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ＪＡ北越後の新年度スタート！ 新設部署をご紹介します。
（営農販売部担い手支援課）

特 集

　５月に入り、田植えが始まり、田んぼの水面が美しい季節となりました。二十四節季
では、穀雨から立夏へと移り変わります。暦の上では夏が始まり、いよいよ農作業も
フル稼働です！！

　５月に入り、田植えが始まり、田んぼの水面が美しい季節となりました。二十四節季
では、穀雨から立夏へと移り変わります。暦の上では夏が始まり、いよいよ農作業も
フル稼働です！！
　ＪＡ北越後では4月より農業振興の主人公となる、多様な担い手のみなさんとの連携を強化し、生産者の
所得向上を目指して、新たに 『担い手支援課』 を設置しました。

　ＴＡＣが農家のみなさまのもとへ出向き、生産者とＪＡをつなぐパイ
プ役となります。多様なニーズに応えられる情報提供、課題を共有し
ながら解決に向けて担い手の皆さんに寄り添った課題解決型提案を
行います。

※ー

地域農業を支える担い手の皆さん ＪＡ北越後
担い手支援課 行政

普及センター

『担い手支援課』とは？

この地域の農業が未来へ繋がるよう、
一緒に歩んでまいります。

ＴＡＣの活動（主なもの）

生産資材相談 税務相談

組織化・
法人設立支援

園芸品目の
生産拡大

新規就農
事業継承相談

経営相談
融資相談

※ＴＡＣとは、地域農業の担い手に出向く
営農経済を担当するＪＡ職員の愛称です。

育苗指導会・営農相談の様子
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2022年度 みなさんの地区担当をご紹介します
よろしくお願いいたします。

よろしくお願いいたします。

新発田支店 　●

本店 加治支店

豊浦購買センター

豊浦支店

聖籠支店 
（聖籠購買センター）

紫雲寺支店
紫雲寺購買センター

川東購買センター

●

旧紫雲寺ふれあい営業所

旧聖籠ふれあい営業所

旧新発田ふれあい営業所

旧加治ふれあい営業所

旧金塚ふれあい営業所

旧新発田ふれあい営業所

旧佐々木支店
（佐々木ふれあい営業所）

旧川東支店
（川東ふれあい営業所）

菅谷支店
（菅谷ふれあい営業所）

旧松浦支店
（松浦ふれあい営業所）

旧五十公野支店
（五十公野ふれあい営業所）

本店

エリアマップ

TAC 新たに発進！管内エリアのTAC 担当者の担当地区と連絡先をご紹介します。

太田　一枝
業務用携帯　090-2150-1384
o-hitoshi@ja-kitaechigo.or.jp

エリア長 太田　隆
業務用携帯　070-7362-6556
o-takashi@ja-kitaechigo.or.jp

エリア長 榎本　英之

聖籠・加治・金塚・紫雲寺エリア 新発田・五十公野・川東・菅谷エリア 松浦・佐々木・豊浦エリア

業務用携帯　080-2171-6051
e-hideyuki@ja-kitaechigo.or.jp

佐藤　雅俊
業務用携帯　080-2171-6049
st-masatoshi@ja-kitaechigo.or.jp

渋谷　賢志郎
業務用携帯　080-2171-6047
s-kenshiro@ja-kitaechigo.or.jp

榎本　祥一
業務用携帯　080-2171-6044
e-syoichi@ja-kitaechigo.or.jp

松井　武
業務用携帯　080-2171-6054
m-takeshi@ja-kitaechigo.or.jp

神田　美穂
業務用携帯　080-2171-6045
k-miho@ja-kitaechigo.or.jp

佐藤　翼
業務用携帯　080-2171-6052
s-tsubasa@ja-kitaechigo.or.jp

石岡　みのり
業務用携帯　080-2171-6053
i-minori@ja-kitaechigo.or.jp

大倉　師
業務用携帯　080-2150-1371
o-tsukasa@ja-kitaechigo.or.jp

今井　拓也
業務用携帯　070-7362-6555
i-takuya@ja-kitaechigo.or.jp

エリア長

担い手支援課よりご挨拶担い手支援課よりご挨拶

TACも新体制となり、
より身近な存在となるよう、
職員一同連携を図りながら
皆様に満足いただけるよう
努力してまいります。

一生懸命取り組んでまいりますので
よろしくお願いいたします。

サトウ　マサトシ

マツイ　タケシ

オオクラ ツカサ

シブヤ　 ケンシロウ エノモト ショウイチ

イマイ　 タクヤイシオカ

カンダ　　ミホ

オオタ　タカシ エノモト　ヒデユキ

サトウ　ツバサ

オオタ　　ヒトシ

聖籠・加治・金塚・紫雲寺エリア

新発田・五十公野・
川東・菅谷エリア

松浦・佐々木・豊浦エリア

JA北越後
本店
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新採用・登用社員の紹介
ニューフェ

イス！

新採用・当用社員９名

　令和４年度の新採用と登用社員の辞令交付式が本店で開催されました。
　辞令を受けた石井優衣さんは「昨今の新型コロナウイルスの影響から新しい生活様式が定着しつつありま
す。これまで培った能力を生かし、一日も早くお役に立てるよう精一杯努力していきたいです」と代表して誓い
を述べました。
　当ＪＡ経営管理委員会の齋藤松郎会長は、「人生１００歳の時代です。悩み、壁にあたると思いますが、夢をもっ
て楽しい人生を送って。世界情勢は大変ですが、地域の活性化を担っていただきたい」と挨拶しました。

