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　旬の農畜産物にまつわる物語を知っていただき、みなさまにもっと旬の農畜産物の
おいしさを感じていただけるよう、この地域の食を作る人々をご紹介してまいります。
　今月の特集は芳香な香りとなめらかな果肉にぷちぷちした食感が特徴の秋の味覚『いちじく』です。

　実りの秋を間もなく迎え始める9月。食卓にはりんごやなし、
ぶどうなどおいしい秋のフルーツが並び始めますね。近年、管
内でも沢山のいちじくが収穫され、出荷されています。
　いちじくとひと口に言っても、この地域を代表する蓬莱柿を
始め、桝井ドーフィン、ビオレ・ソリエス、バナーネ、キングなど
沢山の品種があります。みなさんはいくつご存じですか？
　管内では主に五十公野地区、加治地区、聖籠地区で栽培さ
れています。今回は各地区の３名の生産者のいちじく栽培にか
ける想いをお届けします。

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

いちじく栽培エリアマップ

聖籠地区
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JA北越後
本店

五十公野地区

細やかに目をかけ、果実の実りを見守る

加治地区 いちじく生産者　宮﨑 善男さん（７5）

　加治地区の宮﨑さんは桝井ドーフィンを主として7.5ａのいちじくを栽培して
います。4棟のハウスで地植えの桝井ドーフィン、コンテナ栽培の桝井ドーフィ
ン、コンテナ栽培のビオレ･ソリエスを栽培しています。2棟目のハウスにはコン
テナ栽培の桝井ドーフィンが216箱並んでいます。灌水は累積照度を計算する
日照コントローラーのついたポンプで4棟全てのハウスに自動管理で灌水が行
われています。
　育苗ハウスの有効利用を考えていた際に、友人からの勧めがきっかけでいち
じくの栽培を始めました。取り組み始めた平成13年の頃は、一文字整枝法と言
われる管理方法で地植え栽培行っていました。2年後、雨天時の収穫や鳥害対
策の為にと、ハウス栽培に切替えました。順調に進み始めたころ、桝井ドーフィン
に株枯れ病が発生した為、コンテナ栽培を主とした現在の形に切替えました。
　宮﨑さんは弱っている樹がないかなど、状態を観察しながら、毎日必ず全て
のハウスを回り、芽かきなどを細やかに行っています。いちじくの樹が休眠して
いる冬の間にも伸びた根の剪定を行うなど、1年を通してハウスに足を運ばな
い日はほとんどないそうです。宮﨑さんの丁寧で細やかな栽培管理に普及セン
ターの方や研修生が見学に来ることもあるそうです。
　収穫については、いちじくは皮が柔らかいため熟す一歩手前を見極めて行い
ます。「実が生っている姿を毎日見るのが楽しみで、親せきなどから声をかけら
れることも嬉しく、栽培が楽しいです」と笑顔を見せました。

よし　お
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いちじくカレンダーいちじくカレンダー
9月 10月 11月
桝井ドーフィン 蓬莱柿 ビオレ・ソリエス

いちじくミニ辞典
　様々な保存方法がありますが、果肉が柔らかいので
傷つけないようにひとつずつキッチンペーパーでつつん
でからビニール袋や容器に入れて冷蔵庫で保存するとい
いそうです。
　長く楽しみたい方はコンポートや甘露煮にするのもい
いですね。

皮が薄く輸送が難しいいちじく。新鮮な朝採りの
いちじくを口にすることができるのは産地ならでは
ですね。
北越後の旬の味覚は農畜産物直売所こったま～や
で出会えます。

『まいぷれ新発田』にも
毎週旬の情報を発信中

農産物直売所こったま～や
ホームページ

ぜひご覧ください!

多品種栽培で希少品種に挑戦

聖籠地区 いちじく生産者　新保　勇さん（56）

　聖籠地区でいちじくを露地で40a栽培する新保さんは、新潟県農業大学校就
学中に、農業ができなくなった家族に代わり、農業を請け負うことになったそうで
す。今では３６年になります。
　本格的にいちじく栽培に取り組んだのは１５年ほど前。元々家にあった「ビオレ・
ソリエス」から栽培を始めました。当時からビオレ・ソリエスは評判が良く、いちじ
く栽培に可能性を感じ始めました。地元にＪＡの部会組織があったことも幸いし、
「蓬莱柿」も作り始めました。徐々にいちじく栽培への魅力が増したそうです。
　栽培した多くのいちじくは、お客様から高い評価を受けるようになりました。軌
道に乗ってからは、試験的に栽培した「ロードス」の濃い甘味に感動し、希少品種
の栽培にも力を入れ始めました。長めの形が特徴の「バナーネ」はインターネット
で情報を得て、栽培に取り組みました。根っこの病気に強い品種や連作障害しに
くい品種を常に探り、今ではおよそ１５品種を栽培しています。
　「多品種を育てることで、その一つの品種が上手く栽培できなくても、他の品種
でカバーできることが継続経営のコツだと思います」と話します。また、希少品種
の人気が突然出ることもあるので、一過的に出来が悪くても栽培をやめることは
しないと新品種栽培への取り組みに対する期待を語りました。

