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JA北越後
マスコット
「きたっち」

7月17日（土）OPEN!!

Facebook
フェイスブックインスタグラム



お店の名前「 こったまーや 」は
新発田地域の方言「こったま（たくさん）、や（屋・お
店）」から名付けられました。方言のあたたかい響
きと懐かしい言い回しをご家庭でも話題に挙げて
いただけたら嬉しいです

お絵かき＆メッセージコーナー

食の安心安全
プログラム加盟店
食の安心安全
プログラム加盟店

アスパラくん

きたっちも

来るよ！

アスパラくん

きたっちも

来るよ！

壁面いっぱいの黒板に、自由に絵やメッセージを

書いてみませんか？ 大人も大歓迎です。

「こったま～や」の願い
　安全・安心で新鮮な地場産品のおいしさと、丹精込めて農畜産物を育てる農家さ
んの想いを「こったま～や」からお伝えします。地元のどこでどんな農畜産物が育てら
れているのか知っていただくことで、地場産品や地元農業に愛着を感じて欲しい、そ
んな願いが込められたお店です。
　ＪＡ北越後農産物直売所「こったま～や」は、この地域の食と農業の拠点として、旬
の地場産品を通して地域のみなさんに元気と笑顔をお届けします！

この地域の旬と
地元農業を

「こったま～や」は
発信していきます☆

食育ソムリエのいるお店です食育ソムリエのいるお店です

7/17(土)～7/19（月）
「こったま～や」オープンフェア
枝豆・とうもろこしなど夏野菜盛りだくさん!!

食育ソムリエは、食べ方・保存の仕方・産地のこと・生産者さん
のことなどを消費者のみなさんへお伝えします。
お店の一角に食育ソムリエコーナーを作りましたので、ぜひご
覧くださいね！！

「新鮮」「美味しい」に「安全・安心」を
プラス＋するため、定期的な検査と
自主管理を実施する安心認定プログ
ラムに参加しています。

3日間共通企画（数量限定）
★女性部特製！　米袋エコバックプレゼント　①９：００～　②１３：００～
★出荷者が育てました！ 育てて食べよう♪野菜苗プレゼント
　①９：００～　②１３：００～
★お買い物かごプレゼント　各日３００名様
★ＪＡ北越後コシヒカリの米粉使用！ こったま～やオリジナルカステラ販売

7/18（日）オリジナル企画
★ミニ縁日コーナー　★バルーンプレゼント　★コスモス植え体験コーナー

※ご来店の際はマスク着用等新型コロナウイルス感染症対策にご協力をお願いいたします。 住所：新発田市島潟1341-1 TEL：0254-20-8801
営業時間：9:00～18:00 定休日：毎月第2・第4火曜日

JA北越後 農産物直売所「こったま～や」
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こったま～や

島潟

７月１７日（土）
9：00～ オープン!!
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　JA北越後農産物直売所は長い歴史の中で多くの人に支えられ、様々な人の想いが
詰まったお店です。新直売所オープンにあたり、これまでの歩みを振り返ってみました。

　「ふれあい市」は、平成2年に五十公野地区の女性部員により立ち上げら
れ、「島潟ふれあい市」は平成4年から旧新発田市農協の女性部員により始ま
りました。生産者自らが販売することで「生産者の顔が見える店」「新鮮で安
心な地場産農産物が買える店」「食べ方・保存方法を知ることができる店」とし
て当時、人気が徐々に高まっていきました。
　平成20年の頃は管内の８か所で開かれていました。

地区でふれあい市として農産物を販売

　JA北越後では、ふれあい市が築いた「顔の見える安心感」「消費者との交
流」を受け継ぎ、「直売所を拠点とした地域活性」を目指してＪＡ北越後農産物
直売所が開設されました。店舗改装などを経て、出荷者や取り扱い品目も増
えていきました。宣伝、イベントなどを工夫して行っていく中で、口コミなどに
よりお客様が徐々に増えていきました。

島潟にJA北越後農産物直売所がオープン

お客様からの声お客様からの声出荷者さんからの声出荷者さんからの声

●新鮮な野菜をカゴいっぱいに入れている

お客様の姿や、「おいしかった」等、お客様

からの生の声が何よりの励みとなり、野菜

を作る生産意欲に繋がっています。

●すべてのお客様に心から「ありがとう」を

言いたいです。

●本格的な直売所になり地元住民としても誇りに思います。
●直売所には品質が良い商品の品ぞろえを期待していま
す。スーパーより安いとなお良い。

●国道から看板を見つけてきました。新鮮なものが一番で
すね。

この他にもたくさんの声をいただきました。
ありがとうございました！

農産物直売所では周年祭や感謝祭の他、数々の季
節ごとのイベントを行ってまいりましたが、特にお盆
前の「盆花市」、年末の「節季市」では早朝の開店前
から多くの地元のお客様が列を作るなど長年多く
のお客様に来場いただいてまいりました。生産者さ
んからも品ぞろえや対面販売など熱心に協力して
いただきました。

　これまで多くの消費者のみなさま、農畜産物を育てる出荷者のみなさま、そして地域のみなさま
にたくさん応援していただきました。
　もともとは車庫を改装して作られた30坪ほどの小さな店舗でしたが、年々お客様、出荷者様が
増え、おかげさまで売り上げも伸び、この度売り場を広げ、新店舗へリニューアルする運びとなりま
した。
　これまで支えていただいた多くの皆様へこの場をお借りして心から感謝申し上げます。引き続き
新店舗「こったま～や」でも新鮮・安全・安心な地場産品のおいしさと、地元農業の素晴らしさを伝
えながら、地域に貢献してまいります。

（R3年6月7日取材）

直売所オープン時の様子

年末年始用品のお買物でにぎわう「節季市」

お盆前の定番イベント「盆花市」
イベントで人気の「農家のおかずコーナー」

ＪＡ北越
後

新農産物
直売所

７月１７日（土）
9：00～
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Home Gerden
ミズナ（キョウナ） 小株から大株まで楽しむ

作ってみよう！

　ミズナ（水菜）は古くから京都で栽培されていたツケナの一種で、キョウ
ナ（京菜）とも呼ばれます。葉の形が細く、切れ込みの多い菜類ですが、柳の
葉のような丸葉に分化したのが壬生菜です。本来は、大株にして水炊き、す
き焼き、漬物に利用しますが、最近は小株取りして、サラダとして人気の高
い野菜となっています。

［栽培時期］小株取りでは、冬を除き種まきができ、夏まきは30日程度、春秋
まきは40～60日で収穫になります。大株取りでは8月下旬～9月中旬に種
まきし、12～3月に収穫します。

