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ＪＡ北越後



Q:ねぎの栽培は何年目ですか？
　ねぎの栽培は子どもの頃から手伝いなどしてきたので、30年以上になると思い
ます。
Q:一日にどの位の量を収穫しますか？
　平均してピーク時には100kg近く収穫します。機械で土を取った後は手作業
で掘ります。
Q：作り始めの頃、大変だったことは何ですか？
　生育に合わせ土寄せを行いながらねぎを育てていくのですが、そのタイミン
グや病害虫防除のタイミングなどに苦労しました。
Q：今年の生育状況はどうですか？
　生育は順調です。天候も良さそうだし、いいねぎが穫れると思います！
Q：おすすめの食べ方はありますか？
　先輩にも言われていたことですが、ねぎは主役ではなく、料理にいろどりやア
クセントを添える名脇役です。沢山の料理に添えていただきたいです！
Q：北越後のねぎについて思う事
　JAには販売を一生懸命してもらって感謝しています。JA北越後の特産品と
して販売高や品質を落とさない様、部会員一丸となって頑張っていきたいです。
読者のみなさんへメッセージをお願いします！
　寒くなる季節。名脇役の『ねぎ』をぜひみなさんの食卓に添えてください！

やわ肌ねぎのしゃぶしゃぶ
材料　2人分
やわ肌ねぎ ………………… 3本
しゃぶしゃぶ用薄切り肉 … 250ｇ
にんじん……………………１/2本
水 ……………………… 5００ＣＣ
だしの素………………… 小さじ２
酒 ……………………… 大さじ１
みりん…………………… 大さじ１
しょうゆ ………………… 大さじ２

作り方
①ねぎを斜め薄切りにする
②にんじんは皮をむき、ピーラー等で薄切りにする
③鍋に水と全ての調味料を入れ火にかける
④温まったら、ねぎとにんじんを入れ、しんなりするまで煮る
⑤お肉をしゃぶしゃぶしてたっぷりの野菜と一緒に召し上がっ
てください
先日ＢＳＮ新潟放送「なじラテ。発見！にいがた農家メシ」でも放送いただきました！

今が旬！ 北越後の『やわ肌ねぎ』
食卓の名脇役に！

　日ごとに寒さが増し、秋が深まってまいりました。寒い日にはあったかい鍋
物が一段とおいしいですね!
　今月号は、そんな鍋物に欠かせない「やわ肌ねぎ」についてあらためてご
紹介いたします。
　甘くて柔らかい「やわ肌ねぎ」をたっぷり食べて、寒さを乗り切りましょう！！

▶ 『やわ肌ねぎ』とは…

北越後農協ねぎ部会 後藤部会長にお話を伺いました

営農販売部園芸振興課の
池田指導担当より

　新潟県内で穫れたねぎで、JA系統出荷、やわ肌ねぎ
の選別規格基準に沿ったものがやわ肌ねぎとして出荷
されます。新潟県内でねぎの栽培の歴史は古く、昭和
40年代前半より関東地方へ出荷されていましたが、そ
の後産地化が進み、昭和57年に『やわ肌ねぎ』の名称
が誕生しました。
　ねぎの生育に合わせ土寄せを４～5回行いながら軟
白部を長くしていきます。

JA北越後産の
やわ肌ねぎについて

●販売高……93,783,104円
●販売数量…322,345㎏
●主な出荷先
　県内３社、県外５社に出荷されて
　います
●生産者……94名
（R4年度新規2名、R5年度新規2名予定）

（令和3年度末基準）

　市場からは、北越後産「やわ肌ねぎ」とし
て高い評価をいただいています。また、消費
者の方からも、ねぎの食感が柔らかくとて
もおいしいとの声を頂いています。

直売所こったま～や食育ソムリエの
おすすめレシピ

　秋冬ねぎは、みずみずしく食感もとろっと柔らかく、様々
な食材と相性抜群です。昨年度まで畜産課に在籍しており
ましたが、特別な日には新発田牛のすき焼き、毎日の食卓に
は北越後パイオニアポークの鍋やしゃぶしゃぶを、ぜひ北越
後産「やわ肌ねぎ」と合わせてご賞味ください。

ねぎは下の白い部分の方が糖度が高い
です。辛みが苦手な方は白い部
分がオススメです。
　緑色の部分から水分が
出るものは新鮮で上の
方まで栄養がたっぷり
入っている証拠です！ 
また巻いている層が
たくさんあるのもおい
しさ見極めのポイント
です、と後藤さんより
教えていただきました！



北越後の食育活動
シャカシャカふっておにぎりをつくりました！

　子ども達に楽しくおにぎり作りを通してごはん食を好きになってもらいたい、地域のみなさんにＪＡの米消費拡
大の取り組みを知っていただきたいと、これまでもイベント等で活動を実施してまいりました。
　今年度は管内の16箇所の幼稚園・保育園を訪問し活動を行っています。

　シャカシャカおにぎりづくりとは、紙コップを使用して縦横・左右に振っておにぎりを作り、自分で作ったおにぎりを
食べてごはん食に親しむ企画です!

