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国消国産の日

Facebook
フェイスブックインスタグラム

ＪＡ北越後

10月16日は10月16日は

　　　　の日



お米の生産者
新発田市米倉地区 農事組合法人米倉村　斉藤 勝幸さん、下妻 兵栄さん

● 斉藤さん
● 下妻さん
● 亀井さん

　米倉村にようこそおいでくださいました。
　昔から米づくりが盛んな地域で、米倉村では稲作農家を中心とした58人のメンバーが農業を営んでいます。お米や
大豆、牛の餌となる稲わらを主に栽培していますが、会社勤めの人や、野菜や果物を栽培する方など、いろいろな人が
いるので、チームワークを何より大切にして仲良くやっています。

　私もダンス部に所属していますが、練習の時ばかりでなく、普段からのチームワークが大切だと感じ
ています。お米づくりも同じなんですね!

　ところで、「米」という字は漢字の「八十八」の組み合わせなんですよ。お米づくりは８８の工程が
あることを意味しています。

　ごはんが大好きなのですが、特に白ご飯が好きです！！ 何もかけない白いごはんが一番と思って
います。おにぎりの時は、すじこの具が好きです。普段食べているごはんは沢山の手間がかかって
いるとわかり、驚きました。

　白飯が大好きだなんて言ってもらえると、作っていて良かったと心から思います。米を
作っている農家にとって、おいしく食べてもらうことが何よりも嬉しいことです。この地
域は昔から稲作が盛んな地域ですが、安心・安全なものを食べてもらいたいので、なる

べく農薬等を少なくできるように心掛けています。その分手間がかかっているということを
消費者のみなさんにも知ってもらいたいと思います。

　私が子供の頃の給食は、豚肉が入る豚汁は高級品で、みんなその日を待っていたもので
す。常にお腹が減っている状態で、食べ残しはなかったですよ。その当時から何十年も経ち
ますが、食べ物を残したり、粗末にしないようになどとあらためて言われるのは最近のこと
ですが、食べ物が余るということが未来永劫続くわけではないことを知ってもらいたいです。食べ物は
「粗末」にせず、完食してもらいたいと思っています。

　お米作りの大変さがわかりました。作っている人がいるからこそ食べることが出来るのだと感じました。
これからは一粒残さず大切に食べたいと思います。

下妻さん　　　斉藤さん下妻さん　　　斉藤さん

弟の朔さん弟の朔さん

食の職人を訪ねる 特別編

10月16日は「国消国産の日」
食の職人を訪ねる 特別編

10月16日は「国消国産の日」
特
集

ごはん、牛乳大好き地域活性化モデル亀井志乃さんが
地域の食を守る生産者さんにお話を伺いました。
ごはん、牛乳大好き地域活性化モデル亀井志乃さんが
地域の食を守る生産者さんにお話を伺いました。

国消国産の日 とは
10月16日は1945年に国連食糧農業機関（FAO）が発足した日
で、国連が「世界食料デー」と定めました。
JAグループでは、この日を「国消国産の日」と制定し、日本記念日
協会に登録しました。

？
国消国産ってどんなこと？
国民が消費する食糧はできるだけその国で生産するという考え方のことで、
食を守るためには、国産の農畜産物を食べて応援していくことが重要です。

地域活性化モデル
リリマリプロダクション

亀井 志乃さん

8月にJA共済主催の農業体験ドライブ
ラリーに参加し、圃場の他、当JA直売所
こったま～やにもご来店いただきました。
食品ロス削減に取り組む中学生です。

こ く  しょう  こ く   さ んこ く  しょう  こ く   さ ん
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乳牛を育てる酪農家
新発田市金塚地区　阿部 雄太郎さん

稲刈りの手を止めて集まっていただいた米倉村のみなさんと稲刈りの手を止めて集まっていただいた米倉村のみなさんと

● 阿部さん
● 亀井さん

　牛乳が大好きで毎日ジョッキで２杯飲んでいます。今日は大好きな牛に会えると聞いて
とても楽しみにしてきました。

　父の代から酪農を継いで３代目となります。大人の牛３８頭の他、北海道などにも育成牛を
預けていて、子牛も含めると６０頭ほど所有しています。年間で生乳を４１０トン出荷していま
す。子供の頃から慣れ親しんだ仕事なので、ゆくゆくは継ぐことになると思ってきました。

　牛の餌となる牧草は加治川の河川敷で栽培
し、企業の副産物となる酒粕やビール粕などの
副産物も使用して、なるべく輸入の餌だけに頼
らず、地元の餌も使って循環させたいと考えて
います。

　最近、牛乳が余っているということで酪農家は
大変です。他県では酪農家が廃業し、牛乳を生産
できないところもあります。私は「僕たちが頑張っ
て新潟の牛乳を作っていく」と心に決めて飼育し
ています。

　今のお話を聞いて、もしそうなったら困りま
すね。これからも沢山飲んで応援したいと思い
ます。

　国消国産の一歩として、まずはみなさんの一番
近くで絞られている地元の牛乳を応援してもらい
たいです。沢山みなさんに飲んでもらうことが、
私たち生産者の願いです。

　フードロス削減を意識して、日付の近いものか
ら今までも購入していました。酪農農家さんの大
変さがわかりました。これからも出来る事から精
一杯応援します!

