１日から令和５年６月30日であること。
　　　Ｅ. 将来の地域農業の担い手となることについて意欲を有しており、就農後は専ら親元農家の元で農業に従事すること。

★農業イノベーション応援事業（県内助成枠：10百万円）
・�農業分野におけるイノベーション（スマート農業等）の導入により、労働生産性の向上またはカーボンニュートラル等の環
境負荷軽減に繋がる取り組み等の実践に要する費用の一部を助成します。
・�助成金額：対象費用（税抜価格）の５０%（上限５０万円）
・�助成対象費用
　�　農水省による「みどりの食料システム戦略」等に掲げる「イノベーション等による持続的生産体制の構築」に資する事
業で、以下の①または②に該当する取り組み（園芸以外（水稲等）も対象とします）
　　①農業ＤＸ等のスマート設備の導入により、労働生産性の向上（省力化・省人化）に資する事業
　　② �生産現場における環境負荷軽減に資する事業で、次のａまたはｂに寄与する事業（農業ＤＸ等のスマート設備の導入も

含む）
　　　Ａ. 温室効果ガス排出量の削減
　　　Ｂ. 化学農薬・化学肥料の使用低減、有機農業の促進
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１　日　時　　令和５年４月～令和５年12月　平日の日中を中心に開催

２　内　容　　①稲作栽培の基礎的知識、技術を実際の栽培ステージに合わせた学習

　　　　　　　②農業機械操作点検研修（予定）

　　　　　　　③複式簿記基礎研修（予定）

３　対　象　　�管内の農業法人、個人農家などの新規就農者又は稲作で興味がある方で、原則各回の学習会
に参加できる方に限ります。

　　　　　　　　※参加希望者が多数の場合は調整させていただく場合があります。

４　受講料　　無料ですが、学習会にかかる実費を請求させていただく場合があります。

５　締　切　　令和５年３月29日（水）

６　申込先　　ＪＡ北魚沼　営農部　営農企画課　担当：和田　寿也

　　　　　　　〒 946-0076　魚沼市井口新田 645-13　☎ 025-793-1770

　　　　　　※�申込書を記入していただく必要があるため、電話でのお問い合わせか、直接、ＪＡ北魚沼営
農企画課までお越しください。

令和５年度新規就農者向け稲作学習会　受講者募集
ＪＡが即戦力として現場に出られるようサポートしていきます。

第38回理事会 令和５年２月24日開催
・令和４年度決算概要について
・延滞・固定化債権状況について
・第24回通常総代会の開催及び提出議案について
・第６次中期経営計画の実践状況について
・固定資産の取得について

第22回経営管理委員会 令和５年２月28日開催
・令和４年度決算概要について
・令和４年度決算に係る会計方針等について
・第24回通常総代会の開催及び提出議案について
・東部営農センター「あぐりセンター」開業までのスケジュールについて
・令和４年度組合員数及び出資金額の増減について

＜組合員数＞　正　5,183人
　　　　　　　准　5,371人

貯金残高　 　941億7749万円

貸出金残高　 111億2971万円

共済保有高　2699億9523万円

購買品供給高　45億2538万円

販売品販売高　42億1077万円

出資金　　　 　25億2174万円

私たちのＪＡ 令和５年１月末現在

１．懇談内容
（1）��令和４年度決算（概要）報告及

び令和５年度事業計画（案）に
ついて

（2）その他

２．日程及び会場
右表をご覧ください。また、各会場
におきましては駐車場に限りがござ
いますので、極力お乗り合わせでご
出席いただきますようお願い申し上
げます。

地区別総代懇談会　開催一覧
地区名 開　催　日 開催時間 会　　場
川　口 ４月４日（火） 午前９時３０分 川口支店３階大会議室

堀之内 ４月４日（火）
午後１時００分

会館　ほりのうち
午後３時３０分

小　出 ４月５日（水） 午前９時３０分 本店２階ホール
守　門 ４月５日（水） 午後１時３０分 Ａコープ守門店２階
広　瀬 ４月６日（木） 午前９時３０分 広瀬支店３階ホール
薮　神 ４月６日（木） 午後１時３０分 薮神プラザ店３階ホール
湯之谷 ４月７日（金） 午前９時３０分 湯之谷プラザ店２階ホール
入広瀬 ４月７日（金） 午後２時００分 入広瀬プラザ店２階ホール

地区別総代懇談会　開催について地区別総代懇談会　開催について
　４月４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、ご出席賜りますようお願い申し上げます。

※�堀之内地区総代の皆様は、２回のうち、どちらか１回の出席をお願いします。
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　育苗作業・土づくり・水稲除草剤に関する春作業研修会を開催します。高品質・良食味米生産と適
正収量確保のためには、健苗育成や土づくり・水稲除草剤の適正使用により初期成育を促進すること
が重要です。皆さまのご参加、お待ちしております。

　日　　時　：　令和５年４月６日（木）
　　　　　　　　１３時３０分～１５時３０分（受付１３時～）
　会　　場　：　ＪＡ北魚沼本店２階ホール
　内　　容　：　１．健苗育成、春作業のポイント
　　　　　　　　２．土壌分析結果に基づく土づくりについて
　　　　　　　　３．水稲除草剤の正しい使用法について