ＪＡと農業、食の関わりについて学びました！

　３年生１４名を対象に「JAの仕事」をテーマとして、ＪＡの「作る」「売る」「相談する」
「備える」「管理（お金）する」「伝える」の役割を農産物直売所こったま～やの窪田
一成副店長が黒板に図で示し、分かりやすく説明を行いました。児童たちは興味深く
JAと農業の役割について質問したりメモをとったり、熱心に耳を傾けていました。
「ＪＡで働く人が一番大変なことは何ですか」「なぜマスコットキャラクターを作ったの
ですか」などの質問がなされました。
　授業を企画した同校の藤田妙子教諭は「子どもたちの熱心な様子に驚きました。
どんな事業も人と人とが出会い、お互いに助け合って活動していることを子ども
たちに知ってもらえました。ＪＡの協力に感謝したいです」と話しました。

　始めに管内で作られているお米や農畜産物について紹介をしました。当JAマスコット
キャラクターのきたっちが持つ当JAの特産品のオクラやいちご、お米などの農畜産物に
ついて説明しました。子どもたちは元気に沢山の質問をし、普段食べている食材について
興味深そうに説明を聞いてくれました。お米の成り立ちを学ぶDVDを真剣に視聴し、シャ
カシャカおにぎりの作り方を学んだ後、いざ実践！！

　開始の合図で一斉にシャカシャカおにぎりの歌を歌いながら、シャカシャカと楽しそうに
元気いっぱいおにぎりを作りました。
　出来上がったおにぎりをおいしそうにパ
クパクと食べながら「おうちでもやりたい」
「家族に作ってあげたい」と笑顔で話してく
れました。

　子ども達がシャカシャカおにぎり活動を
通して、ごはん食を好きになってくれると
嬉しいです(^^)

10月７日に訪問した『たから保育園』の様子

9月29日に『新発田市立佐々木小学校』を訪問

おにぎり
美味しいな

紙コップに
ごはん入ったよ

ごはんを
盛り付け

大好評大好評

当JAは食育活動を通して、子ども達の食と農業への理解を深めるための活動を行っております。

◀ 津野遥人さん

▲ 授業風景

▲ きたっちと記念撮影
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　農福連携に取り組む農事組合法人アグリ竹俣さんの圃
場で、稲刈りと新潟県立新発田竹俣特別支援学校のフェ
ンスを使用したはさがけが行われました。竹俣特別支援学
校、ジョブプレイスのぞみふぁーむ、西園保育園の園児た
ちが参加し、刈り取った稲を次々と運び、フェンスにはさ
がけを行いました。
　2年目となる今年は新発田市の地域おこし協力隊、集落
支援員の方も加わりました。バインダーと呼ばれる刈取結
束機を実際に動かし稲を刈っていきました。
　同法人で代表を務める小池和也さんは「今年は大勢の方
から作業をしていただき昨年よりも
順調に進められました。今日刈り取っ
たお米は大切に預かり、おいしいお
米にしたいと思います」と話しました。

　JA北越後さといも部会は10月15日出荷会議を開きました。会議には
生産者17名の他、県内外の市場関係者など計33名が出席しました。
　出荷会議では市場情勢の他、他産地の生育、出荷状況について全農
にいがた県本部の大柴様より説明がなされました。また、生育状況につ
いて、夏期の適度な降雨から今年は生育状況が特に良いとの報告がなさ
れました。
　出荷要領について当ＪＡでさといもの指導を担当する園芸振興課神田
課長補佐より、出荷規格や出荷日の確認、「砂里芋」の商標管理につい
て説明されました。
　会議は「消費者の期待に応える産地に」と題され、生産者、JA、市場
の各関係者の結束力が一段と高まりました。

