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　2月号の特集は、「加工用野菜など土地利用型作物の栽培」と題しまして、加工用野菜の
代表である玉ねぎ・キャベツ栽培の先進法人である農事組合法人金塚と農事組合法人道賀の
2法人にお話をお聞きしました。稲の繁忙期に競合しない栽培体形に迫ります！

農事組合法人 金塚

概 

要

・ 法人設立：H23年
・ 組合員：12戸12人
・ 経営規模：水稲50ha、大豆5ha、
  ブロッコリー80a
  〈加工用野菜〉
  玉ねぎ1.7ha、キャベツ50a

　加工用野菜栽培の先駆者である（農）金塚では、玉ねぎをH22年、キャベツを
H26年からともに50aから栽培を始めました。田んぼを活用して栽培される玉ね
ぎの品種はネオアース、キャベツの品種はカンカン丸、ブロッコリーはおはように
なります。

(農）金塚の田んぼを活用した各品目の栽培作業スケジュール
水稲→玉ねぎ→キャベツ
水稲→玉ねぎ→秋ブロッコリー
春ブロッコリー→大豆

【作業に必要な人数】　玉ねぎ：収穫時に20人　キャベツ：通常1人で作業に応じて4人　ブロッコリー:通常1人、収穫時に2人
【作業に必要な機械】　玉ねぎ：堀取機・鉄コンテナ・定植機（JA北越後機械利用組合を活用）　キャベツ：定植機・運搬車（自前で所有）
　　　　　　　　　　ブロッコリー:定植機（自前で所有）

「玉ねぎやキャベツを栽培するメリットは収入面ももちろんですが、冬場に仕事ができる
ことや作業に人が必要になるので雇用が生まれることです。デメリットを挙げると、大量
に作付するので天候などによる年次格差があることですね。良い年と悪い年がどうして
もあります。取り組み当時に比べると品種も安定し、機械化も進んできました。良い苗作
りと適期作業が収量と品質に大きく影響してきます。米と同じように栽培技術が向上す
れば品質や数量が安定して収入の計算ができ、作業の時間が明確になればもっと野菜に
投資をすることが可能になります。これからも基本を守って良い品物を出荷していきたい
です」

（農）金塚の竹内俊哉組合長（右）と鹿島拓さん（左）（農）金塚の竹内俊哉組合長（右）と鹿島拓さん（左） 状態を確認する竹内（俊）組合長と鹿島さん状態を確認する竹内（俊）組合長と鹿島さん

1月の加工用キャベツの圃場！雪下一歩手前です1月の加工用キャベツの圃場！雪下一歩手前です

圃場でこれからの出荷に向けての相談

●加工用玉ねぎ H22年 出荷戸数   4戸　出荷数量 20t ／ R3年 出荷戸数 16戸　出荷数量 240t
●加工用キャベツ H27年 出荷戸数 10個　出荷数量 45t ／ R3年 出荷戸数 16戸　出荷数量   51t

（農）金塚の組合長、竹内俊哉さんと理事の鹿島拓さんに土地利用型作物についてお聞きしました。

パターン1
パターン2
パターン3

3つのパターンを
組み合わせて行われます。 春 秋

JA北越後の加工用玉ねぎ・加工用キャベツ 出荷戸数と出荷量の推移

特集 加工用野菜など土地利用型作物の栽培！
田んぼを活用した玉ねぎ・キャベツ・ブロッコリーの栽培
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「日頃より沢山の出荷ありがとうございます。当JAでは、土地利用型作物である加工用野菜などの栽培推進に取り組んでいきます。水稲繁忙期に競合
せずに収入確保が可能です。玉ねぎやキャベツは、大手食品加工会社等との契約で市場出荷と比較しても安定した価格を確保しています。販売先の評
価も高く、これから規模拡大を視野に皆さんとタッグを組めればと考えております」

農事組合法人 道賀

概 

要

・ 法人設立：H24年
・ 組合員：12戸12人
・ 経営規模：水稲29ha、大豆11.5ha
  ブロッコリー81a
  オータムポエム・オクラ（ハウス）15a
  〈加工用野菜〉
  玉ねぎ81a、キャベツ31a

　2年3作で加工用野菜やブロッコリーを栽培する（農）道賀では、玉ねぎをH28
年、キャベツをR1年から栽培に取り組んでいます。圃場は、すべて田んぼを活用
して行われます。加工用野菜の玉ねぎ・キャベツとブロッコリーの品種は（農）金
塚と同じになります。

3　　　4　　　5　　　6　　　7　　　8　　　9　　　10　　　11　　　12　　　1　　　2　　　3

3月～水稲準備 9月～水稲収穫

10月中下旬～玉ねぎ定植6月～玉ねぎ収穫

8月中下旬に播種→育苗と圃場準備→10月中旬に定植→適時防除→雪が降るまで適期除草→3月中旬から適期防除・除草を複数回→6月中旬に収穫

11月下旬から2月末～キャベツ収穫8月～キャベツ定植7月中下旬～キャベツ播種

7月中下旬に播種→育苗と圃場準備→8月に定植→適期防除・除草→11月下旬から2月末ごろまで収穫

5月下旬～春ブロッコリー収穫4月上旬～定植 2月中下旬～春ブロッコリー播種

2月に播種→3月に育苗と初期防除→4月上旬に定植→適期防除・除草→5月下旬から6月上旬に収穫

9月下旬から11月下旬～秋ブロッコリー収穫8月下旬～秋ブロッコリー定植

7月中旬に播種→育苗と圃場準備→8月中下旬に定植→適期防除と除草→9月下旬から11月中旬まで収穫

作業ローテーション

【作業に必要な人数】　玉ねぎ：収穫時に13人　キャベツ：通常2人　ブロッコリー：通常2人
【作業に必要な機械】　玉ねぎ：堀取機・鉄コンテナ・定植機（JA北越後機械利用組合を活用）　キャベツ：定植機・運搬車（自前で所有）
　　　　　　　　　　ブロッコリー：定植機（自前で所有）