　※参加申し込みは不要です。

　※研修会内容は変更となる場合があります。

　※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、マスク着用のうえご参加ください。

お問い合わせ：営農指導課　須佐　☎０２５−７９３−１７７０

令和５年度　水稲春作業研修会のお知らせ

春の展示会のお知らせ
各農機・車両センターでは下記の日程で春の展示会を開催します。皆様からのご来店をお待ちしております。各農機・車両センターでは下記の日程で春の展示会を開催します。皆様からのご来店をお待ちしております。

※�新型コロナウイルス感染拡大防止対策のため、マスク着用等のご協力をお願いいたします。なお、感染状※�新型コロナウイルス感染拡大防止対策のため、マスク着用等のご協力をお願いいたします。なお、感染状

況により、規模縮少や中止とさせていただく場合がありますので、ご了承ください。況により、規模縮少や中止とさせていただく場合がありますので、ご了承ください。

※中央農機センター・北部農機センターでは、雪消えの様子を見ながら、４月下旬より繁忙期対応を開始致します。※中央農機センター・北部農機センターでは、雪消えの様子を見ながら、４月下旬より繁忙期対応を開始致します。

※各車両センターとも展示会開催中は軽自動車・普通自動車のタイヤ付替え作業のみとさせていただきます。

　なお、当日の引き取り納車についてはご遠慮ください。

春作業前のトラクター無料点検を行っております。４月７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。

【開催日時】（同日開催）　４月７日（金）９時～17時、４月８日（土）９時～15時
　　　　　　　　　　　※各農機センターともガス器具の展示即売会を開催します。

小出車両センター　☎ 025-792-0830
　【開催日時】　
　　４月８日（土）、９日（日）　９時～17時

中央農機センター　☎025-794-2421

夏用タイヤ付替えキャンペーン（展示会２日間開催）
【４本付替え特別料金（税込）】　軽自動車　１,３００円　　普通自動車　１,８００円

トラクター無料点検のご案内

広瀬車両センター　☎ 025-799-2162
　【開催日時】
　　　４月 15日（土）、16日（日）　９時～17時
　　※広瀬車両センターではガス器具の展示即売会も開催します。

北部農機センター　☎025-797-2498
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　�先月のスマイルストリート見ました！素敵な２人とお写
真！お幸せを願うばかりです！� （今泉　Hさん）

　�ご覧いただきありがとうございます。新婚さんのお２人は輝
いておりました！先月より子どもたちだけでなく「地域で人生
を楽しむ人」をテーマに掲載していきますので、お楽しみに！

　�去年から畑を始めたのでもっと上手く栽培できるように

なったら百菜花んへ出してみたいと思います。ＪＡの野菜作
りの冊子を今年こそはＧＥＴしたいです。焼いも、大好きな
のでまた百菜花んで買おうと思います。

　�ご利用いただきありがとうございます。ＪＡでは「やさい
畑（家の光協会発行）」という家庭菜園向けの雑誌の定期購
読も受け付けておりますのでぜひ営農企画課（☎025-793-
1770）にお問い合わせください♪百菜花んの焼いもは３月末
で終了ですのでお早めに！

編
編

第１２回　うおぬま百菜花ん　美しい魚沼写真コンテスト　結果発表！

「泥濘る助けて」　志田�幸夫�さん／須原 「今年も良い出来」　星�正太郎�さん／井口新田

　今月は「第12回うおぬま百菜花ん、美しい魚沼写真コンテスト」で入選した作品をご紹介！応募総数72点の中から最
優秀賞１点、うおぬま百菜花ん賞２点、魚沼絶景賞２点、入選10点作品が選ばれました。入賞作品は当ＪＡ農産物直売
所「うおぬま百菜花ん」の店内で１年間飾られます。入賞されたみなさんおめでとうございます！

「シャクヤク咲く頃」
櫻井�信夫�さん／堀之内

「豊作」　高村�秀雄�さん／佐梨

「
朝
焼
け
を
見
上
げ
て
」　
和
田�

正
之�

さ
ん
／
中
島

魚沼市写真協会顧問　桜井�公夫��審査員長より
　望遠レンズを使い丸みを表現したところ、写真全体の発色や構
図、バランスも非常によい。コンテストの趣旨にも沿った作品。

「春耕を見守って」
星�正太郎�さん／井口新田

「車窓は春色」
今井�一治�さん／山口

「魚沼展望」
大塚�明�さん／松川

「今年は乾くぞ！」
佐藤�吉晴�さん／吉原

「見張り」
中林�義雄�さん／東川口

「早春の三山を望む」
山田�庸子�さん／根小屋

「JA北魚沼コシヒカリ」
富所�のぼる�さん／南魚沼市野田

「できるかなァ…。」
志田�幸夫�さん／須原

「薄明のオーロラ大雲河」
和田�正之�さん／中島

「山里の唄」
星�義廣�さん／大沢

最優秀賞最優秀賞

百菜花百菜花んん賞賞 百菜花百菜花んん賞賞

魚沼絶景賞魚沼絶景賞

入　選入　選

魚
沼
絶
景
賞

魚
沼
絶
景
賞
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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