　今年５月に砂里芋生産者の伊藤幸成さんの圃場で定植を行った聖籠町山倉小学
校3年生54名が、10月6日に砂里芋の収穫体験を行いました。
　始めに伊藤さんが掘り方の見本を見せると、スコップを手にした児童は次々に
土を深く掘っていきました。掘り出した後、砂里芋が親芋、子芋、孫芋からなって
いると伊藤さんから説明を受け、芋をそれぞれに分ける方法について教えていた
だきました。
　参加した児童は「春に植えた時よりかなり大きくなって驚いた。自分達で植えた
芋を掘ることができて嬉しい。味噌汁にして食べたい」と収穫の喜びを話しました。
　同校の岡本洋輔教諭は「実際に圃場で学ぶ経験をさせてもらい良い学びになり
ました。実際に収穫を体験させてもらうことで、地域の宝である砂里芋に一層愛
着をもってもらうことが出来、良かったと思います」と話しました。

ブランド里芋「砂里芋」収穫始まる
今年も上々の出来！出荷に向けて令和4年度出荷会議　開催
ブランド里芋「砂里芋」収穫始まる
今年も上々の出来！出荷に向けて令和4年度出荷会議　開催

山倉小学校3年生が「砂里芋」の収穫体験山倉小学校3年生が「砂里芋」の収穫体験

　令和４年度採用の新人職員・社員の６人を対象に、他部
署の業務を知り現業に生かすことを目的として、米の業務
研修が実施されました。９月２０日から３日間、米倉庫で行
われている検査の補助を行いました。格付けされた米の
検印押しや、検査用袋に刺した刺穴の密封シールの貼付
など、初めて行う作業に緊張しながら対応しました。参加
した農機課の坂上成海さんは「倉庫作業に貢献できたこと
に喜びを感じました。農家が一生懸命育てた米の重みを実
感できたことで、これからの農機整備にも力が入ります」と
感想を述べました。
　今年度採用の職員・社員は、配属された部署の業務に
務めながら、業務研修を受け、６か月間の試採用期間を経
て、正式に正職員として10月に本採用となりました。佐藤
正喜理事長からは「ＪＡ職員は組合員・利用者への声掛け
が大事です。組合員から話しかけてもらえる職員になるよ
う期待します」と激励の言葉が送られま
した。

アグリ竹俣　農福連携の輪広がるアグリ竹俣　農福連携の輪広がる新人業務研修を経て本採用に！新人業務研修を経て本採用に！

さ 　り   いもさ 　り   いも

挨拶をする小林部会長

芋に傷つけない様、
丁寧に深く土を
掘っていきます

あいさつをする小池代表 フェンスいっぱいに
はさかけされました

沢山収穫できました

等級のハンコを
慎重に押す坂上さん

正職員の本採用通知を
受け取る中央支店の

髙橋さん

Topic 2022.10.15

Topic 2022.10.3 Topic 2022.9

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

　女性部の目的別グループ「味菜の会」は地場産フルーツを使った和菓
子作り教室を行い部員18人が参加しました。同会では笹団子作りやこ
んにゃく作りなどの郷土食や「食」に関する活動を定期的に行っていま
す。今回初めて地場産いちじく「蓬莱柿」とシャインマスカットを材料に、
フルーツ大福作りに挑戦しました。フルーツをあんこで包み、切り餅と
牛乳を電子レンジで加熱して作った餅で包んで丸く形を整えて出来上
がり！同会代表の小柴千栄子さんは「地
場産のフルーツが豊富な季節なので、
色々な食べ方を楽しんでもらいたいで
す。地域の食材を使った料理で「食」に
興味を持ってもらえるような取組みを続
けていきたいと思います」と話していま
した。

旬のフルーツで和菓子作り旬のフルーツで和菓子作り

第７回　菅谷給油所

ライフサポート北越後通信

　菅谷給油所は、胎内市へ続く国道２９０号線沿いの自然
豊かな環境の中、日本三大不動尊の一つである菅谷不動
尊のすぐ側にあります。
　給油所スタッフは４名が勤務しており、話し好きな所長
はじめ、ベテランのスタッフが地域の憩いの場所としての
役割も担いながら、皆様のご来店をお待ちしております。
　これからの季節、雪がたくさん降る地域ではありますが、
仲の良い笑いの絶えないスタッフ一同、雪も笑い飛ばし
ながら楽しい店舗づくりを目指しておりますので、近くを
お通りの際はぜひお立ち寄りください！

　10月･11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

シャインマスカット大福

インフォメーションインフォメーション
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冬の寒さでおいしさアップ