［品種］葉の幅が狭く葉数の多いサラダ用の「京みぞれ」（タキイ種苗）、「京
すだれ」（丸種）は茎が白く、シャキシャキした食感の品種です。大株取りで
は「晩生白茎千筋京水菜」（タキイ種苗）などが良いでしょう。

［土作り］幅100～120cmのベッドを作り、1平方m当たり堆肥1kg、苦土
石灰100gと化成肥料（NPK各成分10%）100gを全面に施し、土とよく混
ぜておきます。

［種まき］小株取りではじかまきとし、ベッドに幅20cm間隔の種まき溝を
作り、およそ1cm間隔に筋まきします（図1）。 種まき後は防虫ネットでト
ンネルを作り、害虫から保護すると良いでしょう。大株取りでは移植栽培
とし、セルトレイや小型ポットに4～5粒まき（図2）、間引きして本葉5～6
枚の苗を作り、条間30cm、株間30cmに植え付けます。

［管理］小株取りでは本葉が出て込み合ってきたら、適宜間引きを行い、最
終的には5cmくらいにします（図3）。大株取りでは、種まきの1カ月後と2
カ月後に化成肥料で、それぞれ1株5g程度の追肥をします。

［病害虫の防除］アブラムシは、サンクリスタル乳剤など、アオムシ、コナガ
にはトアロー水和剤CTなど環境に優しい農薬で防除します。

［収穫］小株取りでは葉の長さが25～30cmくらいが収穫適期です。一部を
収穫し、株間15～30cmとなるように株を残し、中～大株取りにしてもよ
いでしょう。大株取りでは、1kgくらいから収穫を始めます（図4）。
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JA北越後　新直売所名称
「こったま～や」

こったまの地場産農産物で
地元農業を応援します！

皆さんぜひ覚えてくださいね♪

きたっち

新直売所「こったま～や」
オープンまでの道のり！

「こったま～や オープンまでの道のり」のコーナーは、今回で終了いたします。
昨年の１２月号から８か月間、ご覧いただき誠にありがとうございました。
８月号からは、「こったま～やコーナー」としてお店や地場産品の情報を“こっ
たま”お伝えしてまいりますのでご期待ください！
「こったま～や」で皆様のお越しをお待ちしております。

で皆様のお越しをお待ちしております。「こったま～や」で皆様のお越しをお待ちしております。「こったま～や」で皆様のお越しをお待ちしております。

6月中旬に「こったま～や」の外装が完成しました！
店内の壁面には大きなタペストリーを貼り、北越後の農畜産物を
ＰＲしています(^^)/
販売台や冷蔵庫などの大型什器も入り、次々と「こったま～や」に
息が吹き込まれいよいよ待望のオープンを迎えます！

きたっちのきたっちの

建設の進捗状況
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待望の直売所が
いよいよオープンを

迎えることとなりました。
お客様に喜んで
いただけるよう、

新鮮な品物を揃え、
皆様のご来店を

お待ちしております！

出荷者のみなさんと
一緒になって、

これからも地場産農産物の
魅力を伝えていきたいと

思っております。
よろしくお願いします！

店長  梨本
副店長  天井澤

撮影の為一時的にマスクを外しておりますが、当直売所では新型コロナウイルス対策を行ないながら営業しております。

インフォメーションインフォメーション
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SDGsSDGs
苔玉作り講習会を
開催しました！
苔玉作り講習会を
開催しました！

リースバスケット寄植え
講習会を開催しました！
リースバスケット寄植え
講習会を開催しました！

　女性部新発田支部は、営農センターにて苔玉
作り講習会を開催し、部員19人とJA職員1人が参加し
ました。講師として、新発田市などで苔を栽培している
㈱越後苔匠の新保様にお越しいただきました。今回は開
催時期に合わせて6月に開花する常山アジサイを使って
苔玉を作りました。苗と苔を支えながら糸で固定するの
が少し難しく、苔玉の形に一人ひとりの個性が出ました。
部員からは、「可愛くできたね」「花が咲くのが楽しみ」
という声が聞かれました。また、水やりや置き場所といっ
た管理方法についても質問が飛び交いました。
　女性部の活動に初めて参加した新発田支店貯金窓口担
当の相馬由佳さんは、「普段、組合員の皆さんとふれあ
う機会が少ないので、交流が持てて良かった。作った苔
玉は新発田支店に飾ります」と振り返りました。

　女性部加治支部は、営農センターにてリース
バスケット寄植え講習会を開催し、部員9人が参加しま
した。
　講師には新潟市の花屋「コノハナ」の杉原様をお招き
し、重なる花びらが可愛らしいカリブラコアと紫色のブ
ラキカムを使って作りました。
　花の苗を株分けし、リースバスケットに円になるよう
に植えていきます。出来上がりが逆さにしても落ちない
ようにしっかりと敷き詰めるのが大変で、部員からも
「思ったより難しい。１時間半があっという間に過ぎま
した」という声が聞かれました。
　出来上がった作品はJA北越後営農センター入口に飾
らせていただきました♪

6/13㊐ 6/8㊋

女性部通信女性部通信 女性部通信女性部通信

【家の光】の気になる記事を取り上げて実践してご紹介します。
【家の光】7月号からは・・・

【フルーツ入りミルクアイス】＆【すぐできる！水耕栽培】です。

家の光で　　　　を楽しみませんか家の光で　　　　を楽しみませんか家活家活
いえかついえかつ

エーコープマーク品の「牛乳かんの素」を使用し、ミルクアイスを作ってみました。
今が旬のさくらんぼを入れたら可愛らしくなりました♪溶かして冷凍庫で固めるだ
けなのでとっても簡単です(^^♪
子ども達からは「さくらんぼがシャキシャキして美味しい！」と好評でした。練乳も
入ってあま～いミルク味で美味しいので、ぜひお試しください。

水耕栽培はバジルとパクチーの苗で挑戦してみました！少ないスペースで土を使わ
ずに育てられます。キッチンに置けば、いつでも新鮮な状態で少しずつ使えるの
で便利ですね。直根性の植物とそれ以外のもので、根っこの違いを観察するのも
面白いかもしれません。育て方のポイントは「家の光」でチェックしてくださいね！

７月号には別冊「フレイル予防のための25の方法」がついています。コロナで外
出の機会が減った今、参考になる内容です！

作り方は【家の光】7月号に掲載されています。
【家の光】のご購入は営農センター（0254-26-7000）までお問い合わせください。
7月号の価格　922円（税込、別冊付録込）

インフォメーションインフォメーション
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ＪＡ北越後
令和4年春採用 職員募集要領