日本いちじく蓬莱柿栽培を守り続ける

五十公野地区 いちじく生産者　市島 憘八郎さん（７７）

　市島さんは水稲、サクランボ、いちじくを栽培しています。いちじくは蓬莱柿の
他、ビオレ・ソリエス、桝井ドーフィンを栽培しています。市島家に婿に入り、義父
から継いで妻の悦子さんと共に農作業を行っています。今から60年ほど前の山
王集落の畑はいちじくの樹がたくさんあったそうです。
　「昔は樹勢も良く、成りも大きかったが、近年地球環境の変化によるためか、
病気にかかり樹木自体が駄目になることも多い。また収穫期も以前より早まっ
ているのではないか」と気になる点を話されました。樹木の補完は翌年に備えて
新たに苗木を改植することで補っているそうです。翌年には実が付きますが、3

年から4年で安定するそうです。
　「いちじくは実りの期間が長く、朝食前に収穫を終え
ることが出来、手間がかからないのが魅力」と語る市島
さんからは蓬莱柿の栽培を守っていく果樹栽培に対す
る想いが伝わってきました。

いさむ

き　はち ろう

奥様の悦子さん自慢の
お孫さんも大好きな
「いちじく甘露煮」

作り方：皮のまま茹でる。一度茹でた汁（水）を捨てる。再び、
砂糖を入れて２～３日かけて煮詰めると完成。冷蔵庫に冷やして
デザートにいかがですか
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Home Gerden
チンゲンサイ　

シャキシャキとした
歯触りを楽しむ

作ってみよう！

　チンゲンサイ（青梗菜）は代表的な中国野菜で、ビタミンやミネラルを豊富に含みま
す。日本の野菜では「体菜」に似ています。中間地では冬を除き、春から秋まで栽培がで
きます。

［品種］「青帝」（サカタのタネ）、「ニイハオ新1号」（渡辺農事）などがあり、「長陽」（タキイ
種苗）、「夏賞味」（武蔵野種苗園）は、暑さに強い夏向きの品種です。「シャオパオ」（サカ
タのタネ）は、小さいので丸ごと料理に使えます。

［畑の準備］種まきの2週間前までに1平方m当たり苦土石灰100gをまき、酸度を矯正
しておきます。1週間前までに堆肥1kgと化成肥料（NPK各成分10%）100gを施し、土
とよく混ぜておきます（図1）。次に、幅1m程度、高さ5cm程度の栽培床を作ります。

［種まき］一般にはじかまきします。高温期の春夏まきでは条間20cm、株間20cm、秋ま
きでは条間15cm、株間15cmに1カ所4、5粒を点まきします（図2）。発芽まで土が乾か
ない程度に灌水（かんすい）をし、発芽後は土が乾いたら水をたっぷり与えます。なお、
ポリマルチを使うと、生育の促進に加え、土が葉の間に入るのを防ぐ効果があります。
　苗作りをするには、小型ポットや連結ポットで本葉3、4枚の苗に仕立てます（図3）。
　種まき（植え付け）後は防虫ネットでトンネルを作り、害虫から保護します。また、べ
たがけは発芽促進と害虫の防止になるため、1カ月程度被覆するのも良いでしょう。

［間引き］1回目は発芽ぞろい後、込み合っている株を除き、2回目は本葉2、3枚の頃に2
本、3回目は本葉5、6枚で1本にします（図4）。

［病害虫防除］基本は防虫ネットで害虫防除をしますが、農薬では、アブラムシには粘着
くん液剤など、アオムシ、ヨトウムシにはトアロー水和剤CTなどのBT剤を使用します。
長雨のときは、べと病や白さび病が発生しやすいので、株間を少し広めに取ります。

［収穫］草丈15～20cmくらい、尻が張り始めた頃に、地際から切り取って収穫を始めま
す（図5）。
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　聖籠町桜桃栽培出荷組合は今年度の桜桃出荷を振り返
り、出荷反省会を開催しました。今年度の桜桃は品種別出
荷量実績から、主力である佐藤錦のL,２Lサイズの出荷量
が例年の50%ほどと少なく、全体の出荷量についても昨
年対比73%となりました。
　開会にあたり新保要一組合長は「春先の天候は良かった
が、その後の気象から玉太りが期待できなかった。引き続
き次年度以降の対策を考えていきたい」と話しました。来
賓の挨拶を行った当JAの佐藤正喜理事長は「桜桃はたくさ
んの販路があるが、当地区の看板商品でもあるので、支
えている生産者のみなさんにはぜひがんばっていただきた
い」と挨拶しました。
　参加した青果市場担当者は「早生品種の出来栄えが良く
期待していたが、長雨の影響もあって最盛期の出荷数量
が伸びなかった。出荷の目合わせにも参加したが、中期
的な視点で先を見据え、市場も販売していきたいと考えて
いる」と今後の出荷への期待を話されました。

畜産部会が新潟県と懇談会
厳しい畜産情勢克服へ
畜産部会が新潟県と懇談会
厳しい畜産情勢克服へ
　畜産部会は7月29日、新潟県農林水産部畜産課と「どうする新潟の畜産」を
テーマに懇談会を開催しました。部会員やJA常勤役員、関係団体など約20名
が出席しました。遠藤敏文部会長は挨拶で「近年の畜産情勢はコロナ禍の影響
を受け肉畜価格や生乳需要低迷。また、配合飼料の高騰により大変厳しい状況
です。関係者で意見を出し合い、今後の進め方について対策を見出したい」と
話されました。懇談会では酪農、繁殖肉牛、養豚と各畜種の生産者が経営や
生産面の現状を話しました。その上で、飼料自給率の向上、経営診断の活用
など対応策について、意見を出しあいました。最後に、遠藤部会長より県農林
水産部朝比奈畜産課長へ、配合飼料高騰に対する支援要望書を手渡しました。
今回の懇談会で座長を務めた獣医師加藤博幸さんは「現状を共に認識し、畜産
農家の声を伝えていくことが大切です。畜産の経営基盤を強化しなければなら
ない」と訴えました。