作ってみよう！

　ホウレンソウの生育適温は、15～20度で冷涼な気候を好みます。耐寒性は強いですが暑
さには弱く、25度以上になると生育が衰えます。冬取りは栄養価が高く、甘味も増し最もお
いしいです。中間地から暖地の作型となります。
［品種］ 秋～冬まきでは、寒さに強く、低温でもよく伸びる品種「オシリス」（サカタのタネ）、
「伸兵衛」（タキイ種苗）など、特徴のある品種では、葉に切り込みの多い「冬ごのみ」（タキイ
種苗）、寒締め栽培向きには葉に縮みのある「雪美菜02」（雪印種苗）などがあります。
［畑の準備］ ホウレンソウは酸性土を嫌うため、事前に1平方m当たり苦土石灰150gを畑全
体に散布して、よく耕しておきます。次に、1平方m当たり化成肥料（NPK各成分10%）
200gと堆肥2kgを土とよく混和しておきます（図1）。 
［畝立て］ 幅70～80cm、高さ5～10cmの栽培床を作り、平らにならします。畑が乾燥して
いるときは、灌水（かんすい）して土壌水分が適度な状態にしておきます。マルチ栽培では
15cm間隔の黒色穴開きシートを使います。
［種まき］ 栽培床は平らにならし、条間15cm、深さ2cm程度のまき溝を切り、1cm間隔に種
まきします（図2）。1cmくらい覆土をし、たっぷり灌水します。
［トンネルの被覆］ トンネル資材は有孔フィルムを使用すれば日中は高温にならず、生育の
徒長を防げます（図3）。
［間引きと追肥］ 1回目は発芽がそろったときに込み合っている所を抜き取り、その後、2、3
回に分けて間引き、1本立ちにします。マルチなしの栽培では最終的に株間を5、6cmにしま
す（図4）。また、草丈10～15cmの頃、1平方m当たり化成肥料30gを追肥し、株元に軽く土
寄せします（図5）。

［収穫］ 草丈25cmくらいを収穫の目安にします
が、30cm程度になってもホウレンソウ本来のお
いしさは変わりません。株元の根を鎌やはさみで
切り取り、枯れ葉を除いて200gくらいに束ねま
す。なお、寒締め栽培は収穫2、3週間前にトンネ
ルを開放し、寒さにさらします。葉が厚くなり、放
射状に広がったら収穫します。

ホウレンソウのトンネル栽培
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秋･冬
の
秋･冬
の

金融部からのお知らせ

キャンペーンキャンペーン
貯いトク貯いトク

ちょ キャンペーン期間

2022.10.1
12.30 金金

土土

貯いトク貯いトク
ちょ

ATMでATMで

貯いトク貯いトク
ちょ

ネットバンクでネットバンクで

ATMかネットバンクで
定期貯金をお預け入れすると
定期貯金の店頭表示金利に ＋0.02％

プラス

ATMならATMなら

＋0.02％
プラス

ネットバンクならネットバンクなら

存置検討ＡＴＭのご利用状況について存置検討ＡＴＭのご利用状況について
【１日あたり総取引数】

存置検討ＡＴＭの取引件数につきましては上記の結果と
なりました。
ご利用ありがとうございました。

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

28

38

51

40

4月～9月平均
存置基準：60件以上

28

28

47

39

詳しくは金融業務課（年金担当）までお問い合わせください
電話　0254-26-3048

農業者の方は、国民年金の上乗せの公的な年金
「農業者年金」に加入して安心で豊かな老後を！

知って得する農業者年金知って得する農業者年金知って得する農業者年金
農業者なら誰でも入れる「終身年金」です！

ポイント

11

保険料は全額社会保険料控除の対象
など、生涯を通じて大きな節税効果！

ポイント

33

ポイント

22
一定の要件を満たす方には、
月額最大１万円の保険料の国庫補助

農業者の税務説明会が開催されます農業者の税務説明会が開催されます
　令和4年分の決算説明会およびインボイ
ス制度の説明会が新発田税務署主催で開催
されます。
　なお、インボイス（適格請求書）とは、売
手が買手に対して、正確な適用税率や消費
税額を伝えるもので、令和5年10月から導
入される制度です。

対象 開催日 開催時間 会場・定員等 

令和 4 年分 

決算説明会 

12 月 13 日（火） 
(青色申告) 

午前 10 時から正午 

新発田市生涯学習センター講堂 
（新発田市中央町 5-8-47） 
※予約は必要ありません。 

※開催会場へのお問合せはご遠慮ください。 
12 月 14 日（水） 

(白色申告) 