国消国産の日 に寄せて…

長い年月をかけて守られ、受け継がれてきた農地とそこで作られる農畜産物は一度失ってしまうと
元に戻すことは困難です。食と農を守ることはふるさとの景色を守ることにつながります。一人でも
多くの方が農業を応援してくださいますように。
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林修先生と学ぶ みんなの食料安全保障

世界情勢の激変で、日本の「食」のリスクが拡大しています。

日本の「食」と「農」を支え、
未来につなぐ「国消国産」。

適正な価格で「国消国産」を進める。
それが「みんなの食料安全保障」。

どうなる？世界の「食」  

どうする？

JAグループサポーター

林修

日本の「食」は多くのリスクを抱えています。その代表
的なリスクが「食料自給率」の低迷です。日本の食料自
給率は、わずか3８％※。食料の約6割を、輸入に頼って
いるのです。                                         
そして今、日本の「食」は、ウクライナ情勢という新たな

リスクに直面しました。世界の食料価格の高騰に、さら
に拍車がかかったのです。「食料は、安く、いくらでも輸
入できる」。そんな時代は、もう過去のものになったと
言っても、過言ではないでしょう。
※２021年・カロリーベース

では、いざという時に食料が不足しないためにはどうすれば
よいのでしょうか。その答えを、ＪＡグループは「国消国産」
として提唱しています。
「国消国産」とは、「国」民が必要として「消」費する食料は、
できるだけ、その「国」で生「産」する、ということです。

生産資材の高騰が続き、日本の農業は
苦境に立たされています。

世界情勢の変化は今、農業の現場に、大きな問題をもたらしています。肥料、
家畜の餌、燃料など農業生産に欠かせない資材価格の高騰が、経営を直撃して
いるのです。このままでは農業を続けることが難しいという、生産者の皆さんの
深刻な声も聞こえてきます。

このままでは、農業の経営は立ち行かなくなり、日本の「食」の未来は見えて
きません。生産者を支え、日本の「食」を未来につなぐために、農畜産物の
適切な価格形成に向けた環境づくり、ルールづくりを模索すると共に、私たち
もまた、日本の「食」と「農」を支えるために、意識を変えていくことが求めら
れる時代になったのではないでしょうか。できるだけ国産のものを手に取り、
食べることが、私たちにできる「国消国産」の実践であり、日本の生産者を
応援することにつながります。それが私たち「みんなにできる食料安全保障」
と言えるでしょう。

自給
38%輸入

62%

どうしたらいいの？

詳しくは▼

日本の「食」

こく  しょう  こく  さ ん

こく  しょう  こく  さ ん
こく  しょう  こく  さ ん
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高騰が続く生産資材。
しかし

農畜産物は値上げしにくい。

肥 料

飼 料

燃 料

農畜産物

国民が必要として
消費する食料は

できるだけその国で
生産する

国
こく

消
しょう

国
こく

産
さ ん

まずは地元から！
「国消国産」を「地消地産」で実践して
いきましょう！

MARKET

安心・安全

新鮮 CO2排出
削減にも

つながります

国消国産の日をきっかけに、
みなさんの食卓の未来について考えてみませんか？
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１１月２３日(水) 
13:30～16:00（受付 12:30） 
会場 ： 新発田市民文化会館大ホール 

      

        

 

 

来場者に JA 農産物直売所
 

「
「こったま～や500円分お買物券」

 

プレゼント！
 

いま、日本の食と農は多くの課題に直面しています。 

皆さんの豊かな食生活、地域農業を持続可能でより良いものとするために、

本セミナーでは、一人ひとりが向き合い考えるきっかけをつくります。 

©みんなのよい食プロジェクト 

2022 

（ 勤労感謝の日 ） 

定員400名 

入場料
 

無料
 

申込方法：ＱＲを読込みこんで Googleフォームよりお申込みください。 

           またはお電話にて受付も可能です。 

※定員に達し次第、締切りとさせていただきます。 

※新型ウイルス感染症対策の為、全席指定とさせていただきます。 

※参加いただける方には参加証（ハガキ）を 11月 10 日頃郵送します。 

※お寄せいただいた個人情報は、当セミナーのみに使用させていただきます。 

お問合せ：ＪＡ北越後本店（組織広報課セミナー係） 電話/0254-26-2600 

             （受付時間 土日祝日除く 8:30～17:00） 

 

●基調講演会「生産者と消費者の想いをつなぐ架け橋」 

 

 

●パネルトーク「食と農がひらく未来を考える」 

〇コーディネーター 鈴木 宣弘 氏 

〇パ ネ リ ス ト  

新発田商工会議所専務理事 高澤 健爾 氏 消費者（新発田市議会議員） 石山 洋子氏  

新潟日報社新発田総局長 杉崎 文治氏、

、

生産者（JA 北越後役員） 渡辺  博子氏   

1958 年生まれ、三重県出身。東京

大学農学部卒業後、農林水産省に入

省。農業総合研究所研究員、九州大

学教授などを経て、2006 年から現

職。農学博士。専門は農業経済学、

国際貿易論。

講師：東京大学大学院教授 鈴木
す ず き

 宣
の ぶ

弘
ひ ろ

 氏 

 

 

        司会  フリーアナウンサー 

                     海津 ゆうこ  

食と農をテーマとしたセミナーを開催いたします。
組合員の皆さまをはじめ、地域の皆さまからのご来場を心よりお待ちしております。
お誘いあわせの上、ぜひお越しください。

ご案内

　　　　　　NHK「クローズアッ

プ現代+」「羽鳥慎一モーニングシ

ョー」など多数メディアにも出演。

主催：北越後農業協同組合 共催：一般財団法人「食料安全保障推進財団」 

 

 

        