上写真の配置です
所　　属

氏　　名

挨　　拶

㈱ライフサポート北越後
総務・生活事業部 総務課

矢田　綾香
や だ　　あやか

　一日も早く皆様のお役
に立てるよう、今までの経
験を糧に誠心誠意業務に
取り組んで参ります。

㈱ライフサポート北越後
経済事業部 車輌課

渡邉　光
わたなべ ひかる

　地域の皆様に信頼され
る社員になれるよう頑張
ります。どうぞよろしくお
願いします。

ＪＡ北越後
営農販売部 農機課

坂上　成海
さかうえ　なるみ

　まだまだ未熟者ですが、
一早く仕事に慣れるよう
精一杯努力していきます。
よろしくお願いします。

㈱ライフサポート北越後
経済事業部 燃料課

玄應　清美
げんおう　きよみ

　豊浦給油所に配属され
ました。地域の皆様に親し
みを感じてもらえるよう努
めて参ります。

ＪＡ北越後
営農販売部 園芸振興課

荻野　咲良
おぎの　  さくら

　青果物集出荷センター
の配属になりました。職員
としての自覚を持ち、精一
杯頑張ります。

㈱ライフサポート北越後
経済事業部 燃料課

長谷川　美咲
はせがわ　  みさき

　学校で学んだ事を生か
し早く皆様に安心して任
せてもらえる社員になる
よう精一杯頑張ります。

ＪＡ北越後
金融部 中央支店

高橋　未菜美
たかはし　 み な み

　一日も早く地域の皆様
の役に立てるよう頑張り
ます。よろしくお願いしま
す。

ＪＡ北越後
金融部 加治支店

石井　優衣
いしい　　ゆい

　組合員・地域の皆様の
お役に立てるよう精一杯
頑張ります。

㈱ライフサポート北越後
総務・生活事業部 葬祭課

藤森　奈月
ふじもり　なつき

　丁寧な所作、声掛けが
できる社員を目指して働
いていきたいです。
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令和4年度の共済担当LAのご紹介です。
（LAはライフアドバイザーの略称です）

皆様の地区にお伺いいたしますのでよろしくお願いいたします。

共済に関するお問い合わせは

JA北越後 共済センター 0254-26-3522

第 1グループ

後列左から 新発田地区担当…………………石山　修平
 聖籠地区担当……………………宮川　大輔
 聖籠地区担当……………………益田　翔平

前列左から 新発田地区担当…………………森　　愛理
 新発田地区担当　課長補佐……渋谷加代子
 聖籠地区担当　係長……………高橋なおみ
 新発田地区担当…………………榎本　祐未

第 3グループ

後列左から 川東地区担当……………………寺澤　康子
 川東地区担当……………………桐生　智美
 紫雲寺地区担当…………………増子　浩子
 紫雲寺地区担当　係長…………川崎　裕子

前列左から 加治地区担当……………………高橋　　楓
 加治地区担当……………………藤倉　春香
 加治地区担当　課長補佐………長谷川幸司
 菅谷地区担当……………………阿部　　豊

第 2グループ

後列左から 豊浦地区担当　係長……………長谷川和之
 松浦地区担当……………………小池　雄司
 豊浦地区担当……………………高橋　康子
前列左から 五十公野地区担当………………清田　陽子
 五十公野地区担当　課長補佐…太田　安子
 佐々木地区担当…………………小坂　祐子
 豊浦地区担当……………………京野　真紀

● 第１グループ
　　0254-27-0099
● 第２グループ
　　0254-21-4000
● 第３グループ
　　0254-22-3465

各グループ直通TEL
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Home Gerden
ラッカセイ　ゆでれば甘く、煎れば香ばしい

い

作ってみよう！

　ラッカセイの根には、根粒菌が共生し、空気中の窒素を植物に供給するため、
窒素の少ない土壌でも生育できます。温暖地では種まき適期は5月中旬～6月
中旬です。

［品種］ゆで豆向きには、早生の「郷の香」、晩生の「おおまさり」などがあります。
煎り豆向きで晩生の「千葉半立」、中生の「ナカテユタカ」、やや早生で最近育成
された「Qなっつ」があります。

［畑の準備］事前に1平方m当たり苦土石灰150gを菜園全体に散布して耕して
おきます。深さ20～30cmの溝を70～80cm間隔で掘り、溝1m当たり化成肥
料（NPK各成分10%）100gと堆肥2kgとを施し、土とよく混ぜ、溝を埋め戻し
ます（図1）。窒素が多過ぎると「木ぼけ」し、実の付きが悪くなるため、野菜の後
作では肥料を控えめに与えましょう。

［種まき］土を盛り上げて幅30cm程度の畝を立て、種は25～30cm（「おおまさ
り」は50～60cm）の間隔で2粒まきます（図2）。鳥よけは、トンネル状にネット
を掛けるか、不織布でべた掛けをします。また、釣り糸を上部に張ると、カラス
は羽が糸に触れることを嫌うため、飛来を防ぐことができます。なお、畑の都合
や鳥害回避のために、小型ポットで本葉2枚くらいまで育苗をしてから植え付
けることもできます。

［灌水（かんすい）］発芽までは十分与え、その後はやや乾かし気味にしますが、
夏の乾燥は実の太りに影響するので灌水すると良いでしょう。

［土寄せ］開花後に株元に土寄せをします。この土寄せは子房柄が地中に入りや
すくするためです（図3）。

［病害虫防除］コガネムシ類の幼虫が、さやを食害するときがあります。掘り
取ったときに幼虫がいたら捕殺してください。次年度以降は、フォース粒剤な
どで防除対策をしましょう。

［収穫］ゆで豆向き品種では、「郷の香」は開花期（株全体の半数に開花が始まったとき）からおよそ70日、「おおまさ
り」でおよそ85日のさやが十分に肥大した頃です。煎り豆向きでは、「ナカテユタカ」「Qなっつ」はおよそ80日、「千
葉半立」はさやが膨らみ、網目がはっきりと見えた95日頃で、中の豆の皮が茶色に着色しています。

［食べ方］電子レンジを利用した、煎り方を紹介します。乾燥さや50gを耐熱皿に並べ、500Wで1分半加熱した後、
攪拌（かくはん）し、再度1分間加熱後攪拌し、さらに500Wで1分間加熱します。加熱の過程でかき混ぜることで、
煎りむらを少なくできます。電子レンジの出力を低く設定し、加熱時間を長く取ることでも煎りさやができます。
また、むき身では、水に10秒ほど漬け、紙封筒に入れて50gでは500Wで3分程度加熱します。いずれも分量が多い
場合は調理時間が長くなり、少ない場合は短くなります。　
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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田植機を点検してみよう！
田植機のお手入れを！春作業真っ盛り🌸点検を進めておきましょう⚙

