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　年の瀬が近づいて参りました。今月号では、年末の話題を、
ということで、「わが家の雑煮」を「え？！ 普通だよ」「恥ずかしい
わ」などと言いながら披露していただきました！ みなさんのご
家庭の雑煮はどんな雑煮ですか？ 新たな発見があるかも？！わが家の雑煮教え

て！
特集

五十公野
地区

ニックネーム
あまともさん家のずいき入り雑煮

松浦
地区

ニックネーム
じょうやま

城山さん家の塩鮭雑煮

●ここがわが家の味
実家の味は肉を入れていましたが、わが家では
野菜だけを入れてます。野菜からの甘さでおいしいです。

●具材
・大根
・ごぼう
・にんじん
・干しずいき
・薄揚げ
・ねぎ
・干ししいたけ（なければ生しいたけ）

●ここがわが家の味
塩鮭は食べやすい大きさに切っていったん熱湯に通してから冷水で
うろこなどを取って、完成間近に竹輪と一緒に加えます（塩分注意）
沸騰した鍋にいくらを加えたら加熱せず、すぐ火を止め蒸らします。

●具材
・大根（短冊） ・ごぼう（ささがき）
・干しずいき ・にんじん（ささがき）
・厚揚げ ・大豆もやし
・里芋 ・焼竹輪
・こんにゃく ・塩鮭
・いくら
・キノコ（干椎茸や塩蔵キノコ）
※お好みで刻みねぎ

赤谷
地区

ニックネーム
やまぐるみ

山胡桃さん家のくるみ雑煮

●ここがわが家の味
地元で採れたくるみをすり鉢で雑煮の汁を少しずつ入れて混ぜたも
のを餅の上に乗せて食べます。雑煮にくるみが溶けだして、山の香り
がいっぱいでおいしいです。まろやかでコクのある風味にもなります。

●具材
・大根 ・にんじん
・ごぼう ・かまぼこ
・長もやし ・ねぎ
・打ち豆
・鴨肉（なければ鶏肉）
・くるみ（炒ってすり鉢で雑煮の汁
を入れて擦る）

新発田
地区

ニックネーム
かよねぇ☆さん家のみそ雑煮

●ここがわが家の味
ポイントは酒粕を入れて沸騰させてから材料を入れることです。
いくらは飾り用と一緒に煮る用（多め）を用意します。

●具材
・大根 ・だしの素
・人参 ・味噌
・ごぼう ・酒
・たけのこ ・酒粕
・板こんにゃく ・糸こんにゃく
・ぜんまい ・厚揚げ
・かまぼこ ・いくら

　最近では雑煮を食べなくなったご家庭も少なくないようです。1年に1度地域の特産
品が入った雑煮を食べて、わが家の味をみんなで食べる。そんな1日があってもいい
ですね。
　雑煮は各県、地域によっても特徴がありますが、その土地で採れた特産品の食材を
使って作られていることが多いです。
　地域・ご家庭の食文化を「わが家の味」を食べて、守っていきましょう 大根・にんじん・里芋・たけのこ・

ごぼう・しいたけ・銀杏・ちくわ・
なると・鶏肉・いくら・干し貝柱
入りです(^^)

ち

なみにわが家

は

きたえちご  2022年12月号  2



新発田
地区

ニックネーム
はちみつさん家のアレンジ雑煮

●具材
・坦々ごま鍋つゆ(市販の物)
・ひき肉、肉団子(好きなお肉)
・野菜(白菜、もやし、にんじん、
長ねぎ、チンゲン菜、えのき)
・すりごま(たっぷりがおいしい!!)

加治
地区

ニックネーム
雪だるまさん家のほうれん草入り雑煮

金塚
地区 竹内トミイさん家の車麩雑煮

●ここがわが家の味
わが家は肉や魚を入れずに野菜だけであっさりと醤油味で仕
上げます。自家栽培のほうれん草を彩として加えるのもポイン
トです!
いくらは軽く火を通す程度にして食感を楽しみます。

●具材
・にんじん
・大根
・ごぼう
・いくら
・ほうれん草

●ここがわが家の味
幼い頃から慣れ親しんだ雑煮です。肉の代わりに常備してある車
麩を使って作ります。水切りした車麩を油で炒めて香ばしさを出し、
化学調味料は一切使わず、しいたけの戻し汁と昆布のだしで旨み
を出します。新しい年を迎える食べるものなので、切り方もいちょう
切りにし、れんこんは穴を切らないよう気をつけて作ります。

●具材
・大根 ・にんじん
・れんこん ・くわい
・銀杏 ・しいたけ
・車麩 ・塩
・しょうゆ ・酒
・だし（しいたけ戻し汁、昆布だし）

大人はラー油や山椒で辛味を足し、子どもはとろけるチーズや
豆乳を入れてマイルドにして味変も!