後援：新発田市・聖籠町・新発田商工会議所・新潟日報社・JA新潟中央会

鈴木 宜弘 氏
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　９月１４日、地域農業におけるＪＡの役割を学ぼうと、聖
籠町立山倉小学校の３年生５６人がＪＡ北越後を訪れ、この
地域の米や野菜がどのようにして農家からＪＡに集められ、
流通するのかをテーマに学習しました。同校３年生は５月に
サトイモ（商標「砂里芋」）を植えており、作業写真を見なが
らＪＡ事業の説明を聞いた後に、砂里芋やネギの栽培から
出荷までの流れを確認しました。お米についての学習では、
クイズ形式で行いました。児童らは積極的に手を上げて発
言し、地域の特産について楽しく学んでいる様子がうかが
えました。
　農産物直売所の見学では、タブレット端末を使って写真
を撮り「美味しそうな野菜がたくさんあるね。お母さんと一
緒に来たいです」と話し、熱心に店内を見て回りました。
　同校の岡本洋輔教諭は「机での勉強も大事だけど、実際
に目で見て、触ってみて学ぶことが一番の勉強になります。
ＪＡさん協力のもと、これからも校外学習を多く取り入れて
いきたいです」と熱
く語られました。

アルビ新潟Ｌ選手がＪＡ農業アンバサダーに就任アルビ新潟Ｌ選手がＪＡ農業アンバサダーに就任
　９月７日にアルビレックス新潟レディース（以下「アルビ新潟Ｌ」）所属の園
田悠奈選手（２３）が、当ＪＡの農業アンバサダーに任命され、経営管理委
員会の齋藤松郎会長から、アルビ新潟Lの園田選手に委嘱状が手渡され
ました。園田選手の起用により農業の魅力を広く情報発信し、農業のイメー
ジアップにつながると期待しています。園田選手は、新潟医療福祉大学女
子サッカー部で活躍し、同大学３年時にアルビ新潟Ｌへ加入。ＷＥリーグ初
年度となる２０２１－２２シーズンはリーグ戦全２０試合に出場し、チームの中
心選手として活躍しました。園田選手は、新発田市・聖籠町で栽培される
イチゴやサクランボに興味を持ったことをきっかけに、農業を学び、イベ
ント参加や農業体験を通じて、農業に貢献したいと望んでいます。
　ＪＡ齋藤会長は「地元サッカークラブの力が加わり、若い方たちにも農業
に目を向けてもらえたら嬉しいです。園田選手のパワーで地域農業の発展
によい効果を生むことに期待します」と話しました。
　アルビ新潟Lの山本社長は「この活動をきっかけにレディースの中で憧れ
となって、次に繋がってほしいです。齋藤会長から『農業の大切さ』のお話
しがありましたが、農家を始めとする多くの人の力が合わさり、成り立っ
ていることを知りました。これが選手の経験となってサッカーに生きてくれ
ることを願っています」と喜びを語りました。
　園田選手は「母は料理が好きで子供の頃からその姿を見てきました。新
発田・聖籠産の野菜を使った料理を作ってＰＲしたい。子供達にも食の大
切さを伝えていきたいです」と抱負を述べられました。

　８月２２～２５日、加工野菜部会の玉ねぎ部門生産者で共
同の播種作業が行われ、3日間に作業を分散し約7.2ha分
を播種しました。全自動播種機に床土・種子・覆土・灌
水の工程で、分担して播種したポットを積み重ねる作業を
行いました。播種したポットは生産者がそれぞれ定植まで
管理を行います。加工玉ねぎを作付けして4年目の長谷川
健一さん（紫雲寺地区）は「温暖化で温度管理が難しくなっ
ている。昨年は越冬できるくらいに苗が育たなかった為、
うまくいかなかった」と話していました。園芸振興課池田将
大担当は「加工玉ねぎの作業時期は水稲と重ならない為、
管内の面積は年々増えています。玉ねぎは健苗の育成が
収量に大きな影響を与えるので、育苗管理に十分注意し
て適期定植に繋げるよう指導していきたい」と話していまし
た。定植は10月
中旬頃行う予定
です。

「ＪＡの役割を学ぶ」聖籠町立山倉小学校「ＪＡの役割を学ぶ」聖籠町立山倉小学校加工用玉ねぎ播種   共同作業で効率化加工用玉ねぎ播種   共同作業で効率化

アルビ新潟Ｌ園田悠奈選手（右から２番目）と
同クラブの山本社長（１番右）と

ＪＡマスコットキャラクター「きたっち」とＪＡ役員ら

委嘱状を掲げる
園田選手

佐藤理事長から園田選手に
農産物を贈呈

全自動播種機で
作業を行う様子

ＪＡでの授業を真剣に
聞く児童のみなさん

Topic 2022.9.7

Topic 2022.8.22 Topic 2022.9.14

インフォメーションインフォメーション
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新潟の伝統食笹団子を未来へ繋ぐ新潟の伝統食笹団子を未来へ繋ぐ管内の法人
ライスセンター新設で収穫の秋を迎える
管内の法人
ライスセンター新設で収穫の秋を迎える
　8月中旬、北越後管内の二つの法人のライスセンター
が完成し、竣工式が開催されました。当ＪＡ佐藤正喜理事
長も出席し、お祝いの言葉を述べました。今回ライスセン
ターが建設されたのは、川東地区の“つきの木株式会社”
と松浦地区の“農事組合法人松岡楽農倶楽部”です。つき
の木株式会社のライスセンターには、社名の「つきの木」
の由来である御神木の槻木が描かれていました。両法人
とも無事完成し、秋の収穫を迎えることができました。