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

施肥装置１

清掃方法清掃方法

【働き】【働き】● 田植と同時に苗側条に施肥を行います。
● 肥料を入れたまま長期保管を行うと肥料詰まりや機械腐食の原因となります。

各部の注油とグリスアップ2

【働き】【働き】● 摺動部には注油またはグリスアップが必要です。適切な注油を怠ると部品の摩耗が早まります。

① 作業終了後に清掃を行います。
② 施肥装置内部にある肥料を完全に取り除き、内
部を水洗いした後、完全に乾燥させます。

③ 清掃方法は機械により異なりますので、取扱説
明書で確認してください。

④ 施肥装置以外にもステップ、後車軸ケース、植
付部リンク等への肥料の付着がある場合は水洗
いします。

点検方法点検方法
① 機体各部の掃除後や田植作業を始める
前に各部の注油やグリスアップを行い
ます。（運転席の各種レバー支点部、走
行部、植付部の苗載せ台レールやリン
ク支点部等）

② 注油箇所は取扱説明書で確認してくだ
さい。

整備コストダウン・作業機会ロスカット

＜側条施肥機とホッパー＞

苗載せ台レール プロペラシャフト接続部

縦送りクラッチ植付アーム

ホース

横送りネジ

作溝部

第10弾
第10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

今回は各支部の今後の活動予定（現在決まっているもの）をお知らせします(^^)/
ご興味がある方はぜひ女性部にご加入下さい。一緒に活動しませんか(^^♪

父の日にプレゼントしよう！
　　　　親子防災ブレスレット作り
父の日にプレゼントしよう！
　　　　親子防災ブレスレット作り

JA北越後営農センター 営農相談課　☎0254(26)7000
お申込み受付時間：月～金　8:30 ～ 17:00　参加者のお名前･性別･年齢･住所･電話番号をお伝えください。
※申込時にいただいた個人情報は、JAの事業、案内等の目的以外には使用いたしません。

お問合せ･申し込み方法お問合せ･申し込み方法 お電話またはQRコードよりお申込みください。

開催要項

日　時：6/4（土）　10：00～ 11：30頃まで
会　場：ＪＡ北越後 営農センター
 新発田市島潟字弁天1449-1

募集定員：15組（先着順）
対象者：JA北越後管内（新発田市・聖籠町）の小学生とその保護者

参加費：一人500円（当日会場にて徴収させていただきます）

内　容：防災ブレスレット作り、防災クイズ　など
※JAの広報に使用するため、活動の写真を撮影します。あらかじめご了承ください。
※コロナウイルス感染対策の為、マスクの着用をお願いします。

参加申込フォーム

直売所「こったま～や」隣です

農産物直売所
「こったま～や」

ご応募
待ってます!!
ご応募

待ってます!!

紐をほどいてロープや応急
手当に活用したり、留め具が
ホイッスルになっています。

紐をほどいてロープや応急
手当に活用したり、留め具が
ホイッスルになっています。

お問合せは…JA北越後営農センター女性部事務局まで　☎0254－２６－７０００

部員募集中

新発田支部新発田支部
  ７月 ヨガ教室　
１１月 防災ブレスレット作り
１２月 フラワーアレンジメント

五十公野支部五十公野支部
  ７月 スマホ教室
１１月 キムチ作り　
１２月 フラワーアレンジメント
  1月  新年会

加治支部加治支部
  ６月 バッグフラワーアレンジメント
  ７月 ストレッチ教室
  ８月 部員交流会

松浦支部松浦支部
  ６月 焼き肉のタレ作り
１１月 キムチ作り
１２月 生花教室
  １月  親睦会

川東支部川東支部
  ７月 焼き肉のタレ作り
１１月 寄せ植え教室
１２月 キムチ作り、
 フラワーアレンジメント

菅谷支部菅谷支部
  ６月 支部交流会
１１月 キムチ、焼き肉のタレ、
 こんにゃく作り
１２月  生花教室

豊浦支部豊浦支部
  ７月 苔玉作り
10月または11月  寄せ植え講習会

聖籠支部聖籠支部
１２月 フラワーアレンジメント
  １月 ボウリング大会

紫雲寺支部紫雲寺支部
１１月 しめ縄作り教室
１２月 フラワーアレンジメント

佐々木支部佐々木支部
  ７月 苔玉作り

インフォメーションインフォメーション
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　（株）ライフサポート北越後は、ＪＡ北越後よ
り分社化し今年で設立１０周年!組合員の皆
様、地域の皆様のおかげで、ここまでくること
ができました。これからも親組合と一体となり、
地域社会に貢献できるよう精一杯がんばって
まいりますので、これからもどうぞよろしくお
願いいたします。

　「ライフサポート北越後をもっと皆様に知っ
ていただきたい！」との思いから、今月より連載
で、毎月各部署から様々な情報をお届けします
ので、お楽しみに!

　ライフサポート北越後の本部は、ＪＡ北越後旧五十公野支
店に事務所があります。こちらでは、経理・人事、総務に関す
る業務を行っています。お客様と直接お会いする機会は少な
いのですが、写真にある松のように、お客様・地域のみなさま
に寄り添って、生活のお手伝いができるよう日々努力してま
いります。
　今後ともご愛顧いただきますようお願いいたします。

第１回　本部

駐車場の由緒ある松。
ご来店の際、こちらが目印です。

ライフサポート北越後通信

インフォメーションインフォメーション
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ＪＡ北越後年金友の会　
第4回グラウンドゴルフ大会の延期について