ＪＡ北越後
令和4年春採用 職員募集要領

１．採用職種及び人員
 総合職　　　２名程度

２．応募資格
 高等学校を令和4年3月卒業見込の者

３．応募要領
（１）応募受付期間
 令和3年9月6日（月）～9月9日（木）《期間内必着》
（２）提出書類
 【新卒者】①全国高等学校統一応募書類
（３）提出先 下記の提出先へ郵送によります。

４．採用試験

５．採用時期　令和4年4月
６．勤務条件　（令和4年4月予定）
（１）初任給 高校卒　143,300円
（２）賞　与 年 2回（7月・12月）
（３）諸手当 家族手当、通勤手当、職務手当等
（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 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険
（７）勤務時間
①一般業務…8時30分 ～ 17時（土曜日：8時30分 ～ 12時）
②サービス業務…部署により時差出勤、ローテーション勤務有り
※休憩時間…60分
（８）休日・休暇
①休　日：日曜日、国民の祝日・休日、第2・第4土曜日及び第2・
第4土曜日を除く他の土曜日 1日、年末・年始、組合の定めた日。
又は、4週8休制を基本としたローテーション制により定める休日。
②休　暇：年次有給休暇制度、特別休暇制度、療養・傷病休暇制度
③その他：育児休業制度、介護休業制度

該当者に通知
JA北越後
本店

面接

第１次試験 第2次試験

令和3年9月16日（木）　9時 ～ 12時45分
ＪＡ北越後本店
（新発田市島潟1184-1　TEL 0254-26-2600）
能力試験…言語、計数（80分）
作　　文…800字以内（テーマは当日指定）（60分）
適性検査…（40分）

日時

会場

内容

区分

※第２次試験については、第１次試験合格者に別途通知します。

提出先またはお問い合わせ先

北越後農業協同組合（JA北越後）　企画管理部人事課（採用担当）
住所：〒957-0011　新発田市島潟1184-1
TEL：0254-26-2600　　FAX：0254-22-4979

１．採用職種及び人員
 総合職　　　１名
２．応募資格
 高等学校を平成３１年３月以降に卒業した者
 または令和４年３月卒業見込の者
３．応募要領
（１）応募受付期間
 令和３年９月６日（月）～ ９月９日（木）《期間内必着》
（２）提出書類
 【新卒者】①全国高等学校統一応募書類
 【既卒者】①履歴書（写真添付、Ａ3見開き又はＡ4両面に限る）
 　　　　②成績証明書
 　　　　③卒業証明書
（３）提出先 下記の提出先へ郵送によります。
４．採用試験

５．採用時期　令和4年4月
６．勤務条件　（令和4年4月予定）
（１）初任給 高校卒　142，500円
（２）賞　与 年 2回（7月・12月）
（３）諸手当 家族手当、通勤手当、職務手当等
（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 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険
（７）勤務時間
①一般業務…8時30分 ～ 17時（土曜日：8時30分 ～ 12時）
②サービス業務…部署により時差出勤、ローテーション勤務有り
※休憩時間…60分 ( 一部 70分 )
（８）休日・休暇
①休　日：日曜日、国民の祝日・休日、第2・第4土曜日及び第2・
第4土曜日を除く他の土曜日１日、年末・年始、会社の定めた日。
又は、４週７休を基本としたローテーション制により定める休日。
②休　暇：年次有給休暇制度、特別休暇制度、療養・傷病休暇制度
③その他：育児休業制度、介護休業制度

該当者に通知
ライフサポート
北越後事業本部

面接

第１次試験 第2次試験

令和３年９月１６日（木）　9時 ～ 12時45分
ＪＡ北越後　本店
（新発田市島潟1184-1　TEL 0254-26-2600）
能力試験…言語、計数（80分）
作　　文…800字以内（テーマは当日指定）（60分）
適性検査…（40分）

日時

会場

内容

区分

※第２次試験については、第１次試験合格者に別途通知します。

提出先またはお問い合わせ先

株式会社ライフサポート北越後（JA北越後グループ）　総務課（採用担当）
住所：〒957-0021　新発田市五十公野1584
TEL：0254-26-1200　　FAX：0254-22-0888

㈱ライフサポート北越後
令和4年春採用 社員募集要領
㈱ライフサポート北越後

令和4年春採用 社員募集要領

お知らせ　＜限定特典＞ JA北越後年金受給者 様

　6月･7月 生まれの当JA年金受給者様は、ぜひ「年金
振込通帳」をご持参の上、最寄りの支店までご来店をいた
だき、お声掛けください。「お誕生日プレゼント」を準
備して、スタッフ一同皆様のお越しをお待ちしております。

お誕生日ご来店プレゼントお誕生日ご来店プレゼント

インフォメーションインフォメーション
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取 扱 期 間

対 象 商 品

ご 利 用 い た だ け る 方

預 入 期 間

預 入 方 法

預 入 金 額

募 集 金 額

令和3年7月12日（月）～令和3年9月30日（木）

スーパー定期貯金（単利型）

個人の方

1年／自動継続（元利継続または元利金継続）

通帳式（定期貯金通帳または総合口座通帳）のお預け入れに限ります

50万円以上200万円以内（新規お預け入れに限ります）

10億円
［注意事項］
①取扱期間内であっても、募集金額10億円に達した翌々営業日をもって、販売を終了させていただきます。
②原則、中途解約はできません。やむを得ず中途解約される場合は、クーポン券またはクーポン券相当額をご返却いただきます。
③自動継続後はクーポン券の特典は付与されません。

詳しくは、お近くの支店窓口にお問い合わせください。

JA北越後

令和3年7月12日（月）～
令和3年9月30日（木）

※他のJAの直売所ではご使用できませんので、ご注意ください。

お一人様

最 大2,000円
分プレゼント！

JA北越後農産物直売所こったま～や（7月17日土オープン）で使える利用券を

貯金金額50万円ごとに500円分の利用券をプレゼントいたします。貯金金額50万円ごとに500円分の利用券をプレゼントいたします。

ＪＡ北越後

JA北越後農産物直売所こったま～やJA北越後農産物直売所こったま～や

オープン記念
定期貯金

オープン記念
定期貯金

取扱
期間

JA北越後
ホームページでもご案内しています。

インフォメーションインフォメーション
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現物で規格を確認する部会員

Topic

6/9

Topic

6/10

Topic

6/3

Topic

5/31

　北越後農協いんげん部会は、6月１０日に出荷会議及び
目合わせ会を行いました。開会にあたり部会長の伊藤たつ
さんは「昨年は開催できなかった目合わせ会に参加いただ
き感謝します。目合わせ会では、箱詰めの規格について
皆で勉強し、がんばっていきたいです」と話しました。青果
物の情勢について、柏崎青果の石綿涼さんは「いよいよ県
内のシーズンが到来しました。いんげんはこれからが本番
となり、他県が品薄の中、産地として期待しています。量
販店に出荷するには継続した出荷が求められるので、安定
した出荷をお願いします」と激励しました。
　目合わせ会では、ＪＡ北越後集出荷センター担当者がい
んげんの出荷規格について説明し、長さや太さなどの規
格や箱詰め時の量目等を確認しました。