大晦日のごちそうや
風習も伺ってみました！

赤谷地区についてお話を伺いました！

杉原由里子さん、青山キクエさん、清野セツさん

12月16日は「山の神様の日」で田の神様が山へ
帰る日として、いろりに火をおこし、特別なごちそう
を食べました。また、12月23日は「水神様」と言って、
水の神様に感謝をし、団子を作り、お参りしました。

●食卓に切身のマスを飾ってみんなで食事をしま
す。（滝谷地区）
●くるみをたっぷり擦ってお餅に乗せて食べます。
（菅谷地区）
●大晦日だけではありませんが、この時季になると
「しょっからぶり」という塩漬けしたイカの腹ワタを
使った鍋を作り、みんなで食べます。（亀塚地区）
●箕に納豆、切身の魚、ごはんを飾りお供えします。
（赤谷地区）
●「益々栄えるように」と焼いたマスと、繁栄を願い
子持ちタラの煮付けを食べます。（川東地区）

健康な良い１年でありますようにと祈りながら
家族で食卓を囲んできたのですね。

いろいろな風習が

ありますね！

女性部のかあちゃんの雑煮も
味を後世へ伝えるために
作り方を動画撮影する
予定です
収録の様子は、
次号でお知らせします!

わが家の味、郷土の味を次世代へ。
みなさんの周りの「うちの味」ぜひ教えて下さい!
ハガキまたは、メールでお寄せ下さい。

JA北越後組織広報課
〈ハガキ〉 〒957-0011 新発田市島潟1184-1
 ＪＡ北越後本店 組織広報課
〈メール〉 info@ja-kitaechigo.or.jp
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Home Gerden

　自給菜園ではたくさんの種類を栽培しますので、買い求めた種が少しずつ余ってしまい、使い切れなくなったこ
とはありませんか。余り種は上手に保存すれば、翌年に使うことができます。

［種の寿命］種袋には有効期限が記されていますが、これを過ぎても発芽しないわけではありません。種の寿命は発
芽能力がある期間で、種類によって寿命が異なります（表）。発芽能力は、採種後の日数が経過するにつれ低下しま
すが、寿命は貯蔵中の湿度と温度などの保存状態の影響を受けます。現在普及しているペレットやフィルムコート
などの加工種子は寿命低下が早いので有効期限内に使い切るのが原則です。

［種の保存］温度が下がるごとに寿命が延びますので、低いほど良いのですが、実用的
には5度程度の冷蔵室内が適切です。冷凍室は長期保存に適しています（図1）。
　また、湿度が低いほど種の寿命は長くなり、相対湿度30%程度が良いとされてい
ますので、高湿度の野菜室は向いていません。実用的には、茶筒などの密閉容器に、乾
燥剤と共に入れておきます。そして、これらの容器の合わせ目には粘着テープを貼っ
てしっかりと密閉しておきましょう（図2）。このような保存方法で、短命種のタマネ
ギでも3、4年は使うことができます。

［種の発芽を確認］ 種の発芽には水分、温度、光、酸素などの環境条件が影響します。
良い種とは発芽にかかる時間が短く、芽の伸びに勢いがある種です。
　正式な発芽試験方法は野菜の種類ごとに決まっていますが、保存した種が使える
か心配なときは、簡易な発芽試験で確認することができます。イチゴパックなどの容
器にキッチンペーパーを敷いて複数の種を置き、ひたひたになるよう水を加え、室内
に置いておきます（図3）。数日後発芽してきた様子を観察します。その発芽率が半分
以下なら使用は取りやめます。

余った種を保存　乾燥と低温で
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大豆収穫開始　収量アップに期待大豆収穫開始　収量アップに期待 新発田米の食味を競う
～2022新発田のおいしい米コンテスト最終審査会～
新発田米の食味を競う
～2022新発田のおいしい米コンテスト最終審査会～

　10月中旬、管内の農事組合法人中谷内は大豆コンバイ
ンを使用して大豆の収穫作業を行いました。収穫作業前に
は担い手支援課TAC担当と大豆の状態を確認しました。
大豆は収穫前に汚損粒の発生を防止するため雑草の抜き
取りを行い、成熟期を確認し適期に刈取りすることが重要
です。同法人横山正敏さんは「今年度はエンレイを10ha
作付しています。落雷や大雨により圃場が冠水するなどの
被害がありましたが、無事収穫を迎えることができました。
品質は中粒傾向ではありますが、収量は昨年より期待でき
ます」と意気込みを話されました。栽培管理では排水不良
による湿害対策として弾丸暗渠と周囲明渠を実施し、中耕・
培土を適期に行うことで、排水対策のほか雑草防除や倒
伏の防止など大豆の生育促進に関係します。同JA神田美
穂ＴＡＣ担当は「収量270kg/10a以上と品質向上を図るた
め、各管理作業が適期に行えるよう相談・情報提供をして
いきたいです」と話しました。収
穫した大豆はカントリーエレ
ベーター等の施設で乾燥調製
され11月上旬から12月中旬ま
で大豆検査が行われています。

　新発田市の生産者らが丹精込めて作ったコシヒカリＢＬ米
の食味を競うコンテスト最終審査会が１０日、新発田市月
岡温泉のホテルで開催されました。最高賞の金賞米に同
市菅谷地区の齋藤栄樹さんが選ばれました。最終審査会
では、月岡温泉の女将や食品会社の幹部、地元の高校生
など１０人が審査を務めました。応募総数８６点のお米は、
一次、二次の審査を受け、上位１０人が最終審査に選ばれ
ました。
　当審査会では、上位１０人のお米を炊き上げ、外観、香り、
味、食感、総合の５項目を点数化し順位を決めます。審査
員のコメントには「どの米もおいしく順位をつけるのが難し
いです」「生産者の米づくりの苦労がみえます」など厳しい
表情で採点がなされました。
　最高賞を獲得した齋藤さんは「まさか金賞になるとは予
想もしなかったです。本当に嬉しい。十数年かけて土づく
りをしてきた結果だと思う。来年も挑戦したいです」と喜び
を語りました。
　最終審査に残った１０人の生産者には、市が取り組む米
の輸出事業の参加に加え、金、銀、銅賞の生産者には、
ふるさと納税の返礼品と同市が災害協定を結ぶ、神奈川
県海老名市の学校給食へ提供するなどの機会も用意され
ています。
　新発田市農林水産課は「こうした事業に賛同いただき、
農業経営の有効な選択
肢として取り組んでもら
いたい」としています。
　銀賞米は豊浦地区の
姉﨑信弘さん、銅賞米は
新発田地区の㈱川瀬農
園さんが受賞しました。