ＪＡ北越後年金友の会　
第4回グラウンドゴルフ大会の延期について

ＪＡ北越後年金友の会　
第4回グラウンドゴルフ大会の延期について

ＪＡ北越後年金友の会　
第4回グラウンドゴルフ大会の延期について

ＪＡ北越後かがやきの会
ＪＡ共済健康教室の中止について

ＪＡ北越後かがやきの会
ＪＡ共済健康教室の中止について
ＪＡ北越後かがやきの会

ＪＡ共済健康教室の中止について
ＪＡ北越後かがやきの会

ＪＡ共済健康教室の中止について

組合員の皆様へ
お知らせ

組合員の皆様へ
お知らせ

組合員の皆様へ
お知らせ

組合員の皆様へ
お知らせ

　令和4年6月に開催を予定しておりました「ＪＡ北越後年金友の会第4回グラウンド
ゴルフ大会」は、新型コロナウイルス感染症の発生状況を踏まえ、感染拡大防止の観
点から、参加者の健康・安全を最優先に検討した結果、開催を延期することといたしま
した。
　なお、延期時期は今後の感染状況等を鑑み、開催の時期についてはあらためてご
案内させていただきます。
　ご参加を予定されていました皆様には大変申し訳ございませんが、何卒、ご理解を
賜りますようお願い申し上げます。

北越後農業協同組合  金融部

　新型コロナウイルス感染症の発生状況を踏まえ、感染防止の観点から、参加者およ
び関係者の健康・安全を最優先に検討した結果、今年度についても中止とさせていた
だくことといたしました。
　ご参加を予定されていました皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、何卒、ご理解
を賜りますようお願い申し上げます。

北越後農業協同組合  共済部

　日頃より「広報きたえちご」をご愛読いただき誠にありがとうございます。
　６月号の配布期間について６月１０日～２０日の期間でお届けを予定しております。
　ご不便、ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。
　※６月２６日㈰に開催されます総代会資料と一緒に配布させていただきます。

お知らせ　＜限定特典＞ JA北越後年金受給者 様

　４月･５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

※お誕生日プレゼントのうち、JA北越後グループ利用券は、セルフ新発田・セルフ聖籠・
　セルフ加治ではご利用できません。

インフォメーションインフォメーション
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＜お届け期間＞令和4年5月1日㈰～5月31日㈫

AL品　１kg入
　　　　　（約30本） ￥4,25０
AL品　２kg入
　　　　　（約60本） ￥7,25０

お申込･お問合せは ＪＡ北越後農産物直売所 こったま～や

0120-121-3900120-121-390

〒957-0011 新潟県新発田市島潟字弁天1341-1
＜FAX＞0254-22-0717 ＜受付時間＞10：00 ～16：00
＜定休日＞第２・第４　火曜日

新潟県新発田市島潟字弁天1449-1
毎週火曜日
9：00～18：00

（送料･税込）

（送料･税込）

※生育状況により着日指定はできかねますのでご了承下さい。

大切なご親戚やお友達への贈り物に・･･

アスパラガスアスパラガスアスパラガスアスパラガス
JA北越後　ブランド品目JA北越後　ブランド品目

※関東･北陸･信越･中部地区以外への発送は別途地域割増料金をいただきます。

ご注文専用フリーダイヤルご注文専用フリーダイヤル

北越後
の旬の

味を

送りませ
んか？北越後

の旬の
味を

送りませ
んか？

オンラインショップでも
ご注文承ります！

アスパラガス発送価格アスパラガス発送価格

インフォメーションインフォメーション
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小学校３年生、地元アスパラガスを有名に小学校３年生、地元アスパラガスを有名に

　東豊小学校は３月２３日、新発田市産アスパラガスの認知度向上を目
的に制作したポスターをＪＡ北越後農産物直売所「こったま～や」に贈呈し
ました。同校３年生は令和３年６月から総合学習で、新発田の特産である
アスパラガスを栽培し、収穫から調理までを行いました。アスパラガス
のおいしさを沢山の方に知ってもらいたいと考え、認知度向上を図るた
めのポスターを作成しました。自ら育てたアスパラガスのおいしさや農
家の苦労を絵に表現し、アスパラガスへの思いも作品に載せました。「ア
スパラガスの育て方を知ることができました。自分たちで調理して食べ
たら甘くてイメージが変わりました。ポスターを見た人が、アスパラガ
スに関心をもって、有名になってほしいです」と同校３年生の御子柴花さ
んと天野愉斗さんは期待を込めました。
　営農販売部営農指導課の太田一枝課長補佐は「８か月の間、食農に対
する熱い思いを感じることができました。ポスターは店頭に展示し、生
産拡大に向けて東豊小３年生の努力を届けていきたいです」と決意を述
べられました。同校はアスパラガスの栽培を新３年生に引き継ぐことを計
画しています。

３年生全員ときたっちで記念撮影

有難くポスターを受け取る直売所職員

全部で24枚のポスターが制作されました。
当JA直売所こったま～やに12枚、他12枚は新発田市役所に飾られています。

Topic 2022.3.23
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アスパラガス部会　第28回通常総会・出荷会議・栽培管理指導会　開催アスパラガス部会　第28回通常総会・出荷会議・栽培管理指導会　開催
　アスパラガス部会は第28回通常総会・出荷会議・春の栽培管理指導会を当JA営農センターで開催しました。総会では令
和4年度事業計画、役員改選を含む5つの議案全てが承認され、新部会長として小川原俊明さん（菅谷地区）が選ばれました。
開会にあたり経営管理委員会齋藤松郎会長は「生産者のみなさんより良い品物を作っていただいている。生産者のみなさんの
所得に直結する販売力が問われている。少しでも高い市場に販売していきたい」と挨拶し
ました。
　出荷会議では令和4年度の基本方針を春採りと夏秋採りの作型で長期安定出荷と、規
格の大きいものの差別販売を行うことを目標としました。市場情勢について柏印柏崎青
果株式会社蔬菜部部長西方貞晴様は「他県産が品薄の状況となっており高値傾向である。
産地として期待しているので、安定出荷をお願いしたい」と期待を込めました。
　栽培管理指導会では普及指導センター課長代理渡辺勧様より土壌焼却作業の重要性
と施肥管理について説明がありました。今年度は販売高１億4000万円を目指しています。

