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特
集
おかげさまで
こったま～やオープン１周年を迎えます。
おかげさまで
こったま～やオープン１周年を迎えます。

お客様の声
店頭でお客様に伺いました!
アンケートにご協力いただきありがとうございました。

こったま～やの開店から1周年に。
多少の不安はありましたが、とてもすばらしい店が出来、多くのお客様にご
利用いただいております事、本当にありがたく心より感謝の気持ちでいっ
ぱいです。
直売所時代から皆で培ってきた、生産者同志の交流の深さが伺えます。
これからも多くのお客様にご利用いただけるよう、生産意欲に力を入れて
取り組んでいきたいと願っております。

出荷者協議会
会長 山口さん

五倍酢のファンです。切れ
ると買いにきます。酢の物
やサラダ全般に使います。
「こったま～や」は鮮度が
いい。多少不揃いでも安く
て良品を望みます。（30
代・女性・月２～３回）

越後姫を
買いに来

まし

た。新鮮
でいいで

す

ね。唐揚
げがおい

しく

てオスス
メです。（

50

代・女性・
週１回）

長持ちして良かったの

で、榊はこちらで買う

と決めています。外で

販売しているお花を買

うのも楽しみにしてい

ます。（50代・女性・週

１回）

季節の果物。い
ちご、さ

くらんぼがよい
です。小

さい子供にいい
ものを

食べさせてあげ
たいで

す。「これからも
頑張って

ください」（３０代
・女性・

月１回）

農協牛乳が他店より安くいつも買いに来ています。価格も消費税込みで分かりやすい。パイオニアポークも甘味があっておいしいです。昔ながらの梅干しも夫が気に入っています。（50代・女性・週2～３回）

地元の新鮮
な野菜が購

入

できるので
買い物に

来ま

す。簡単に
美味しくで

きる

ので、なす
漬けの素が

おす

すめです。（
60代・女性

・週

1回）

これからもよろしくお願いします

　2022年7月17日に当JAの農産物直売所こったま～やがオープンしてから1周年を迎えます。ご来店いただいて
いるお客様、出荷していただいている生産者の皆様、スタッフから、1年を振り返り、メッセージをいただいてまいりまし
たので、ご紹介します。
　今後とも変わらぬご愛顧を賜ります様、お願い申し上げます。

新潟市から新しく出来
たと聞いて、初めて来ま
した。お惣菜が気になっ
ています。（20代・女性・
初めて）

季節ものを求めにきました。さくらんぼ、らっきょう。スーパーにない農産物が魅力。「季節ものを楽しみに待っております」（７０代・女性・月２～３回）

知り合いから教えてもらい買いにきました。「こったま～や」のお肉は品質の良いお肉で美味しいです。（70代・女性・月2～3回）

職員お手製の季節感ある飾りも好評です

（年代・性別・来店頻度）
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主な出荷品目

コ メント

水菜、玉ねぎ、黒すいか、他はブロッコリー、
アスパラ、サラダミックス
前店舗より広くなったことと、棚段の見映え
も綺麗になってとてもよい。出荷作業もス
ムーズに行えるのでうれしい。
これからも新鮮野菜を皆さんにお届けして
いきます。

主な出荷品目
コ メント

野菜全般出荷
今日はグリーンピース、さやえんどうを出荷
しました。店の環境もよくなりとても出荷し
やすくなり良かったです。客層も幅広く品物
の売れ行きが良くなりました。
鮮度が良いものを出荷しているので、若い
人にももっと足を運んでもらいたいです。

主な出荷品目
コ メント

生花　主にカーネーション
客層が広いので販売の幅が広がりました。ま
た、アレンジメント教室など色々な機会をい
ただき消費者の方の交流もできて良かった
です。
「こったま～や」には地元のお花がたくさん
あるのが魅力的です。ぜひ多くのお客様に
来てもらいたいです。

主な出荷品目
コ メント

野菜全般
以前は作った野菜を人にあげたりしていま
したが、友人に勧められて出荷を始めまし
た。今では自分の作った野菜が売れるのがと
ても楽しく、珍しい野菜作りにもチャレンジ
したいと思っています。

