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今夜何食べる? !
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JA
北越
JA北
越 後産 の 肉

豊富な水と恵まれた自然環境で育まれた地域自慢のおいしいお肉です。
早いもので間もなく年の瀬ですね。何かと気ぜわしい年末は
栄養たっぷりのお肉を食べて元気に乗り切りましょう！
JA北越後管内の銘柄豚肉パイオニアポークと
し

ば

た うし

今年ブランド化された話題の和牛新発田牛についてご紹介します。

豚肉
パイオニアポーク
とは

牛肉
し

ば

た うし

新発田牛とは

（正式名称：にいがた和牛新発田牛）

配合飼料給与と衛生管理、飼養管理を徹底したＪＡ北越後管内指定農家の高品質な肉豚を
「北越後パイオニアポーク」
として販売しております。
淡いピンク色の肉質でキメが細かく、とてもなめらかで瑞々しい肉質です。一般的な豚肉よ
りアミノ酸が多く含まれ、旨味、甘味といった肉本来の味が楽しめるお肉です。噛むごとに上質
な脂の甘さが感じられます。キメ細やかで締まりの良い豚肉は高い評価をいただいています。
県内2例目のにいがた和牛の新たな地域ブランドとして今年4月に承認されブランド化され
ました。
「にいがた和牛」
の中でも新発田市が最長飼育地で４等級以上の上質な肉質の厳選和
牛です。
脂質の融点が低く、口に入れると脂が溶け出すほどです。上質な甘みは新発田牛ならでは
の贅沢な味わいです。

豚肉や牛肉にはどんな部位がある？
ぶた

●主な部位と適した食べ方

肩ロース…しっかりとした食感でコクのある味わい。
バラ………赤身と脂肪が層になり、やわらかく甘味が強い。
ヒレ………脂肪分が少なく、キメがより細かくやわらかい。
ソテーするなど油で調理すると旨味がさらにアップ。
ロース……キメが細かく適度に脂肪がありやわらかい。
外側の脂肪に旨味があるのでトンカツにおすすめ。

牛

●主な部位と適した食べ方

サーロイン…キメが細かく、やわらかで最高の肉質。
ステーキ、ローストビーフに。
肩ロース……適度な脂肪で風味がよい。焼肉におすすめ。
バラ…………キメは粗めだが、赤身と脂肪が層になり甘味を
感じる。焼肉や肉じゃがなどに。

牛肉の格付でよく聞く
「A５」
ってどういう意味？
枝肉から骨や余分な脂肪を取り除いてどのくらい部分肉が取れるかを見て、多く取れる
ものから
「A」
「 B」
「 C」
とランク分けする歩留等級と、脂肪交雑、肉の色沢、締まり及びきめ、
脂肪の色沢と質を
「5」
「 4」
「 3」
「 2」
「 1」
にランク分けした肉質等級との組み合わせで表した
ものです。
出典：
「お肉のQ＆A」全国食肉事業協同組合連合会 参考：日本食肉格付協会
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生産者さんに聞いてみました！
新発田牛生産者
新発田市豊浦地区

五十嵐 久人さん

120頭の肉牛を肥育しています
新発田牛の肥育に関して、エサの
内容を新発田牛だけ特別にしてい
ることはありませんが、こだわりと
して稲わらは鮮度のよい自前のも
のを使 用しています。新 発 田 産の
肉 牛ということもあり、新 発 田 産
の稲わらを使いたいと考えています。育てているこの地域
は、山や林野に囲まれた自然豊かな土地です。市街地より
も静かで、牛もストレスを感じず、生育に適した環境だと
思います。

牛は人懐っこく
すぐに寄ってきます

パイオニアポーク生産者
新発田市松浦地区 相馬 成実さん
500頭を飼育しています
パイオニアポークが出荷される
まで約半年、体重が110㎏を超え
たも の か ら 順 次 出 荷 が 始 まりま
す。飼 料は、穀 物 類と管 内 の 飼 料
用 米を砕いたものを与えます。豚
舎の環境が大切で、豚が過ごしや
すいように温 度 管 理を徹 底して、ストレスなどの 負 荷を
かけないで健康に育てることが美味しい豚肉になる秘訣
です。

穀物類を中心とした飼料

飼料に集まる子豚たち

五十嵐さんから皆さんへメッセージ

相馬さんから皆さんへメッセージ

今年7月に就農し、畜産を行いながら稲作もしていた父
の苦労を初めて知りました。体調管理には気配りが欠かせ
ないですが、何よりも牛の成長が楽しみになっています。
消費者の皆さんが美味しそうに和牛を食べてくれるこ
とが生産者として一番嬉しいことです。ぜひ多くの方に召
し上がっていただきたいです。

脂に旨味があり、肉質は柔らかく、味に嫌みがないパイ
オニアポークは、生姜焼きなど定番の料理でまずは味わっ
てほしいです。栄養価が高く、小さなお子さんや豚肉の脂
身が苦手な方でもパイオニアポークなら美味しく食べられ
るとお声をいただきます。年末年始はもちろん、定番の豚
肉としてご賞味ください。

語りかけながら餌を与える五十嵐さん

お買い求めは

こったま〜や へ
3

牛・豚どちらのお肉も愛情たっぷり、
安心・安全な環境で育てられています。
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豚の様子を確認する相馬さん

毎月29日の「肉の日」や、月ごとのカレンダーで定めた日に入荷しています。生産者
の想いが込められた地元のおいしいお肉は旬の地場産野菜とも相性ピッタリです！
お好みのお料理でたくさんお召し上がり下さい! ご来店をお待ちしております
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作ってみよう！