3年ぶり開催！年金友の会グラウンドゴルフ大会3年ぶり開催！年金友の会グラウンドゴルフ大会
　ＪＡ北越後年金友の会は、9月14日第4回目となるグラウンドゴルフ大会を新
潟県立紫雲寺記念公園（多目的運動広場）で開催いたしました。
　本来は6月に開催する予定でしたが、新型コロナウイルスの感染状況により
延期したため、感染予防を徹底したうえで今回の開催となりました。
　農業繁忙期であったため参加者は37名と例年より少なかったですが、日頃の
練習の成果を存分に発揮して熱戦を繰り広げ、大いに盛り上がった大会となり
ました。大会を通じて、会員相互の親睦をより深めることができました。
　来年度は6月頃開催予定ですので、ぜひ、年金友の会に加入して大会に参加
してみませんか。
　大会結果は次のとおりです。
　総合優勝　（男性部門優勝）　松川　好一さん　（加治地区）
　総合準優勝（女性部門優勝）　大久保　栄子さん（紫雲寺地区）

　有限会社大地ニューファームさんは佐々木地区で米の加
工食品として笹団子やちまき、もちの加工・販売に長年取
り組んできました。代表を務める斎藤秀一さん（73歳）は、
40歳を迎えた際に父親から農業を受け継ぎました。将来
を見据え、米の消費拡大の一助になればと、笹団子づくり
を始めました。いくつかの先進地の視察や営業、新商品の
開発、もち粉の調合やよもぎの入れ具合の工夫など、自
分が納得いくまで手探りで様々な事を行ってきたそうです。
せがれさんが跡継ぎになり一安心だそうですが、ご自身も
夫婦二人三脚で頑張ってきたこともあり、「お嫁さんが来
てくれたら、さらに安心」だと話します。
　斎藤さんは「昔は沢山消費されていましたが、今は食の
多様化が進み、食べる人も少なくなった。笹団子づくりで
は笹の準備やスゲの処理など手作業で時間がかかる。笹団
子をスゲで巻く作業は人の手で行っていますが、将来、機
械化がなされるとしてもその頃には笹団子はなくなってい
るんじゃないかと思う。自社の経営を守ることで伝統食の
文化を守っていきたい」と笹団
子づくりへの熱意を話されま
した。

お祝いの言葉を述べる
佐藤理事長

槻木が描かれたライスセンター

松岡楽農倶楽部ライスセンター関係者の皆さん

一日あたりおよそ4000個の
笹団子が巻かれるそうです

代表の斎藤さん。人手が足りずスタッフ急募とのこと
（詳しくは☎0254-27-3784まで）

きれいに巻かれた笹団子

開会式で大会のルール説明に耳を傾ける
参加者のみなさんチーム内でも応援の声が飛び交います

Topic 2022.9.14

Topic 2022.9.15Topic 2022.8

インフォメーションインフォメーション
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Home Gerden

作ってみよう！

　ダイコンの葉は、漬け物、ごまあえ、炒め物として利用されます。間引きした葉も利用
できますが、葉を食べることを目的に栽培をします。
［栽培時期］ダイコンの生育適温は20度くらいで、秋まき（9月）が最も作りやすい季節
です。しかし、葉ダイコンは生育期間が短いので、冬の11～2月まきを除くと、いつでも
種まきができ、1、2カ月で収穫となります。
［品種］ダイコンの品種はたくさんありますが、葉の品質が良く、表面に毛が少なく、柔
らかい品種が葉ダイコンに適しています。専用品種には「葉大臣」（サカタのタネ）、
「ハットリくん」（タキイ種苗）、「美菜」（ヴィルモランみかど）などがありますが、青首ダ
イコンの各品種や地方品種の「方領」「亀戸」も葉ダイコンに使えます。
［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200gをまき、よく耕し酸
度を矯正しておきます。1週間前までに化成肥料（NPK各成分10%）100g程度と堆肥
1kgを施し、土とよく混ぜておきます（図1）。その後、幅90cmの栽培床を作ります。
［種まき］栽培床の長辺方向と直角に、20cm間隔に約1cmの厚さの板を使って、土を押
してまき溝を作ります（図2）。ここに1、2cm間隔に種をまき、種が隠れる程度に薄く土
をかけます。発芽まで十分に灌水（かんすい）します。種まき後は、不織布のべたがけを
して、幼苗を保護すると良いでしょう（図3）。
［間引き］発芽後3回に分けて間引きます。1回目は本葉が開く頃、株間が1cm程度とな
るように成長の遅れた株、密になっている株を抜き取ります。2回目は本葉3枚の頃、株
間を3cm程度にします。3回目に最終株間を5、6cmに間引きます（図4）。
［灌水］畑が極端に乾いていたら、水を株元にたっぷり与えましょう。
［害虫防除］小さい葉の食害は後になって目立ってきますので、種まき後すぐに、不織布
のべたがけ、または網目の細かい防虫ネットでトンネル状に被覆して害虫の侵入を防
ぎます。農薬では、アオムシ、コナガにはBT剤（トアロー水和剤CTなど）で防除します。
［収穫］草丈が20～25cmになったら、根を付けて抜き取ります（図5）。

葉ダイコン　防虫ネットで虫害を回避
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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）

　「フードバンクしばた」では、貧困等で困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、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。
【フードバンクしばたの土田雅穂副代表からメッセージ】
「長引くコロナ禍での収入減、急激な物価上昇が生活を直撃し、県内のフードバンクにも支援を求める人が増えつ
つあります。中には、かなり深刻な方や、声を上げられず、じっと耐えている人もいらっしゃいます。ＪＡ関係者にご理
解をいただき、少しでも多くの方のご支援・ご協力をお待ちしております」

１．実施期間 令和４年10月25日（火）～27日（木）
 午前９時～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（古米でも可）
４．寄贈目標 ５トン
５．受付対応 期間中、職員が待機しております。
 お気軽にお声がけください。