　北越後ヤマノイモ部会はヤマノイモの共同選別作業を
新発田市米倉で行いました。集荷されたヤマノイモはSか
ら５Lのサイズ、等級毎に選別し運送時の痛みを防ぐため、
おがくずを詰めて梱包します。同部会は部員９名で、今年
度は１５０万円の販売高を目指しています。
　この日出荷されたのは全部で２.５トンとなりました。1日
かけて共同選別が行われました。渡邉部会長によると、今
年は夏期の多雨により収量は昨年よりやや少なく、形状は
ほぼ並となりました。
　同部会は今月末に関西方面へ販売促進を予定し、より
一層の産地ＰＲを図ります。
　指導を担当する園芸振興課の渋谷謙太郎係長は「有利
販売となるよう販売していきたい」と話しました。

　11月中旬、砂里芋生産者の伊藤幸成さんの圃場に
NHK番組「うまいッ！」の撮影が行われました。番組内で食
材ハンターとして出演されているタレントの前田航基さん
が砂里芋を収穫し、伊藤さんから株から芋を外す作業を習
い親芋、孫芋、子芋と分けていきました。また、生産者
の宮下美穂さんと安城愛子さんから砂里芋の食べ方として
「砂里芋の春巻き」「砂里芋のコン
ソメ炒め煮」の紹介がなされました。
　放送終了後には、首都圏等から
電話注文があり、大きな反響があ
りました。

砂里芋がNHKのTV番組「うまいッ！」に
取り上げられました
砂里芋がNHKのTV番組「うまいッ！」に
取り上げられました

米倉地区特産ヤマノイモ　共選･出荷始まる米倉地区特産ヤマノイモ　共選･出荷始まる

コンバインで刈取り作業を行う
横山正敏さん

ヤマノイモ部会のみなさん 大きいヤマノイモが採れました

島潟倉庫大豆検査の様子

下中央に齋藤栄樹さん、下右に姉﨑信弘さん、
下左に㈱川瀬農園さん

Topic 2022.10 Topic 2022.11.10

Topic 2022.11.18

Topic 2022.11.14

インフォメーションインフォメーション
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豊浦小学校JＡ見学豊浦小学校JＡ見学

ふるさとの魅力を伝えたい
～新発田市立二葉小学校～
ふるさとの魅力を伝えたい
～新発田市立二葉小学校～

安全運転表彰に銀賞受賞！安全運転表彰に銀賞受賞！
　ＪＡ北越後・ライフサポート北越後の役職員・社員は、
昨年の９月から今年の８月に亘って、交通安全、交通事故
防止に努め、県内の事業所の中でも優秀な成果を上げる
ことができました。このことが自動車安全運転センター及
び新潟県警から評価され、優秀安全事業所として銀賞を
受賞することができました。新発田警察署長から賞状と盾
が佐藤正喜理事長へ手渡されました。佐藤理事長は「たい
へん名誉な表彰をいただき光栄です。今後も交通安全宣
言の唱和を行うなど、一層の安全運転に取り組んでいきた
いです」と改めて決意を話しました。

　豊浦支店・農産物物流センター・中央倉庫に豊浦小学
校2年生が生活科学習「まちたんけん」でJA施設見学とし
て来訪しました。地域にある施設を回り、学ぶことで郷土
愛の心を育てることを目的とした校外学習です。豊浦支店
では支店長から「振込詐欺が多
くなっています。気を付けてい
ただくようにお家の方にもお伝
えください」とお話がありまし
た。また、支店の仕事として、
貯金窓口業務などについてお
話がありました。
　支店見学の後は、
農産物の集荷場や
米が高く積まれた米
倉庫を見学し、JA
の仕事について学び
を深めました。

命の尊さを学ぶ
～新発田市立東中学校～
命の尊さを学ぶ
～新発田市立東中学校～

　新発田市立二葉小学校の５年生は１０月１３日に「ふるさと
新発田市のまちづくり」をテーマに、市内の農畜産物の良
さをＰＲするため、生産現場へ取材に出向きました。
　新発田牛、越後姫、コシヒカリを対象に各班に分かれ、
事前に用意した質問を生産者に投げかけました。新発田牛
の取材班４人は市内で和牛を生産する五十嵐正平さんの
畜舎へ行き、持参したタブレット端末で撮影や、質問をし
ました。参加した同校５年生の岩村星空さんは「初めて食
べた新発田牛がとても美味しく感動したので、大勢の人に
食べてもらいたと思いました。これからポスターを作って
大勢の人にＰＲしたいです」と思いを語りました。
　越後姫とコシヒカリの取材班８人は、市内の石山豪紀さ
んの生産現場に行き、初めて見るイチゴハウスの広さに驚
いていました。生産者の石山さんからイチゴとコメの栽培
方法などの説明を受けながら撮影し、メモを取りました。
参加した児童は「お米が美味しい理由を知ることができま
した」「外国人にも新発田の農産物の良さを伝えたいです」
など一人ずつ感想を述べました。同校の五十嵐清美教諭
は「子供たちに誠心誠意、心を込めて農畜産物を育ててい
る生産者の思いに触れてもらえてよかったです」と話してい
ました。同校は取材
した内容を元にポス
ター制作などの取り
組みを、１０月下旬の
学習参観日で発表し
ました。