【加工用玉ねぎの出荷規格】 正規品：7cm以上　小玉：6cm以上7cm未満　　【加工用キャベツの出荷規格】　正規品：1.5㎏以上

「加工用野菜を栽培するメリットは地域に還元できることです。収穫作業はもちろん、特に大変な選
別作業は人の力が必要です。収入を確保すると同時に雇用が生まれることで地域が循環していきま
す。デメリットは価格面がもう少し安定してくれたらと思います。田んぼを活用した加工用野菜やブ
ロッコリーの栽培は、圃場の排水対策が大切です。耕うんをどれだけ丁寧にできるかで定植の良し
悪しが決まります。あとは丈夫で良い苗を作ることである程度安定した収量と品質を確保できます」

（農）道賀の組合長、竹内康美さんに土地利用型作物についてお話をお聞きしました。

（農）道賀の竹内康美組合長（農）道賀の竹内康美組合長

品目ごとの栽培履歴を確認する竹内（康）組合長品目ごとの栽培履歴を確認する竹内（康）組合長

（農）道賀での圃場巡回の様子（農）道賀での圃場巡回の様子

もう少し肥大することが期待される
R3年産の玉ねぎ

土地利用型作物の栽培強化に向けて

園芸振興課課長　藤田憲一

春

秋

(農）道賀の田んぼを活用した各品目の栽培作業スケジュール
水稲→春ブロッコリー→キャベツ　　　　　　　　水稲→玉ねぎ→秋ブロッコリーパターン1 パターン2

2つのパターンを組み
合わせて行われます。
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Home Gerden
ニラ　長い期間収穫を楽しむ

作ってみよう！

　春（3、4月）に種まきし、育苗して、6、7月に植え付け、翌年の春～秋に
収穫します。乾燥する場所以外はどんな土地にも育ち、半日陰でも大丈
夫です。

［品種］ 　「ミラクルグリーンベルト」（武蔵野種苗園）は鮮緑色で葉幅が
広く、肉質は柔らかい品種。「タフボーイ」（八江農芸）は耐寒・耐暑性があ
り、刈り取り後の再生力の高い品種です。

［育苗］　1平方m当たり化成肥料（NPK各成分10%）100gと堆肥1kg
を施し、土とよく混ぜておきます。幅70cm程度の苗床を作り、条間
15cm、1cm間隔にすじまきします（図1）。発芽後、密生した所を間引
き、草丈25cm程度まで育てます。

［畑の準備］　植え付け2週間前に1平方m当たり苦土石灰100gを全面
にまいて、よく耕しておきます。植え付け溝は畝幅60～70cmとし、深
さ20cm、幅15cmに掘り下げます。元肥は植え溝1m当たり化成肥料
50g程度、堆肥1kgを施し、土を掛けておきます（図2）。

［植え付け］　苗は根を傷めずに掘り取り、株間20～25cm間隔で1カ所
3、4本をまとめて植え付けます（図3）。

［追肥・中耕・とう摘み］　植え付けの年は9、10月に月1回追肥をしま
す。1回の追肥量は畝1m当たり化成肥料30g程度とし、この際に中耕を
行います（図4）。2年目以降は春先と、収穫後に同量を与えます。なお、植
え付けの2年目以降は夏になると、とう立ちするため早めに蕾（つぼみ）
を摘み取ります。

［病害虫防除］　新芽に付きやすいアブラムシには「粘着くん液剤」「ベニ
カ水溶剤」などの登録農薬で防除します。

［収穫］　翌年4月から10月にかけて収穫できます。草丈35cm程度に伸
びた頃、地上5cm程度の部分で刈り取り収穫をします（図5）。1年に3、4
回収穫できます。

［株の更新］　3、4年は同じ畑で栽培できますが、密生し葉幅が狭くなっ
てきたら、春に株を更新します。株を掘り取り、分割して3芽ずつまとめ
て植え直します（図6）。
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知っ得集
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AAマシンダーマシンダー

エース

いざという時までに点検してみよう！
　前号に続き、今回もセルフメンテナンスを2つご紹介いたします。

エアクリーナ１

点検方法点検方法

交換方法（調整方法）交換方法（調整方法）

【働き】【働き】エンジンが取り込む空気の塵やホコリを除去します。

バッテリー2

【働き】【働き】エンジン始動や各電気装置の電源となり発電された電気を蓄えます。

① エアクリーナの蓋を取り外し、エレメントを抜出します。
② エレメントの変形や目詰まりを確認します。
③ 塵やホコリはエアーで吹き飛ばします。

● エレメントを交換する場合はJA農機センターにご相談くだ
さい。

● エレメントは定期的な交換をお願いします。アワメータで
50時間毎の清掃、300時間毎の交換をお願いします。

点検方法点検方法

交換方法（調整方法）交換方法（調整方法）

① バッテリー液が規定量入っているかインジケータや側面の上
限下限ラインで確認します。（上限ライン下限ラインの間に
液面があれば正常です）不足している場合は該当の仕切りの
キャップを外し蒸留水を規定量まで補充します。

② ターミナル部分に腐食が発生していないか確認します。
● バッテリー液を入れすぎると充電時にバッテリー液が吹き出
し、金属部分の腐食の原因となります。

① 充電が不足している場合は、トラクターからバッテリーを外
して充電します。

② トラクターからバッテリーを外す場合は、必ずキースイッチ
をオフにしマイナス（黒）コードを外し、次にプラス（赤）コー
ドを外します。

③ バッテリーを交換する場合はバッテリーの規格に注意します。
④ 端子が腐食している場合は、ワイヤブラシ等で取り除きます。
● 取付は逆の手順となりますが、プラスとマイナスを間違わな
いよう注意してください。