　８月５日豊浦地区で「耕畜連携」の取組みとして栽培され
ている、WCS（ホールクロップサイレージ）用コシヒカリ
3haの収穫が行われました。同地区で酪農を営む尾田牧
場は飼料高騰を考え、㈲アシスト二十一、㈲豊浦中央ラ
イスセンター、姉﨑農園と耕畜連携協定に初めて取組み
ました。姉﨑農園の姉﨑信弘さんは「耕畜連携の取組みは、
専用機械や共同作業が必要です。関係者のバックアップ、
地域のコミュニケーションがあるからこそできる事です」と
話していました。収穫はメーカーよりWCS用専用デモ機
を借り、使い方の説明を受けその後、圃場や生育状況を
確認し、収穫を行いました。牛によって好みが違うので、
刈取りのタイミングや発酵具合など今回の実証結果を踏ま
えて来年の課題にするそうです。

聖籠町桜桃栽培出荷組合が
出荷反省会を開催
聖籠町桜桃栽培出荷組合が
出荷反省会を開催

豊浦地区　耕畜連携で飼料自給へ豊浦地区　耕畜連携で飼料自給へ

部会長より要望書を提出

懇談会の様子

挨拶をする佐藤理事長
WCS収穫機を

運転する
大倉翼さん

豊浦地区耕畜連携の
関係者の皆さん

Topic 2022.7.29

Topic 2022.8.5 Topic 2022.7.28

インフォメーションインフォメーション
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移動金融店舗車、災害支援へ移動金融店舗車、災害支援へJAスマホ教室開催JAスマホ教室開催
　７月２７日にＪＡ女性部を対象にスマホ教室が行われました。
　県内下越のＪＡで初開催。講師にドコモショップ新発田店
リーダーの仲川麻里子さんをお招きしました。講義では、
撮影上の迷惑行為やマナー、被写体の著作権などのルー
ル説明のほか、スマホカメラの仕組み、機能などを学びま
した。実践では、ピント合わせや遠近撮影、動画撮影など
を行いました。ドコモスタッフが参加者一人ひとりに寄り
添ってご指導いただきました。
　ドコモの仲川リーダーは「参加者の意欲が高く、反応も
よかった。とても楽しい教室になりました。機会をみて次
回も是非やりたいです」と喜びのコメントをいただきました。
　今後も企画してまいりますので次回の開催に向けて準備
して参ります。

新発田地区いちじく現地研修会　栽培管理で品質向上、栽培拡大を目指す新発田地区いちじく現地研修会　栽培管理で品質向上、栽培拡大を目指す
　新発田市農業普及指導センターは、蓬莱柿の県内有数の産地として知られる五十公野地区でいちじく現地研修会を開催しま
した。研修会には生産者および関係者41名が集まり、生産技術や県内産地の動向、規模拡大支援策などを学んだ後、同地
区の栽培優良園で蓬莱柿、ビオレ・ソリエスを前に、栽培管理について学びを深めました。
　今年の気象としては、例年に比べ春先の気温が高く発芽期が早かったものの、梅雨明けが
例年よりかなり早く全体的には干ばつ傾向です。高温、乾燥対策として、いちじくは葉が大き
く水分の蒸散量も多いことから、反射シートや防草シート等の被覆資材による乾燥防止対策や、
うね間灌水についての説明がなされました。また、高単価とされるビオレ・ソリエスについて
は樹勢が強く着果が安定しないことが課題となっていますが、着果数の向上に向けた適正施肥
量の検討とその中間報告が研修会でなされました。いちじくの栽培指導を行う園芸振
興課の渋谷謙太郎係長は「施設の有効活用としていちじくのコンテナ栽培を行う法人組
織の増加などにより、生産者数は年々増えてきているが、株枯れ病などにより栽培面
積としては前後しています。果樹経営支援対策事業などを改植や新植に有効活用して
いただきたい。当JAは桝井ドーフィン、蓬莱柿、ビオレ・ソリエスの3品種が主力で、
それぞれ規格選別を徹底していることもあって、市場関係者からの引き合いも強い。
収量が増えることでさらなる有利販売につなげたい」と現状報告がなされました。新発
田地域振興局農業振興部普及課の相田信幸課長代理は「今回の研修会を活用し情報交
換の場として役立て、いちじくの生産量向上に取り組んでいただきたい」と呼びかけました。

稲作部会が合同で稲作研修会を開催稲作部会が合同で稲作研修会を開催
　稲作部会はJA胎内市稲作部会と合同稲作研修会を川東コミュニティセンターで開きました。
生産者他、関係者ら40人が集まり、水稲管理や肥料農薬情勢などの知識を深めました。
　挨拶を行った当ＪＡ稲作部会の石井重一部会長は「大雨が降ったり、高温が続いたりと稲作管
理に休みはないが、研修を役立て良い結果につなげていこう」と参加者に呼びかけました。
　研修会では新発田農業普及指導センターの本間課長代理が水稲の生育状況と管理について
説明を行いました。今年は観測史上最短の梅雨明けを迎えた中での米作りとなるが、草丈や
茎数、葉の色をしっかりと見て生育診断を行う事や、葉の色の診断にはスパットを活用するこ
となどについて説明がありました。