いんげん部会
安定出荷で有利販売を目指す
いんげん部会
安定出荷で有利販売を目指す

共栄火災海上保険株式会社より
代理店表彰を受けました
共栄火災海上保険株式会社より
代理店表彰を受けました

切花部会
通常総会開催
切花部会
通常総会開催

　6月3日に共栄火災海上保険株式会社より、優良成績を
収めたとして、当ＪＡ経営管理委員会の齋藤松郎会長が共
栄火災海上保険株式会社新潟支社の中村文彦支社長より
表彰を受けました。多くのお客様からご支持いただいたこ
とで、このような表彰を受けることができました。大変あ
りがとうございました。
　「ＪＡ安心倶楽部」（標準傷害保険）は日常生活でケガを
された場合に、保障するJA組合員とそのご家族様専用の
傷害保険です。今後もお客様からご満足いただけるよう、
一同取り組んでまいります。

　北越後農協切花部会は、5月31日通常総会を開催しま
した。開会にあたり、部会長の高橋毅さんは「コロナ禍で
飾る機会の減少する中、高単価で販売できて良かったです。
このような状況で良く売れたと安堵しています。次年度も
高単価で売れる様に期待します」と挨拶しました。当JA経
営管理委員会の齊藤松郎会長は「昨年は新型コロナウイル
スの影響で販売環境が大きく変わる中、切花価格の低下
が続いたが、ホームユース需要増などにより価格が回復し
ました。品評会にも積極的に出していただいており、JA
北越後ブランドとしても評価されることとなり感謝申し上げ
ます」と祝辞を述べました。総会終了後はチューリップ出荷
反省検討会が行われました。令和2年度の販売高実績は、
初めて取り組んだネット販売が好調だったことに加え、2月
から3月にかけてのギフト需要も多かったことから販売高
が好調であったと説明がなされました。

　新発田市立加治川小学校3年生が総合的な学習の時間
の一環として、カーネーション生産者である菊池慎司さん
のハウスを訪ね、灌水作業や様々な品種のカーネーション
を見学しました。2日前には菊池さんから校内でスライドを
用いてカーネーションの特徴についての説明と、花束、ア
レンジメントなどの実物を使用しながら切花の用途につい
て学びました。見学を終えた児童は「いろんな色があること
がわかった。水やりを見ることができてよかった」と話しまし
た。児童らの感想を聞き、菊池さんは「熱い中で農家は仕
事をしていますが、こういう場所で花を作っているんだなと
思い出してもらえたらありがたいです」と話しました。

カーネーション生産
地元小学生が見学
カーネーション生産
地元小学生が見学

SDGs

SDGs SDGs

SDGs

カーネーションの灌水を興味深く見つめる児童たち

挨拶をする高橋毅部会長

インフォメーションインフォメーション
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アルビ運転代行
運営会社L･C･C株式会社

毎日お昼3時から営業

新潟県公安委員会認定第460509号

0120-918-651

お酒飲んだら乗らずに
お電話ください。

アルビ
運転代行

荒れた　やぶ、お手入れしませんか？荒れた　やぶ、お手入れしませんか？　やぶ

他業者の施工料、高いと思ったら
たけやぶの会へ！

伐採・処分・搬送伐採・処分・搬送
すべて承ります！

お困りの方、ぜひお問い合わせください！

〈
有
料
広
告
〉

Topic

5/26

芍薬を贈呈する土井組合長（右）と二階堂馨市長（左）

　新発田市松岡地区で芍薬の栽培を行う松岡薬草生産組合は、新発田市役所を訪問し、二階堂馨市長に芍薬を贈呈しました。
この芍薬は、新型コロナウイルスのワクチン接種を行う医療従事者への激励を目的に贈られました。芍薬の花言葉にある「幸せ」
にかけて、1日でも早いウイルスの収束に祈りを込めます。同組合は、R3年産の芍薬を切花として本格的に出荷を始めました。
出荷数量は5,000本で、生薬の原料になる根と切花の二刀流で所得向上に力を入れます。
　中山間地で鳥獣害の影響を受けない芍薬は、同市が主導でH26年3月に松岡地区で実証圃を設置したのが始まりです。R3
年4月27日に同組合を設立し、構成員が8人、約50aの圃場で栽培されています。根の生育には、4年から5年ほどの年月が
掛かりますが、その経過の2年から3年で1株から20～40本の花が咲きま
す。今までは根を太らせるために花を摘んでいましたが、R2年に切花として
出荷できるか試験を行いました。ある程度採算の見込みが立ったことで、
R3年5月から本格出荷を開始しました。
　同組合の土井光信組合長は「市とJAの協力でここまでの活動ができるよう
になりました。大変感謝しています。この芍薬で医療に従事する方を励ませ
れば嬉しいです」と話しました。これに二階堂馨市長は「私が市長になった当
時に松岡の皆さんから薬草をやるとお話をいただきました。今では切花の出
荷を始められ、自立した組織として活動されています。この取り組みが力強
いメッセージとなって地域おこしに繋がっています」と激励しました。

芍薬、花と薬草の二刀流　切花本格出荷へ　芍薬、花と薬草の二刀流　切花本格出荷へ　

SDGs

SDGs

　農事組合法人米倉村は、自作のラジコンボートを使用した圃場の除草剤散布を行いました。ラジコンボートを使用した散布
は今年で4年目となります。
　以前は投げ込みで除草剤散布を行っていましたが、以前、笹神地区でやっていたラジコンボートを使用した除草剤散布を検
討したのが始まりになります。現在は、58人の構成員のうち15人が所属するHARUBO除草クラブメンバーがボートでの散布
を行っています。初代のボートは、ウォータースポーツで使われるボディボードを削り、草刈り機のエンジンとタッパー容器を
使用したものでしたが、改良を重ねた今は2代目ボートで作業しています。ボート名は、「春の防除とボート」から「HARUBO（ハ
ルボー）」と名付けられています。
　基盤整備も進み、大型化した圃場に投げ込みや一部圃場に入りながら散布を行っていた際は、１ha散布するのに40分かかっ
ていました。ボートを使用してからは、約15分で作業を終えることができるようになりました。１日2時間で約６haの作業をこ
なし、6日間でボートでの散布を予定する34haの作業が終了します。
　構成員の下妻兵栄さんは「勢いよく水面をかき分けながら進むことにより水面のアオミド
ロを散らしながら農薬が散布され、波により均一にいきわたらせることができます。労働力
の軽減や作業の効率化により、高齢化する農業の担い手の負担を減らすことができます。
今後は若い後継者から農作業に魅力をもってもらうためにこのような取り組みは必要だと思
います」と次代の農業を見据えています。