年金相談会年金相談会年金相談会 無
料

10月18日（火）から募集開始！！
※定員になり次第終了となります！！
11月12日（土）
11月13日（日）
午前の部　  9:00～11:30（4名程度）
午後の部　13:00～17:00（6名程度）
本店　新発田市島潟1184番地1

受付期間

開 催 日

開催時間

開催場所

無料年金相談会を開催いたします！専門の「社会保険労
務士」が年金についてのお悩み・ご相談をお受けいたし
ます。　担当：児玉 修哉 社会保険労務士（営業課長）

どなた様もお気軽にお申し込み下さい！
先着順となりますので本店金融業務課年金専任担当
（☎26-3048）へお早めにお申し込み下さい。

JA北越後 主催ご好評につき、
今年も開催いたします！

９月から始まりました【JAグループ新潟　健康チャレンジ】に挑戦してい
ますか？
今回は、金塚地区須貝久子さん（７７）の健康習慣のお話しを伺いました！

続けてうれしい健康習慣♪
継続３０日間  健康チャレンジ
続けてうれしい健康習慣♪
継続３０日間  健康チャレンジ
続けてうれしい健康習慣♪
継続３０日間  健康チャレンジ
続けてうれしい健康習慣♪
継続３０日間  健康チャレンジ

私は４０代始めに椎間板ヘルニアを何度か患い、
主人に運動を勧められウォーキングを始めまし
た。今では毎日ラジオ体操を行い、週1回体操教
室に通っています。農作業をする前には１０分間
のストレッチと一杯の牛乳は欠かせません。毎日
の食事に野菜とタンパク質を取入れるように心
掛けています。過ごしやすいこの時季、皆さんも
ちょっとした運動を始めてみませんか。

２回目は11月10日締切２回目は11月10日締切

土田副代表と
同事務所を管理する坂本文江さん

華やかな香りととろける甘みをもつ新潟の西洋なし、県内産ルレクチェです！
各施設に設置されている応募箱にご提出下さい。

華やかな香りととろける甘みをもつ新潟の西洋なし、県内産ルレクチェです！
各施設に設置されている応募箱にご提出下さい。

プレゼントは…

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

　8月23日、当JA営農センターで下越北地区（北越後、にいがた岩船、かみは
やし、胎内市）JA女性組織活動検討会が開催され、関係者15名が出席しました。
櫻井部長は「昨年はコロナ禍でいつも通りの活動ができませんでした。今回の検
討会で今後の活動内容を考えたい」と挨拶しました。意見交換会では「わたしたち
JA女性組織がつくる、10年後の未来」をテーマに話し合いました。「生きがいを
持って健康に暮らしたい」「仲間とのつながりを持っていたい」など意見が交わさ
れました。JA新潟中央会の髙橋課長は「保育園でのシャカシャカおにぎりづくりを
通じてフレミズ世代（子育て世代）に働きかけていきたい。若い世代の方の加入に
つなげるのは難しいが、じっとしていても始まらない。時間はかかりますが継続
して取り組むことが大切だと思います」と話していました。

4JA女性組織　活動検討会4JA女性組織　活動検討会

　８月２６日、青壮年部紫雲寺支部は地域貢献活動の一環で「クリーン作戦」を行
いました☆部員や事務局１０名が集まり、紫雲寺地区の通学路や農道のゴミを拾
い、地域の美化活動に貢献しました。部員らはゴミ袋とトングを手に空き缶やビン、
ペットボトルなど２時間かけてゴミを集めました。同部会の嶋津雄一支部長は「新
学期に児童が気持ちよく登校できるように、また、稲刈り作業が始まる前に毎年
この時期に通学路や農道を清掃しています。今後も、地域に貢献する活動を行っ
ていきたい」と話していました！

青壮年部　クリーン作戦で地域貢献青壮年部　クリーン作戦で地域貢献

　葬祭センターでは、ご家族様の想いに寄り添い、大切な方のお見送りに
心を尽くしてお手伝いいたします。
　少人数のご葬儀から社葬などの大規模葬までご要望にお応えいたします。
　また、自社ホールの加治地域の「虹のホールしばた」、新発田駅近くの「虹
のホールしばた東」は充実の設備を備え、病院や施設から直接お入りいた
だけます。
　安心のご葬儀のために、専門スタッフが葬祭ディレクターを中心にお手
伝いさせていただきます。
　ご葬儀、ご法要に関することは何でもお気軽にご相談ください。

ライフサポート北越後通信 第６回
葬祭センター

意見を発表する参加者

北越後の特産品を紹介する櫻井部長

大切な方を送るために
私たちがお手伝いを
いたします

地域の皆様へ信頼と
真心を込めて

清掃活動参加した青壮年部部員

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ご利用のお願い年金友の会
第4回ゲートボール大会中止のお知らせ

年金友の会
第4回ゲートボール大会中止のお知らせ

60歳以上のお客さまからの
ＪＡネットバンクお申込み
受付方法の変更について

60歳以上のお客さまからの
ＪＡネットバンクお申込み
受付方法の変更について

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

30

41

54

41

27

39

52

40

4月～8月平均
存置基準：60件以上

　ＪＡバンクでは、インターネットバンキングを悪用した還付金詐欺被害等を防ぐ
ため、60歳以上のお客さまからの新規のお申込み受付方法を変更いたします。
　60歳以上のお客さまは、利用開始時に、ご本人さまの利用意向確認のお手続
きが必要となります。お手数ですが、お取引店舗にお問い合わせください。
　ご不便をおかけいたしますが、お客さまの大切な貯金をお守りするための対策
となりますので、何卒、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