● 充電は、バッテリー容量の１/10～１/20の電流で行い、充
電中は火気に十分注意してください。（爆発の恐れがあります）

＜インジケータの例＞

青：正常

赤：充電不足（充電が必要）

白：バッテリー液不足（蒸留水の補給）

インジケータ付のバッテリーの場合、インジ
ケータでバッテリーの状況を判断できます。

バッテリーによりインジケータ
の表示や見方が異なります。
バッテリーの説明書で確認をお
願いします。

エアクリーナー

上限ライン

下限ライン

農機整備研修センター
0254-21-0039お問い合わせ先お問い合わせ先

整備コストダウン・作業機会ロスカット

〈エアクリーナが汚れると黒煙発生やエンジン内部の摩耗の原因となります。〉

〈バッテリー液の不足やターミナルの錆等はエンジンの始動困難、自動化装置不調の原因となります。〉

第7弾
第7弾

インフォメーションインフォメーション
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女性部
通信
女性部
通信

　こったま～やの新春初売りを盛り上げようと、女性部
役員で甘酒ふるまいを行いました。使用した甘酒は、こっ
たま～やで販売している高田農園さんの糀甘酒（ノンア
ルコール）です。感染症対策としてフタ付きの紙コップ
で提供し、車の中へ持ち帰って飲めるようにしました。
寒い中、足を運んでくださったお客様からは、「あたた
まったよ」と喜んでいただきました。
　新型コロナウィルスの影響で、今まで女性部が食品
を提供していた各種イベントが中止となるなか、久しぶ
りに食を通して消費者の方と接することができて良かっ
たです。

甘酒をふるまいました1/5
（水）

甘酒を振舞う女性部役員の皆さん

　1月･2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

＜限定特典＞
JA北越後年金受給者 様お知

らせ

インフォメーションインフォメーション
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( )

ローンセンター　 20-1515
（中央支店融資直通）☎市外局番は「0254」
聖 籠 支 店

新発田支店

加 治 支 店

豊 浦 支 店

紫雲寺支店27-5737

22-2529 22-6116

41-312122-3705

詳しくはホームページでもご案内しております　https://ja-kitaechigo.or.jp/

1.6 1.5

インフォメーションインフォメーション
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詳しくは JA北越後共済センターまでお問い合わせください。
TEL 0254-26-3522

インフォメーションインフォメーション
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同時大募集！同時大募集！オープニングスタッフオープニングスタッフオープニングスタッフ

既存ガソリンスタンドスタッフ既存ガソリンスタンドスタッフ既存ガソリンスタンドスタッフ

お知らせ

建物の鉄骨工事が
始まっています。
少しずつガソリン
スタンドの外観と
なってきました。
(*^▽^*)

工事の進捗状況

インフォメーションインフォメーション
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特殊詐欺に
ご注意ください！
特殊詐欺に

ご注意ください！
特殊詐欺に

ご注意ください！
特殊詐欺に

ご注意ください！

　「過払い分の介護保険料の払い戻しがある」などと電話があり、ＡＴＭへ誘導し手数
料名目でＡＴＭから金銭を振り込ませようとする還付金詐欺の前兆電話が相次いでお
ります。
　去る1月14日（金）、当ＪＡ移動店舗と五十公野ＡＴＭにおいても同様の特殊詐欺が
起きましたが、未然に防止することができました。
　介護保険料、年金、医療費などを名目とした還付金がＡＴＭで返還されることは絶対
にありませんので、皆様もご注意願います。

インフォメーションインフォメーション
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お宅の屋根瓦ゆがんでますよ。共済金の支払対象になりますし、
共済金の範囲内で修理しますので、お客さまの自己負担はありません！

もし請求手続きが面倒であれば、手続きも代行しますよ!?

JA共済から指定されていますので、
安心してください。

あら、それは
いいわね。

建物修理トラブルご注意

「共済金が使える」と言って建物
修理の勧誘を受けたときには、
建物修理契約を締結
する前にまずJAに
ご相談ください！

法外な解約料金を
請求された！

見積書の金額が高すぎ
るので、知り合いの業者
に頼もうと思い解約し
ようとしたら、高額な解
約料金を請求された！

ずさんな工事をされた！

見積書の内容どおり
の工事をしてもらえ
ず、引渡後すぐに雨
漏りが発生した！

住宅等の建物修理に関する住宅等の建物修理に関する
にご注意ください！

と、うっかり応じてしまうと…と、うっかり応じてしまうと…

JA共済にご加入のみなさまへJA共済にご加入のみなさまへ

うその理由での請求を
勧められた！

「台風が原因と言えば問
題ないですから」と、うそ
の理由で共済金請求を
するように勧められた！

1 2

3

支払われた

共済金の50％な
んて

聞いてないよ！

お金を
返して！

こんなことも… こんなことも…

こんなことも…

うその理由による共済金請
求は、共済金詐欺に該当する
おそれがあります。

こんな勧誘に
ご用心！

共済金詐欺に
あたらないかしら…

JA共済
からの
お知らせ

お問い合わせ・ご相談は JA北越後共済センター　TEL0254-26-3522

インフォメーションインフォメーション
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個室でのお食事会、ご宴会、
心よりお待ち申し上げます 