Home Gerden
畑仕事に便利な農具
快適で楽しい作業にするために

農具はかつての「村の鍛冶屋さん」が、農作業の用途や土質に適した形
に作り上げた道具です。そのため地域によって形状がさまざま。そろえ
ておきたい代表的な農具を紹介します。
［土起こし作業］
（図1）
荒れた畑は土が固く締まり、草の根がはびこっています。このような
畑を起こすには、備中鍬（ぐわ）か唐鍬（ぐわ）を使います。備中鍬は3、4
本の爪に分かれ、粘土質の畑でも土離れの良い刃型で、芋の掘り起こし
にも重宝します。唐鍬は1枚の細身で肉厚の刃で、頑丈なので荒起こし
に向きます。
スコップは土を運ぶ、穴を掘る、堆肥・肥料を土と混ぜるなどに使い、
先のとがった剣先スコップは穴掘り作業に、先が平らな角スコップは運
ぶ、混ぜる作業に適しています。
［畝立て作業］
（図2）
平鍬（くわ）は1枚の刃が付き、耕す、整地をする、溝を掘る、畝を立て
る、土寄せするなどほとんどの作業がこれ1本でできます。平鍬の背側
や側面を使って、整地作業もできます。長さや重さが体や体力などに
合った物を選びましょう。農具を一つ選ぶとすれば、万能の平鍬です。ま
た、効率良く整地作業をするには、熊手のようなレーキを使います。土中
の雑草の根なども除去できます。最後に、畝をきれいに仕上げるには、板
切れ（端材）を使い、表面をならします。
［除草、土寄せ作業］
（図3）
草削りには、片手鍬（ぐわ）、ホーとも呼ばれる半月形や三角形の軽量
な鍬があります。柄が長く立ち姿勢で作業ができる三角鍬（ぐわ）は、土
寄せ、溝切りにも使えます。
草刈りには平鎌を使います。伸びてきた草を片手でつかみ、鎌先を地
際から手前に引いて切断します。のこぎり鎌は、堅い草を刈るのに向い
ています。
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知っ得集
税務署からの重要なお知らせ
【マイナンバーカードを使って自宅からスマホで確定申告！】
確定申告は、ご自宅からのマイナンバーカードを利用したｅ−Ｔａｘ
・スマホ申告が便利です。
マイナンバーカードとスマホ
（マイナンバーカード読取対応）
があれば、
多くの方が来場される確定申告会場に出向くことなく、
国税庁ホームページ
「確定申告書等作成コーナー」
を利用して
確定申告を行うことができますので、ぜひご利用ください。
（メリットいっぱい！マイナンバーカード方式）
〇 マイナンバーカードとスマホがあれば、自宅から24時間いつでも申告できます！
〇 画面の案内に沿って入力すれば、自動計算されます！
〇 過去の申告データを利用して自動入力できます。
〇 還付申告の場合、
ｅ−Ｔａｘなら早期還付されます。
〇 相談はチャットボットや電話でもできます！
〇 スマホのカメラで源泉徴収票が自動入力されます！
（※注）
〇 スマホ申告は、専用画面を用意しています。
〇 マイナポータル連携により、一部の所得控除等が自動入力されます！
（こんなあなたはスマホ申告！）
〇 年末調整済で医療費控除やふるさと納税などの寄附金控除の申告をする方
〇 年末調整が済んでいない方
〇 ２か所以上の給与所得がある方
〇 年金収入や副業等の雑所得がある方
〇 株式等の譲渡（特定口座をお持ちの方）
（※注）給与所得の源泉徴収票をスマホのカメラ機能で読み取ると、記載内容が入力画面へ自動反映されます！

≪動画で見る確定申告≫

動画で見る確定申告

※詳しくは、新発田税務署

≪確定申告書等作成コーナー≫

確定申告

≪マイナポータル連携≫

マイナポータル

TEL. 0254-22-3161 までお問い合わせ願います。
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消費税のインボイス制度
について
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インフォメーション

第5

弾

農業を情報通信で

エース

A

マシンダー

スマホで水管理ができる！クラウド型水田水管理システムをご紹介
機械を使って作業を行うことが多い農業。前回までは,人物に関する内容を紹介してきましたが、今回か
らスマート農業に関する情報を紹介いたします。今月は、ＩＣＴ（情報通信技術）などを活用した次世代型農
業として、水管理の負担を大幅に軽減できるシステムをご紹介いたします。

テムの
水管理シス
特徴

１

スマホで水管理ができる
水田ファーモ

田んぼに行かなくても
スマホで給水・止水ができる
・給水ゲートを設置することによ
り設定した水位になるまで自動
でゲートを開け入水し、設定した
値を上回るとゲートが閉じて止
水します。
（０〜１５センチで設定可能）

2 どこにいても

Ａ圃場 Ｂ圃場
13:45 19:52
7.8cm 3.7cm
Ｃ圃場 Ｄ圃場
19:51 19:50
0.3cm 8.3cm

超音波の跳ね返りで
水位を測定

スマホで水位が分かる

・水位センサーが超音波で水位を計測し、通信機
まで通信。電源は太陽電地になります。過去の
水位データを見返すことも可能です。

※スマホ画像はイメージです

※商品名「水田ファーモ」

「資料提供：㈱ヰセキ関東甲信越」

3 入水時間も指定できる
・夜間のかん水も自動で楽にできます。

4 通信の仕組み
・通信機を設置する必要がありますが、
レンタル
で行いますので運用費用はゼロです。
・通信機の通信距離は半径約３キロメートルです。
※通信機はＬＴＥ
（４Ｇ）回線を使用。
３Ｇ回線は受
信できません。