　８月３日の豪雨災害にともない、被災したＪＡにいがた岩
船の荒川支店（村上市坂町）に当JAの移動金融店舗車を派
遣しました。
　ＪＡでは、大規模地震等の広域災害が発生した際に、他
ＪＡ（他県域含む）が保有する車両を利用し、組合員、利用
者に対して金融サービスを提供するルールを定めていま
す。派遣期間は、８月１６日から８月26日まで実施されました。
　当JA利用者の皆様にはご不便をお掛けいたしますが、
何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

ビオレ・ソリエスの栽培管理に
熱心に耳を傾ける参加者

開会のあいさつをする当JA
稲作部会部会長の石井重一さん

圃場の生育状況を確認する
生産者のみなさん

ＪＡにいがた岩船へ向かう移動金融店舗車

Topic 2022.8.4

Topic

Topic 2022.8.15

Topic 2022.7.14

Topic 2022.7.27

インフォメーションインフォメーション
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　川東給油所は、二王子山の近くに位置し、田園を前にし
た自然豊かな環境にある給油所です。
　私たち給油所の自慢は、なんといっても「洗車」です！
　特に手作業でのコーティング洗車は、水アカを落とした
後に特殊なコーティング被膜を造り、「水弾きUP」「汚れ付
着ＤＯＷＮ」効果があります。また、冬前にコーティング洗
車をすることによって、消雪パイプの水からの「塗装を守
る」効果もあります。
　年間150台以上の施行実績を誇り、たくさんのお客様か
ら喜んでいただいております。一度施行いただくと、その
「輝き・ツヤ」にきっと感動することと思います。スタッフ一
同、皆様のご来店をお待ちしております。

1回目は県内産いちじくプレゼント！締切は１０月１０日です。
各施設に設置されております応募箱にご提出下さい。

今回はJA新潟中央会食農くらし対策課、事務局の髙橋弓子
課長よりお話しを伺いました！

第５回　川東給油所

ライフサポート北越後通信

　8月･9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。

お知
らせ

JA新潟中央会食農くらし対策課　髙橋弓子課長

「JAグループ新潟　継続３０日間健康チャレンジ」スタート！「JAグループ新潟　継続３０日間健康チャレンジ」スタート！「JAグループ新潟　継続３０日間健康チャレンジ」スタート！「JAグループ新潟　継続３０日間健康チャレンジ」スタート！

広報８月号に折り込みチラシでお知らせしました。

「健康づくりは大切と皆さん分かっていても、実際に行動して続けるのは大変です。
この“健康チャレンジ”で自分なりの継続できる健康習慣を見つけてもらえればと
思います。私は５種類以上の具だくさんお味噌汁を毎日食べること！にチャレンジし
ます。旬の農産物を美味しく味わいたいです。」

結果を報告していた
だいた方の中から
毎月20名様に

県産農畜産物プレゼント

結果を報告していた
だいた方の中から
毎月20名様に

県産農畜産物プレゼント

二王子山を見据えた川東給油所

コーティング作業をするスタッフ
被膜のムラがないよう様々な位置から確認をします。

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･青壮年部通信女性部･青壮年部通信

「子供たちが写っていると、その親、親戚、ママ友などがつながっていき、見てくれる方が増えると思います」
「投稿内容を統一するとファンが増えると思います」など、ＪＡに期待する意見が出ました。

塾生のご意見

第3回組合員大学「みらい塾」

　８月５日（金）に当ＪＡ本店におきまして、ＳＮＳの活用をテーマ

にドコモショップ新発田店リーダーであります仲川さんからイン

スタグラムの機能・特徴、投稿方法等の講義をいただきました。

塾生の方々からもＳＮＳの活用方法を学びたいと要望があり、

プロの方から実演を含めて知識・技術の方面からお話しをいた

だきました。塾生のスマホを使用し、用意した野菜を撮影した

り、写真の加工を行ったりし、投稿までを実際に行いました。

　参加者は、とても楽しそうに講義を聞いていました。

インスタを学ぶ

　佐々木支部は8月6日に「苔玉づくり講習会」を行い
ました。新潟県花と緑のアドバイザーの芝井紘子様を
講師にお招きし、部員１５人が参加しました。苔玉（こ
けだま）とは、植物の根を粘土質の土で包み、土のま
わりにコケを巻きつけたものです。今回は、“マドカズ
ラ”、“ドラセナ”、“プテリス”の３種類の観葉植物を使
いました。参加者からは「夏らしい苔玉が出来た」と大
好評でした(^^)/

佐々木支部【苔玉づくり講習会】佐々木支部【苔玉づくり講習会】

女性部に加入された方は、部員価格でお申込みできます。この機会に女性部に加入しませんか？（年会費：1,000円）
県女性組織仲間づくり企画に参加しませんか？県女性組織仲間づくり企画に参加しませんか？

日時　11月22日（火）
公演　13:15～ 17:00
会場　新潟テルサ
代金　12,500円（女性部員価格）
　　　※部員でない方は16,500円になります。

「澤田知可子＆木山裕策」コンサート＆「“笑点”桂宮治」講演会「澤田知可子＆木山裕策」コンサート＆「“笑点”桂宮治」講演会

　治

講師の芝井紘子さん（写真左） 涼しげな作品になりました！

インフォメーションインフォメーション
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JA北越後教育ローンキャンペーンJA北越後教育ローンキャンペーンJA北越後教育ローンキャンペーンJA北越後教育ローンキャンペーン
キャンペーン取扱期間 令和4年8月1日（月） ～ 令和5年4月30日（日）
入学金・授業料に アパート家賃に その他様々な教育資金にご利用頂けます！