水面を走るＨＡＲＵＢＯ

Topic

5/30
ラジコンボートで除草剤散布
作業効率向上と省力化に期待
ラジコンボートで除草剤散布
作業効率向上と省力化に期待
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✿　ご贈答、お中元、家族への贈り物、ご家庭に　✿

✿ 　　　会合、会議、集会、イベント・大会などの　　　 ✿食事・おみやげ・景品等に是非、ご利用くださいませ。

神前料理

配 達いたします

各種メニューは郵送、FAX、お届け、
致しますので、お電話などでお気軽に
お申し付けくださいませ。

JA北越後組合員様限定 知人のみの個室でのお食事、
小宴会、マイクロバス無料送迎も
ご利用くださいませ。

知人のみの個室でのお食事、
小宴会、マイクロバス無料送迎も
ご利用くださいませ。2000円より配達いたします。

〈
有
料
広
告
〉

圃場で玉ねぎの生育状況を確認する参加者

新規生産者の秋冬ねぎ圃場を確認

Topic

6/2

　北越後農協加工用野菜部会は、青果物集出荷センターで玉ねぎの出荷会議と管内の圃場巡回を行いました。関係者22人
が参加した出荷会議では、主要品種であるネオアースの作柄と収穫前の栽培管理の確認を行いました。圃場巡回では、管内
の圃場2か所を回り、玉ねぎの生育状況を確認しました。早い圃場では茎葉の倒伏が始まっており、6月中旬ごろ収穫作業が
本格化する見込みです。
　R3年産は、昨年12月以降の急激な気温の低下や年明けの大雪で越冬
率は98％程度確保できましたが、株に影響が出た圃場もありました。4月
は低温でしたが、5月は高温傾向であったため生育は順調で、多収となっ
た19年と同水準になりました。今後の栽培管理では、かん水や収穫直前
までの病害対策を徹底します。
　同部会の遠藤博部会長は「玉ねぎの収穫の季節となり、天候も安定して
サイズ、収量に期待ができます。作付面積も増えてきています。部会で協
力体制を組みながら収穫作業を頑張っていきましょう」と呼びかけました。
　同部会では、約330tのR3年産玉ねぎの出荷を計画します。

玉ねぎ収穫前に出荷規格と圃場状況を確認玉ねぎ収穫前に出荷規格と圃場状況を確認

SDGs

Topic

6/8

　北越後農協ねぎ部会は、青果物集出荷センターで長ねぎの中間管理指導会を開きました。関係者20人が出席し、主に秋冬
ねぎの栽培管理について話し合われました。近年、軟腐病による被害が大きく、減収を防ぐための対策の徹底と今後の栽培管
理を確認しました。
　R2年産の長ねぎは、7月と8月上旬の降水量、その後の高温で軟腐病が例年より多く発生しました。高温の影響で草勢の
低下が見られ、ブルームも強く発生しました。この結果を踏まえて、R3年産では排水対策と発病の基となる傷や腐敗を防ぐた
め初期の防除に重点を置きます。あわせてタネバエやネダニの防除も徹底していきます。
　今後の栽培管理として、土寄せや追肥、かん水について新発田農業普
及指導センターから説明が行われました。長ねぎの主要害虫防除の説明
では、病害虫の種類と薬剤の種類、使用可能な時期の確認を行いました。
　指導会後には、R3年から新規で長ねぎ栽培を行う生産者の圃場を視察
しました。同部会は、若手を中心とした6人の新規加入者があり、ベテラ
ン勢が積極的にアドバイスを行います。「軟腐病の予防、タネバエなどの
防除を徹底していきたいです。今のところ生育は順調。皆でしっかりと栽
培管理をしてA品率の向上を図っていきたいですね」と後藤健一部会長は
意気込みます。秋冬ねぎは、11月ごろに収穫最盛期となる見込みです。

長ねぎ、軟腐病対策と栽培管理の徹底を長ねぎ、軟腐病対策と栽培管理の徹底を

SDGs
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6/9

県展賞の盾を受賞し嬉しそうに見せる宮野さん

　新潟県内で最大の美術展覧会「県展」が開かれました。日本画を始めとする７部門からなる歴史と伝統を持つ県内最大の公募
展です。今回７５回目を迎え３０００点以上の応募作品の中から、日本画部門で宮野洋子さんが県展賞を受賞されました。
　宮野さんはやわ肌葱を題材にした絵を描かれました。その農作物に対する想いは、絵の細部にわたり表現されており、ねぎ
の白さと土の風合いがとても美しく描かれています。「今スーパー等に並んでいる綺麗な野菜が、子供の目にどう映っている
のか考えます。私が子供の時から見てきた野菜には、根っこも付いていたし、葉が枯れた部分や土も付いていました。ねぎを
包む薦（こも）も当時は天然のわらを編んだものを使っていました。その風合いや農作物そのもののよさがありました。単純に
絵が好きだから描いているのではなく、野菜を描くことに特別な感情があります」と宮野さんは熱
心に話されました。
　宮野さんは、旧加治川村の農家の長女として生まれ、父親が毎日農作物を大切に育てている後
ろ姿を見て育ちました。農業への想いは強く、本作品にも特徴として表れています。
　この日本画には、鉱物を砕いて作った岩絵具から抽出した顔料を膠（にかわ）で溶いて作った絵具
を用いています。何度も絵具を薄く重ねながら描かれていき、本作品は冬季の約４か月をかけて
作り上げました。

地域の名士「日本画を描く農家 宮野洋子さん」地域の名士「日本画を描く農家 宮野洋子さん」

SDGs

SDGs

　本年３月に、新潟和牛では１８年ぶりにブランドとして「新発田牛（しばたうし）」
が誕生しました。この和牛をいち早くイベントとして取り上げたのが、新潟市内
にある万代シルバーホテルです。同ホテルは、６月９日に「第１６回 地産地消の
仕事人」と題したイベントを開き、新発田牛の極上のフレンチを提供しました。
総料理長である森本節生シェフが最高格付である５等級の新発田牛を使用した
フレンチは、新発田牛の魅力が存分に引き出されていました。
　イベントには、８４人が来場しました。新型コロナウイルス対策で席の間隔を
確保し、従来の半数の来店人数に制限しながら料理を提供しました。
　テーブルに新発田牛のフィレ肉料理が並ぶと、森本シェフは「３月の終わりに
ブランド牛認定の新聞記事が掲載されたのを拝見し、すごく嬉しかったです。そ
の肉を使って料理したい気持ちになりました」と挨拶しました。来場者からは、「数
ある和牛を食べましたが、脂身がしつこくなく、さっぱりしています。赤身の旨
味も絶妙です」と新発田牛の料理を堪能していました。
　新発田牛の生産者で新発田牛生産協議会の五十嵐正平会長は、「新ブランド
誕生がゴールではありません。これからがスタートです。地域住民を始め、県
内外に向けて多くの消費者に新発田牛を知ってもらいたいです」と今後の抱負を
話しました。