商品のお問い合わせ先

JA北越後農機課
農機整備研修センター

「水田ファーモ」を持つ、ヰセキの渋谷さんとＪＡ全農の上道さん

フリーダイヤル ０１２０−９７３−３３２
０２５４−２１−００３９
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インフォメーション

部
女性
通信

新発田支部
布ぞうり作り

女性部新発田支部は11月８日と16日の２回にわたって
「布ぞうり作
り講習会」
を開催し、部員13名・職員２名が参加しました。新発田支
店貯金窓口担当の齋藤百合さんは
「皆さんと一緒に素敵な作品を作り
たいと思います」
と話し、作業を通して女性部部員と交流しました。布
ぞうり作りは初めての部員が多く、３名の講師の方に手取り足取り教
えていただきました。ロープに布を巻きつけながら編むのは少し難し
かったですが、慣れてくるとだんだん上達して楽しく作ることができま
した。
参加者は
「鼻緒と色が合っていて可愛いね」「自分で作ると愛着が
わくね」
と完成を喜びました。

いえかつ

家の光で

家活を楽しみませんか

毎月
【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。
12月号からは・・・

【農ライフのすすめ キウイフルーツの楽しみ方】
です

「農ライフのすすめ」
コーナーにはキウイのお勧め品種や鉢
植え栽培の基本、剪定枝を使ったクラフトのアイディアも載っ
ています。その中から
「キウイのとっておきレシピ」
を実践して
みました！そのまま食べてもおいしいキウイですが、たくさん

BBQソースに漬けた鶏もも肉

収穫できたときに試してみてはいかがでしょうか？
・キウイのBBQソース
煮詰めないから簡単！キウイの酵素でお肉が柔らかくなりま
す。漬け込んでオーブンで焼きます。スペアリブと鶏もも肉で
作ってみました。
・キウイのコンポート
サッと火を通すだけ。甘すぎずさっぱり食べられます。
12月号には「家の光 家 計 簿」・「未 来にのこすわたしノート」
がついています。

作り方は
【家の光】12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。
12月号の価格
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1,027円（税込、別冊付録込）
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キウイフルーツのコンポート

インフォメーション

JA
JA 北越後
北越後 年末年始営業日のお知らせ
年末年始営業日のお知らせ
施

A

設

令和3年12月
30日
31日
木
金

名

8：００
M
〜１9：００

T

1日
土

2日
日

令和4年1月
3日
月

９：００〜１７：００

農 産 物 直 売 所 9：００
こ っ た ま〜や 〜１8：００

4日
火

5日
水

8：００
〜１9：００
9：００
〜１8：００

休業

9：００
共 済 セ ン タ ー 〜１7：００

中

央

支

考

12月31日から1月3日まで日曜日・祝日と
同様の稼働時間となります。
平日8：00〜19：00
土曜日9：00〜19：00
日曜日・祝日9：00〜17：00
※29日は店頭で節季市を9：00から12：00
まで開催します。店舗の営業時間は18時ま
での通常営業となります。
※初売りは1月5日9：00から行います。
12月30日
（木）
は特定日ですが、17時まで
の営業とさせていただきます。

店 9：００

ローンセンター
本

備

〜１8：００

店

各

支

店

営 農 セ ン タ ー

通常
営業

休業

通常営業

青果物集出荷センター
配 送 セ ン タ ー

12月30日（木）は棚卸のため、配送セン
ター及び各購買センターは休業とさせて
いただきます。

川東・豊浦・聖籠・紫雲寺
購 買 セ ン タ ー

農機整備研修センターは、12月30日から
1月10日まで臨時休業とさせていただき
ます。通常営業は1月11日（火）からとな
ります。

農機整備研修センター

（株）
（株）ライフサポート北越後
ライフサポート北越後 年末年始営業日のお知らせ
年末年始営業日のお知らせ
施

設

令和3年12月
30日
31日
木
金

名

セルフ新発田給油所

川 東 給 油 所

通常
営業

豊 浦 給 油 所
紫 雲 寺 給 油 所

定休日

７：００
〜１8：００

令和4年1月
3日
月

4日
火

5日
水

考

※通常営業時間 8：30〜17：00
24時間電話対応（☎0120-21-5800）

８：００
〜１8：００

7：００
〜１７：００

休業

菅 谷 給 油 所

通常
営業

備

※通常営業時間

7：00〜21：00

※通常営業時間

7：00〜19：00

※通常営業時間

8：00〜18：00

通常営業

金 塚 給 油 所

燃料配送センター

2日
日

通常営業

葬 祭 セ ン タ ー

セルフ聖籠給油所

1日
土

通常
営業

定休日

8：００
〜１７：００

※通常営業時間 8：30〜17：00
12月31日の配達受付は12：00ま
でとなります。
（ 12：00以降の受付
は、年明けの配達となります）。

通常営業

ガ ス セ ン タ ー

※通常営業時間 8：30〜17：00
休業中は緊急電話対応（☎21-3457）

車 輌 セ ン タ ー
事

業

本

※通常営業時間

部

加 治 給 油 所

改装のため休店中

8：30〜17：00

開店日は別途お知らせいたします。
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インフォメーション

コンビニ
コンビニ ATM
ATM 等利用者手数料改定のお知らせ
等利用者手数料改定のお知らせ

お知らせ

＜限定特典＞ JA北越後年金受給者 様

お誕生日ご来店プレゼント
11月 ･ 12 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。
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（株）ライフサポート北越後
セルフ新発田 TEL：0 2 5 4 - 2 6 - 5 6 3 6
セルフ聖籠
TEL：0 2 5 4 - 2 7 - 5 0 8 6