インボイス制度 

説明会 

11 月 21 日（月） （午前の部）

午前 10 時 30 分から正午 

（午後の部） 

午後 1 時 30 分から午後 3 時 00 分 

新発田税務署 第二会議室 

各回 12 名（事前予約制） 

11 月 22 日（火） 

11 月 24 日（木） 

11 月 25 日（金） 

問合せ先　新発田税務署個人課税第一部門
　　　　　電話0254-22-3162（直通）

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！

〈
有
料
広
告
〉

　　

　長期の喫煙で口やのど、食道、肺などのがんが増えますが、
これは煙の中に多くの発がん物質が含まれているためです。
その一つにアセトアルデヒドがあります。一方、飲酒も習慣的
に飲む人やアルコール依存症の人は、食道がんの発生が多く
なります。この飲酒と発がんにもアセトアルデヒドが関わっ
ていることが報告されています。
　お酒を飲んで体内に取り込まれたアルコールは、分解酵素
の速やかな働きで、まずアセトアルデヒドに変化し、次の段階
で別の酵素により無毒の酢酸にまで分解される二段階で処
理されます。つまり飲酒すると、誰でもいったんアセトアルデ
ヒドにさらされるわけです。この処理スピードは酵素の働き
で決まるのですが、実は、日本人の約40％の人は遺伝的に第
二段階の酵素の力が弱いため、有害物質であるアセトアルデ
ヒドがたまりやすく、がんになるリスクの高い人が多いので
す。

　宴会場を思い起こしてみると、お酒を全く受け付けない人、
早々と酔って寝てしまう人、赤くても飲める人、顔色変えずに
沢山飲める人などがいます。この赤くなる、気持ち悪くなる、
二日酔いになるなどは血液中のアセトアルデヒドの濃度と関
係しています。コップビール1、2杯で真っ赤になる人をフラッ
シャーといい、酵素の働きが弱い人です。周りの人はこの人に
お酒を勧めてはいけません。但し、顔色の変わらない人も多く
飲めばアセトアルデヒドは大量に作り出されるため発がん物
質に長時間さらされることになります。どちらにもリスクが
ありますので、飲みすぎは禁物です。
　アルコールに関連してできやすい食道がんの初期は平た
いために気付きにくく、ある程度進行してから痛みや呑み込
みが悪いなどの自覚症状が出ます。早期発見には上部消化管
内視鏡検査（胃カメラ）が有力です。フラッシャーの人や晩酌
する人は意識して検診を受けるように心がけてください。検
査も利用して美味しく健康的な飲食を目指しましょう。

豊栄病院　副院長　関　慶一

　日本年金機構では、厚生労働省と協力して、毎年11月を「ね
んきん月間」と位置付け、公的年金制度の普及・啓蒙活動を展
開します。
　公的年金は、老後の支えとしての役割だけでなく、若い時に
障害を負ってしまった場合や、家計の支え手を亡くした場合
にも、もらうこと（障害年金、遺族年金）ができます。
　「ねんきん月間」では公的年金制度の趣旨や仕組みを多く
の国民の皆さまに理解していただけるよう活動いたします。
ぜひ、この機会に、公的年金について考えてみませんか？

Q「ねんきん」月間とは、どのようなことを行うのでしょうか。
A日本年金機構は厚生労働省と連携して、毎年11月を「ね
んきん月間」と位置付け、国民の皆様に公的年金制度を身近
に感じていただくよう。公的年金制度の周知・啓発活動を展
開することとしています。
【主な取組内容】
・「わたしと年金」エッセイの優秀作品の掲載等、日本年金機
構ホームページに「ねんきん月間」特集ページを設置します。

・「年金セミナー」や「公的年金の制度説明会」を実施します。
・公的年金制度全般に係る窓口を開設する「出張相談」を実
施します。
※なお、対面形式で行うセミナーや出張年金相談等は、感染拡大防
止を徹底したうえで行います。

「ねんきん月間」の趣旨は、
日本年金機構ホームページをご覧ください。

　https://www.nenkin.go.jp/

Q「年金の日」とはどのような内容でしょうか
A厚生労働省では。‘国民一人ひとり、『ねんきんネット』等
を活用しながら、高齢期の生活設計に思いを巡らす日’とし
て平成26年から毎年11月30日（いいみらい）を「年金の日」と
しました。
　毎年11月30日（いいみらい）は、国民一人ひとりに「ねんき
んネット」等を活用してご自身の年金記録や公的年金の受給
見込み額をご確認していただき、高齢期の生活設計に思い巡
らしていただく「年金の日」です。
　ぜひ、この機会に年金情報を気軽に確認できる「ねんきん
ネット」で、年金記録の確認や年金見込額の試算をしてみま
せんか？