横丁へい２６‒５２２６

２２‒６６６６神前
料理

地酒
と季

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 〉 

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 〉 

ふるさとの美味しさお届け！
ご贈答、ご家族に
毎日地方発送！

マイクロバス送迎も、是非ご利用くださいませ。

〈
有
料
広
告
〉

商品陳列やPOP制作を
担当した河内担当（左）、

貝津担当（中）、
石黒担当（右）

スライドと音声よる講師の
説明を熱心に聞く参加者

挨拶をする部会長の
伊藤たつさん

SDGs

異業種連携で地域活性異業種連携で地域活性

わかりやすい商品陳列で効率アップ
おもてなしPOPリーグ新潟2021で
優秀賞を受賞

わかりやすい商品陳列で効率アップ
おもてなしPOPリーグ新潟2021で
優秀賞を受賞
　JA全農新潟が主催する購買店舗の商品陳列や商品説明
に使用するPOPなどを競う「おもてなしPOPリーグ新潟
2021」が行われ、当JAの豊浦購買センターが優秀賞を受
賞しました。
　商品陳列やPOP作成にあたり、薬剤の希釈倍率を明示
してお客様自らが確認しやすいように工夫をしました。除
草剤などは、わかりやすいように効能を前面に提示しまし
た。お客様から質問が多かった薬剤の希釈倍率を明示した
ことで、スムーズな商品案内からご購入に繋げることがで
きました。
　商品の陳列やPOP作成を担当した同センターの貝津希
担当は「皆で工夫してやったことが評価されて嬉しいです。
これからもお客様が見やすい商品陳列になるように工夫を
していきます」と今回の受賞を振り返りました。

ＪＡ北越後いんげん部会
出荷反省検討会を開催
ＪＡ北越後いんげん部会
出荷反省検討会を開催
　ＪＡ北越後いんげん部会は、新発田市内で出荷反省検討
会を開催し、関係者合わせて13人が参加しました。R3年
度の販売実績について確認し、次年度に向けた栽培対策
について情報共有を行いました。開会にあたり、部会長の
伊藤たつさんは「今年は販売高も昨年並みで良い年でし
た。今年を反省し、来年度に向けた有意義な検討の場に
したいです」と挨拶しました。
　市場関係者は「今年は大きな台風もなく、品物も良かっ
た反面、単価が伸び悩みました。次年度も皆で産地を盛
り上げ、安定供給をお願いします。少しでも多く還元でき
るように努力していきます」と参加者を激励しました。
　販売実績では、秋作の生産者が減った関係から、出荷
数量においては前年対比79.6%でしたが、1kｇ当たりの
平均単価はほぼ昨年並みとなりました。園芸振興課の小
島要係長は「主作型の春作が面積、生産者ともに減少して
います。部会員の皆さんで知人へ声を掛けていただき、
新規生産者の確保にご
協力をお願いします」と
呼び掛けました。

SDGs

SDGs

　R3年７月に開店した農産物直売所「こったま～や」のオープン特別企画としてタニタグループとの
連携による「タニタ健康セミナー」を行いました。「地産地消」と「食を通じた健康づくり」を組み合わ
せたセミナーに、コロナ感染対策を取りながら回数を分けてリモート形式で行い、約70人の方が
参加しました。
　株式会社タニタヘルスリンクの管理栄養士がセミナーの講師となり、「食生活を通じた健康づく
り」をテーマに講演しました。調理の工夫や食べ方のコツ、外食時のポイントなど身近な例を参考
としてセミナーを進行し、参加者から「わかりやすくて参考になりました」「家でも試してみたいです」
と好評を博しました。
　セミナー終了後は、株式会社タニタ食堂がメニュー開発した「タニタカフェ特製弁当」を実食しま
した。弁当には新発田牛や砂里芋、プレミアム米などを中心に、直売所こったま～やで取扱う11
品目の地場産食材を使用して1日の摂取量の半分以上となる175ｇの野菜と塩分2.5ｇのヘルシー
な特製弁当となりました。
　「タニタ健康セミナー」を企画した当JA直売課の石山明子課長
は「今回のセミナーを通じて地場産品のおいしさや健康的な食べ
方を伝える大切さを実感しました。今後もこったま～やでは、地
産地消を通じた地域活性に取組んでいきたいです」と振り返りま
した。

特別栽培米コシヒカリ「プレミアム北越後米」／新発田牛の柚子かんずり
仕立て／北越後産 砂里芋のマッシュポテト／北越後産 ブロッコリーの
ハニーマスタードソース／北越後産 カリフラワーのごまソース／北越後
産 オータムポエムのジンジャーレモン風味／北越後産 人参オレンジの
ラペ／紫キャベツのコールスロー
◆カロリー　669kcal　◆野菜量　178g　◆食塩量　2.51g

特別栽培米コシヒカリ「プレミアム北越後米」／新発田牛の柚子かんずり
仕立て／北越後産 砂里芋のマッシュポテト／北越後産 ブロッコリーの
ハニーマスタードソース／北越後産 カリフラワーのごまソース／北越後
産 オータムポエムのジンジャーレモン風味／北越後産 人参オレンジの
ラペ／紫キャベツのコールスロー
◆カロリー　669kcal　◆野菜量　178g　◆食塩量　2.51g

今回のタニタカフェ特製弁当のお品書きはこちらです！

Topic 2021.12.11

Topic 2021.12.20 Topic 2021.12.20

インフォメーションインフォメーション
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表彰された近藤さん（左）と
涌井組合長（右）