お問い合わせは、最寄りの各JA-SSまで

川東給油所
菅谷給油所

TEL：0254- 25- 2228
TEL：0254- 29- 3327

豊浦給油所
TEL：0254-22- 4569
金塚給油所
TEL：0254-33- 2658
紫雲寺給油所 TEL：0254-41- 2513
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SDGs

10/29 新規栽培者へ収穫指導
秋冬ねぎが最盛期に
北越後農協ねぎ部会は、最盛期を迎えた秋冬ねぎの収穫指導を新規栽培者4人に行いました。指導会は、菅谷地区で新規
栽培に取り組み、収穫期を迎えた布施義隆さんの圃場で行われました。同部会の後藤健一部会長と当JA園芸振興課の大倉拓
磨担当が管理機の使い方や選別の方法、コモを使用した出荷方法を説明しました。
管理機の使い方は、後藤部会長が実演を交えながら説明を行いました。畝の崩し方から現場で行うねぎの調整は、天候によっ
て作業の進め方が変わってきます。季節的に天候が悪い日が増えてきますが、出来る限り晴れている日に収穫をしたいところです。
収穫後のねぎで注意するのが寝かせておかないこと。寝せるとねぎが曲がり、出荷規格で等級が落ちてしまいます。軟腐
病になったねぎを収穫してしまったときも注意が必要です。収穫したねぎに軟腐病になったものが混ざると、コモの中などで軟
腐病が伝染してしまい、出荷が出来なくなります。「軟腐病のものがあれ
ばすぐに取り除いてください。10月後半からようやく気温が下がり太りが
良くなってきました。数にこだわらず、少なくてもいいので積極的に出荷
をお願いします」
と後藤部会長は新規栽培者を激励しました。
指導会を受けて布施さんは
「草との闘いでしたが収穫までたどり着けて
良かったです。作業量がまだわからないので不安もありますが、雪が降る
前に収穫が完了するように作業を進めたいです」
と繁忙期への抱負を述べ
ました。
管理機の使い方を実演する後藤部会長（中）

Topic 基本の積み重ねが結果を生む

SDGs

いしやままさのり

石山農産の石山勝徳さん

Topic

2021新発田のおいしい
11/10
米コンテスト、上位者出揃う

SDGs

ＪＡ全農新潟が主催の「令和３年度肉牛枝肉せり販売」が

新発田市の生産者が丹精込めて栽培したコシヒカリＢＬ

新潟市食肉センターで行われました。県内５ＪＡの和牛２７

（コシヒカリの改良品種）米を集め、米のおいしさを競う米

頭が出品され、「農事組合法人

石山農産」の石山勝徳さ

んが見事に最優秀賞を受賞しました。審査では、牛の肉
質と歩留まりを評価して順位を決定します。この肉牛枝肉
せり販売は、生産者の手取り向上と県内肉牛の活性化を
促すことを目的としています。
最優秀賞を受賞された石山勝徳さんは
「正直驚きました
し、嬉しさもあります。今回評価されたことで改めて基本
の積み重ねによって結果が出ることが証明できました」
と真
剣な表情で話されました。毎日の作業に特別なことはなく、
その一つには、牛へ綺麗な水を供給すること。それには
常に水槽内の掃除は欠かさないと石山さん。「これからも
先輩方のアドバイスをよく聞き、基本を怠らずに牛が無事
に育つよう努めていきます」
と抱負を述べました。

全農新潟から賞状を受け取る石山さん

コンテストが、月岡温泉で開かれました。最高賞の金賞米
に同市金塚地区の「農事組合法人

相馬」が選ばれました。

コンテストでは、月岡温泉の料理長や食品会社の幹部、
地元の高校生ら１０人が審査員を務めました。各審査を経
た上位１０点を炊きあがったお米の外観、香り、味、食感、
総合の５項目を点数化して順位を決めました。審査員は
「甲
乙つけ難いくらいどのお米もおいしい」「生産者の苦労が
見える」「冷めてからの甘みの違いを試みた」
など悩みな
がら採点を行いました。
金賞米を受賞した
「農事組合法人

相馬」の大沼豊彦さ

んは
「続けてきた有機肥料や堆肥の効果がやっと出たと思
います。これからもいいお米を作っていきたいです」
と喜
びを語られました。
銀賞米は同市加治地区の「加藤農場」、銅賞米は新発田
地区の「川瀬農園」が受賞しました。

下中央に相馬の大沼さん、下右に加藤農場さん、下左に川瀬農園さん
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Topic ＪＲ新潟駅「アマビエ娘」脇に

段ボール製のクリスマスツリーを設置

今年１月にＪＲ新潟駅構内に当ＪＡ職員が作成した米の紙袋製「アマビエ娘」
を設置させて頂き、季節ごとに衣替えをしてまいり

ました。今回はクリスマスに向けた飾り付けをしたいと
「段ボールクリスマスツリー」
を当JA職員が作成し、JR社員の方と一緒
に設置、飾り付けをしました。

素材はSDGsの観点から廃材のダンボールを使用し、JR東日本新潟地区を走っている車両の写真を集めたものでオーナメン

トを作成いたしました。ツリーにはＪＡ北越後のマスコットキャラクタ―「アスパラくん」、
「き
たっち」
も付けられ行き交う人々の目を楽しませています。

コロナウイルス収束を願って新潟駅に設置した
「アマビエ娘」
も来年の1月には１年を迎

えます。最近は新潟駅にも観光客の方が増えてきたようで、設置当日にはたくさんの人
で構内は混み合っていました。

「アマビエ娘」
には1日でも早い感染収束と行き交う多くの人達をこれからも見守っても

らいたいと願っています。お近くに行かれた際は是非、足を運んで頂き、どこに
「きたっち」
が付けられているか探してみてくださいね。

Topic

おいしい介護食について
10/30
学ぶ

段ボールのツリーに飾りを付けるJR社員さん

SDGs

たすけあい組織ＪＡ北越後ひまわりの会は、営農センター
において介護食についての研修会を開催しました。例年は
福祉関連の視察研修として各地へ出かけていましたが、コ
ロナ禍のため講師を招いての開催となりました。
新潟調理師専門学校の吉田奈美副校長を講師として招
き、「おいしい介護食」
と題した講演を行いました。実際に
食品を使用しての研修は残念ながらできませんでしたが、
えんげ