　日本年金機構では、厚生労働省と協力して、毎年11月を「ねんきん月間」と位置付け、公的年金制度の普及・啓蒙活動を展開します。
　公的年金は、老後の支えとしての役割だけでなく、若い時に障害を負ってしまった場合や、家系の支え手を亡くした場合にも、もらうこと（障
害年金、遺族年金）ができます。
　「ねんきん月間」では公的年金制度の趣旨や仕組みを多くの国民の皆さまに理解していただけるよう活動いたします。ぜひ、この機会に、公的
年金について考えてみませんか？

Q「ねんきん」月間とは、どのようなことを行うのでしょうか。

A日本年金機構は厚生労働省と連携して、毎年11月を「ねんきん月間」と位置付け、国民のみなさまに公的年金制度を身近に感じていただくよ
う。公的年金制度の周知・英もう活動を展開することとしています。
【主な取組内容】
・「わたしと年金」エッセイの優秀作品の掲載等、日本年金機構ホームページに「ねんきん月間」特集ページを設置します。
・「年金セミナー」や「公的年金の制度説明会」を実施します。
・公的年金制度全般に係る窓口を開設する「出張相談」を実施します。
※なお、対面形式で行うセミナーや出張年金相談等は、感染拡大防止を徹底したうえで行います。

「ねんきん月間」の趣旨は、日本年金機構ホームページをご覧ください。
Https://www.nenkin.go.jp/
日本年金機構

Q「年金の日」とはどのような内容でしょうか

A厚生労働省では。‘国民一人ひとり、『ねんきんネット』等を活用しながら、高齢期の生活設計に思いを巡らす日’として平成26年から毎年11
月30日（いいみらい）を「年金の日」としました。
　毎年11月30日（いいみらい）は、国民一人ひとりに「ねんきんネット」等を活用してご自身の年金記録や公的年金の受給見込み額をご確認して
いただき、高齢期の生活設計に思い巡らしていただく「年金の日」です。
　ぜひ、この機会に年金情報を気軽に確認できる「ねんきんネット」で、年金記録の確認や年金見込額の試算をしてみませんか？

日本年金機構

ねんきんネット
詳しくは

https://www.nenkin.go.jp/n_net/
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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　忘れないように取ります
  3　とんぶりは、この植物の実を加工したものです
  7　マチュピチュは――帝国の遺跡です
  9　「もしもし」と出ます
10　枯れ山水の庭には作りません
12　壱が一、弐が二なら、陸は
13　王貞治選手は1、長嶋茂雄選手は3でした
15　恋よりも深いものなのかも
16　桃太郎の家来の一員
18　モミジとも呼ばれることもあります
20　不公平ではありません
22　今年収穫した米のこと
23　トラクターを数えるときに使う言葉

  1　11月3日は文化の日。――天皇の誕生日でも
　　 あります
  2　浅草寺の表参道入り口に立つ雷――
  4　カップルが組むことも
  5　11月23日は――感謝の日。国民の祝日です
  6　不審に思う気持ち。――の念を抱く
  8　牛や馬に与える餌のこと
11　眼科で視力――を受けた
13　マラソン選手に沿道から飛ぶことも
14　クラブを持ってコースを回ります
15　兵庫県の――市は子午線のまちとして知ら
　　 れています
17　イースター島にある巨大な石像
19　根拠のないうわさ話
21　木々が空中に伸ばすもの

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？

田澤 那花さんの作品
日本アニメ・マンガ専門学校

　我が家では、百目柿が昨年は１個もなら
なかったのに今年は木にいっぱいなほどな
り消費に困るほどです。ここ数年、なり具合
が１年おきの繰り返しで不思議に思う次第
です。

（新発田市　70代　男性）

　今年も良いいちご苗を納品してもらいあ
りがとうございました。若い頃は、自分で育
苗していましたが、育苗時期が真夏の暑い
時で老人には無理です。毎年良くでき、子ど
もや親戚に送り喜ばれています。

（新発田市　80代　男性）

　初めて植えたサツマイモを掘った。掘っ
ても掘っても鬼瓦のような芋。すらりとし
たのはわずかしか出てこない。抜くのに腰
を痛めるのではないかと思うほど力を要し
た。来年は植えるとき、もう少し土をほぐし
てから植えてみよう。鬼に笑われる年に
なって思いました。