北越後農業協同組合

　10月20日に予定しておりました「年金友の会第4回ゲー
トボール大会」は都合により中止させていただきます。次年
度の開催を楽しみにお待ちください。

金融部からのお知らせ

仲間ができる。趣味もひろがる。
年金口座は、ＪＡバンクへ。

〈年金友の会　会員数のお知らせ〉
令和4年3月末現在　9,165人

新発田市が運行する市街地循環バス「あや
めバス」にJA北越後の文字と「国消国産」の
ロゴが掲載されました。

令和4年度 JA正月食品申込のお願いについて令和4年度 JA正月食品申込のお願いについて令和4年度 JA正月食品申込のお願いについて

　日頃は、JA事業にご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
　当JAの「正月食品」は、安全・安心にこだわり長年ご愛顧いただい
ている商品を厳選した物になっておりますので、是非ともご購入をお
願いいたします。
　職員が１１月１日（火）～１０日（木）の間に訪問し、申込書をお
預かりいたしますので、ご希望の商品がありましたら、ご記入をお願
いいたします。
　※なお職員が伺った際、お留守だった場合は、お手数ですが同封
の返信用封筒にてお申込みくださいますようお願いいたします。
　ご不明な点がございましたら、各購買センター、営農セン
ター業務課までお問合せください。
問い合わせ先　営農センター（業務課） ０２５４－２６－７０００

（株）新潟交通運転手の佐藤博さん

の活動の活動国国 消消 国国 産産

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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料
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Q国民年金保険料を納めましたが、税法上の控除対象と
なるのでしょうか？

A国民年金保険料は所得税法及び地方税法上、健康保険
や厚生年金保険などの社会保険料を納めた場合と同様に、
社会保険料控除として全額が納付した年の課税所得から控
除され、税額が軽減されます。
　また、ご自身の保険料だけでなく、ご家族（配偶者やお子
様等）の国民年金保険料を支払った場合にも、併せて控除を
受けることが可能です。
　なお、令和4年中に納付いただいた国民年金保険料につ
いての社会保険料控除を受けるためには、年末調整や確定
申告の際に､領収証書など保険料を支払ったことを証明す
る書類の添付が必要になります。
　このため､令和4年1月1日から令和4年９月30日までの
間に保険料を納付された方には11月上旬に、また、令和4年

10月1日から令和4年12月31日までの間に今年はじめて
保険料を納付された方には翌年の2月上旬に、日本年金機
構から「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が送付さ
れる予定となっています。申告書の提出の際に、この控除証
明書または領収証書を添付してください。
　また、既に、令和5年3月もしくは令和6年3月まで保険料
を前納された方は、税申告の際にそれぞれの年度で分割し
て申告することが可能です。
　税法上とても有利な国民年金は、老後はもちろん不慮の
事故など万一のときにも心強い味方となる制度です。保険
料は納め忘れのないようにしましょう。

　詳しくは日本年金機構ホームページをご覧いただくか、
お近くの年金事務所までお問い合わせください。

神在月に行く
新潟空港から出雲縁結び空港（往復） FDAチャーター便で行く！

新潟 出雲

1時間35分
ひとっとび

飛行機やバスを利用して
約5時間

機内の除菌、客室乗務員のマスク
着用等、感染予防対策を行っており
ます。

秋の山陰・出雲大社

神在月に行く神在月に行く
皆生と玉造 名湯めぐり皆生と玉造 名湯めぐり 3日間

全国の神様が集結！

鳥取砂丘

4名様1室利用 2名様1室利用

149,800円～159,800円
※貸切バスで空港までの往復送迎希望の場合は＋10,000円

◎神在月とは？
旧暦の10月。全国の八百万の
神々が出雲の国に集まる月。
他の土地では神様が留守にな
るので神無月といいますが、
出雲では神在月と呼び、出雲
大社を始め、出雲の各神社で
は様々な神事が行われます。

詳しくは、専用パンフレットをご覧ください。 資料請求先：(株)農協観光新潟支店  Tel：025-232-7778

足立美術館 松江堀川めぐり 出雲大社

通
常

旅 行 代 金
(大人お一人様)

新潟空港
出発起点

2022年11月8日(火)～10日(木)旅行実施日

やおよろず

出雲縁結び空港 ●
●皆生温泉

●玉造温泉
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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　機械などのパーツのこと
  3　オクトーバーフェスト発祥の国です
  5　中国の大きな打楽器
  6　好・始・娘・妹は――偏の漢字
  7　池の――によって、土地を増やした
  9　日本国憲法では――の下の平等が保障されて
　　 います
11　学校の運動会で踊ることもあります
13　視聴――、円周――
15　海水の影響で塩分を含む湖
17　台所のこと。漢字で書くと「厨」
19　たんすやソファなどのこと
20　ノーの反対語
21　阿寒湖のものは国の特別天然記念物

  1　巨峰やピオーネ、デラウェアなどの収穫体験
　　 ができます
  2　竜宮城で舞う魚
  3　卵と鶏肉とご飯で親子――を作った
  4　実るほど頭（こうべ）を垂れる――かな
  6　コロコロと気分が変わる人のこと
  8　無料です。代金はいりません
10　秋の空にぽこぽこと浮かびます
12　ろうそくの炎にガラス板を近づけると付きます
14　学校の教室に並べるもの
16　船が停泊するときに下ろします
18　クルミが似合うげっ歯類