新発田牛極上フィレ肉料理

挨拶をする五十嵐会長

Topic

6/9 新発田牛がフレンチに新発田牛がフレンチに
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告
〉

　整形外科はその難解なネーミングより何をする診療科な
のかいまだに世間に理解されていません。さらに今回は脆
弱性骨盤骨折という、名前も診断も治療も難しい骨折の話
です。
　骨盤骨折はもともと高い所からの転落事故などで起きる
重傷の骨折ですが脆弱性骨盤骨折は、ちょっと転んだとか
椅子に座っただけでも起きます。
　この骨折の問題はまず診断の困難さです。骨盤は非常に
大きな骨のため骨折する箇所により症状はさまざまで、最
初は必ずしも整形外科を受診するとも限りません。認知症
の人も多く転んだかどうか覚えていないため診察の手がか
りがつかめないことも普通にあります。
　また骨盤は複雑な形をしている上に骨粗鬆症で骨が薄
く、レントゲン写真では骨折がよくわからないことも問題
です。そこでCTやMRIを撮るのですが、それでも診断がつ
かないことすらあります。

　治療も困難です。多くは手術をしなくても自然に骨が治
りますが中にはいつまで経っても痛みが取れず寝たきりに
なる人もいます。どうして人によって症状や経過に違いが
あるのかまだわからないところですが治りが遅い場合は手
術を考えます。手術方法はまだ発展途上ですが高齢で他に
病気がある人がほとんどのため大きな手術は行えません。
必要な場所だけネジで止めるのが一般的ですがレントゲン
でよく映らない骨折のため非常に難しく特殊な設備が必要
なこともあり、どこの病院でも誰でもできるような手術で
はないのが現状です。
　このような大変な骨折を防ぐためには骨粗鬆症の治療が
必要です。しかし令和の時代になってもまだ骨粗鬆症の治
療率は2割ほどでとんでもなく低値です。治療の必要性を
いくら説明しても理解できない人も非常に多く元号だけ変
わっても人間は何も変わらないことに虚しさを感じます。
是非ともしっかり骨粗鬆症治療をして無駄な骨折を起こさ
ないように願うばかりです。

豊栄病院　整形外科部長　吉田　桂

年金相談・お手続きの際は予約相談をご利用ください。
ご予約いただくと…
①お客様のご都合にあわせて、スムーズに相談できます！
②相談内容にあったスタッフが事前に準備のうえ、丁寧に対
応します！

〈予約相談の実施時間帯〉
　午前8時30分～午後6時00分（月曜日）
　午前8時30分～午後4時00分（火～金曜日）
　午前9時30分～午後3時00分（第2土曜日）
＊月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に午後
6時00分まで予約相談を実施しています。

予約の申し込みは｢予約受付専用電話｣へ！
　0570‒05‒4890
〈予約受付番号受付時間〉
　月～金（平日）　午前8時30分～午後5時15分
○予約相談希望日の1カ月前から前日まで受付しています。
○ご連絡の際は、基礎年金番号の分かる年金手帳や年金
証書をご準備ください。
○お近くの年金事務所でも受付しています。
◯老齢ターンアラウンド請求書の手続きであれば、イン
ターネットでも予約を受け付けておりますので、ご利用
ください。

（詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。）

ご自宅で「ねんきんネット」始めてみませんか！
「ねんきんネット」とは、お客様がパソコンやスマートフォ
ンでご自身の年金情報を手軽に確認できるサービスです。

｢ねんきんネット」でできること
　・年金記録の確認　　・年金見込額の試算
　・通知書の確認　　　・通知書の再交付申請　など

マイナンバーカードをお持ちの方は
マイナポータルの「もっとつながる」からも簡単に始めら
れます！

※お客様によっては、基礎年金番号が必要となる場合がございます。

お問い合わせはナビダイヤルまたは｢ねんきんネット」で検索
　ナビダイヤル：0570－058－555
　　　　　　　※050から始まる電話でおかけになる場合は
　　　　　　　➡03－6700－1144
　受付時間：月曜～金曜日：午前8時30分～午後5時15分
　　　　　　　　　　　　　（月曜のみ午後7時00分まで）
　　　　　　　第2土曜日：午前9時30分～午後4時00分

※祝日（第2土曜日は除く)、12月29日～1月3
日はご利用いただけません。

ねんきんネットで検索：https://www.nenkin.go.jp/n_net/

マイナポータルに
ログイン

「もっとつながる」
機能から連携

「ねんきんネット」
そのまま利用開始（※）
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  1　仙人が食べているというもの
  3　学校を出て家まで帰ること
  6　年齢を数えるときに使う言葉
  7　ラジオから1970̶̶の曲が流れてきた
  8　この虫が作る繭から絹が取れます
10　下から5桁目です
12　ものは̶だ、まずやってみよう
14　サーフィンやヨットを楽しめる場所
16　「やれ打つな蝿（はえ）が手をすり足を
　　　する」は小林̶̶の句です
18　日本髪に挿す飾り
20　ゆでたそうめんの水を切るときに使います
22　親同士が兄弟姉妹です
23　将棋に似た西洋のゲーム

  1　雨や日光を避けるために差します
  2　緑に黒のしまがある果実
  3　増（ぞう）の反対語
  4　ヤッホーと叫ぶとヤッホーと返します
  5　片目をパチンとつぶります
  7　キャッツアイとも呼ばれる宝石
  9　木材を薄く加工した物
11　一つ目小僧とか小豆洗いとか。̶̶変化
13　量より重視されることもあります
15　爽やかな香りのするハーブ。ペパー̶̶
17　つぼ焼きにするとおいしい貝
19　漢字で書くと雑魚。取るに足りないもののこと
21　みんな出掛けている状態

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？

荻原　渉希さんの作品
日本アニメ・マンガ専門学校

　母の日に子どもから、黒にんにくメーカー
をもらい、黒にんにくが簡単に作れるので、
たくさん作って毎日、家族で食べたり人にあ
げたりしています。

（新発田市　60代　女性）

　いつも楽しみにしています。地元に密着し
た情報が多くて良いと思います。

（新発田市　40代　女性）

　木々の緑が濃く染まり、ご近所で見られる
バラの花の赤や紫の色がとても映えます。緑
があっての赤であり、赤があっての緑であ
り。どちらも心を和ませてくれます。さて、朝
顔でも植えましょか。