金利引下げ条件 ＪＡとのお取引で次の２項目以上に該当される方
◎給与・年金・農畜産物代金振込みの指定をされている方
◎年金予約をされている方
◎５大公共料金《電気･電話(携帯含む)･ガス･水道･ＮＨＫ》のうち２つ以上の自動振替契約のある方
◎ＪＡにローン既往契約（随弁型カードローンを除く）のある方
◎ＪＡネットバンク契約のある方
◎ＪＡカード契約のある方（別途年会費が必要です）

≪ ＪＡ教育ローン申込概要 ≫
【ご利用いただける方】
　お借入れ時20歳以上、完済時71歳未満の方
　原則勤続（営業）年数が６ヶ月以上の方
　原則前年度年収150万円以上の方
　当ＪＡが指定する保証機関の保証を受けられる方
　その他当ＪＡの定める条件を満たしている方
【お使いみち】
　入学金・授業料など、学校へ納入する資金および就学のための
　アパートなど入居費用にご利用いただけます。
【ご融資金額】
　10万円以上1,000万円以内（所要金額の範囲内）
【ご融資期間】
　最長15年以内（ただし、在学期間＋9年）
　※元金のご返済開始を在学期間＋6ヶ月間据置くことが可能です。
【ご返済方法】
　元利均等返済
　（毎月返済方式、特定月増額返済方式のいずれかをご選択いただけます。)
【担保・保証】
　担保：不要です。
　保証：ＪＡが指定する保証機関の保証をご利用いただきます。
　◎ 保証料が別途必要になります。
　◎ 本キャンペーンは、期間内に申込受付し令和5年5月31日（水）までに
 融資実行できるものを対象とします。
　◎ 上記表示金利は、令和4年8月1日現在のものです。お借入後の適用金利は
 ＪＡ所定の短期プライムレートの変動に伴い変動いたします。

農家の方でなくても、JAとのお取引は
初めての方でも、お気軽にご相談ください

★ご利用に関しては、組合員加入のための
出資（1口：1千円）が必要となります

下記窓口へお気軽にお問い合わせ、ご相談ください

ローンセンター　20-1515
（中央支店融資直通）

新発田支店

聖 籠 支 店

紫雲寺支店

22-2529

27-5737

41-3121

豊 浦 支 店

加 治 支 店

22-6116

22-3705

☎市外局番は「0254」

 基準金利　年3.675％
キャンペーン金利
（変動金利型）

年1.60％
応援金利

下記「金利引下げ条件」を満たす方は更に
０.１％ 金利引下げ

1.50年 ％
（変動金利型）

お子様のミライと家計のイマを応援中。お子様のミライと家計のイマを応援中。ローンセンターからの
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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２０２２年「フードバンクしばた」への支援活動について（お願い）２０２２年「フードバンクしばた」への支援活動について（お願い）２０２２年「フードバンクしばた」への支援活動について（お願い）２０２２年「フードバンクしばた」への支援活動について（お願い）

ＪＡネットバンクを悪用した還付金詐欺にご注意くださいＪＡネットバンクを悪用した還付金詐欺にご注意くださいＪＡネットバンクを悪用した還付金詐欺にご注意くださいＪＡネットバンクを悪用した還付金詐欺にご注意ください

　市役所職員を名乗る者から、電話でお客さまの口座番号やキャッシュカードの暗証番号等を聞き
出し、本人になりすましてＪＡネットバンクを申し込み、犯人の口座に振込を行う詐欺犯罪が発生して
います。 当ＪＡ管内においても、同様の手口でＪＡネットバンクの開設を試みる事案が複数確認され
ています。
　還付金を受け取るために、市役所等の職員、警察官、金融機関職員、ＪＡ職員等が、 電話で重要情
報（口座番号、キャッシュカードの暗証番号等）を聞き出したりすることは絶対にありません。
　お客さまから重要情報を聞き出そうとする電話には一切答えずに、きっぱりと電話をお切りくだ
さい。

　「フードバンクしばた」では、貧困が際立って
いる世帯などに幅広く寄り添った支援をしてい
ます。ＪＡ北越後グループとしてもＳＤＧｓが掲げ
る目標「１貧困をなくそう」、「２飢餓をゼロに」の
取り組みを通じて支援活動を行いたく、昨年に
続き支援物資の提供を呼び掛けることといたし
ました。
　つきましては、皆様からのご支援・ご協力をよ
ろしくお願い申し上げます。

１．実施期間 令和４年１０月２５日（火）から２７日（木）
 午前９時００分から正午まで

２．持込場所 ＪＡ北越後島潟低温倉庫・
 各購買センター

３．対象物資 うるち玄米・精米　※令和3年・4年産米

４．寄贈目標 ５トン

５．受付対応 実施期間中、職員が
 待機しております。

インフォメーションインフォメーション
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ATMご利用のお願いATMご利用のお願いATMご利用のお願いATMご利用のお願い 配送センターおよび各購買センター
臨時休業のおしらせ