生育順調、促成作型の出荷にも
期待と竹井さん

特産なす、生育回復で
前年実績を上回る
川東特産野菜生産組合

特産なす、生育回復で
前年実績を上回る
川東特産野菜生産組合
　新発田市川東地区の特産野菜である二王子なすを生産
する川東特産野菜生産組合は、同市内で出荷反省検討会
を行いました。関係者18人が参加し、R3年産の出荷実績
や次年度対策について話し合われました。R3年産の二王
子なすは、出荷者14人、栽培面積32a、A品B品をあわ
せた出荷数量が117,020個（前年対比130％）、販売金額
の合計は、3,318千円（前年対比120%）の実績となりまし
た。
　R3年産の作柄は、例年より早い梅雨明けで生育が回復
しました。7月一杯まで順調に出荷が進みましたが、8月
の台風や9月にかけての低温の影響で出荷が伸び悩みまし
た。2年連続で作柄に恵まれない状況のなか、出荷数量と
品質は前年を上回りました。市場関係者からは「最盛期に
風が吹いたことが残念でした。単価もなかなか上がらない
年でしたが、次年度も引き続き評価の高い二王子なすを
販売していきます」と参会者を激励しました。
　同組合の涌井盛男組合長は「梅雨明けから出荷が伸びて
前年を上回る実績となったのは嬉しいです。作柄に苦戦す
る年が続いていますが、次年度に向けて肥培管理などしっ
かり行って天候に負けないように頑張っていきましょう」と
参加者に呼び掛けました。
　同会では、出荷実績から1本当りの収量がもっとも多かっ
た（1本当り125個）同組
合員の近藤與作さんを
最優秀実績として表彰を
行いました。

年内出荷が順調、
年明けの出荷にも期待
Iターンで越後姫を栽培する竹井さん

年内出荷が順調、
年明けの出荷にも期待
Iターンで越後姫を栽培する竹井さん

　北越後農協いちご部会の竹井伸嘉さんの圃場では、R3年
の越後姫出荷が11月上旬から始まり、病害虫の影響もなく
順調に作業が進みました。引き続き、2月から最盛期を迎え
る促成作型の越後姫もこの勢いのまま収穫を行い、6月まで
に7.5tの出荷を目指します。
　竹井さんの越後姫栽培は、今作で3作目を数えます。ハウ
ス5棟のうち1棟が年内作型用、3棟が促成作型用、1棟を
育苗で使用します。越後姫の栽培を行いながら宝交早生の苗
の生産も行います。「1作目は、作業のスケジュールの組み
方が難しかったです。出荷作業のパック詰めなど作業量が読
めないため手探りでした。2作目からやっと作業のスケジュー
ルに沿って仕事ができるようになりました」と竹井さんは当時
を振り返ります。
　竹井さんは東京都の出身で、以前は会社員として宮城県仙
台市で勤務していました。将来は、独立をして仕事をしたいと
考えていた竹井さんが可能性を感じたのが農業。竹井さんの
妻、彩さんの実家である新発田市に住もうと調べていたときに、
Iターンでいちご農家になった先輩に出会ったことも大きく影
響しました。新潟県農業大学校で1年間、同いちご部会の本
間正司さんのもとで1年間の研修を行って、就農されました。
　竹井さんは、自身の経験から「会社員として勤めていた時よ
り時間を作ることができるし、頑張った分だけ収入に跳ね返っ
てくるのでやりがいも大きいです。自分のいちごを美味しいと
いってもらったときの嬉しさは格別です」と力を込めます。竹井
さんの越後姫は、当JAに出荷さ
れるほか、新発田市内の直売所、
彩さんが営む飲食店「Sun.co」で
味わうことができます。

SDGsSDGs

感謝状を手にする田村さん（中）と
JA常勤役員

・上内竹農家組合長　遠藤庄一さん（五十公野） ・則清農家組合長　髙山努さん（佐々木）
・次第浜第４農家組合長　田村康雄さん（聖籠） ・関妻農家組合長　川﨑政彦さん（加治）

継続１０年を表彰　ＪＡ北越後農家組合長表彰式継続１０年を表彰　ＪＡ北越後農家組合長表彰式

　当JAは、本店を会場にR３年度の農家組合長表彰式を行いました。継続して１０年にわ
たり農家組合長を務められた方々が表彰され、受賞者を代表して聖籠地区の田村康雄さ
んに感謝状を贈りました。当JAの齋藤松郎経営管理委員会会長は「長い間、農家組合
長を務めていただき感謝いたします。これからもJA事業にご助力いただければ幸いです」
と挨拶しました。
　R3年度の受賞者は4人となり、詳細は下記の通りです。かっこ内は地区名となります。

SDGs

Topic 2021.12.23 Topic 2021.12.23

Topic 2021.12.22
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◆1か月20日くらいの勤務
◆月給15～25万（残業含む）
◆福利厚生有
◆二種免許取得補助金制度有主なお仕事は、マイクロ

バスで学校関係・冠婚葬
祭の運行となります。
教育期間があり、
慣れてからの運転
になります。

有限会社シティバス
詳しくはお電話ください！
※アルバイトの募集も行っております。

担当：樋口・白井

乗務員募集乗務員募集
シニアの方も活躍
できる職場です！

〈
有
料
広
告
〉

　　

　我が家には、狭いながら庭があり植物を育てています。十
数年前に引っ越したのですが、それから少しずつ草木を植え
て、手入れをしてきました。あまり手間暇かけたくない性格
なので、毎年種を蒔いたり、球根を植え替える必要のあるも
のはなるべく避けて、丈夫で枯れにくいものを育てています。
一度植えたら何年も育つものが多いです。
　一番多いのは、バラです。バラと聞くと手入れが大変と思
うかもしれませんが、意外と丈夫で、最近のバラは病気にも
強いです。育て始めたきっかけは、たまたま寄った本屋さん
で「美しく病気に強いバラ」という本を見つけたからです。そ
こで紹介されていた、ラ・ローズ・ドゥ・モリナールという赤
系のバラが我が家の初めてのバラです。10年以上経ちます
が、今年もたくさん花をつけてくれそうです。
　ちょっと変わったものとして、山菜を植えて楽しんでます。
ワラビ、ゼンマイ、コゴミ、ウルイや、アケビ、ヤマブドウもあ
ります。日陰で育つものもあり、植える場所を試しながらな
んとか育つようになりました。