　新発田市立東中学校は１０月１２日に、地元で働く農家の
仕事を学ぶため同校１年生１０人が五十公野地区で酪農を
営む長谷川一昭さん（６９）の畜舎を訪れました。同校の生
徒は初めて見る乳牛の大きさに緊張しながら、乳牛の特
徴や畜舎内の設備、エサの内容などの説明を聞き、熱心
にメモを取っていました。生徒の質問に「酪農で大変なこ
とは何ですか」「どういう時にやりがいを感じますか」「牛
の体温調節はどのようにするのですか」等、沢山の投げか
けに長谷川さんは一つずつ丁寧に答えていました。
　長谷川さんは「現在はスーパーに行ってお金を払えば、
直ぐに食品を手に入れられます。しかし、肉や牛乳が皆さ
んの口に入るまでに、農家の多くの苦労があることを覚え
ておいてほしいです。生き物の『命をいただく』意味をこれ
からも伝えていきたいで
す」と熱く語ってくれまし
た。同校１年生は同日に
市内６か所の米や苺など
を生産する農家を訪問
し、農業の学習を深めて
いました。

フォークリフトで米を積む作業を見学

越後姫の育苗ハウスを見学する児童

乳牛の干し草や
配合飼料の

説明を聞く生徒

Topic 2022.10.12 Topic 2022.10.13

Topic 2022.10Topic 2022.11.18

警察署長・佐藤理事長・運転センター職員 銀賞盾　安全運転表彰

インフォメーションインフォメーション
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地域みんなで参加
旧菅谷小学校でのマルシェ開催で地域賑わう
地域みんなで参加
旧菅谷小学校でのマルシェ開催で地域賑わう

聖籠秋まつり
3年ぶりの開催で大賑わい
聖籠秋まつり
3年ぶりの開催で大賑わい

「フードバンクしばた」支援米協力のお礼「フードバンクしばた」支援米協力のお礼「フードバンクしばた」支援米協力のお礼「フードバンクしばた」支援米協力のお礼

　菅谷地区で地域活性化を目的としたグループ「ABODE
菅谷」は、今年5回目となる秋のイベントを10月下旬、令
和3年3月に統合により廃校となった旧菅谷小学校で開催
しました。
　参加団体はJAの青壮年部菅谷支部部員の他、古本販
売業社や流通業者、手芸用品やアクセサリーのハンドメイ
ド作家、など多岐にわたる団体がイベントに参加し、会場
入り口にはキッチンカーが並び来場者を楽しませました。
遠方からの来場者も多く、前年よりも多い約530名が来
場されました。
　統合の為廃校が決まると、地域が寂しくなるとの声が聞
かれるようになり、ABODE菅谷メンバーからマルシェを
学校で開催してみてもいいのではとの声があがり、旧菅谷
小学校を会場とすることとなりました。自治会長や行政に
かけあいながら会場の手配を進めていきました。副代表を
務める二階堂里子さんは「1日だけでも地域が盛り上がれ
ばと思っている。また、菅谷産の農産物を提供し、楽しい
場にしていきたい。みんなで役割分担しながら続け、協力
いただいた方々からも、地域活性化に協力できたと思って
くれればありがたいです」と微笑みました。
　青壮年部を受け持つTACの渋谷賢志郎係長は「子供が
喜ぶものを何か協力してもらいたいとミニ縁日を開くこと
になったが、青壮年部としても地域活性化に貢献できる良
い一日となった。応援していくので、今後も活動を続けて
いただきたい」と話しました。

　聖籠秋まつりが3年ぶりに開催され、農業振興祭の他、
文化祭として作品展示やイベントコーナーとして民謡流し
などが行われました。屋外では野菜や食用鯉の販売に、
開始前から長蛇の列がなされました。当ＪＡ青壮年部聖籠
支部の部員が根菜部会からの協力も受け持ち寄った特産
品の長芋やゴボウ、にんじん、長ネギ等を販売しました。
　また、聖籠町立山倉小学校の3年生が4グループに分
かれて聖籠町特産の「砂里芋」の販売を行いました。用意
した80個の「砂里芋」はすぐに売り切れるほど盛況でした。
子ども達は来場者に呼び掛け、これまで砂里芋について
学んできたことを記した「わかったことカード」を購入者へ
手渡ししました。
　応援に駆け付けた生産者の伊藤幸成さんは「砂里芋を宣
伝してもらって良かった」と笑顔を見せました。担任の岡本
先生は「今年度の総合学習の一環で探りながら砂里芋につ
いて子供たちと一緒に学ばせていただきましたが、みんな
楽しく学ぶことが出来てよかった」と話しました。