主な出荷品目
コ メント

月見とうふ
こったまーやが出来てもう１年が経ったのか
（驚）。豆腐作りを５５年やってきました。多く
の失敗があったが挑戦し続けてきました。
こったまーやも挑戦し続けてください。
豆腐の魅力は「白いキャンバス」のように自
由な食べ方ができます。月見とうふのお月
様のように明るく美しく食してもらうことを
望んでいます。

主な出荷品目
コ メント

枝豆、大根、メロン
自分のペースで出荷できるところがいいで
すね。お客様が多くて張り合いがあります。
自分だけでなく、他の出荷者の物が売れる
ことも嬉しく思います。今後も楽しみです。
自分の名前を見て購入いただけることが励
みになっています。誠実に作るようにしてい
ます。

主な出荷品目
コ メント

いちじく、柿、キウイフルーツなど
両親の代から果樹を作っており、昨年こった
ま～やオープンを機に出荷を始めました。い
ちじくや柿、キウイフルーツを主に出荷して
います。町場の人も来てくれるし、時期のも
のを出荷できてうれしく思っています。

主な出荷品目
コ メント

枝豆、なす、ねぎ
店が広くなり、お客様も多くなって嬉しく
思っています。
いつもお客様の顔を思い浮かべながら野菜
を作っています。ありがとうございます。

主な出荷品目
コ メント

野菜全般（ブロッコリー、葉物）
広々とした店内で野菜も出荷しやすく良く
なったと思います。健康づくりのためにも頑
張ります。
朝採り新鮮野菜をぜひ買いに来てください。

主な出荷品目
コ メント

葉物（ブロッコリー、キャベツ、春菊）
こったま～やが出来て出荷に来るのが楽し
いです。メールが来るのが待ち遠しくやりが
いにもなります。
朝採りで新鮮な野菜をご用意しております
のでお待ちしてます。

JA各組織を代表してお祝いの言葉

稲作部会
１周年おめでとうございます！私たちはどんなお
米の品種であれ、手間暇かけて作っているので、
お米コーナーの売り込みに期待しています。引き
続きキャンペーン・イベントを行い更なるＰＲを期
待します。
美味しいお米に自信をもって提供しています。玄
米を店内にある精米機で摺って購入されることを
オススメします。一番美味しい状態で食べていた
だければありがたいです。

稲作部会 部会長  石井 重一さん

女性部
「こったま～や」１周年おめでとうございます！
コロナ禍でイベントが出来ませんでしたが、「こったま
～や」のおかげで少しずつ出来るようになり嬉しく思
います。女性部としてもイベントに協力しJA北越後を
盛り上げていきたいと思います。これからも北越後の
農畜産物をどんどんPRしてもらうことを期待しており
ます。

JA北越後女性部 部長  櫻井 美代子さん

畜産部会
昨年は新発田牛がブランド認証され、知名度を上げる
ことに力を注ぎました。同時に「こったま～や」が新店
オープンし、ＰＲの後押しが出来たと思っています。ま
た、お客様に和牛を食べてもらえる機会が増えたことに
も感謝しています。
新発田産を地元住民が消費する「地産地消の輪」がで
きていることに喜びを感じています。もっとその輪を広
げるため、更にいいものを生産していきます。
記念日にでも食卓の一品に「新発田牛」選んでもらえる
と嬉しいです。

新発田牛生産者協議会 会長  五十嵐 正平さん

感謝を込めて
１周年企画！
７月16日、17日、18日の３日間
周年祭 を開催します。

詳しくは裏表紙をご覧ください！

こったま～やスタッフより

青壮年部
開店1周年誠におめでとうございます！
生産者と消費者が交流できる大切な場所として、これ
からも地域の皆様に愛されるお店となりご活躍される
ことをお祈り申し上げます。青壮年部としても消費者
へ農業を通した地域貢献活動ができたらと思っており
ます。

JA北越後青壮年部 部長  井上 俊樹さん

いつもご来店・出荷いただき、
ありがとうございます。
こったま～や2年目も
よろしくお願いします。

きたえちごの宝物が
こったまあるよ～！

新鮮な野菜、こったまあります。
皆様のご来店をお待ちしております。

出荷者の声

副店長 窪田

店長 天井澤 スタッフ 佐藤

スタッフ 石井

いつも直売所をご利用いただき
ありがとうございます。
　１周年を迎えますが、

みなさまのご来店をお待ちしています。
これからもよろしくお願いします(̂ )̂
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Home Gerden
カラシナ　ピリッとした辛みを楽しむ