配送センターおよび各購買センター
臨時休業のおしらせ

配送センターおよび各購買センター
臨時休業のおしらせ

配送センターおよび各購買センター
臨時休業のおしらせ存置検討ＡＴＭのご利用状況　【１日あたり総取引数】

皆様におかれましては、上記ATMのご利用をよろしく
お願いいたします。

米倉
ATM

〆切
ATM

亀代
ATM

松塚
ATM

25

4月 5月 6月 7月 8月 9月

40

55

42

27

40

49

36

29

40

53

43

26

37

47

40

27

39

51

40

4月～９月平均
存置基準：60件以上

経営管理委員及び理事に関する情報提供窓口の明示について経営管理委員及び理事に関する情報提供窓口の明示について経営管理委員及び理事に関する情報提供窓口の明示について経営管理委員及び理事に関する情報提供窓口の明示について経営管理委員及び理事に関する情報提供窓口の明示について

　当組合の監事は、経営の健全な発展に資するため、農協法（法第３５条の５）及び農協法施行規則（第８１条）に基づき、経営
管理委員及び理事の職務の適正な遂行を阻害する行為に関する情報（組合経営に関する事象に限る）の提供を求めています。
　当組合の経営管理委員及び理事の組合経営に関する気になる行為について、見たり聞いたりした事柄があれば電話・ＦＡＸ
または封書にて下記宛に連絡くださいますようお願いします。

北越後農業協同組合　監事会　

【一般苦情相談窓口】

 住所 〒957-0011　新発田市島潟１１８４番地１
 電話番号 ０２５４-２６-６６３３
 FAX ０２５４-２２-３９３９
 部署名 監査室（監事会事務局）
 受付監事 常勤監事　田中　俊夫
お電話の場合は、月曜日～金曜日（祝日を除く）の８時３０分～１７時までの間にお願いします。
※ご好意による情報提供であっても、誹謗・中傷に類似する内容のものは受付いたしかねますので、予めご了承ください。
※当組合の業務に関する一般的な苦情については、下記の窓口をご利用ください。

●連絡先

1.支店・施設
　店　　舗 最寄りの各支店・施設
　受付時間 支店・施設の営業時間内

2.本　　店
　住　　所 〒957-0011　新発田市島潟１１８４番地１
　電話番号 ０２５４-２６-２６００
　Ｆ  Ａ  Ｘ ０２５４-２２-４９７９
　部 署 名 企画管理部　リスク管理室
　受付時間 月曜日～金曜日（祝日を除く）８時３０分～１７時

　いつも配送センター、各購買センターをご利
用いただきありがとうございます。
　このたび棚卸業務に伴い、誠に勝手ながら

令和４年9月30日（金）を臨時休業
させていただきます。
　ご不便をおかけしますが、何卒ご理解とご協
力を賜りますようお願い申し上げます。

インフォメーションインフォメーション
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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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　臨床工学技士という職種（資格）を皆さんご存じですか？
正直、ご存じない方が結構いらっしゃると思います。医療現場
では臨床工学技士の英語名「Clinical Engineer」を略してCE
とも呼ばれています。臨床工学技士という資格は他の医療技
術職に比べ最近になってできた国家資格（1987年成立）です。
とは言っても既に35年経ちますが、一般的には未だに知名度
が低い職種だと思います。理由としては患者さんが病院を受
診して私たちと関わる機会が少ないからです。では、なぜ関わ
る機会が少ないかと言うと特定の疾患を持っている患者さ
んの検査や治療での関わりが多いからです。
　病院にはいろんな医療機器があり、それらを扱う専門の医
療技術職が働いています。レントゲン・CT・MRIなどを扱う放
射線技師や心電図・超音波診断装置などの検査機器を扱う臨
床検査技師は良くご存じだと思います。でも、病院にはそれ以
外にも大切な医療機器、特に生命を維持するための重要な医

療機器があります。例えば呼吸を補助する人工呼吸器や心臓
を手術する時の人工心肺装置、腎不全の患者さんの血液を、
人工腎臓を使って浄化する人工透析装置など様々な機器が
あります。そして、これらの患者さんの命を支えている医療機
器を操作・保守管理するスペシャリストが「いのちのエンジニ
ア」臨床工学技士です。
　最近、ニュースやドキュメンター番組で、新型コロナウイル
スの重症肺炎に対し呼吸のサポートをする人工呼吸器や肺
の代わりにガス交換をするECMO（エクモ）という装置が使
われていることを耳にする機会があります。この装置を集中
治療室で医師や看護師と共に臨床工学技士が操作・管理して
います。
　近年、医療の進歩に伴い治療や検査の分野でも医療機器の
高度化が進んでおり、それらを操作する業務も広がっていま
す。病院で名札を見て臨床工学技士という職種のスタッフが
いたら「いのちのエンジニア」だということを思い出して下さ
ると嬉しいです。

JA新潟厚生連豊栄病院　臨床工学科技師長　諸我　浩

Q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。

A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。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、万が一の際には、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。口座振替を利用されますと、金融機関
やコンビニでの窓口納付の手間が省け、納め忘れも少なく
なります。（但し、残高不足にはご注意ください）
　また、口座振替は現金による納付にはない保険料の割引
がありますので、是非ご検討ください。

〈口座振替（納付）のメリット〉
１…保険料を当月末に口座振替する場合は50円の割引
となります。

　　（4月分を4月末に振替する方法を「早割」と言います）
２…割引額が多い「2年前納」は、15,790円の割引となり

ます。

３…6ケ月前納の場合は現金による納付に比べて、320円
の割引となります。

４…1年前納の場合は現金による納付に比べて、640円の
割引となります。

㊟　割引額については、令和4年度定額保険料に対しての
金額（2年前納の割引金額については令和5年度の定額
保険料を含めて計算）となります。

　
〈口座振替（納付）の申込方法〉
１…「早割」の申込は、随時受付しています。
２…6ケ月前納は、2月末と8月末までが提出期限となっ

ています。
３…1年・2年前納は、2月末までが提出期限となっています。
（2、3を希望される場合は、余裕を持っての手続きをお願
いします）
　
〈口座振替（納付）の他に、クレジットカードによる納付方法
もあります〉
　
　ご不明な点は、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確認ください。
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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!