嚥下機能についてや、食べやすくする工夫、おいしい介護
食とは等の介護食を作るうえで大切なことをスライドで学
びました。参加者からは
「きざみ方ひとつ手を加えることだ
けでも介護食になり、見た目を変えるだけで食べたくなる
ことを学べて勉強になりました」
など多くの感想が寄せら

Topic

10/30

合言葉は“トリックオアトリート”

SDGs

〜ハロウィンウォークＩＮ米倉〜

米倉地区では、子供たちがハロウィンのお化けや魔女

の仮装をして、集落の街道を歩き、近くの家々を訪れてお
菓子をもらったりするハロウィンイベントを行いました。参

加した２4人の子供たちが「トリックオアトリート！」
と大きな

声を上げて、近くの家々を訪ね、お菓子をもらった子供は
嬉しそうに
「ありがとう」
とお礼を言って、約１時間３０分集

落を歩き回りました。お菓子をプレゼントした下妻道恵さ

んは
「集落にこんなに子供が大勢いることに驚きました」
と

イベントを振り返りました。

地域おこし協力隊の上田綾菜さんは
「コロナ禍でイベン

トがなく、何か企画できないかと子供会の方から声を掛け
られたことがきっかけです。他にも様々なイベントを企画

し、集落の活性化につなげていきたい」
と意気込みを話さ
れました。

れ、介護食について学びを
深めた一日となりました。

介護食を作る上で大切なことを
話す吉田先生

手造り・無添加 コシヒカリ味噌漬詰め合わせ
〈 銀鮭・越後もち豚・天然トロさば 〉

個室でのお食事会、ご宴会、心よりお待ち申し上げます
マイクロバス送迎も、是非ご利用くださいませ。

神前
料理
地酒
と季

15

２２‒６６６６
横丁へい ２６‒５２２６

きたえちご

2021年12月号

︿有料広告﹀

ふるさとの美味しさお届け！
お歳暮、
ご家族に 毎日地方発送！

イベントに参加した子供たちと協力隊の上田さん

インフォメーション

Topic

10/20

豊浦小学校児童が

SDGs

ＪＡ施設を見学

Topic 地域の名士

SDGs

「農業の先駆者60年を語る！」
新発田市富塚町

なかやまこういち

中山浩一さん

校外学習の一環として、豊浦小学校２年生の児童８人が

新発田市管内で水稲４.３ヘクタールを営む中山浩一さ

当JA豊浦支店を見学しました。はじめに支店の貯金業務

ん。農家の長男は職業選択の余地がなく、親の後を継ぐ

を見学して、その後、集荷場にて地域でとれる野菜や花が、

のが当たり前だった時代に農業を学ぶことを決意した中山

集荷されるまでの保冷管理などを学びました。最後に今年

さんは、新潟県農業大学校の前身となる
「伝習農場」
に入

収穫された米が保管されている米倉庫を見学し、米の検

学しました。それから１年間学びに専念した後、昭和３５年

査や品種の話を聞きました。見学した児童からは「お米の

に就農し本格的に農業を始めました。

倉庫をはじめてみましたが、お米が倉庫に沢山積まれてい

当時は牛に犂
（すき）
を引かせて田を耕していましたが、

てびっくりしました」
など沢山の感想をいただきました。後

昭和３７年の春には一斉に耕運機が導入され機械化農業が

日、豊浦小学校から御礼状をいただき、見学を通して仕

始まりました。時代の勢いもあり、新しいものへの興味か

事への関心や自分たちの住む地域への愛着が深くなった

ら早くに機械を取り入れていった中山さん。農業近代化資

と校外学習の成果をお聞きしました。小学生の皆さんに農

金を活用しながら、管内の多くの農家で田植え機やバイン

業への学びを深めてもらう貴重な機会となって、有意義な

ダー、トレンチャーを次々と導入しました。
「誰かが始めな

１日となりました。

ければ農業は発展しません。自らが道筋をつけて上手くいっ
てほしいだけです」
と当時の農業への思いを語る中山さん。
農業者として地道に取り組み続け、そこから得た多くの
経験は、財産になり、沢山の人からの信頼に繋がっていま
す。今でも近隣小学校の教育田の指導やデイサービスセ
ンターへ自分で育てたバケツ稲を用意し、収穫体験しても
らうなど取り組まれています。「当時苦労した経験が地域