作ってみよう！

　カラシナ（芥子菜）はアブラナ科の不結球菜類で、ピリッとした辛みのアリルイソ
チオシアネートは、食欲増進と殺菌効果を示します。栄養成分として、ビタミン類、
ミネラルを多く含む緑黄色野菜です。カラシナはやや冷涼な気候に適し、夏の暑さ
に弱いものの、寒さには強い野菜です。そのため秋まきし、秋～冬取りが一般的で
す。

［品種］日本各地に固有の品種があり、山形青菜（山形）、山潮菜（福岡）、島菜（沖縄）な
ど。また、葉が柔らかい「セリフォン」（サカタのタネ）、赤紫に色づく「コーラルリー
フプルーム」（タキイ種苗）、ちりめん状の「グリーンフリル」（トキタ種苗）などがあ
ります。

［畑の準備］植え付け2週間前に、1平方m当たり苦土石灰100gをまいて、深く土を
耕しておきます。1週間前に畝幅60～70cm、幅15～20cmの溝を掘り、この溝1m
当たり元肥として化成肥料（NPK各成分10%）100g程度と堆肥2kgを施して土を
戻し、くわでまき床が平らになるようならします（図1）。

［種まき］溝全体に2cmくらいの間隔に種まきします（図2）。なお、苗作りをする場
合、9cmポリ鉢に5～6粒まき、間引きして本葉5～6枚の苗に仕上げます。

［間引き］じかまきでは、1回目は本葉2～3枚時に株間5～6cm、2回目は本葉5～6枚
時に株間10cmくらいに間引きます。その後、1株おきに若取りし、残された株で大
株取りもできます。初めから大株取りを狙う場合は、株間を20cmくらいにします
（図3）。

［管理］大株取りでは、追肥として年内と年明けに、1回当たり畝の長さ1mにつき化
成肥料を50gくらい与えます（図4）。厳寒期の冬取りでは、霜による葉傷みを軽減す
るために不織布をべたがけすると良いでしょう。

［病害虫防除］アオムシ、コナガにはゼン
ターリ顆粒水和剤（BT剤）などで防除しま
す。なお、種まき後は防虫ネットや不織布
のべたがけをして、害虫の食害を防ぎま
しょう。

［収穫］草丈20cmくらいの小株から収穫
（若取り）を始め、大株取りでは草丈30～
40cmで株元から刈り取ります（図5）。
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たすけあい組織「ひまわりの会」解散総会たすけあい組織「ひまわりの会」解散総会

地域の宝発見
聖籠町立山倉小学校児童が砂里芋定植体験
地域の宝発見
聖籠町立山倉小学校児童が砂里芋定植体験

　ＪＡ北越後たすけあい組織「ひまわりの会」は５月２９日、営農
センターで第２４回通常総会を開催しました。会員やＪＡ職員ら２２
人が参加し、令和３年度の収支報告や組織の解散について承
認しました。
　同会は平成１０年１２月に協力会員約２００人によって設立され
ました。「お互いさま」、「相互扶助」のこころを核とし誰でも参
加できる会として活動を続けてきました。「家事援助」や「身体
介護」といった高齢者福祉活動や、地域ボランティア活動を各
地域で「地域のお茶の間」として運営し、地域社会に貢献してま
いりました。
　同会長藤間純子さんは「会員の皆さんのおかげで長年に亘
り、地域貢献活動を続けることができました。会としての活動
は終えますが、今後はそれぞれの地域で活動を続けていきた
い」と話しました。
　JA北越後経営管理委員会齋藤会長は「長い間地域のボラン
ティア活動にご協力いただきありがとうございました。ひまわり
の会は、組合員に寄り添い、地域の支えとなっていました。ＪＡ
としても有志の地域貢献活動は今後も継続して協力していきた
い」と感謝を述べました。
　総会後は交流会を開催し、「ひまわりの会」の思い出を語り合
いました。