地域の基幹店を目指す　セルフ加治オープン地域の基幹店を目指す　セルフ加治オープン
　3店舗目のセルフ給油所として建設を進めていたセルフ加治がグランドオープンしま
した。オープンセレモニーには関係者が集まり、テープカットで開店を祝いました。利
用者の満足度向上を目的に最新式のドライブスルー洗車機が導入されました。（株）ラ
イフサポート北越後の岩渕昌勝常務取締役は「脱炭素社会に向け自動車の電動化が進
む環境の中ではありますが、燃料の安定供給と収支改善を図るため、老朽化対策が課
題となっていた加治給油所をセルフ給油所として建替える判断をさせていただいた。
今後は当社３店舗目のセルフ給油所として、管内北部地域の基幹店の役割を担い、地
域に愛される店舗となるよう努めていきたい」と話しました。
　みなさまからのご来店を一同お待ちしております。

アグリアドバイザー委嘱式
品質向上と後進育成に向けベテラン農家自らが栽培指導
アグリアドバイザー委嘱式
品質向上と後進育成に向けベテラン農家自らが栽培指導
　令和4年4月8日JA北越後本店でJA北越後アグリアドバイザー委嘱式および意見
交換会が開催され、2年間の任期を担う4名の生産者が委嘱を受けました。アグリア
ドバイザーは平成27年に管内の農業技術の平準化、農業振興を図るため、豊かな知
識、経験、技術を持つ生産農家が新規就農者や部会員への指導、アドバイスを行う
として設立されたものです。今回委嘱を受けたのは高橋毅さん（チューリップ切花部
門）、神田博さん（いちご部門）、横野正之さん（アスパラガス部門）、中野佑一さん（ね
ぎ部門）の4名。委嘱式の開会にあたり、経営管理委員会齋藤松郎会長は「これまで
も卓越した技術で当ＪＡの園芸振興をけん引いただいた。今後ますます複合経営に力
を入れ園芸と水稲の両輪に力を入れていく。今まで以上に後進の指導、新規就農者
の裾野を広げていただきたい」と挨拶しました。その後の意見交換会においてＪＡの販
売力に対する激励や共選体制の強化などの意見が出されました。

左から1人目中野佑一さん、
2人目横野正之さん、

4人目神田博さん、5人目高橋毅さん

テープカットでオープンを祝う役員ら

就任にあたり挨拶をする
小川原新部会長（左から5人目）

Topic 2022.4.5

Topic 2022.4.2

Topic 2022.4.8
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　今年も春ブロッコリーの栽培が始まりました。紫雲寺地
区の圃場で春ブロッコリー 2反５畝を定植する大沼智さん
を取材させていただきました。
　大沼さんは同じ金塚地区の宮嶋一希さんと2人で百笑
（ひゃくしょう）さんとして、農業を営んでいます。主に春ブ
ロッコリー、秋冬ブロッコリー、冬ネギの栽培を行い、共
同でアスパラガスを栽培しています。ブロッコリーは年間
を通しておよそ4トンを市場に出荷します。また、当JA直
売所こったま～やにも極早生品種の枝豆「月夜音」を出荷
いただいています。
　それぞれが担当する作物の作業を主に行いますが、繁
忙期には2人で協力して作業を進めるそうです。農業は農
作業の大変さばかりが目につきますが、楽しい一面もある
ことを伝えたいとお話しくださいました。「圃場へ農作業に
出る時はテーマパークに行くような気持ちで行くのが気持
ちの負担を減らすコツ」と大沼さんは話します。いずれは
集落の農業も引き受けることも視野に入れていると今後の
目標を話されました。

持続可能な地域農業を目指す
所得確保は「半農半X」で
農事組合法人やじろべえ（新発田市中ノ目新田地区）

持続可能な地域農業を目指す
所得確保は「半農半X」で
農事組合法人やじろべえ（新発田市中ノ目新田地区）

楽しく農業を営む！
ブロッコリー苗の定植始まる
楽しく農業を営む！
ブロッコリー苗の定植始まる

　当JAは、新発田市・聖籠町の小中学校の卒業生１８４９人に管内で生産されたチューリップ５６００本を寄贈しました。全２１校
の配達は同ＪＡ職員で分担し、卒業式の前日に各学校へ届けました。御免町小学校を卒業する６年生の中山季桜（なかやまりお）
さん、佐藤華（さとうはな）さん、萩野智尋（はぎのちひろ）さんが各クラスを代表し、
チューリップを受け取っていただきました。ＪＡ職員から祝いの声を掛けられると「ありが
とうございます」と笑顔で応えてくれました。
　同校の伊藤孝希教諭は「花壇のチューリップも春に咲き新入生を迎えてくれます。卒
業に彩りを添えてもらうことができ、とても感謝しています。」と喜びを語りました。
　同ＪＡ共済部共済課の石井優さんは「卒業生にチューリップを渡す貴重な体験ができ
ました。花があることで皆さんが笑顔になってくれて本当に嬉しいです」と話しました。

管内卒業生にチューリップ贈る管内卒業生にチューリップ贈る

　新発田市の南西部に位置する中ノ目新田地区は古くに
新田開発が行われ農地が広がる水田単作地帯となってい
ます。「農事組合法人やじろべえ」（渡辺守代表理事）は令
和元年に設立され今年で4年目を迎えます。設立後、計
画どおり順調に推移し昨年ライスセンタ―を新設しました。
構成員11戸、水稲30haからスタートし、現在は50haま
で拡大しています。今後さらなる規模拡大を見込んでいま
すが、地域外の圃場は基本受託しないこととし、徹底した
効率化をはかっています。
　構成員の平均年齢は６０代半ば。構成員以外の稲作経験
者も圃場管理を担い、播種作業等は家族の応援もお願い
しています。各自無理のない働き方ができるように調整し、
高齢者にも活躍の場を、次世代には地域農業への関わり
の機会やノウハウ継承につながるように心がけています。
今後も半農半Xで所得と生きがいを確保しつつ、共同での
農地管理を通じて集落機能を維持していく考えです。価値
観が多様化するなど難しい環境ではありますが「地域の農
地は地域で守る」という強い信念で、しなやかにやじろべえ
のようにバランスを取りながら経営することを目指してい
ます。