(聖籠町　80代　女性）

　稲刈りも終わり、田んぼも何となく寂し
くなりました。新米も早く食べたいけど、米
びつにはまだ残っているので早く食べ終わ

りたいな。食欲の秋で体重が増加しそうで
す。天高く馬肥ゆる秋か。

（新発田市　60代　男性）

　すっかり秋ですね。秋は紅葉もステキだ
し美味しい食べ物もあってつい食べ過ぎて
しまいますね。今月も楽しく頭の体操がで
きました。秋の夜長…いいものです。

（新発田市　40代　女性）

　今年は台風の勢いがすごいです。学校が
休みになるほど次々に台風がありました。農
家の人やスーパーの品物など大変でした。

（新発田市　40代　女性）

　年金の日、記帳によるタマゴサービスを
毎月楽しみにしています。今後も継続して
ください。

（聖籠町　70代　女性）

　11月はJA女性部の仲間作りの企画でコ
ンサートあり、ホテルで昼食、テルサで講演
と楽しみです。キムチの焼肉のタレ作り、こ
んにゃく作りと忙しくしております。

（新発田市　80代　女性）

　JAさんからお正月食品の案内を頂きま
した。もうそんな時季かと、時の早さに感じ
入っています。さて、どれにしようかな、と
カタログを見ています。

（新発田市　60代　男性）

　ウイルス感染が収束しません。世界の理
不尽も続いています。野菜たちは冬に向

かって頑張っています。
（新発田市　70代　男性）

　毎回クロスワードパズルを楽しみして
います。年齢的にもボケ防止にいいと思い
ます。それとシェフのレシピを参考に自分
で出来そうな料理は参考にさせて頂いて
ます。

（新発田市　60代　女性）

　シェフのおすすめレシピ、家にある材料
で作れ、家の食事によく参考にしています。
決まったメニューばかりだったので家族に
喜ばれています。

（新発田市　60代　女性）

　里芋を収穫して美味しく食べています。
毎日食べても飽きないです。

（新発田市　70代　男性）

　毎年、笹団子を手作りしています。友人や
友人の子供を招き笹団子講習会を開催し
ています。これからも続けていきたいです
し、残していきたいです。いつか販売ができ
たらいいな～というのが夢です。

（新発田市　40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

ドングリ

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9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

16,350人
7,428人
8,922人

29億2,911万
1,053億4,214万
292億9,631万
3,468億1,962万
※ 38億2,097万
※ 15億3,187万

※令和4年４月からの実績です。

経営管理委員会だより

　今月号はやわ肌ねぎについて取り上げさせていただきました。みなさんねぎはどんな風にして食べるのが好きです
か？ ねぎのぬるぬるした部分は栄養が上までしっかり入った証拠だと後藤部会長がおっしゃっていましたが、それ
を聞いてから私の中で益々ねぎの魅力が増しました！ 豆腐の薬味や焼き鳥など確かに名脇役ですよね！ さて今夜は
ねぎをじっくり焼いてお醤油と七味たっぷりで食べますか(^^)