　新潟県聖籠町立山倉小学校の3年生児童56名が、ブランド
里芋「砂里芋」を栽培する伊藤幸成さん（69歳）の圃場で、地域
の宝を見つけることをテーマとした総合学習の一環として砂里
芋の定植体験を行いました。　
　同校の岡本洋輔教諭より、砂里芋名人と紹介された伊藤さ
んは「砂里芋は20人の仲間で作っています。砂地で作ることで
おいしい里芋になりました。今は北海道から沖縄まで販売され
ています。おいしい里芋なので、山倉小学校の皆さんもたく
さん食べてください」と挨拶しました。
　児童達は芽出しをした砂里芋の種芋を受け取ると、圃場に横
1列に並び、あらかじめ準備された畝に種芋を植え付けていき
ました。
　同校では伊藤さんから譲り受けた種芋で学校に設置の教材
園でも砂里芋を栽培し、秋には今回定植した圃場で収穫体験
も予定しています。収穫が楽しみですね。

会員の皆さま長年に亘りご協力ありがとうございました

思い出を語りあう会員

砂里芋の種芋を質問しながら植付けていく様子

定植の早さに歓声が沸きました

Topic 2022.5.29

Topic 2022.5.19

インフォメーションインフォメーション
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切花部会　高単価販売により販売金額１億円を達成切花部会　高単価販売により販売金額１億円を達成

　北越後農協切花部会は５月末、集出荷センターで出荷反省会を開きました。令和３年度は９年ぶりに販売金額１
億円を超える快挙となりました。出荷本数は昨年に比べ４万本減少したものの、年明け１月から３月にかけて販売
単価が高単価であったことが良い結果となりました。コロナ禍によりイベント等が縮小する中、家庭内消費の増加
や歓送迎会の機会の増加も要因の一つとなりました。
　開会にあたり経営管理委員会の齋藤松郎会長は「日頃の部会員の皆様の良いものを出荷していきたいとの鍛錬
の賜物であり感謝申し上げる。良い品物を作り、情報を得ながら販売していくことが産地間競争に打ち勝つこつだ。
チューリップは手ごろな花としても需要が高い。コロナ禍で世の中が閉塞しているが、花に親しみ、きれいなもの
を見て素晴らしい気持ちになっていただくことが大切だとおもっています」と祝辞を述べました。
　販売を担当する園芸振興課の阿部和裕係長は令和３年度を振り返り「品種構成も
良く、年末の販売に向けて国内球の仕上りもよく、計画通り出荷できました。念願
の販売金額の目標を達成できたことはとても良かったと思っています」と話しました。
　同部会では令和４年度の事業方針の中で生産指導の強化と情報発信を積極的に
行い、販売力強化を目指すことを掲げました。

北越後農協オクラ部会
出荷を前に地域ごとに巡回指導会を開催
北越後農協オクラ部会
出荷を前に地域ごとに巡回指導会を開催

聖籠町桜桃栽培出荷組合
～銀座千疋屋へ
聖籠町桜桃栽培出荷組合
～銀座千疋屋へ

　ＪＡ北越後の聖籠町桜桃栽培出荷組合は６月８日、
果物卸売業を営む「東京新宿ベジフル株式会社」を通
し、今年も聖籠産サクランボを「銀座千疋屋」で販売
することが決まりました。中でも晩生品種「紅秀峰」
は濃厚な甘さと実が大きいことが特徴で、高級フ
ルーツを専門に扱う都内の小売業者から注目を浴び
ています。小売業者の担当が実際に実ったサクラン
ボを試食し、甘味や外観の生育を目と舌で確かめま
した。
　同部会の新保要一部会長は「品種ごとの特性を意
識し生育しています。よい土づくりを基本として常に
心がけています。東京を発信源に多くの方に聖籠産
サクランボを食べてもらいたい」と期待を込めて話し
ました。
　営農販売部の高橋光男部長は「これまで販路拡大
に足を運んだ成果が少しずつ現われてきたようです。
今年は例年に比べ、少し生育が早く感じます。一番
よい状態で消費者のもとへ行くようしっかり管理指導
していきたい」と話しました。