苗を渡すのも見事な
連携プレーです

協力して作業をこなしていきます 播種作業の日には家族の方も
苗並べを手伝います

次々に植えていく大沼さん

（左から）御免町小の藤井聡校長、
６年生の中山さん、佐藤さん、萩野さんとＪＡ職員２人

Topic 2022.4.2Topic 2022.4.7

Topic 2022.3.24
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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！
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　この文章が皆様に読まれている頃にはコロナオミクロン株
の波のピークを過ぎていることを祈っています。
　さて皆様は３回目のコロナワクチン接種を受けられていま
すか。現在のところ新型コロナ対策として最も効果的と考え
られるのがワクチンです。これまでワクチンと言えば、病原体
を弱毒化した生ワクチンと、病原体の感染力をなくした不活
化ワクチンでしたが、私たちが接種を受けたファイザー社製、
モデルナ社製のコロナワクチンはメッセンジャーＲＮＡ（以
下ｍＲＮＡと略）ワクチンといって、2005年以降に開発され
たものです。私が医師として勤め始めた頃はなかったワクチ
ンです。ｍＲＮＡワクチンの研究は1990年頃に始まっていた
そうですが、コロナ対策というわけではなく、がんワクチンな
どを考えて研究されました。私は昨年、このｍＲＮＡワクチン
のことを初めて知りました。
　病原体を体の中に入れるのではなく、病原体のタンパク質
の設計図であるｍＲＮＡを筋肉内に注射します。ｍＲＮＡは
大変に不安定な物質で常温では壊れやすく、また動物の体内

ではすぐに分解されて効果がなくなったり、炎症反応を引き
起こすため、実用化は困難でした。ノーベル賞級といわれる発
見をハンガリー出身のカタリン・カリコ博士がされ、ｍＲＮＡ
の４種類の構成物質の一つのウリジンを天然成分のメチル
化疑似ウリジンという物質に変えることにより、ｍＲＮＡの
炎症反応を抑えて、安定化させました。
　コロナワクチンは、新型コロナウイルスの表面のスパイク
タンパクの遺伝子がすでに調べられていたため、この遺伝子
をもとにして、極めて短期間でワクチンの設計図を作り出す
ことができました。ｍＲＮＡは体内では不安定なのでリポナ
ノ粒子いう物質で小さな入れ物を作り、これにｍＲＮＡを包
んで筋肉内に注射します。注射されると体内の樹状細胞やマ
クロファージといったの免疫細胞の中に取り込まれます。免
疫細胞内のタンパク質合成工場（リポゾーム）でスパイクタン
パクが合成されることになります。この免疫細胞内で合成さ
れたスパイクタンパクに対して中和抗体が作られ、また感染
細胞を殺すキラー細胞が誘導されることでウイルスに対抗
します。もし３回目のコロナワクチン接種を受けられていな
い方は積極的に接種を受けられることをお勧めいたします。

豊栄病院　副院長　富山　武美

Q令和4年3月10日に日本へ入国し住民登録した外国籍の
方を令和4年4月1日から雇用しました。年金については、勤
務先で厚生年金保険に加入しています。この度、この従業員
あてに『届出はお済みですか（国民年金加入のご案内）』が送
付されてきましたが手続きは必要でしょうか。

A日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の方は、国
籍に関係なく国民年金への加入が義務付けられています。従
業員の方は、令和4年3月から住民登録があることから、厚生
年金保険に加入する前の１か月について、国民年金加入の手
続きがされていなかったために従業員の方あてにご案内が
送付されました。
　お住いの市区役所・町村役場で加入手続きと国民年金保
険料の納付が必要です。
　なお、納付が困難な場合は免除制度があります。

※治療を受ける目的や観光・保養を目的とするロングステイ
のために海外から日本に来られた方は、第1号・第3号被保
険者の対象とならない場合（適用除外）があります。詳しく
は年金事務所にお問い合わせください。
　
　この､『届出はお済みですか（国民年金加入のご案内）』につ
いては､会社を退職した･未加入期間があるなど、国民年金の
加入（変更）の際にご提出いただくものです。加入などの手続
きもれにより保険料を未納のまま放置すると、将来､年金を
受け取ることができない場合がありますので、忘れずに手続
きをお願いします｡

第1号被保険者

第2号被保険者

第3号被保険者

農林漁業者・自営業者・
学生等

会社員・公務員

第2号被保険者の被扶養
配偶者

お住いの市区役所・町村役場
年金担当窓口へ

勤務先を通じて年金事務所へ

第２号被保険者の勤務先を
通じて年金事務所へ

対象者区分 加入手続き

加入する国民年金の種類
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地域の話題や取材してもらいたいこと、
紹介したい人などありましたらご連絡ください！！
組織広報課：TEL ０２５４－２６－２６００

広報のアンケートを右記の
QRコードから受け付けております!
皆様のご意見をお寄せください!

  1　ハナショウブとカキツバタは――をつける
　　 のが難しい
  3　擬餌鉤（ぎじばり）の一種です
  5　米国の通貨単位
  6　――の前の小事
  7　――の余地もないほど混み合った会場
  9　商品を並べて売る場所
11　料理長をフランス語でいうと
13　あごや鼻の下に生えます
15　高校の最寄り駅までの――定期券を買った
17　ジェラシー、焼きもちともいいます
19　プリンセス・ミチコという品種がある花
20　カキツバタに似た花が咲きます
21　燃料ガスや酸素などを詰めます

  1　5月4日は――。国民の祝日です
  2　3拍子の曲に合わせて踊ります
  3　野球のグラウンドに四つあります
  4　調理中の料理から一口分を取って……
  6　食事制限などで体重を減らすこと
  8　ちらしやにぎりがあります
10　柱・傷・5月5日・ちまきから連想される
　　 童謡
12　届いた手紙の――を切った
14　バスやタクシーから降りること
16　屋外で写生するときに机代わりにする道具
18　マニキュアを塗るところ