　果樹も好きで、植える場所がない事もあり、ブドウ以外は
鉢植えで育てています。イチジク、レモン、モモ、アーモンド、
カキ、リンゴです。レモンはアゲハチョウの幼虫がよく付き
ます。実はアゲハの幼虫を育てるのも好きなので、ついつい
葉を食べさせてしまい実付きが悪いです。
　草取りや剪定、誘引、耕し、水やりなど、庭仕事はいい運動
になります。2020年5月号のNHKテキスト趣味の園芸に、千
葉大学大学院　岩崎寛准教授の、園芸作業による上半身の
運動効果の実験が紹介されていました。多くの作業が無理な
く続けられる軽作業（最大筋力20％以上）で、筋力の増加が
期待できる（最大筋力40％以上）動きも存在した。園芸作業
は疲労感も少なく、変化する植物の姿を楽しみにしながら続
けられるという内容でした。インターネットで調べたところ、
私の体重で、草取り程度でも、1時間で300Kcal近く消費す
るようです。
　花を愛でる、香りを味わうだけでなく、運動にもなる庭仕
事。これからも楽しんで続けます。 ^_^

新潟医療センター　副院長　小島　直之

Q源泉徴収票は、いつ頃送付されるのですか。　
A確定申告に使用する源泉徴収票は、確定申告が始まる2
月迄に間に合うよう1月中旬から下旬にかけて、順次送付
します。　
Q源泉徴収票は、どのような人に送付されるのですか。　
A源泉徴収票は、扶養親族等申告書の提出の有無にかか
わらず、老齢・退職を支給事由とする年金を受給している方
全員に送付します。
　また、障害年金や遺族年金は、非課税所得ですので、源泉
徴収票は送付されません。　
Q源泉徴収票の再交付は可能ですか。　
A源泉徴収票を紛失されたり、もう1枚必要な場合は、ね
んきんダイヤルにお電話いただくか、｢ねんきんネット」で､
再交付申請が可能です。日本年金機構に登録されているご
本人の住所宛てにお送りします。
　お電話をいただいてから源泉徴収票を送付するまで、ね
んきんダイヤルの場合は2週間程度、ねんきんネットの場
合は1週間程度かかります。お急ぎの場合は、お近くの年金

事務所又は街角の年金相談センターにご来訪くださいます
ようお願いします。来訪により再交付を希望される場合は、
次の書類をお持ちください。
○ご本人が来訪される場合
①年金手帳､年金証書、改定通知書など日本年金機構が
送付した書類、もしくは個人番号カード（マイナン
バーカード）や通知カード
②本人確認ができる書類（運転免許証など）
○代理人が来訪される場合
①ご本人の年金手帳､年金証書､改定通知書など日本年
金機構が送付した書類、もしくは個人番号カード（マ
イナンバーカード）や通知カード
②ご本人の委任状
③代理人の本人確認ができる書類（運転免許証など）

　お電話での再交付申請は【ねんきんダイヤル】
　0570-05-1165
　受付時間　月曜日 8：30～19：00
　　　　　　   ※月曜日が祝日の場合は翌開所日は19:00まで
　　　　　　火～金曜日 8：30～17：15
　　　　　　第２土曜日 9：30～16：00
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  1　力士が頭のてっぺんに結います
  3　ベッドルームともいいます
  6　南へと吹き抜けていきます
  8　父はロバ、母はウマ
  9　青→黄→赤と変わるものをよく見掛けます
11　宍道湖の名産である二枚貝
13　水瓶座と牡羊座の間
15　訴えや申請などが退けられること
17　̶̶かまぼこ、̶̶団子、̶̶笛
18　鉄道のレールの下に並べます
20　テレビ̶̶の録画を予約した
21　魚へんに師と書く出世魚

  1　節分の日に丸かじりする地方もあります
  2　歯がある履き物
  3　世界遺産には文化遺産や̶̶遺産があります
  4　ほっそりした指の例えに使われる魚
  5　酸っぱいものを見ると湧きます
  7　特定のヤギの毛を使った高級な毛織物
10　受験生が勝ち取りたいもの
12　江戸幕府の旗本、御家人の総称
14　̶̶頭をたたいてみれば文明開化の音がする
16　酒のお供です
17　年齢を尋ねられたので̶̶を読んで答えちゃ
　　 った
19　愛を英語でいうと

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？

小林 日和さんの作品
日本アニメ・マンガ専門学校

 今のところ雪は大した事はないけれど寒さには応
えます。昨年は色々あって、身体は老体になり、物品
が壊れ、散々な1年でした。最後の最後にはアイロン
が壊れてしまいました。新年は新しいアイロンで、身
も心もピシッと決めたいです。
 （新発田市　70代　女性）

　今春、双子の孫が小学校に入学します。初孫です!!
ランドセルを見に行ったときは感動しました～!!
 （聖籠町　60代　女性）

　あけましておめでとうございます。7回目の年男
「寅年」を迎えました。今年もJAきたえちごを楽しく
拝読させていただきます。お願いします。
 （新発田市　80代　男性）

　年末年始に家族全員風邪でダウン。なんといって
も健康第一！ 今年も健康で良い年になりますよう
に！
 （聖籠町　50代　女性）

　健康に関する記事はありがたいです。今後も期
待!!正月早々に迷い子猫が来てほっこりしていま
す。寒い中、あたたまるような出来事です。
 （新発田市　80代　男性）