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？

滝沢 佳樹さんの作品
日本アニメ・マンガ専門学校

　“シェフのおすすめレシピ”が大変Ｇoodです。妻
に参考にするようすすめています。

（新発田市　70代　男性）

　秋野菜の苗植えや種まきの季節になりました。み
んなが喜ぶ顔を思いながら楽しんで毎日畑に通っ
ています。

（新発田市　70代　女性）

　昨年は蔓化けで100本定植したサツマイモが１
本もなりませんでした。今期は農協さんの指導で
減肥料を徹底しました。期待が持てそうです。

（聖籠町　80代　男性）

　これまで畑仕事は主人１人で行っていました。今
年は主人が体調を崩したため、畑仕事を手伝い、農
作業の厳しさを学びました。

（聖籠町　70代　女性）

　いつも興味深く読ませていただいています。秋の
天気が安定していないので種まきに四苦八苦して
います。それでも収穫の時期になればそれなりに楽
しむ事が出来ています。自然の力の大きさに感謝
です。

（新発田市　70代　男性）

　本紙に載っていたイチジクのデザートのレシピ、
私も毎年この時季に必ず作ります。そのまま食べ
てもとってもおいしいですが、ヨーグルトに汁ごと
かけていただくのもまた絶品です。是非試してみて
下さいね。

（新発田市　60代　女性）

　表紙のイチジクがみずみずしく、おいしそうで
す。秋にしか食べられない果物なので今年も食べ
ようと思っています。

（新発田市　40代　女性）

　こったま～やを利用していますが、オープンの時
よりも品数が増えて１件で買い物が出来て嬉しい
です。

（新発田市　40代　男性）

　家の周りの水田の稲穂が黄金色になり、稲刈り
が始まりました。田植えから4ヶ月。農家の方たち
の喜びの季節です。担い手の皆様のご労苦に感謝
しつつ、新米を待っています。

（新発田市　60代　男性）

　先月の大雨で息子の所の水害被害で手伝いやら
お盆やら忙しすぎてやれやれです。こったま～やか
ら買い求めたサトイモの種芋が今はとても立派に
なって秋の収穫が楽しみです。これから最後になる
ごちそうを沢山あげに出かけます。ありがとうござ
いました。

（新発田市　60代　女性）

　我が家の一大イベント「稲刈り」。前半のこしいぶ
きの収穫が終わりました。とっても暑くて大変でし
た。後半はコシヒカリの収穫です。新米を食べるの
を楽しみに家族で力を合わせてエイエイオー!!

（新発田市　60代　女性）

　この度、念願のマイホームがいよいよ完成し、
近々引っ越しを予定しています。今、見直されてい
る「シラス壁」を塗りました。“消臭効果があり空気
が綺麗!!”という事で生活が楽しみです。70歳代、
私にとっては第３の人生を心豊かに過ごしたいと
思っています。

（新発田市　70代　女性）

　暑い夏でした。広報きたえちご９月号の表紙は
子どもの頃によく食べた私の大好きなイチジク。

あ～食べたいと思わず口走りました。生でも良し、
ジャムでも、煮ても、焼いても。秋の味覚本当に楽し
みです。

（新発田市　80代　女性）

　最近天候に恵まれ早世品種の稲刈りが進み、非
農家でも安堵しています。コシヒカリ刈り取り時も
良い天候でありますように！

（新発田市　70代）

　最近、家の塗装をしました。見た目が明るくなり
ました。何事も明るく、前進していこうと思います。

（新発田市　60代　男性）

　涼しくなり、食欲の秋、果物が豊富な新潟、ダイ
エットは遠のき美味しい果物を食べまくっていま
す。また、新米も楽しみです。

（新発田市　60代　女性）

　２年ぶりの新発田祭り。すれ違った親子のお父さ
んの一言。「あとは蒸気パン買って帰るよ」と。そう
そう、と心の中で思う自分（笑） 今ではお祭り以外
でも買えるが、やっぱりお祭りと言えば蒸気パンで
す！個人的には、ポッポ焼きではなく、蒸気パンと言
う言い方を残していきたい！

（新発田市　40代　女性）

　毎月見てます！初めて投稿しました！シェフのお
すすめレシピがいつも役に立っています（^^）ぜ
ひ、梨のスイーツのレシピお願いします！

（新発田市　20代　女性）

■応募締切
当月25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

ツキミザケ
（月見酒）
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8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

16,345人
7,432人
8,913人

29億2,811万円
1,037億9,612万円
295億1,767万円
3,482億3,433万円
※ 31億6,065万円
※ 11億7,621万円

※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24日（水）

　「アンバサダー」という用語は大使や代表などといった意味ですが、今回の紙面に登場したアルビ新潟Ｌの園田悠
選手は「宣伝大使」として任命されました。今後は当ＪＡのイベントや広報活動に加わり、北越後特産品ブランドなど
の普及活動を行う予定です。どの地域に現れるのかなあ☆お楽しみに（Ｓ）