JA見学をした
児童らの感想

高く積まれた米の前に並ぶ
児童と教諭

の人の役に立っていることが何より幸せ」
と中山さんは嬉し
そうに振り返りました。
『一粒万倍（いちりゅうまんばい）』
とは、わずかなもので

「フードバンクしばた」
への協力のお礼
「フードバンクしばた」
への協力のお礼

も、大きく成長し何倍にもなるという意味で、中山さんが
今も大切にしている言葉です。

１０月２６日から実施させていただきました
「フードバンクしばた」

への支援活動につきまして、組合員の方をはじめとする多くの

方々からご提供をいただきましたこと、また、目標でありました

お米５トンを達成できましたことに、心より厚く御礼を申し上げ

ます。

これを機に、改めて
「食」
について

考えるとともに、引き続き
「フードバ

ンクしばた」
と連携した活動をして参り
ますので、組合員の皆様からもご協
力いただけるようお願いいたします。

農業歴６０年の中山浩一さん

︿有料広告﹀
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国民年金保険料の納付は、
「 口座振替が便利でお得」と
聞きましたが、具体的に教えてください。
国民年金保険料の納付期限は納付対象月の翌月末日と
なっていますが、国民年金保険料の納め忘れがあると、将来
受け取る老齢基礎年金額が減額となり、場合によっては受
け取れなくなることがあります。
また、万が一の際に、障害基礎年金や遺族基礎年金を受け
取ることができない場合があります。そこで、国民年金保険
料の納付には、
「便利でお得」な口座振替をお勧めします。
口座振替をご利用されますと、毎月金融機関等に納付に
行く手間が省け、納め忘れも少ないうえ、現金による毎月納
付にはない保険料の割引や割引額が多くなる振替方法があ
ります。
口座振替の割引として、保険料を当月末に振替する場合
は50円の割引があり（例4月分を4月末に振替する方法｡
「早
割」と言います｡）、一番割引額が多い「2年前納」は15，850
円の割引があります。
また、6か月前納の場合は現金による納付に比べて320円、
1年前納の場合では現金による納付に比べて640円お得と
なります。
なお、割引額については令和3年度定額保険料に対して

新潟医療センター 副院長

樋口

浩太郎

私は56歳になりますが、日々の生活を送るにあたり、健
康のために自分にとって何か有効が考えてみました。本を、
それもできるだけ真面目な本を時間を気にせずにゆっくり
と読んでゆく事が自分にとって精神の安定につながってい
ると思いました。医師になって少し時間が経過し、遠方の病
院に赴任した際の事ですが、仕事が本当にきつく、睡眠時間
も十分にとれず（夜間も頻回に呼ばれ、本当に眠る時間があ
りませんでした）、同じ科の先輩にきつくしかられ、かなり
悩んだ時期がありました。その時は大江健三郎の 燃え上が
る緑の木 をすがるように読んだ気がします。短い睡眠時間
を更に削り、眠るまでの時間、少しずつ読み進んでゆきまし
た。そんな読書を続けていたら、少しずつ仕事先での生活が
落ち着いていった記憶があります。

の金額（2年前納の割引金額については令和4年度の定額保
険料を含めて計算）
となります。
詳しくは下記の図をご参照ください。
通常の納付（翌月末振替・納付）

割引額
口座振替
現金納付

備考

0円

0円

50円

ー

口座振替のみで現金納付
にはありません

6カ月前納

1,130円

810円

口座振替は現金納付より
320円お得

1年前納

4,180円

3,540円

口座振替は現金納付より
640円お得

2年前納

15,850円

早割（当月末振替）

口座振替は現金納付より

14,590円 1,260円お得

お申込みについて、早割は随時受付していますが、6か月
前納は2月末と8月末、1年・2年前納は2月末までの提出期
限となっていますのでご注意いただくとともに、余裕を
持ってのご提出をお願いいたし
ます。
口座振替の他に、クレジットカードによる納付方法もあ
ります。
詳しくは、お近くの年金事務所国民年金課へお問い合わ
せいただくか、
日本年金機構ホームページ
https://www.nenkin.go.jp/にも掲載しておりますので
ご覧ください。

現在も寝る前の少しの時間、一人でベッドで（家族は下の
階でドラマなどのテレビを観ています）読書をしています
が、1日当たりの読書量は少ないのに、1カ月や半年もかけ
ると（途中でやめることも多いですし、読む本が複数になっ
てゆきます）、驚くほど厚い本を読み終えてしまいます。講
談社の学術文庫に 学術は少年の心を養い、成年の心を満た
す と書かれていますが、学術書を読み進んでゆくと、本当
にゆっくりと自分の心が満たされてゆく気持ちになります。
読書でなくてもいいかと思います。私の妻のようにテレ
ビのドラマでもいいと思います。小説やドラマ、映画など
（俳句や将棋でもいいかと思います）、ストーリーのある世
界にどっぷりとつかるとスカッとさわやかな爽快感が身体
をかけぬけてゆくような感覚になります。それが私の健康
法です。
︿有料広告﹀
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読 者
の 声
「家の光」コーナーの料理を楽しく見ています。
（新発田市 70代 男性）
今年の柿は多くは実がならなかったですが大きさ
は1番でした。早速さわして食べてみましたがうま
かったですよ。
（新発田市 80代 男性）
10月中旬頃まで暑くなったり寒くなったり落ち
着かない日々でしたがようやく秋らしくなってきま
した。短い秋、満喫しましょう。
（新発田市 60代 女性）
芋などのおいしい季節ですね。毎日のように、さつ
まいも、じゃがいも、里いもを食べています。さつま
いもは大学いも、焼きいも、ふかしいもと色々レシピ
も変化させてとってもおいしいです。
（新発田市 60代 女性）
先日、雪むろを見学してきました。中は5℃前後で
寒くてビックリしました。おいしいお酒やおいしい
ビールの種が眠っていました。"来年2月に新しい雪
が入ります"との事。
（新発田市 60代 女性）
我が家では朝晩の挨拶を大切にしています。何が
あっても「おはよう」
「おやすみ」は魔法の言葉です。
何でも解決してくれます。皆さんも言ってみてくだ
さい。
（新発田市 60代 女性）

きたっち
マンガ

先月胎内市でマコモダケの天ぷらを食べました。
クセもなくとても美味しかったです。炒め物でしか
食べたことがなかったので、今年はこったま〜やさ
んで見かけなかったので残念です。
(新発田市 60代 女性)