　「ギャラリー蕗谷虹児」をいつも楽しみにしていま
す。昭和の時代を一緒に生きたことが絵から感じとる
ことができ嬉しいです。また、表紙は新春にふさわし
い「春を告げる花」チューリップで素晴らしいです。
 （新発田市　60代　女性）

　表紙一面のチューリップは鮮やかでなんてステキ
でしょう。色とりどりでいつまでも見ていられるし、
心がほっこりしました。 （新発田市　60代　女性）

　こったま～やのナス漬けの素がナスがおいしく漬
かり最高!!あちこちに教えていますが、評判上々で
した。 （新発田市　80代　女性）

　7月にオープンした直売所「こったま～や」、農産
物や牛肉や漬物がいつでもあって嬉しい!!それと手
芸品もあり、買い物が楽しくなりました。
 （新発田市　90代　女性）

　表紙のチューリップ、とても品種が多く驚いてい
ます。お花はいいですネ。JA北越後女性部の生け花
教室に参加させていただき、毎日花の良さを堪能し
ています。 （新発田市　60代　女性）

　2月9日は父の命日です。こったま～やに行って花
を買って寿町の墓にお祈りしてきます。
 （新発田市　80代　男性）

　頭の体操クロスワードパズルいつも楽しみにして
います。こったま～やからもらった大きなカゴも利
用しており便利です。今度ワンコインセミナーがス
タートすると聞いておりますが是非参加したいと
思っております。 （新発田市　80代　女性）

　孫娘が昨年2歳になり、しばらく会えないでいまし
た。LINEのテレビ電話で会話したとき、私の顔を見
て、かたまってしまいました。直接会えないために、
私をどこかのじじだと思いかたまったのでしょう。
さびしい限りでした。かたまる孫娘を見て実娘に「こ
れは孫娘の写真か？」「かたまっているだけだよ」そ
うか……。 （新発田市　60代　男性）

　新しい年になり今年も元気で野菜作りが出来るよ
う願っています。作ったことのない野菜も挑戦して
みようと思ってます！「春よこい、早くこい」です!
 （新発田市　70代　女性）

　先月末のことです。父が落としてしまった補聴器
を預かってくださっていたそうですね。本当にあり
がとうございました。大切な物でしたので、助かりま
した。JA北越後中央店の皆さんの温かい対応に心か
ら感謝します。ありがとうございました。
 （新発田市　60代　女性）

　昨年末店頭のポインセチアに惹かれて購入しまし
た。水や温度管理について調べていると、葉が赤いの
は受粉を手助けしてくれる虫を呼び寄せるためなの
だと分かりました。 （新発田市　50代　女性）

　ベジタブルライフにフキノトウが掲載されていま
したが、去年11月末に大峰山でとっても小さなつぼ
み（花蕾）を見つけてきました。おみそ汁に入れたら
春の香りがして幸せな気持ちになりました。一足も
二足も早い春を味わいました。春が待ち遠しいです
ね…。 （聖籠町　60代　女性）

　地元にいても存在を知らなかった「つばさ芋」を絶
やすことなく栽培して地域の活性化に取り組んでい
る人達の活動の姿に昔からある物を継続していく大
切さを知りました。 （新発田市　60代　女性）

　実家に帰省の際、拝見しました。前回も拝見したの
ですが、また読みたくなるような見やすい広報誌でし
た。新発田に帰省の際はまた探して読みたいです。
 （新潟市　40代　女性）

　昔の職場の同期4人、それぞれ東京、埼玉、新発田
に住んでいるので年に1回だけ温泉に出かけ会って
いましたがコロナ禍でここ2年出かけられず、今年こ
そ収束して会えればいいなぁと思っています。
 （新発田市　60代　女性）

　体重計が壊れたと家族中大騒ぎ。娘が設定し直し
て「ハイ！お試し測定代表は母！」と指名され家族の
視線を感じつつ機器に上がると、予定の数値を大幅
オーバー。こたつで丸くなってばかりではダメなも
んだわね（・・；） （新発田市　70代　女性）

■応募締切
当月28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

■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

フクワライ

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

者読
声の

抽選で５名様に農協全国商品券1,000円分をプレゼント

クロスワード
パズル

クロスワード
パズル頭の体操

き た っ ち
マ ン ガ
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JAデータ （令和3年12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

16,629人
7,689人
8,940人

29億8,859万円
1,053億4,840万円
295億7,381万円
3,590億2,517万円
※ 58億6,305万円
※ 25億2,466万円

※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12月29日（水）

協　議　事　項

⑴
      
第８次中期３カ年経営計画について

1月号に掲載しました共済ポスターコンクールにおいて小学校名に誤りがござ
いました。新発田市立後免町小学校と記載がありましたが、正しくは新発田市
立御免町小学校です。大変申し訳ございませんでした。

き
た っ ち

の

通信
初売りで新年スタート！
　令和4年のスタートは1月5日（水）の「初売り」で始まり
ました!(^^)! 吹雪の中での初売りでしたが、早朝から出荷
いただいた出荷者の皆さんと「今年もよろしくね！」「またが
んばろう！」と元気いっぱいにスタート！！ 福袋を中心に、開
店前から目当ての商品をお求めになる大勢のお客様に来
店いただきました!(^^)! 福袋は昨年までの50袋から100
袋に数を大幅アップして販売！ 越後姫、オータムポエム、えのき、切り餅、オススメのAコープ商品などが“こったま”入った福
袋は大人気で午前中に完売となりました(^^)/
　玄関前では女性部の皆さんから「甘酒」が振舞われ、温かいプレゼントに「あったかくて美味しい」「懐かしい」と大好評！ 笑
顔あふれる、体も心もポカポカな新年のスタートとなりました！