  2　令和4年9月23日は̶̶の日。国民の祝日です
  5　秋は稲や栗、ブドウなどいろいろな作物が
　　 ̶̶を迎える季節です
  7　竹や梅と並んでめでたい植物
  8　幸水や豊水が広く作られています
  9　『赤ずきん』ではおばあさんに化けました
11　節約のために̶̶簿を付け始めた
12　楽団の前でタクトを振ります
14　お彼岸には掃除に行って手を合わせる人が
　　 増えます
15　ピンチなんです！
16　長く続けると足がしびれることも
17　̶̶コーヒー、̶̶フットボール

  1　女郎花と書く秋の七草。同じ̶̶科の植物に
　　 オトコエシというのもあります
  2　頭隠して̶̶隠さず
  3　すいっちょんと鳴く虫
  4　インフレのときに上がります
  6　贈答品に付けます
  9　風が吹くともうかるかも
10　フェルメールの代表作『真珠の̶̶の少女』
11　店の中に他の客はいません
13　薬の̶̶は徐々に表れた
14　紙を燃やすと残ります
16　10を3回掛け合わせると

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？

家崎 澄音さんの作品
日本アニメ・マンガ専門学校

　今年の夏野菜はキュウリが良くでき、食
べきれず近所の方に食べて貰い、ありがた
かったです。この秋には、大根、ニンニク、
玉ネギに挑戦しようと考えています。

（新発田市　60代　女性）

　季節特有の大量収穫した消費レシピを
多く掲載してほしい。人にあげて喜んでも
らっていますが、更に情報があれば有難い
です。クイズの当選がありました。ご馳走
様でした。こったま～やで活用します。

（新発田市　70代　男性）

　7月の落雷で給湯器が直撃を受け、修理
不能の被害を受けました。幸い建物共済に
加入しており、担当者の速やかな事務処理
で共済金の支給があり本当に助かりまし
た。備えは大事ですね。また被害を受けぬ
よう避雷用具について調べております。

（新発田市　80代　男性）

　子どもが産まれて、4ヶ月が経ちました。
首が座ったと思ったらすぐに寝返りをし
て、子どもの成長は早いなと思います。暑

い日が続き、来年には実家の前でプールを
することが楽しみです。

（新発田市　20代　女性）

　定年後家の畑で初めての野菜作りをし
ています。毎月の広報きたえちご家庭菜園
のページや野菜の本などを参考にしてい
ます。種を蒔き芽が出て、収穫とその過程
を楽しんでいます。

（聖籠町　70代　男性）

　9月ともなれば米出しの時期で長年お
世話になったのでなつかしいです。検査所
の前を通ると頑張っているなーと思って
います。

（新発田市　80代　女性）

　梅雨があけたのにこの雨はなんなので
しょう。村上の方々は大変ですね。がん
ばってほしいです。命が一番大事です。

（新発田市　60代　女性）

　夏が終わると訪れる秋。秋といったら我
が家の一大イベント稲刈りです。収穫時期
は暑くて汗だく。おいしい新米を食べるの
を楽しみに家族で力を合わせて頑張りま
す。熱中症に注意ですね。

（新発田市　60代　女性）

　今年は我が家の西瓜が大変よくできて、

とても甘くておいしかったです。毎日家族
皆でいただいています！

（新発田市　80代　女性）

　先日、山形交響楽団新発田公演に行っ
て来ました。珠玉の名曲に酔いしれまし
た！女性の指揮者の方もステキでした。

（新発田市　60代　女性）

　夕方になると家の窓ガラスに小さなア
マガエルが集まってきます。窓から漏れる
明かりに寄って来る虫が目当てなので
しょうか。じっとご飯を待ってる姿につい
笑ってしまいます。

（新発田市　60代　男性）

　夏まつり、柏崎、長岡花火が上がりまし
た。新潟は民謡ながしは中止。花火は延
期。それぞれ対応が異なっていますが、と
にかく感染症が早く収まってほしいです。
こんな中大変ですが、新しい役員の方々が
んばってください。

（新発田市　60代　男性）

■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

アワオドリ
（阿波踊り）
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7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

16,336人
7,438人
8,898人

29億1,546万円
1,040億9,276万円
293億3,662万円
3,498億1,572万円
25億4,007万円
9憶8,852万円

※令和4年４月からの実績です。

経営管理委員会だより
■ 令和４年８月２日（火）

　「今晩も曇りかあ」となかなか満月に出会えない日が続いています。一眼レフカメラの魅力が少しずつ分かり、人、景色、物を撮る楽しさが出
てきました。もともと天体を見るのが好きな私は、最近だと５月１６日にパチリ。少し曇がかかっていましたが、月のクレータが写るところまで
撮れた時は思わず「やったぜ」とニヤリ！ 満月から満月までは平均約29.5日間隔で、前回の満月の日付に29.5日を加えれば次の満月の日付が
計算できるんです（概算ですが）。私も引き続き挑戦します。月はISO感度400、F値8、Sスピード800分の1で綺麗に撮れますよ～（Ｓ）