　
肩の力を抜きましょう。自分のやり
方にこだわり過ぎず周囲の意見を
取り入れて。友人との交流が吉

　
人との触れ合いの中から多くのも
のを得られます。今まであまり縁の
なかったことに挑戦するのもお勧
めです

　
とても勢いがあります。上旬は走り
抜け、下旬からはのんびり紅葉狩り
などを楽しんで。めりはりが大事

　
うまくいかないことが多く気分が
めいりがち。ただ、下旬からは急上
昇。先のことを考え準備を進めれ
ば大逆転も

　
人とのつながりが幸運と幸福をも
たらします。思い付きを実行してみ
るとうれしい新展開がありそう。下
旬は謙虚に

　
頭の痛い問題は早めに向き合うの
が解決への近道。時には妥協も必
要です。おいしいものが潤滑油にな
ってくれます

　
順風に恵まれ楽しい話題が増えま
す。多くの人の意見を聞きましょ
う。おけいこ事や旅行の計画にツ
キ

　
あれこれやろうとしないように。優
先順位を付けて時間を有効活用し
ていきましょう。うれしいサプライ
ズの予感

　
焦るときほど落ち着いて行動する
よう心がけて。冷静でいることが
開運の鍵。時にはクールな決断が
吉と出ます

　
非常に厳しい時期ですが、次第に
解消へと向かいます。ゆっくりとし
た動作を心がけて。最善のプラン
が浮かぶはず

　
こうなったらいいなと思っていたこ
とが実現しやすいとき。駄目元で
お願い事をするのも◎。いい返事
を聞けそう

　
スタートは難航しても次第に回復。
交渉は丁寧に諦めずに続けましょ
う。助けてくれる人が現れるはず

今月のあなたの運勢  10月

編集
後記

協　議　事　項
(1) 経営管理委員に対する貸出の承認について 
(2) 豪雨災害お見舞いについて
(3) 令和４年産米 仮渡金の設定について
(4) 合併基本事項および協議会への移行について
(5) 経営管理委員会規程の一部変更について

シ
ェ
フ
の
お
す
す
め
レ
シ
ピ
2022

10月

手羽元とサツマイモの甘辛煮

作り方

サツマイモは厚めに皮をむいて乱切りにし、水にさらしておく。
深めのフライパンにごま油を熱し、手羽元、サツマイモ、ショウガを入れ手羽元にしっかりと焼き色を付ける。
（2）のフライパンに煮汁の材料を全て入れ、キッチンペーパーで落としぶたをして中火で25分煮込む。
器に盛り付け、カイワレなどお好みの青み（材料外）をあしらい出来上がり。

（１）
（2）
（3）
（4）

作り方

キュウリは3～4cm幅の拍子木切り、ミョウガは小口切りにする。タカノツメは種を取り除いておく。
フライパンにサラダ油を引き、タカノツメ、ニンニクとショウガのみじん切りを入れ、弱火で香りを出す。
キュウリを入れ中火で2分ほど炒め、A、ミョウガを入れ、さらに1分ほど炒める。
（3）を保存容器に移し粗熱を取り、冷蔵庫で一晩なじませ出来上がり。

（１）
（2）
（3）
（4）

材料（4人分）

手羽元 8本
サツマイモ 中2本
ショウガ（スライス） 10g
ごま油 大さじ1

煮汁
　水 600ml
　しょうゆ 100ml
　料理酒 100ml
　砂糖 大さじ6と2/3

　みりん 大さじ3と1/3
　酢 大さじ3と1/3
　コチュジャン 大さじ1

キュウリの辛味炒め

材料

キュウリ 3本
ミョウガ 3本
タカノツメ 3本
ニンニク（みじん切り） 小さじ1/2
ショウガ（みじん切り） 小さじ1/2
サラダ油 大さじ1

A（調味料）
　塩 小さじ1
　しょうゆ 小さじ1
　コチュジャン 小さじ1
　こしょう 少々
　炒りごま 大さじ1
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新発田まつりフェア開催！
　８月２５日（木）から２８日（日）まで「新発田まつりフェア」を実施しました(^^)/
　今年の新発田祭りは「新発田に元気を取り戻す！」をテーマに３年ぶりに開催されました！
　こったま～やも“地元の元気作りのお役に立ちたい！”と枝豆や果物を中心に安全・安
心な地場産品をこったまご用意✨させていただきました。お祭り帰りのお客様にもお立
ち寄りいただき、連日旬の味覚をお求めのお客様で賑いました(^^♪
　同時開催した「3年産米売り尽くしセール」は食べ盛り世代にも大好評！　北越後米を
たくさん食べて2学期も元気いっぱい過ごしてほしいと願っています(#^^#)
　北越後産コシヒカリの新米は10月上旬より販売予定です！９月中旬より始まった新米
ご予約キャンペーンには、地元のほか県外のお客様からも多数ご予約いただき、今年も
「美味しい新米を食べるのが楽しみ！」と嬉しいお声をいただいています!(^^)!

サッカー会場で北越後産をＰＲ
　アルビレックス新潟レディース所属の園田悠奈選手が当
JAの農業アンバサダーに就任✨
　就任後初のコラボ企画として、９月１９日（月・祝）に五十公
野公園陸上競技場で開催された女子サッカー試合「ＷＥリー
グカップ＿大宮アルディージャVENTUS戦」の会場へこった
ま～やも出張販売してきましたよ(^^♪
　会場では、地元で何が作られているか手軽に知ってもらお
うとイベントで人気の「地場産野菜ガチャ」を実施！何が当た
るかワクワクしながら梨やりんご・さつまいもなど旬の地場
産品をゲーム感覚でワンコイン販売も♪ぶどうや野菜の販
売コーナーも設け、訪れたお客様からは「地元の美味しいも
のが買えて嬉しい」と大好評でした!(^^)!
　畜産課職員が牛乳の消費拡大に配布した「アルビレックス新潟・牛乳」は目を惹くアルビパッケージで、手にしたお客様から
「牛乳が大好きなので嬉しい！」「飲んだあとは飾ります」と大好評でした!(^^)!
　選手の皆さんからも販売にご協力いただき、県内外から訪れたサッカーファンの皆さんにＪＡ北越後の地場産品をＰＲする
事ができました!(^^)!
　今後こったま～やでも、園田選手と色んな企画を通じて、より一層地元農業や地場産品の魅力を“こったま”発信していきた
いと思います(^^)/

 ▲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！