1 6

D

13 16 19

2 11

A
3 8

9

E

14 20

7 12 17

4

B

10 18

5 15

C

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ E

１	 	暑さ寒さも――まで
２	 	佐渡、淡路、隠岐といえば
３	 	多くの受験生が解くもの
４	 	数字では xや yで表すことが多

い
５	 	ツクシはこの植物の胞子茎です
９	 	飛行機が飛び立つこと
11	 	薄く切ったもの。――チーズ
12	 	山下公園や中華街があります
13	 	卒業式で「――の光」を歌った
15	 	イルカのヒット曲「――雪」
18	 	衣服に付いている、洗濯表示な

どがのっている部分

１	 	ひな人形に供える餅
４	 	入試のときはケアレス――に気

を付けて
６	 	ぐっと辛抱すること
７	 	ウドの生産量が日本一の、北関

東にある県
８	 	跳ね上げたひげが特徴的なスペ

インの画家
10	 	石が細かく砕けたもの
11	 	雪解けで川の――が増えた
13	 	つくのはうそ、吹くのは
14	 中華がゆなどにのせる赤い実
16	 	スタッドレスからノーマルに替

えようかな
17	 	宿屋のこと。漢字では旅籠と書

きます
19	 	出かけていて誰もいません
20	 	ひな祭りのうしお汁によく使わ

れる貝

※�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。

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　３月２７日（月）

２月号の答え

答え　ユキオロシ

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
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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
。

３月
15 水 　　　定休日

16 木
17 金 　　　テイクアウト営業日� 彼岸花販売会

18 土 　　　焼き芋販売日

19 日 　　　焼き芋販売日

20 月
21 火
22 水 　　　定休日

23 木 　　　定期総会

24 金 　　　テイクアウト営業日

25 土 　　　焼き芋販売日

26 日 　　　焼き芋販売日、お風呂の日
純正生食パン工房　HARE/PANさん　出店

27 月
28 火
29 水 　　　定休日

30 木
31 金 　　　テイクアウト営業日

４月
１ 土 令和５年度「にいがた農業応援ファンド」募集開始

� ※詳細は本誌11ページ

２ 日

３ 月

４ 火 地区別総代懇談会（７日まで）� ※詳細は本誌12ページ

５ 水 　　　定休日

６ 木 令和５年度水稲春作業研修会� ※詳細は本誌13ページ

７ 金
　　　テイクアウト営業日
　　　　　　春の農機展示会（８日まで）
� ※詳細は本誌13ページ

８ 土 あぐりセンターオープン� ※詳細は本誌６ページ

　　　春の車両展示会（９日まで）� ※詳細は本誌13ページ

９ 日

10 月

11 火

12 水 　　　定休日

13 木 　　　Ａコープマークの日

14 金 　　　テイクアウト営業日

15 土 　　　春の車両展示会（16日まで）� ※詳細は本誌13ページ

　　　　農産物直売所うおぬま百菜花ん　　　　　　㈱ライフサービス魚沼

　　　　小出車両センター　　　　　　　　　　　広瀬車両センター

　　　　中央車両センター　　　　　　　　　　　北部車両センター
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ＪＡ北魚沼ＪＡ北魚沼カレンダー
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　最近陽が長くなってきたのを感じます。今年は花粉が例年
よりとても多いというニュースを聞きました。私は目も鼻も花粉
に弱いのですが、顔中覆える防塵マスクは花粉に効果がある
のでしょうか？もしご存じの方がいらっしゃったら教えてくださ
い。今月号では、合併する４ＪＡの統一広報誌面を掲載して
います。これから合併までの期間、数か月おきに掲載させてい
ただく予定となっています。お楽しみに！（青山）
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　小出地区の荒井ファーム
さんは、育苗ハウスの隅に、
レモンやゆず、キンカンな
どの果実を 1本ずつ無農薬
で栽培しています。農産物
直売所うおぬま百菜花んに
並ぶとあっという間に売り
切れる人気商品です☆

キンカン　今月の表紙３
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14日（火）
〜
16日（木）

17日（金）
〜
20日（月）

21日（火）
〜
23日（木）

24日（金）
〜
27日（月）

28日（火）
〜
30日（木）

令和５年３月

３月のポイントサービスデー！！３月のポイントサービスデー！！３月のポイントサービスデー！！

15日（水）・17日（金）・24日（金）・29日（水）

22日（水）

４倍デー！４倍デー！４倍デー！
２倍デー！２倍デー！２倍デー！

informationinformation

早春！大食品市！！早春！大食品市！！

号外
チラシ

＜祝！！ご卒業＞

お祝いメニュー特
集＜祝！！ご卒業＞

お祝いメニュー特
集

厳選！特選市！厳選！特選市！

Aコープ
お客様感謝セール

！！Aコープ
お客様感謝セール

！！

春のお彼岸セール
！

春のお彼岸セール
！
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