　１０月下旬に実施させていただきました「フードバンクしば
た」への支援活動につきまして、組合員の方をはじめとする
多くの方々からご提供をいただきました。目標でありました
お米５トンを達成できましたことに、心より厚く御礼を申し上
げます。
　これを機に、改めて「食」について考える
とともに、「フードバンクしばた」と連携し
た活動を行って参りますので、組合員の皆
様から引き続きご協力くださるようお願
いいたします。

菅谷産農産物が販売されている様子 賑わう会場の様子

砂里芋の特徴や食べ方が
手書きでたくさん書かれた
「わかったことカード」

砂地で栽培された
大きな長芋は
大人気でした！

Topic 2022.10 Topic 2022.11.3

インフォメーションインフォメーション
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下越北地区におけるＪＡ合併協議会への移行について下越北地区におけるＪＡ合併協議会への移行について

　下越北地区４ＪＡ（ＪＡにいがた岩船、ＪＡかみはやし、ＪＡ北越後、ＪＡ胎内市）では、平成30年11月
に開催された第38回ＪＡ新潟県大会決議を受けて、令和元年７月10日に合併研究会を設置し、常勤
役員代表者会議、各種専門部会と併せて、合併による効果や課題の研究を進めてきました。

　ＪＡを取り巻く厳しい経営環境が続く中、安定した組合員サービスを維持していくためには、
ＪＡごとの収支改善に取り組み、加えて、現在のＪＡの枠組みを超えた、さらなる経営基盤の強化に
向けた具体的な行動が必要となります。

　下越北地区ＪＡ合併研究会では、合併の目的を「ＪＡの事業基盤・経営基盤をより強固なものとする」
「ＪＡの自己改革（農業者の所得増大・農業生産の拡大・地域の活性化）の着実な実践につなげる」
こととし、令和６年３月の合併に向け、本格的かつ具体的な協議を行うため、令和４年１２月１６日
をもって「合併協議会」へ移行します。

　今後は、合併協議会での決定事項や協議内容を取りまとめ、定期的に情報を発信していく予定で
すので、一層のご理解とご支援をよろしくお願い申し上げます。

≪下越北地区４ＪＡ≫

【合併の目的】
・より強固な事業基盤、経営基盤
・ロット拡大を通じた有利販売
・新たな販売先の開拓・販路の拡大
・農業経営支援の強化

新潟

　11月･12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

インフォメーションインフォメーション
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第８回　豊浦給油所

ライフサポート北越後通信

　豊浦給油所は、阿賀野市へ続く国道460号線沿いに位置しており、
近くには「美人の湯」としても有名な月岡温泉があります。また、ゴル
フ場やレジャー施設が点在しているので地元の方だけでなく、県外か
らのお客様にご利用していただくこともあります。
　ただいま当店では主要4社のスタッドレスタイヤキャンペーンを実施
しております！タイヤの知識豊富なスタッフが皆様の疑問にお応えし、
お車に合ったタイヤをおススメいたします。お気軽にご相談下さい！
　豊浦給油所は県内外問わず、お客様に安全で快適な運転をしてい
ただきたいと思い、当店のスタッフ
一同はフルサービスSSとして丁寧な
対応と作業で皆様のカーライフをサ
ポートいたします。是非皆さまのご
来店をお待ちしております！

１．職　　種

２．雇用形態・
　　募集人員

３．仕事内容

４．就業場所

５．年　　齢

６．必要資格

ガソリンスタンド　スタッフ

正社員　　　　1名
臨時社員　　　2名
パート社員　　3名

ガソリンスタンドにおいて、給油、タイヤ・
オイル交換、洗車作業等の業務。
その他POS操作、事務処理等。

新発田市内・聖籠町内の当社ガソリンスタンド

正社員　　　　　　　　　59歳以下
臨時社員、パート社員　　不問

普通自動車運転免許
正社員　　危険物取扱者（乙4種）

７．賃　　金

８．就業時間

９．休　　日

10．応　　募

要問い合わせ

正社員、臨時社員 6時30分～21時30分
 の間の7.5時間
パート社員 6時30分～21時30分
 の間の5時間程度

正社員、臨時社員 4週7休制による
 ローテーション勤務
パート社員 週2日～4日程度

以下の問い合わせ先へお電話をお願い致します。

㈱ライフサポート北越後　求人募集要領㈱ライフサポート北越後　求人募集要領

（株）ライフサポート北越後　総務・生活事業部総務課　採用担当係
〒957-0021　新潟県新発田市五十公野1584
TEL 0254-26-1200　　FAX 0254-22-0888

問い合わせ先

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

　３年ぶりに部員同士の交流を目的とした日帰り旅行に女性部員80名
が参加しました！新潟～酒田間を運行するＪＲ東日本の観光列車「海里」
を10月２１～２３日、２８日の計4日間、4号車ダイニングを貸し切りに
して旅行を実施しました。JR東日本の社員の方々や、地域住民、ＪＡ職
員に見送られ出発しました。
　提供される「料亭　新潟　鍋茶屋」の食事には、当ＪＡの特産品でブ
ランドさといもの「砂里芋」を使用した砂里芋煎餅・柚子味噌田楽・マッ
シュポテトの3品が特別メニューとして提供されました。中でも、砂里
芋煎餅は珍しく、味も濃くパリッとした食感と芋の風味が感じられた
1品でした！
　参加した部員の野本澄子さんは「昨年はコロナウイルス感染拡大の
為、中止となりとても残念でした。３年ぶりの女性部の旅行となります
が、食事と日本海の景観を楽しみながら部員同士の交流が出来て良
かったです。今後も部員同士の繋がりを大切に活動に参加していきた
いです」と話していました。