先日JA北越後さんの年金専任の方に大変お世話
になりました。親切・丁寧・笑顔でテキパキとお仕事
されていてすごいなーと感心しました。JAさんに手
続きしていただきよかったです。ありがとうござい
ました。
（聖籠町 60代 女性）

こったま〜やで買い物した時にもらったミント
の芽が出てきて毎日大きくなるのを楽しみにして
います。
(新発田市 60代 女性)
結婚をしてからもうすぐ1年が経ちます。私の実
母は昔から農協の野菜は安いうえにしっかりしてい
ると言っていました 。その 当 時 は「 そん なに 違 う
か？」と感じていましたが、自分で買い物に足を運ぶ
ようになり、母の言葉通りだな、と実感しています。
(新発田市 20代 女性)

毎月楽しみに待ってます。早く次号が来るのが待
ち遠しいです。
（新発田市 80代 男性）
秋の終わりの急な気温低下に身体がついていけま
せんが、少し経てば身体が慣れると思い厚着はして
いません。厳寒の越後を念頭に。
（聖籠町 80代 男性）

わが家の○○自慢になるかも知れません。今月末
に神宮球場へ孫の野球の応援に行って来ます。もち
ろん感染症対策はしっかりやって!!大学№1を決め
る試合なので是非一勝でも多く勝ち進んでいって欲
しいです。ガンバレーッ!!
(新発田市 70代 女性)

インフルエンザのワクチン不足で去年接種できた
医者に「今年はできない。他へ行って下さい」と言わ
れ優先順位で決めないといけないほど少ないかと思
うと不安です。
（新発田市 40代 女性）

11月に入り二王子岳のふもとはもちろん、自宅の
前の木々も徐々に紅葉に変わってきました。今年の
冬は少雪であってほしいのですが・・・。
(新発田市 80代 男性)

知っ得集の農業者年金を読んで、妻の母が加入し
ていると思い確認した事を思い出しました。残念な

クロスワード
頭 の体操 パ ズ ル

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？
抽選で５名様に 農協全国商品券 1,000円分をプレゼント

ヨ
コ
の
カ
ギ

先月号の答え

カンツバキ
（寒椿）

多数のご応募
ありがとう
ございます。

63

一一八四 一-

瀧澤 梨瑚さんの作品

旬の里芋でグラタンを作りました。よく潰してベー
コン、生クリームを加えてとろけるチーズをのせ、
オーブンで焼くだけ。
とろっとして美味しいです。
(新発田市 60代 女性)

老後の楽しみと言えばプランターに咲かせた花で
す。これからは数を増やさないでプランターに咲い
た花の手入れをして翌年を待ちたいと思います。そ
して私にはかわいい孫が5人います。その子達の成
長を静かに見守っています。内孫ではないので、たま
に家に来る時には、精いっぱいのおもてなしをして
あげています。
（新発田市 60代 女性）

タ
テ
の
カ
ギ

日本アニメ・マンガ専門学校

がら加入しておらず、国民年金だけでは家族の負担
がかかり大変です。加入しておけば良かったと思う
この頃です。
（新発田市 60代 男性）

今日は大きなキャベツで「ロールキャベツ」を作っ
ています。クロスワードパズルを考えながら煮込ん
でいます。秋野菜が美味しい季節になりました。明日
は何を作ろうかな〜。考え中です。
（新発田市 70代 女性）

1
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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

＜応募方法＞
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 】 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

■あて先

〈ハガキ〉
〈メール〉

■応募締切
当月20日（消印有効）

石川県を代表する色絵磁器といえば̶̶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
kg、km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

〒957-0011 新発田市島潟1184-1
ＪＡ北越後本店 広報誌係
info@ja-kitaechigo.or.jp

■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。
※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。

きたえちご

2021年12月号

18

き

た っ ち

の

SNSも更新中！

通信

▲ホームページ

▲フェイスブック

▲インスタグラム

しばた大物産展に参加！
１1月12日（金）〜２１日（日）
にこったま〜や店内で「しばた
大物産展」
を開催しました!(^^)
このイベントは、
コロナ禍で需要が落ち込んだお菓子屋さ
んや加工食品業者さんを支援するため新発田市が企画し、
当直場所を含む市内１５店舗が一斉に開催し地元のお菓子
や加工品など新発田自慢の銘品・逸品を販売しました!(^^)!
店内には、旬の地場産品と一緒に長年続く伝統のお菓子
や若者向けの新商品、お手軽で美味しいごはんのオトモなど
地元の美味しいものがこったま並び大盛況！地元の食の魅力
を再発見したイベントでした♪

えがおの秘密探検隊がご来店！
先日こったま〜やに、二葉小学校２年生の皆さんが校外学習でご
来店されました(^^)/
子どもたちは「えがおのひみつたんけんたい」
として、熱心に店内を
見学し直売所の役割を見学しました。
「知らない品物がたくさんあってすごい」
「 虫に食べられたお米を
はじく機械があることにびっくりした」
と品揃えや機械の性能に驚く
様子が見られました。
見学終了後に、子どもたちからステキなお手紙と
「お店に飾ってく
ださい」
とみんなで書いた可愛いポスターをいただきました♪かわ
いい応援団ができてとっても嬉しいです(#^^#)
ポスターは、
こったま〜や店内に掲示しています。
ご来店の際はぜ
ひ探検隊の力作をご覧ください(^^)/

12 月の予定

12/29（水）
こったま〜や節季市

定番お得デー
情報

★毎週月曜と毎月１８日はポイント2倍デー！ ★毎月第1・3・5火曜日はポイント3倍デー！
！
通常時お買上100円で1ポイントのところ月曜は2倍・火曜は3倍になるお得デー♪
たまったポイントは500ポイント以上でお買物時の値引きとして
ご利用いただけます。
★毎月１８日は「米の日（お米の特売日）」
★毎月第1・第3・第5火曜日は「たまごの日（卵の特売日）」
★毎月２９日は「肉の日（お肉の特売日）」地場産のパイオニアポーク・
新発田牛がお得です！