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？

稲庭  知則さんの作品
日本アニメ・マンガ専門学校

　桜も満開、家庭菜園の季節となりました。今
年は何を植え付けるか、連作を避ける為、昨年
の資料を見て頭を悩ませています。

（新発田市　40代　男性）

　足を骨折してしまって畑仕事ができなく
なって残念です。種芋を買ってしまっていてど
うしようかと思っていたけど夫が植えてくれ
ました。あとはこったま～やさんの野菜でお世
話になります。

（新発田市　60代　女性）

　4月から子どもたちが進級し、新しいクラス
になったり、先生が変わったりと環境が変わっ
たのですが、楽しく過ごせたようで安心しまし
た。これからも毎日楽しく通ってくれると嬉し
いです。

（聖籠町　30代　女性）

　雪が消えてようやく春。また1年のスタート
のような気がします。まずは、春の山菜を食べ
て元気をもらいます。

（新発田市　60代　男性）

　墨絵の世界の新発田の冬も過ぎ、桜のつぼ
みもふくらみ、畑の玉ねぎも元気に出て、また
畑仕事の時期がやって来て花や野菜作りをす
るのが楽しみです。日本のおだやかな平和を
感じております。

（新発田市　70代　女性）

　3年前から北越後直売所に野菜を出荷して
おります。ささやかな畑を利用して、他集落の
出荷者の商品を見て、いろいろ勉強になる事
ばかりです。

（新発田市　70代　女性）

　桜、白木蓮、カタクリ、シラネアオイ、シャク
ナゲ、次々と咲く“花”で春を感じます。花大好
きです!!

（新発田市　70代　女性）

　やっと春になりました。家庭菜園を始めて2
年が過ぎました。この間、義母の残した肥料が
何に使えるか川東の北越後で聞いてみまし
た。とても良く教えてもらいやっと安心して使
う事が出来ました。本当に助かりました。これ
で畑の支度ができました。ありがとうございま
した。

（新発田市　60代　女性）

　庭のフキノトウ、タラの芽、ユキノシタなど
天ぷらにして我が家の春を味わい楽しんでい
ます。新発田も春満開、世界中に青空と笑顔が
広がりますように。

（新発田市　60代　女性）

　こったま～やで出会ったアスパラの太さに
ビックリ!!

（新発田市　60代　女性）

　今、我が家の屋根のすきまにすずめが巣を
作っています。外に行ってのぞくと親すずめが
ここぞとばかり鳴きます。早く小さい子どもの
すずめが見たいです。

（新発田市　60代　女性）

　越後姫今年はますます甘くて味がとっても
いいです。孫たちが大好きで食卓に出すともう

アッという間になくなります。早くイチゴ狩り
も行きたいです。

（新発田市　60代　女性）

　パズルが好きで配達された日に取り組んで
います。次に来るのが待ち遠しいです。

（新発田市　80代　男性）

　今日は朝から弁当を作っています。何年ぶ
りでしょう。花見に行ってきます。「花より団
子」ですが楽しんできます。

（新発田市　70代　女性）

　表紙のアスパラおいしそうですね。給食にア
スパラが出ると少しうれしくなります。

（新発田市　10代　女性）

　知っ得集の豆腐料理、豆腐しゃぶしゃぶ、冷
凍豆腐の唐揚げ等々めずらしいものばかりで
早速挑戦してみたいです。

（新発田市　80代　女性）

　春は楽しいですネ。JA北越後の新発田牛、
ぽっちゃり姫、アスパラガス…等々毎日 いた
だくのがうれしい季節ですネ。生産者の皆様
ありがとうございます。

（新発田市　70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

ヤエザクラ
（八重桜）
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4年3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

16,275人
7,438人
8,837人

29億1,343万円
996億1,503万円
290億8,380万円
3,555億8,143万円
※ 83億4,262万円
※ 34億4,096万円

※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4年3月30日（水）
協　議　事　項
⑴

⑵
⑶
⑷
⑸
⑹
⑺
⑻
⑼
⑽

⑾

⑿    

経営管理委員（組織代表、担い手、女性）及び監事
候補者の推薦について
経営管理委員に対する貸出の承認について
令和４年度事業計画(取扱高・総合収支)について
令和４年度役員報酬額について
令和４年度計画固定資産の取得について
不祥事対応要領の一部変更について
諸規程等の一部変更について
組織機構の変更について
防除協議会関係について
令和４年度㈱ライフサポート北越後の役員報酬
額について
令和４年度㈱あぐりサポート北越後の役員報酬
額について
子会社令和４年度事業計画(取扱高・総合収支)に
ついて     

　４月より組織広報課のメンバーとなりました。仕事内容、環境とがらりと変わり目がまわり
そうになりますが（笑）それでも毎日新しい事を知っていくことにわくわくしています。普段か
らじっくり記事を読むということを意識していなかったので原稿の書き方、写真の撮り方の難
しさを改めて感じています。「良い写真を撮るには、相手とのコミュニケーションをとることが
一番」と研修会で講師の方が話していました。「良い話」「良い写真」がいただけるよう楽しく、
元気に取材に伺いたいと思いますのでよろしくお願いします(^^)/（W）