女性部　JＲ東日本「海里」の旅 部員同士の交流を深める女性部　JＲ東日本「海里」の旅 部員同士の交流を深める

　10月19日、青壮年部川東支部は川東小
学校の学校田の稲刈り指導を行いました。
　青壮年部部員３名とJA担当者が、稲刈り
鎌の使い方や刈取りの仕方を説明しました。
　耕起肥料散布、田植え、稲刈りと春から
作業を行った５年生の児童は楽しそうに刈
取りしていました(^^)/刈取り後はコンバインで脱穀作業を見学し、お
米がどうやって手元に届くのかJA担当者より説明がされました。刈取
りされたお米は「川小米」とネーミングされました☆彡

青壮年部　学校田稲刈り協力青壮年部　学校田稲刈り協力

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 年末年始営業日のお知らせJA北越後 年末年始営業日のお知らせJA北越後 年末年始営業日のお知らせJA北越後 年末年始営業日のお知らせ

施　設　名 備　考30日
金

31日
土

1日
日

2日
月

3日
火

4日
水

5日
木

令和5年1月令和4年12月

通常
営業

休業

休業

９：００～１７：００

通常営業

12月31日から1月3日まで日曜日・祝日と
同様の稼働時間となります。
平日8：00～19：00
土曜日9：00～19：00
日曜日・祝日9：00～17：00

※29日はこったま～や店舗でお正月用品
　を中心とした節季市を開催します。
※初売りは1月5日9：00から行います。

8：００
～１9：００

9：００
～１7：００

9：００
～１8：００

8：００
～１9：００A T M

農 産 物 直 売 所
こ っ た ま～や

共 済 セ ン タ ー

中 央 支 店

ローンセンター

各 支 店

本 店

営 農 セ ン タ ー

青果物集出荷センター

配 送 セ ン タ ー

川東・豊浦・聖籠・紫雲寺
購 買 セ ン タ ー

農機整備研修センター

12月30日（金）は棚卸のため、配送セン
ター及び各購買センターは休業とさせて
いただきます。

農機整備研修センターは、12月30日から
1月9日まで臨時休業とさせていただき
ます。通常営業は1月10日（火）からとな
ります。

（株）ライフサポート北越後 年末年始営業日のお知らせ（株）ライフサポート北越後 年末年始営業日のお知らせ（株）ライフサポート北越後 年末年始営業日のお知らせ（株）ライフサポート北越後 年末年始営業日のお知らせ

施　設　名 備　考30日
金

31日
土

1日
日

2日
月

3日
火

4日
水

5日
木

令和5年1月令和4年12月

通常
営業

定休日

定休日

通常営業

通常営業

通常営業

通常営業

休業

７：００
～１8：００

7：００
～１７：００

8：００
～１７：００

８：００～１8：００
※通常営業時間
　7：00～21：00

※通常営業時間　7：00～20：00

※通常営業時間
　8：00～18：00

※通常営業時間
　8：30～17：00

※通常営業時間
　7：00～19：00

※通常営業時間　8：30～17：00
　休業中は緊急電話対応（☎21-3457）

※通常営業時間　8：30～17：00
　24時間電話対応（☎0120-21-5800）葬 祭 セ ン タ ー

セルフ新発田給油所

セルフ聖籠給油所

セルフ加治給油所

川 東 給 油 所

豊 浦 給 油 所

紫 雲 寺 給 油 所

菅 谷 給 油 所

金 塚 給 油 所

燃料配送センター

ガ ス セ ン タ ー

車 輌 セ ン タ ー

事 業 本 部

※通常営業時間　8：30～17：00
12月31日の配達受付は12：00ま
でとなります。（12：00以降の受付
は、年明けの配達となります）

インフォメーションインフォメーション
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◆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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　皆さんは、自分に「もしものこと」が起こった時について考
えたことがありますか。「自宅で最期を迎えたい」「つらい治療
は受けたくない」など考え方は十人十色。なかには「縁起でも
ない」とお考えの方もおられるかもしれません。しかし、誰も
が命にかかわる病気になる可能性があり、いつでも「もしもの
こと」は起こり得るのです。命の危機が迫った状態になると、
約７割の方は医療やケアのことを自分で決めたり、自分の希
望を伝えたりすることができなくなります。もし、あなたがご
家族の治療の判断をしなければならないとしたら・・・「少しで
も長生きしてもらいたいが、この治療を本人は望んでいるの
だろうか」と戸惑いが生じるのではないでしょうか。
　こうした状況を避けるために、ご自身が元気な頃から「もし
ものこと」を考え、家族や友人と話し合い、医療者とも考えを

共有することが重要です。これを「アドバンス・ケア・プランニ
ング（ACP）」と言います。『難しい名前だ』と敬遠しがちです
が、厚生労働省はACPに「人生会議」と愛称をつけました。人
生会議では、まずは自分の命に対する考え方、今まで大切に
してきたこと、これからも大事にしたいことを考えることか
ら始まります。あなたの考えを大切な人と共有することで、
「もしものこと」が起こった時に希望する医療を受けられる助
けになり、ご家族の負担軽減にもつながります。
　自分や大切な人の「もしものこと」を考えると、気持ちが暗
くなり、できれば避けたい話題かもしれません。今は亡き女優
の樹木希林さんは「生きるのも日常、死んでいくのも日常」と
死生観を語り、新聞広告の「死ぬときぐらい好きにさせてよ」
は大きな話題となりました。人生の幕を閉じるその時まで、自
分がどのように生きていきたいかを実現するために、前向き
に人生会議を始めてみませんか。