経営管理委員会だより
■ 令和3年11月2日（火）

19

協

議

⑴
⑵
⑶
⑷
⑸
⑹
⑺

経営管理委員に対する貸出の承認について
役員改選スケジュールについて
経営管理委員会規程の一部改正について
上期随時監事監査改善状況報告書について
子会社上期随時監査役監査改善状況報告書について
信用事業のあり方について
令和３年産米の仮渡金一部改定について

事

きたえちご

項

2021年12月号

JAデータ
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

（令和3年10月末現在）

16,593人
7,707人
8,886人
29億8,056万円
1,049億1,794万円
289億7,915万円
3,619億3,290万円
※ 46億5,210万円
※ 20億754万円
※令和3年４月からの実績です。

ギャラリー蕗谷虹児
2021.12

左

「三谷晴美と憧れの挿絵画家たち〜展」チラシ表側

右上 「ひまわり」に載った三谷作『誓いは星座に』挿絵3点
右下 「ひまわり」に載った虹児52歳の写真（戦後3年目）

https://ja-kitaechigo.or.jp
企画管理部組織広報課

発行

新潟県新発田市島潟1184番地1

寂聴の若き日の少女小説「三谷晴美と憧れ
の挿絵画家たち展」が徳島県立文学書道館で
開催されました（2019年4月9日〜5月26日）｡
寂聴先生は96歳、ドクターストップで近年
は徳島には帰省なさっておられない由。虹児
の息子として同展で4月20日に講演すること
が決まったとき、まずは 寂庵 にご挨拶に伺
い、徳島には改めて空路で直行すべく担当の
学芸員に相談したところ、先生のお許しが出
たとのことで、竹内紀子、橋本典子学芸員と
京都駅前で落ち合い、タクシーで桂川沿いを
走って嵐山に近い寂庵へ。毎月第３日曜に開
かれる法話の会の当日で、お堂には10倍もの
抽選で選ばれたという160名が固唾をのんで
待つ大盛況でした。寂聴さんは法衣姿で現れ

ると、２時間余りを立ちっぱなし。歯切れよ
く語りかけて、男女・夫婦・親子・家業等に
ついての質問に応え、終始笑いに包まれての
法話の会でした。その後、ご自宅奥の応接室
で改めてお目にかかることが叶って感激！
父虹児のことばかりでなく、家族として記憶
している講談社の名編集者や、私の学生時代
の先輩・久世光彦氏（ＴＢＳの演出家）のこと
など、思いがけないお喋りをさせて頂きました。
｢源氏物語｣の現代語訳は70〜76歳で全巻
完訳、84歳で文化勲章！ 53歳で出家なさっ
たこと大正解だったと拝察した次第です。
寂聴先生の訃報に接し、急きょ2年半前の
旧稿を再録させて戴きます。
（蕗谷虹児記念館元館長

蕗谷龍夫）

企画管理部組織広報課

今月のあなたの運勢 12月
大きな前 進が見られます。これま 気になることが 多そうですが、次
での状況を再確認し、分析を加え 第に改善へと向かいます。考え 過
ましょう。冷静さが成功を導きます ぎは 禁 物 。時 が 味 方してくれるま
で待って◎

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。

編 集後記
運 勢 は 活 発 な 動 きを 見 せて い ま
す。友人や知人からのアドバイスは
耳が 痛いものが 多そうですが、か
なり有効です

整理整頓に力を入れるのは吉兆 。
大 掃除は早めに取り掛かりましょ
う。予定を入れ過ぎないよう心掛け
て

問題が解決へと向かう幸運期。難 恵みの多い期間です。いらつくこと
しく感じても諦めずに前進を。金運 もありますが、あなたの思いやりが
も回復 。年の瀬は豊かに過ごせそ 状況を緩和。感謝されるでしょう
う

あまり欲張り過ぎ ないように。優
先順位を付けて計画的に動くと納
得の結果に。
「生活の知恵」を大い
に活用して

トラブルは解消へと向かい運勢は
穏やかに。心残りのないよう、やり
たいことを仕上げましょう。友人と
の交流吉

運勢は活気づきパワフル。どんどん
動いた方が幸運を呼び 込めます。
リーダーシップを発 揮する場面も
あり

人気運に恵まれ心温まる出来事の
多いとき。あなた自身の親切が周
囲をハッピーにすることもしばし
ば。金運も良好

一言多いのは失 敗のもと。協調性
を見せると良い方向にまとまってい
きます。分からないことはネットで
検索

うまくいかないときもあるもの。無
理は禁物です。困ったら1人で悩ま
ないで。専門家の意見も聞いてみま
しょう

日本ハムファイターズの新監督に新
庄剛志さんが就任して「BIG BOSS」の
見出しが連発しています。彼が阪神タ
イガースの選手だった時に本物を見ま
した。他の選手と比べると体の線が細
く、
試合前のフリー打撃も今一つパッと
しなかったのですが、いざ試合を迎え
ると初球からいきなりホームランを放
つ新庄選手 球場の歓声がドッと沸
き起こった様子が今思い出しても鳥肌
が立つくらい興奮します。当時は赤い
リストバンドを着けて目立っていた印
象でした。実は二刀流のさきがけも彼
と野村監督が考案したものでしたね！
新庄劇場の復活から日本国民が活
気を取り戻すきっかけになればと願う
今日頃です。
（Ｓ）

⚾