　
好調運。遊びに行く話には積極的
に参加しましょう。おしゃれに時間
とお金をかけるのもお勧め。芸術
鑑賞にツキ

　
身の回りのことを優先。食事の支
度や掃除に力を入れるとうれしい
ことがありそう。健康に関する番
組も◎

　
何かにつけてやり過ぎてしまいが
ち。始める前に自問自答を。計画
を立てる慎重さがピンチの回避に
つながります

　
交流が活発化。聞きたくない話も
ありますが良い話の方が多め。好
情報もキャッチできます。うわさ話
は控えて

　
高め安定運です。おいしい物を食
べに行ったり温泉を楽しんだりし
て。気の置けない人たちと過ごす
のがお勧め

　
運勢には勢いがあり注目度が高
め。外野がうるさく感じられること
もありますが味方が大多数です。
早めの行動が吉

　
あれこれ気になって落ち着きませ
んが上昇運。流れに乗って行けば
大丈夫です。迷ったときは初心に返
って選択を

　
心配事は杞憂（きゆう）に終わりそ
う。会話の機会を多く持つよう心
がけて。おけいこ事やセミナー参
加にツキ

　
運勢は波乱含み。気を引き締めて
いきましょう。大事なことは念を入
れて確認を。連絡手段の確保も重
要です

　
努力が実を結び結果を出せます。
さらに上を目指して歩みを進めま
しょう。意思表明すれば協力者も
集まるはず

　
目先の利益にとらわれず大局を見
て。実力発揮の好機。大胆な作戦
も吉と出ます。これまでの経験を
生かすとき

　
不安を感じるなら取りやめを。先
読みがさえています。周囲の動きに
惑わされず淡々とやるべきことを
進めて

今月のあなたの運勢  ９月

編集
後記

協　議　事　項
(1) 令和３年度決算監事監査指摘事項に対する
　  回答について（主要事項）
(2) 農政広報資金拠出について
(3) 配合飼料価格高騰対策について
(4) 営農販売関係手数料等の改正について

シ
ェ
フ
の
お
す
す
め
レ
シ
ピ
2022

9月

水ナスのサラダ

作り方

水ナスは上下を切り落とし皮をむき、縦に4等分する。
ボウルに（1）の水ナス、岩塩、レモン汁、ニンニク、オリーブ油を入れ、手でよくもみ、なじませる。
（2）を器に盛り付け、海ぶどうをのせ出来上がり。

（１）
（2）
（3）

トウモロコシの炊き込みご飯

材料（4人分）

作り方

米を研ぎ、ざるにあげておく（20分）。
炊飯器に（1）の米、鶏がらスープ、塩、しょうゆを入れて20分浸す。
トウモロコシは皮をむいて2等分にし、実を外して芯と一緒に炊飯器に入れて
炊き上げる（写真右）。
炊き上がったら芯を取り出しよくかき混ぜ、器に盛り付け出来上がり。

（１）
（2）
（3）

（4）

米 400g
鶏がらスープ 400ml
トウモロコシ 1本
塩 小さじ1/2
しょうゆ 小さじ1

材料（2人分）

水ナス 2個
岩塩 小さじ1
オリーブ油（エキストラバージン） 大さじ1
レモン汁 大さじ1
すりおろしニンニク 1片分
海ぶどう 適宜
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今年も大好評！収穫体験
　７月２４日（日）と7月31日（日）に【JA共済プレゼンツ】夏休み！農業体験ドライブラリーの企画で昨年に続き収穫体験のお客
様をお迎えしました!(^^)!　昨年も大好評だったこの企画には、県内各地から各回合わせて約100名の皆さんにお越しいた
だきました(^^)/
　今年は、出荷者の坂井与志一さん（豊浦地区）にご協力いただき、旬の“とうもろこし”を収穫しました！
　参加したお客様に、こだわりの栽培方法や美味しさの秘密を聞きながら収穫を楽しんでいただきました。
　畑では穫れたてのとうもろこしを生でカットしプチ試食♪
　収穫後1時間以内でしか味わえないという「とっておきの味」はその甘さと新鮮さにビックリ！！
　お子さんからは「甘くておいしい」とおかわりをリクエストの声が(^^♪　大人の皆さんからは「生でこんなに美味しいとは
思わなかった」「子供に最高の食育ができて嬉しい」と喜んでいただきました。
　たくさんの方々へ北越後産の魅力や農家さんの想いを伝える事ができ、とても嬉しかったです(#^^#)

若い世代へ地場産品をＰＲ
　７月30日（土）に新発田市の商店街で行われた
夏のこども向けイベント「まちなかキッズパーク」
に出店しました!(^^)!　こったま～やコーナーで
は「夏のアスパラガス」を中心に旬の夏野菜を販
売！イベントで人気の「米袋エコバック」の配布やＪ
Ａ北越後のマスコットキャラクター“きたっち”の
登場で、若い世代へ北越後産の農産物をＰＲしま
した(^^♪　楽しみながら地場産品を知ってほし
いと企画した「地場産野菜ガチャ」では旬の地場
産野菜をワンコイン販売！子供たちと交流しなが
ら「オクラが大好き！」「枝豆が当たるといいな」と
嬉しい声をたくさん聞く事ができ、楽しい夏の一
日となりました(^_-)-☆

 ▲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！