新潟医療センター　緩和認定看護師　阿部　梓

　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？

ＪＡグループ
からのお願い ご注文いただいてから納品まで３ヶ月かかります。お問合せは、お近くのJA農機センターへお願いします。

SL33LFMAEPSL33LFMAEP
メーカー希望小売価格（消費税等込）メーカー希望小売価格（消費税等込）

313.5万円313.5万円

SL33LFMAEPC2PSL33LFMAEPC2P
メーカー希望小売価格（消費税等込）メーカー希望小売価格（消費税等込）

371.47万円371.47万円

SL33LFQMAEPC2PSL33LFQMAEPC2P
メーカー希望小売価格（消費税等込）メーカー希望小売価格（消費税等込）

453.64万円453.64万円

SL33LFQMAEPSL33LFQMAEP
メーカー希望小売価格（消費税等込）メーカー希望小売価格（消費税等込）

395.67万円395.67万円

全国 台突破!!3,000
共同購入トラクター（SL33L）が

※受注ベース

おかげ
さまで

新潟共トラCM お客様の声
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切
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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　年末年始の学校に行かない期間
  6　牛の脂はヘット、豚の脂は
  7　げっぷのこと。――にも出さない
  9　赤・青・黄・緑など
10　ポニーテールをすると襟足にちょろり
11　美川憲一のヒット曲『――座の女』
12　豚の形をした――箱
14　今年の来客数は昨年の3割――だ
15　珍しい書物のこと
16　いろいろと考えあぐねて悩むこと
17　良い考え。――が浮かんだ

  1　日本のクリスマスパーティーでよく食べら
　　 れる鶏肉料理
  2　フランスやイタリアなどの通貨単位
  3　旅先で泊まります
  4　バットが出せず――の三振!
  5　カーナビは「カー――システム」の略
  8　年末、年の瀬ともいいます
10　物が汚れたり傷んだりすること
11　これから起こることを予測します
13　葦（アシ）の別名
14　イエス・キリストの母です
16　陸・海・――

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？

関口 颯さんの作品
日本アニメ・マンガ専門学校

　いつの間にかクロスワードのとりこにな
り、きたえちごを楽しみに待っています。
答えが当たってますように!

（新発田市　60代　女性）

　直売所が大好きです。地産地消を実践し
ています。

（新発田市　40代　女性）

　段々と寒くなり、ついこの間までたくさ
ん見かけたトンボも、なかなか見ることが
できなくなってきましたね。今年も冬は雪
がたくさん降ると小耳に狭んだのですが
本当なのでしょうか…。

（新発田市　20代　女性）

　先日の442年ぶりの天体ショーを小学
生の孫とラインでやりとりしながら楽しみ
ました。平和であることに感謝ですね。

（新発田市　60代　女性）

　今年はこったま～やにお世話になり玉
ねぎ苗を購入して100本植えました。外に
あった赤玉ねぎも植えてみました。来年の
夏が楽しみになりました。広報きたえちご
の家庭菜園も楽しみに勉強しています。冬

用のやわねぎも楽しみに待ってます。読者
の声も若い人達が多くなってきましたね。
元気をもらいますね。

（新発田市　60代　女性）

　野菜作りを始めて、数年になります。今
年は、大中小のカボチャをたくさん収穫す
ることができました。甘くておいしいので
毎日食べていますが、少しずつ腐ってきま
した。箱に入れ、台所に置いてありますが
よい保存方法があったら教えて下さい。

（新発田市　60代　女性）

　アグリ竹俣の稲刈りの様子とフェンス
いっぱいのはさがけを遠方より見させて
いただきました。ありがとうございました。

（新発田市　70代　女性）

　冬野菜が美味しい季節になりました。我
が家も今年初の「たくあん漬」を作りまし
た。2週間後が楽しみで～す。

（新発田市　70代　女性）

　今年は雪が多いということで、どんなに
降るのかなぁーと心配です。昨年は雪の重
さで屋根がいたみJA共済の方には大変に
お世話になりましたが、今年は早目に雪落
としをと思ってます。

（新発田市　80代　女性）

　家庭料理に革命をもたらしたベストセ
ラー「一汁一菜でよいという提案」の著者、
土井善晴先生に共感しました。野菜をふん

だんに入れた具だくさんみそ汁があれば十
分だと言う提案です。わが家ではこの具だ
くさんみそ汁に鶏ムネひき肉を入れたり、豚
こまを入れたりしておいしくいただいてい
ます。時には味をコンソメ味や鶏ガラスープ
味に変えて楽しんでいます。野菜をたくさん
摂取出来てとても重宝しています。

（新発田市　60代　女性）

　年賀状印刷の案内ダイレクトメールが
届きました。うさぎさんのいろいろな絵柄
があり、どれにしようかと迷っています。
送る相手の顔を思い浮かべながら選びた
いと思います。