　
新しいことに幸運が宿ります。ちょ
っとした思い付きも試してみると思
わぬ成果がありそう。友人と連絡
を取って

　
喜びごとが増える月です。来る者は
拒まず受け入れていきましょう。買
い物を楽しめます。贈り物をするの
も吉

　
前半は頭の痛い問題が多いものの
下旬には解決の兆し。焦らずできる
だけ余裕を持って動けるよう計画
を立てて

　
ちょっとした触れ合いで心が温かく
なります。友人や家族との連絡を
密に。ただ焼きもちの焼き過ぎに
は注意

　
周囲からの期待が大きく気が重く
なりますが、引き受ければ大きな
成果につながります。称賛の声も

　
なかなか前に進めずいら立ちもあ
りそうですが運勢は良好。ポジティ
ブシンキングが問題解決の鍵。諦
めないで

　
上昇運。最初はスローペースで
徐々にスピードアップしていくのが
良い動き方。予定は詰め込まず余
裕を持たせて

　
味方の多いときです。1人で抱え込
まずに相談を。良い知恵を貸しても
らえます。特に年下の人の話はよく
聞いて

　
状況が変化しやすくなっています。
うそをつくつもりはなくても結果と
してできないこともあるので注意。
慎重に

　
大きな成果が期待できる好調運で
す。かなり忙しくなりそうですから
効率良く動くよう心掛けて。音楽
鑑賞にツキ

　
やるべきことが山積みに。無理な
ことは引き受けず、お断りするのも
大事。優先順位を見極めて。下旬か
らは上昇運

　
友人とのおしゃべりが楽しい良好
運。ただだまされやすい要素もあ
るので詐欺電話には気を付けて。
疑うことも大事

今月のあなたの運勢  ５月

編集
後記

シ
ェ
フ
の
お
す
す
め
レ
シ
ピ
2022

5月

作り方

新ジャガイモはさいの目に切って水にさらしておく。
マッシュルームとスライスチーズは半分に切る。スナッ
プエンドウは下ゆでし半分に切っておく。
ボウルにAを入れ、粘りが出るまでよく混ぜ合わせ4
等分し成形する。
フライパンにオリーブ油、ニンニク、新ジャガイモ、マッ
シュルーム、（2）のハンバーグのパテを入れ、中火で
両面を焼き上げる。
（3）のフライパンにBを入れふたをし、中火で10分煮
込む。ハンバーグに（1）のスライスチーズをのせ火を
止める。
皿に（4）を盛り付け、スナップエンドウとパセリをあし
らい出来上がり。

（１）

（2）

（3）

（4）

（5）

切り昆布の
煮込みハンバーグ

材料（4人分）

Aハンバーグのパテ
　合いびき肉 300g
　切り昆布（細かく切る） 30g
　タマネギ（粗みじん切りにする）
 1/4個
　料理酒 大さじ1
　塩 3g
　みそ 小さじ1

Bトマトソース
　カットトマト缶 120g
　水 60ml
　塩 適宜
　こしょう 適宜
　顆粒（かりゅう）だし 小さじ1/2
　みりん 大さじ1
　しょうゆ 小さじ1
　料理酒 大さじ1

新ジャガイモ 中2個
マッシュルーム 4個
スライスチーズ（溶けるタイプ）
 2枚
スナップエンドウ 4本
ドライパセリ 適宜
オリーブ油 大さじ2
ニンニク 1片

作り方

Aの材料を鍋で合わせ、ひと煮立ちさせて冷ましておく。
ホタルイカは目とくちばしを取り除く。新ゴボウはささが
きにし、水にさらしておく。
米をとぎ、ざるにあげて20分置く。
炊飯器の釜に（1）、（2）、（3）を入れ、さらに20分置く。
炊飯器のスイッチを入れ、炊き上がったらよく混ぜ合わ
せ皿に盛り付ける。

（１）
（2）
（3）
（4）

（5）

材料（4人分）ホタルイカと新ゴボウの
炊き込みご飯 米 300g

Aだし汁
　かつおだし 280ml
　しょうゆ 大さじ1
　みりん 大さじ1
　料理酒 大さじ1

ホタルイカ（ボイルしたもの）
 20杯程度
新ゴボウ 1/4本
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通信
アスパラガスシーズンがスタート！
　地場産のアスパラガスが続々入荷し始めました!(^^)!　一般的なサイズから太めの
サイズまで色んな太さのアスパラガスが登場し、直売所ならではの豊富な品揃えが人
気です♪  茹でたり焼いたり炒めたり・・・いろんなメニューでアスパラを食べ比べする
のも楽しそうですね(#^^#)
　店内にはアスパラのPRにと東豊小学校さんからいただいた生徒さん手書きのポス
ターを掲示、地元農業や地場産品を大切に思う子供たちの思いが詰まった力作はお客
様からも注目を浴びています(^^)/
　５月は新発田市内で「食のアスパラ横丁、味めぐり」のイベントも始まり、ますます地
場産アスパラガスに注目が集まるシーズン！期間中は当店限定の幻の極太アスパラガ
ス「ふとっパラプレミアム」も販売します(^^)/  こったま～や初のアスパラシーズン、人
気の越後姫のほか山菜やたけのこ・葉物野菜など生産者自慢の春の逸品をどんどんお
届けしてまいります!(^^)!

インショップも
更にパワーアップ！
　平成１７年から開始したインショップ
（大型店での販売コーナー）は、今年で１
７年になりました(^^)/
　スタート当時1店舗から始めた売り場
は、今では新発田市内に6か所（イオン1
店舗・ウオロク5店舗）となり出荷会員は
各売場あわせて90名を超える大所帯と
なりました！
　直売所と同様に、出荷者が自ら売場へ
出荷することで「農家直送だから新鮮で
美味しい」「生産者の顔が見えて安心」と
長年お客様に喜ばれています(^^♪
　3/25（金）にオープンしたウオロク小
舟店にもインショップコーナーがスター
トしました!(^^)!
　各店舗をご利用の際には、地元の旬
が集まったインショップコーナーにご注
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！

出荷者直伝レシピコーナー

菅谷地区
武者 文吉さん直伝！

＜材料＞アスパラガス・にんじん・さきいか（ソフトタイプ）・めんつゆ

①アスパラガスを５ｃｍ位に切り茹でる。
②にんじんを千切りにする。
③アスパラが茹で上がったらお湯を切り、ボウルにあけ　
　にんじん・さきいかを入れめんつゆで和える
④冷蔵庫に入れ2～3時間漬けたら完成!(^^)!

アスパラガスとさきいかの “サッと漬け”

★アスパラガスは熱いうちに和えると味が良くなじみます！　
★すぐ食べたい方は、さきいかを細目に裂いて使ってね(^^♪
★お好みできゅうりやワラビも加えても良く合います