（新発田市　60代　男性）

　新緑がまぶしいいこの時期が最高です。た
だ残念なことに梅雨入りが発表されました。
これも又、日本ならではのことなのでいいか
と思います。

（新発田市　60代　男性）

　月始めに笹取りに行ってきました。コロナ
ワクチンの接種もあり、少しあわただしかっ
たけれど、大きな笹を取ってきました。それ
になにより山のひんやりとした空気を胸
いっぱいに吸い込んで、わらび、ふきを1束ず
つ取ってきて早速一晩あくぬきをしておい

しく調理をして食べました。
（新発田市　70代　女性）

　オリンピック、パラリンピックをやってほ
しい気持ちですが、新型感染症も心配です。
7月号が発行される頃は、どんな状況でしょ
う。来年は冬季開催だから再延期はどうなん
でしょう。

（新発田市　60代　男性）

　「こったま～や」オープン楽しみにしてい
ます。ベジタブルライフの(ビーツ)カブの仲
間かと思ったけど、全く違う。いろいろおも
しろい。

（新発田市　80代　女性）

　私は「作ってみよう！家庭菜園」を楽しみに
しています。参考にしながら家庭菜園をして
います。これからも宜しく！

（新発田市　60代　女性）

　我が家の近くでは猿がよく来ます。窓など
閉めておかないと家の中に入ってきます。以
前、家の中に2回も入られたこともあり、ビッ
クリしました。

（新発田市　60代　女性）

　6月も中旬となり、玉ねぎの収穫も終わ
り、次はじゃがいもです。夏野菜が次々と食
べられて毎日楽しんでいます。初ものは特に
美味です。幸せですね！

（新発田市　70代　女性）

　青果店に「さくらんぼ」が並ぶ季節になり
ました。イチゴの後を継ぐように赤くなった
実が購買意欲をそそります。店頭に出るまで
に、農家の皆様が我が子を育てるようにされ

たのでしょう。私が子供のころに比べると品
種もずいぶん増えたようです。財布と相談し
ながら、あれこれ手を伸ばしています。

（新発田市　60代　男性）

　読者の声楽しんでいます。読んでいると
「うんうん、わかるわかる」「へ～そう」共感す
ることだらけ。自分だけじゃないんだと勇気
がわいてきます。

（聖籠町　60代　女性）

　透析生活始めて1ヶ月。センパイも沢山お
られます。病院でのDVDのミニシアターを
楽しみながら、前向きな新生活を送れている
ことに感謝です。

（新発田市　60代　女性）

　気温が上がり、マスクでの農作業はとても
きつくなりました。初夏の畑地には新鮮な空
気がありますので、熱中症予防の観点からも
6月からは外しています。

（聖籠町　80代　男性）

　コロナワクチン2回目も接種できました。
いろいろな意見、事情もある様ですが高齢者
にとっては少し気持ち的にほっとしていま
す。ありがたいことです。

（新発田市　80代　女性）

■応募締切
当月20日（消印有効） ※お預かりした個人情報につきましては、広報活動に利用する以外は使用しません。

■あて先　〈ハガキ〉　〒957-0011 新発田市島潟1184-1
　　　　　　 　　　　  　ＪＡ北越後本店　広報誌係
　　　　　〈メール〉　info@ja-kitaechigo.or.jp

ハガキまたはメールで、
①パズルの答え　②住所・氏名・年齢・電話番号
③読者の声VOICEへのメッセージ を記入しご応募ください。
読者の声 来月のテーマ、ＪＡまたは、広報誌へのご意見・ご感想／身の周り
の出来事／生活の知恵／わが家の○○自慢／イラストなど

■当選者の発表は商品の発送をもってかえさせていただきます。

先月号の答え

タ
テ
の
カ
ギ

ヨ
コ
の
カ
ギ

ミズタマリ
多数のご応募
ありがとう
ございます。

＜応募方法＞

一
一
八
四-

一

63

当面テーマを自由と
させていただきます。

8月号のテーマ

声読者の声読者の声読者の声読者の
今月の
テーマ

抽選で５名様に農協全国商品券1,000円分をプレゼント

Reader’s Voice

クロスワード
パズル

クロスワード
パズルパ　　

ク
頭の体操頭の体操

き た っ ち
マ ン ガ

フリートーク
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JAデータ （令和3年5月末現在）

組合員数
うち正組合員
うち准組合員
出資金
貯金
貸出金
長期共済保有高
販売品販売高
購買品供給高

16,506人
7,696人
8,810人

29億6,415万円
1,020億3,287万円
290億7,779万円
3,724億9,399万円

9億6,929万円
6億311万円

※令和3年４月からの実績です。

経営管理委員会だより
■ 令和3年6月1日（火）

協　議　事　項
⑴     
⑵     
⑶     
⑷     
⑸
⑹     
⑺    
⑻    
⑼        

経営管理委員及び理事に対する貸出の承認について     
第25回通常総代会の運営について     
組合員等の表彰について     
監査後　令和２年度末実績検討表について     
監査後　令和２年度剰余金処分(案)について     
監査後　令和３年度事業計画の一部修正について     
組合員の加入について     
役員賠償責任保険の保険料負担について     
㈱ﾗｲﾌｻﾎﾟｰﾄ北越後の令和２年度決算実績及び剰余金処分（案）について          

シ
ェ
フ
の
お
す
す
め
レ
シ
ピ

Chef’s
recommended

recipe

2021

7月

作り方
むきエビから片栗粉までの材料をボウルに入れてよく
混ぜてあんを作る。
春巻きの皮を広げて、あんを巻き上げて、皮の縁にの
りを付けてとじる。
サラダ油を160度に熱し（2）をきつね色に揚げる。
（3）を器に盛り付け、レモン・パクチー（材料外）を添
え、エスニックソースの材料を混ぜ合わせ、別の器に
入れて添えて出来上がり。

（１）

（2）

（3）
（4）

材料（3人分）

エビ春巻きエスニックソース

春巻きの皮（小） 6枚
あん
　むきエビ
　（包丁で粘りが出るまでたたく） 120g
　タケノコ水煮
　（みじん切りして湯通しする） 60g
　青ネギ（みじん切り） 大さじ1
　ショウガ（みじん切り） 小さじ1
　塩 小さじ1/4
　こしょう 少々
　しょうゆ 小さじ1
　ごま油 小さじ1
　砂糖 小さじ1/4
　ナンプラー 小さじ1
　片栗粉 小さじ1
のり（小麦粉1：水2） 適宜
サラダ油 適宜
エスニックソース
　マヨネーズ 大さじ1
　ナンプラー 大さじ1
　レモン汁 大さじ1
　豆板じゃん 小さじ1