（新発田市　60代　男性）

　毎月楽しみにしてます。月に2回くらい
あればいいなーと思います。よろしく。

（新発田市　80代　男性）

　直売所では新鮮な野菜が購入出来るの
で、毎日足を運んでいます。新鮮な季節の
野菜や果物を食べられるっていいですよ
ね～。

（新発田市　20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

赤ワイン

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10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

16,363人
7,427人
8,936人

29億3,511万
1,062億2,788万
287億8,832万
3,437億9,749万
※ 41億3,689万
※ 18億4,968万

※令和4年４月からの実績です。

経営管理委員会だより

　お雑煮の特集で取材をさせていただきました。地域や家庭で使う具材の違いや、具材に込められた願いなど郷土食の
奥深さを改めて感じました。かつて雑煮合戦で女性部が作った“かぁちゃん雑煮”は具沢山で「やっぱりこれが食べたく
なる！」とお客様から嬉しいお言葉を多くいただきました。素朴な味はどこか懐かしく食べたくなるんですね(^^♪

　
迷うことがあれば1人で考え込まず
周りの人と相談を。いい知恵を貸し
てもらえます。最新の情報もチェッ
クして

　
新しい予定を立てたり長期計画を
練ったり、未来志向で動きましょ
う。自分へのご褒美を考えるのも
お勧めです

　
慌てて動くと足りないものが出て
きそう。急ぐときほど準備を入念
に。丁寧な仕事は周囲から称賛さ
れるはず

　
慎重に動くのはいいことですが、周
りの歩調を乱さないようにするの
も大事です。バランスを考えて選択
を

　
困り事が解決に向かい気持ちが明
るくなりそう。あれこれ策を講じる
より流れに任せた方がうまくいき
ます

　
改善の兆しはあるものの中旬まで
は厳しい運気。全てをうまくやるの
は難しいので優先順位を考えて。下
旬は◎

　
良好ですが、頭の痛い問題が残っ
てしまうかも。決着がつかないこと
は継続と割り切って。今を楽しむこ
とが大切

　
あれもこれもと欲張り過ぎないよ
うに。1日は24時間。睡眠時間と休
憩を確保して、やれることをやりま
しょう

　
皆があなたを頼ってくるのでとても
忙しくなりそう。パワーのあるとき
なので思い切って動いて。開運期
が開始!

　
上昇運です。表舞台に引っ張り出
されて忙しくなりそう。大変でも周
りの人の力になってあげると好結
果に

　
やりたいことをやるには課題が多
そうですが、希望の光も見えていま
す。耳の痛い話もきちんと聞くと状
況が好転

　
切り替えの時期。1つ終わらせる
ことで新しいことを始められま
す。1人で決めずに周りの人とも話
して◎

今月のあなたの運勢  12月

編集
後記

■ 令和４年11月１日（火）

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) 下越北地区ＪＡ合併研究会の経過報告と合併
　   協議会への移行について（案） 
(3) 総代研修会について
(4) 合同農家組合長会議について
(5) 上期随時監事監査改善状況報告書について
(6) ATM網について
(7) ＪＡでんきの取扱いについて

シ
ェ
フ
の
お
す
す
め
レ
シ
ピ
2 0 2 2

12月

栗ぃむシチュー

作り方

レンコンは乱切り、タマネギはざく切り、ニンジンは乱切りにする。
鍋にサラダ油を熱し、（1）とむき栗、鶏肉を入れ、タマネギが透き通るまで中火で炒め、水、白ワインを入れ強
火で20分ほど煮込む。
別の鍋でホワイトソースを作る。バターを弱火で溶かし、ふるった小麦粉を一度に入れ木べらで滑らかにす
る。牛乳、生クリームの順に少量ずつ加えながらとろみを付けていき、最後に塩こしょう、砂糖で味を調える。
（3）のホワイトソースの鍋に（2）の材料を入れ、さらに弱火で10～15分煮込む。ホウレンソウなど（材料外）
をあしらい出来上がり。

（１）
（2）

（3）

（4）

作り方

米は研いでおき、タマネギは粗みじん切り、ベーコンはみじん切りにする。
炊飯器に（1）とAを全て入れ炊飯する。
炊き上がったら発酵バター、しょうゆを入れさっくりと混ぜ合わせ、5分ほど蒸らし、
パセリをふって出来上がり。

（１）
（2）
（3）

材料（6人分）

炊飯器で栗のバターライス

材料（6人分）

米 350g
タマネギ 1/2個
ベーコン 40g
A
　むき栗 300g
　水 340ml
　コンソメ（顆粒） 小さじ1

発酵バター 大さじ1
しょうゆ 小さじ1と1/2
パセリ 適宜

むき栗 500g
鶏肉（手羽中） 200g
レンコン 200g
タマネギ 1/2個
ニンジン 1本
サラダ油 大さじ1
水 500ml
白ワイン 30ml
塩こしょう 適宜
砂糖 適宜

ホワイトソース
　バター 50g
　小麦粉 30g
　牛乳 600ml
　生クリーム 100ml

2つのレシピを
一緒に作って合わせ、

シュレッドチーズをかけて
ドリアとしても
楽しめます。

（

（
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今年も一年間「こったま～や」をご愛顧いただき誠にありがとうございました。
これからも皆様にご満足いただける直売所になるようスタッフ一同取組んで参ります。
新年も変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い致します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こったま～や　スタッフ一同

 ▲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！