　
目まぐるしくいろいろなことが飛び
込んできますが発展運。時間の許
す限り頼まれ事は引き受けて。連
絡は小まめに

　
上昇運です。少しずつ状況が整って
きますから、慌てず機を見ましょ
う。旅行やおけいこ事の計画を立
てると◎

　
中旬までは計画的に動けます。仕
事や学習の時間を詰め込んで。下
旬は自由な時間を楽しみましょう。
外出も吉

　
好調運です。あなたの存在が難し
い問題を解決に導き感謝されそ
う。笑顔と誠意が幸運の鍵。華や
かな場にツキ

　
頑張るほど空回りしてしまうときは
あるもの。肩の力を抜いてみて。視
点を変えると意外な解決策に気付
けるはず

　
交友関係が広がり楽しめます。た
だ、トラブルを持ち込んでくる人
も。時にはNOとはっきり言うこと
も大切

　
のんびり過ごせます。趣味の時間
を充実させ創作活動に力を入れる
のも良さそう。おいしいものを食べ
て運気アップ

　
大逆転を起こすチャンス到来！　
うまくいっていないことがあるなら
てこ入れを。新発想が新しい道を
開きます

　
問題は多くても、やるべきことは見
えてきます。全て丸くは収まらない
ので取捨選択を。大切なことを優
先して◎

　
交友関係が活発化。新しい情報も
入ってきて新展開が見えてきそう。
話し合いながら進める姿勢が好環
境をつくります

　
頭の中では成功の絵が描けていて
も現実は厳しいと実感する場面が
ありそう。丁寧なコミュニケーショ
ンを心がけて

　
ちょっと驚く出来事に遭遇しそう。
誤解もあるようなので、できるだけ
事実のみを簡潔に述べるようにし
ましょう

今月のあなたの運勢  11月

編集
後記

9月は、経営管理委員会を開催しません
でした。

シ
ェ
フ
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11月

いろいろキノコの炊き込みご飯

作り方

ヒラタケ、マイタケ、ハナビラタケはほぐし、マッシュルームはスライスしておく。だし汁の材料を鍋に入れ一
煮立ちさせ冷ましておく。
米をとぎ、ざるに20分あげておく。
炊飯器にだし汁を入れ、（2）の米とキノコ類を入れ20分浸し炊き上げる。
器に盛り付けて出来上がり。

（１）

（2）
（3）
（4）

作り方

サツマイモ、サトイモ、カボチャは皮をむき乱切りにして水洗いし、薄く塩を振り蒸し器で20分ほど蒸す。
器に（1）の野菜、半分にカットしたミニトマトを彩りよく盛り込む。
小鍋にAを入れ一煮立ちさせ、熱いうちに（2）の器に流し入れる。
粗熱を取ってから冷蔵庫で冷やし、Aが固まったら出来上がり。仕上げに振りユズをかけてどうぞ。

（１）
（2）
（3）
（4）

材料（6人分）

秋の冷やし鉢

材料（10人分）

サツマイモ 240g
サトイモ 240g
カボチャ 120g
ミニトマト 10個
ユズ 適宜
塩 適宜

A（だし汁ゼリー）
　かつおだし 640ml
　薄口しょうゆ 80ml
　みりん 80ml
　粉ゼラチン 8g

11  きたえちご  2022年11月号

米 450g
ヒラタケ 120g
マイタケ 80g
ハナビラタケ 60g
マッシュルーム 4個

だし汁
　かつおだし 350ml
　しょうゆ 35ml
　みりん 35ml
　料理酒 35ml
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新米フェア大好評！
　いよいよ10月から令和4年産米の販売がスタートしました！
　10月7日（金）から開催した「新米まつり」では、定番の「北越後コ
シヒカリ」やすりたての「今摺り米」など、贈り物やご自宅用にたくさ
んのお客様からご利用いただきました✨　なかでも店内精米機で
精米する今摺り米は２ｋｇの少量サイズから販売！手軽な小袋サイズ
で少人数世帯や“すりたて”の味を楽しみたい方に大人気です!(^^)!
　新商品として企画した今摺り米の「食べ比べセット」は、地場産の
コシヒカリ・こしいぶき・新之助が入った北越後米のバラエティー
セット✨　お客様からは「地元の色んなお米が楽しめていいね！」と
ご好評をいただいています☺
　発売当初は無地袋にシールを貼って販売した今摺り米でしたが、ご好評につき10月下旬からコシヒカリ・こしいぶきのオリ
ジナル袋を作成！高級感のあるデザインはお米コーナーでも注目を浴び、手ごろなサイズは地場産品との詰合せギフトにも
喜ばれています✨
　農家の皆さんが丹精込めて育てた「北越後米」をたくさんの方々に“こったま”食べてもらえるよう、これからも色んな販売
手法にチャレンジしていきたいと思います!(^^)!

新発田豊年秋まつりへ出張販売
　９月２５日（日）に神明宮の「新発田豊年秋まつり」へ出張販売に
行ってきました!(^^)!　
　古くから続くこのお祭りは新発田の秋の風物詩✨ 長年地域の皆
さんに親しまれ、当日は開店前から「楽しみに待っていたよ」とお待
ちいただくお客様も(#^^#)
　境内に設置した売場では、参拝を終えたお客様が次々にお立ち寄
りいただき旬のぶどうや梨・イチジクなど秋の味覚をお土産にお求
めいただきました。
　販売を担当した天井澤店長は、品種の特徴やオススメの食べ方などを説明しながら地場産品を元気にＰＲ!(^^)!　お客様か
らは「コロナ禍で人と交流する機会が減り寂しかったが今日来て元気が出たよ！」と嬉しいお声をいただき、地域とのつながり
や消費交流の大切さを改めて実感した一日となりました(#^^#)

 ▲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！