願いをコメて応援しおり作成
　こったま～や入口に職員手作りの手作り鳥居を設置しま
した!(^^)! 「来多真阿矢神社」と名づけた鳥居には合格祈
願への願いをコメて北越後米の米袋でつくった「応援しお
り」を設置(#^^#) 受験生や見守るご家族から大人気！追加
作成しながら応援中です(^^)/

こったま～やで食育 PR
　毎月１９日は「食育の日」(^^)/ こったま～やでは、
地場産品の魅力をたくさん知っていただくため食育ソ
ムリエ職員が「食育ソムリエの豆知識」として食育ＰＯ
Ｐを作成！おいしさの秘密や食べ方のコツなどをご紹
介しています♪ 出荷者直筆のＰＯＰは思いが伝わる
傑作ぞろい！
　生産者の直伝レシピは「簡単で美味しい」と開店以
来大好評です(#^^#)

　ご来店の際には、
ぜひPOPやレシピ
にもご注目くださ
い!(^^)!

 ▲フェイスブック ▲ホームページ  ▲インスタグラム

SNSも更新中！

こった ま あ や

食育ソムリエの豆知識が
いっぱいのPOPです
食育ソムリエの豆知識が
いっぱいのPOPです

米袋でつくられた「応援しおり」

懐かしい甘酒のふるまい大人気のこったま福袋

職員手作りの鳥居
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編集後記
　昨年の1月は大雪でした⛄今年の雪
は、今のところ昨年の勢いはなくて安堵
していますが、路面は頻繁に凍結する
ので運転や歩くのには引き続き注意し
たいです。この季節にバイパスや高速を
よく使う方は車の下回りを入念に
チェックしたほうがいいですヨ！自分の
車ですが、塩害で錆だらけになっていた
様は中々ショックが大きかったです・・・
塩対策の重要性を思い知りました😭
　この2月号で長年連載をいただきま
した「ギャラリー蕗谷虹児」が終了とな
ります。原稿をご執筆いただきました蕗
谷龍夫様、ご協力をいただきました蕗
谷虹児記念館様に感謝いたします。読
者の皆様からもメッセージをいただけ
れば幸いです。（M）

　
頭の痛いことが多そうですが、「雨
降って地固まる」となるとき。慌て
ず交渉に当たりましょう。買い物運
は良好

　
人間関係に広がりが見られます。
何かと用事が増え仕事面は大変で
すが助けてくれる人が。連絡を密に
して開運

　
ピン! とひらめきのある月です。企
画力がありますから新しい提案を
行って吉。古い物は大切に。リメー
クを

　
気持ちのそわそわがミスを招きが
ち。深呼吸やつぼ押しで平常心を
保って。下旬からは上昇運。積極的
に行動を

　
ちょっとびっくりの連絡が入りそ
う。真偽が気になるときはしっかり
確認を。笑い話にできるかはあな
たの対応次第

　
あなたの細やかな気配りが周囲を
和やかにするはず。自信を持ってほ
ほ笑んで。気になることも解消に向
かいます

　
何かと頼られることが多く大変で
すが発展的です。できないことはあ
なたからもお願いを。ギブ&テーク
で大成功

　
前半はつまずくことが多いですが、
次第に解消。気持ちがせくときほど
丁寧に進めるよう心掛けて。下旬は
逆転運

　
良好運です。食事や趣味を楽しむ
時間が増え交友関係も発展的。お
しゃべりの時間を大切に。旅行の
計画が吉

　
良い話も面倒な話もまとめてやっ
て来そう。どちらも受け入れ調整し
ながら進めて。あなたの手腕が光
ります

　
太陽の恵みを受け運気はパワフ
ル。多少強引でもやり遂げたいこ
とに着手する好機です。可能な範
囲で周囲に配慮を

　
スロースタートの上昇運です。徐々
に結果が見えてきますから修正、
改良しながら丁寧に進めていきまし
ょう

今月のあなたの運勢  ２月
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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。

　蕗谷虹児記念館が開館した34年前、私はＮ
ＨＫ放送センタ―の撮影部カメラマンで、自
然番組などをおもに手掛けていました。
　記念館の開館前後のことは、いまも記憶に
鮮明です。

☆
　新発田市で蕗谷虹児記念館の建設が決まっ
て以降、私は出張した先々で美術館や文学館
を訪ね、お話を伺って回りました。そのとき
異口同音のようにご助言を頂いたのが、開館
直後はともかく、継続維持していくことがい
かに大変かということで、金沢市の某文学館
では「連日、屋根の雪下ろしに追われて……」
と、ほとんど悲鳴のように聞こえました。

　小田急沿線の自宅でひとり暮らしの私は87
歳、最近は記念館にもめったに出かけません
が、いちおう息災に暮らしております。

☆
　晩年、虹児は新潟日報の夕刊に自伝を連載、
それが好評を博して、イタリア軒前に『花嫁
人形』の歌碑が建ちました。そして没後８年
目には、母エツの生家「有馬の湯」があった
新発田市に記念館が開館した次第です。
　その後、毎秋、市の文化会館で『花嫁人形』
合唱コンクールが開催され、今秋もコロナ騒
ぎが収まれば開催されるとのこと。亡父に代
って心より感謝申し上げる次第です。　

（蕗谷虹児記念館元館長　蕗谷龍夫）

ギャラリー蕗谷虹児
2022.2

蕗谷虹児記念館の開館式(市民文化会館)　
昭和62(1987)年

左  建築家の内井昭蔵 氏
右  近寅彦 市長、母・龍子、龍夫（筆者）
昭和62(1987)年当時

最終回
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