作り方
フライパンにオリーブ油、ニンニク、タカノツメ、タコを入れ弱火で香りを移しながら3～4分
ほど炒める。
（1）に白ワインと食べやすい大きさに乱切りした野菜類を入れる。塩・こしょうを振り、砂糖、
ナンプラーを入れ2分ほど強火で炒める。火を止めてレモン汁を入れる。
（2）を器に盛り付けて出来上がり。

（１）

（2）

（3）

材料（2人分）

タコのエスニック炒め

蒸しタコ（ぶつ切り） 120g
キュウリ 1本
ダイコン 1/8本
トマト 中1個
セロリ 1本
ニンニク（みじん切り） 小さじ1
タカノツメ 3本
オリーブ油 大さじ1
白ワイン 大さじ1
塩・こしょう 適宜
砂糖 小さじ1
ナンプラー 大さじ1
レモン汁 大さじ1
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編集後記
　数年ぶりに広報に携わる仕事に戻ってきまし
た。会議等で生産者さんの熱心な想いをお聞きし
ていると、もっともっとこの地域の農畜産物を知っ
てもらいたいとの気持ちでいっぱいになります。実
際に圃場を見せていただくことも多いのですが、
食べておいしいのはもちろん、日光を浴びてぐん
ぐん育っている野菜の姿は見ているだけでも元気
が出ます！「広報きたえちご」読者のみなさまにも
誌面を通して、これからたくさんのことをお伝えし
ていければ、と思っています。
　いよいよこの広報誌が配られる頃は「こったま
～や」がオープンを迎えます！今月号は特集で一足
先にみなさまにご紹介させていただきましたが、
いかがでしたでしょうか。売り場にはカラフルな夏
野菜がこったま並ぶ時期。茹でたての枝豆と玉蜀
黍（とうもろこし）と冷たい飲み物でリフレッシュ
して初夏を乗り切っていきたいですね（^^）（Y）

　
用事は後回しにせず処理するのが
トラブル防止の秘訣（ひけつ）。テ
レビやネットでは役立つ情報を入手
できそう

　
慌てずじっくり時間をかけて。スロ
ースタートを心掛けると良い流れ
をつくれます。おしゃれをして運気
もアップ!

　
いつもより「楽しむ」時間を優先さ
せて。ゆったり楽しい時間を過ごせ
ば良い考えが浮かびそう。買い物
にツキ

　
勢いがあり大きな進展が期待でき
ます。温めてきたプランを実行に移
しましょう。新しいものにもツキあ
り

　
びっくりするほど忙しくなる可能性
が。自分のことを優先し過ぎるの
は危険。人のための行動で救われ
ます

　
運勢はまずまずですが心の内は穏
やかではなさそう。愚痴は控えめ
に、うわさ話には加わらないよう
に。状況が好転

　
注目度がアップし、いろいろなとこ
ろに引っ張り出されそう。責任感を
発揮して。大きな飛躍が望めます

　
苦労が報われます。やるべきことも
はっきり見えてくるはず。つらい決
断でも迷わず前進を。自分を褒め
てあげて

　
上昇運です。霧が晴れていくように
状況が改善していきます。お誘いや
提案は前向きに検討を。いい芽が
出るはず

　
大事な話から始めましょう。計画も
やり残しが出ることを想定して優
先順位に気を配って。堅実プラン
で開運へ

　
計画性を発揮して。具体的なプラ
ンを提案できれば勝利の女神はあ
なたにほほ笑みます。周囲の力を
借りるのも◎

　
好調運に恵まれます。感謝の気持
ちを示せば好循環が加速。ビジネ
スもプライベートも遊び心を発揮し
ましょう

今月のあなたの運勢  ７月

新
潟
県
新
発
田
市
島
潟
1
1
8
4
番
地
1

企
画
管
理
部
組
織
広
報
課

発
行
　
企
画
管
理
部
組
織
広
報
課

h
ttp
s://ja-kitaech

igo
.o
r.jp

蕗谷虹児
KOJI  FUKIYA 
本名一男
新発田町（当時）出身
父は地方紙記者
抒情画家　詩人
明治31（1898）～
昭和54（1979）年

大正９年、21歳、少女雑誌からデビュー。詩画
集９冊を出版、時代の寵児となる。『花嫁人
形』は25歳の詩。大正14年渡仏、春秋のサロ
ンに連続入選、個展も成功させる。帰国後は
再び挿絵を描き、モダンな画風で一世を風靡
する。名作童話や絵本の分野でも活躍。晩年
は個展に『花嫁』など出品、画集５冊を出版。
中伊豆で没、80歳。昭和62年、蕗谷虹児記念館。

　大正９年の初め、一男（後の虹児）22歳は
樺太放浪後に上京、画塾の先輩に同行、本郷
の菊富士ホテルで暮らす竹久夢二を訪ね、樺
太で描いたスケッチブックの絵を見てもらう。
夢二が「少女画報」編集長の水谷まさる（詩
人）に紹介状を書いてくれたので、同誌のカ
ット絵を手始めに挿絵画家としてデビュ―後、
水谷に勧められて詩作も始めるが、やがて表
紙絵の連載を任され、人気挿絵画家に―。

☆
　虹児の没後、中伊豆の画室に遺された画集
や辞典類の中に、河出書房刊の「日本現代詩
大系」全十巻（昭和26年発行）があって、その
の第七巻には虹児の詩画集『孤り星』、『睡蓮

の夢』、『悲しき微笑』から２篇ずつ、計６篇
の詩と絵が転載されていた。この日本現代詩
大系を入手したのは虹児本人であるが、自身
最初の詩画集である『銀の吹雪』（交蘭社）な
どは載っていなかった。佐藤春夫、堀口大學、
西條八十といった錚々たる面々が連なる第七
巻だが、虹児が帰国後に満を持して出版した
詩画集『花嫁人形』（昭和10年）は載ってい
ない。虹児自身はどう思っていたのだろうか。

「巡禮子」
野原に行き暮れ　河原に迷い　心ぼそさ
に　ふとたたづめば　河原小石の　小石
のかげに　蛍も一人で　泣いてゐた

（蕗谷虹児記念館元館長　蕗谷龍夫）

左  ｢少女画報」に描き始める、弟二人と。大正10年

中  詩画集『孤り星』文化社　外函　大正12年2月

右  『巡禮子』　詩画集「孤り星」から　大正12年2月

ギャラリー蕗谷虹児
2021.7
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