　北越後農協オクラ部会は収穫時期を前に圃場巡回
指導会を開きました。同会は管内をエリアごとに分
け、参加者は自エリアのみでなく、他地区にも参加
できることとしました。3回目の16日は参加者7名
の他、新発田農業普及指導センター、JA職員が集
まりました。
　この日集まった参加者の中からハウス、露地、合
わせて3か所の圃場が選定され、生育を確認しなが
ら病害虫の予防、温度管理、灌水の徹底などについ
ての指導が行われました。
　巡回の総括として同市農業普及指導センターの渡
辺勧指導員は「露地栽培もハウス栽培も概ね順調で
あるが、今年は気温の上がり下がりが大きく、定植
のタイミングによっては天候の影響を受け、初期成
育の速さに差がみられる」と話しました。指導を担当
する同JA園芸振興課の渋谷健太郎係長は「アブラム
シの発生はオクラの初期生育に影響する為、使用時
期に十分注意し薬剤による早めの防除をお願いしま
す。低温により昨年に比べて生育がやや遅れ気味で
すが、様子を見ながら追肥等の管理をしていただき、
梅雨明けの温度上昇に期待したい」と、オクラの今
後の管理について話しました。同会では7月初旬の
出荷を見込んで
います。

銀座千疋屋の統括仕入長に
生育状況の説明をする

新保要一部会長

祝辞を述べる
経営管理委員会齋藤松郎会長

葉の様子や
生育状況について
確認する参加者

Topic

TopicTopic 2022.6.8

インフォメーションインフォメーション
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川東地域特産野菜二王子なす　ハウス栽培へ挑戦川東地域特産野菜二王子なす　ハウス栽培へ挑戦

　５月中旬に新発田市川東地域の株式会社いたやま純心村が
ハウス２棟になすを定植しました。同社では７年前から専門学校
の実習生の受入れをしており、この日も学生２６人が指導を受
けながら定植作業を行い、園芸振興課小島要係長が指導を行
いました。同地域では２００２年に川東特産野菜生産組合を設立
し、「みずほ十全」という品種を二王子なすとネーミングし、地
域の特産野菜として栽培に取り組んでいます。現在は出荷者
１４人、作付面積が３４アールです。なすのハウス栽培は受粉が
しにくく、皮の色が薄いなどの欠点がありますが、一方では、
作期が長く、皮が柔らかく食味が良いという利点もあります。
同社社長井上俊樹さんは「なすのハウス栽培は難しいと言われ
ているが、誰もしていないことに挑戦することは魅力がある。
また地元の学校給食と連携を取りながら提供もしたい」と意気
込みを話してくれました。

地元小学生がＪＡ直売所を見学地元小学生がＪＡ直売所を見学

　６月２日、新発田市の二葉小学校２年生の児童４８人がＪＡ農
産物直売所を訪れました。学校は地域の人々や施設に親しみ
や愛着をもってもらうことをねらいに見学を実施しました。児童
は、同直売所内で販売している農畜産物や加工品が並んでい
る様子をカメラで撮るなど、商品をじっくり観察していました。
　見学に訪れていた阿部みことさんは「野菜の他に何を売って
いるお店か知りたいと思いました。好きなジュースが発見でき
て嬉しかったです」、杉本浩さんは「学校で枝豆とオクラに毎日
水やりをして育てています。売られている野菜のように早く食
べたい気持ちになりました」と笑顔で話しました。
　ＪＡ直売所の窪田一成副店長は「とても興味深く見学されてい
ました。家に帰ったらご家
族に今日のことを話しても
らえたら嬉しいです」と感
想を述べました。

定植作業をする同社長井上俊樹さん

学生に指導する小島係長

売り場を観察する児童ら

本物みたい

黒板に落書き
楽しいな

Topic 2022.5 月中旬

Topic 2022.6.2

インフォメーションインフォメーション
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7月
日 月 火 水 木 金 土

1 2

しそ昆布特価

3 4 5 6 7 8 9
２倍デー ３倍デー
  焼鮭特価 高菜特価 しそ昆布特価

10 11 12 13 14 15 16
２倍デー たまごの日
  焼鮭特価 高菜特価 しそ昆布特価

17 18　2倍デー 19 20 21 22 23
周年祭 周年祭 3倍デー 高菜特価 しそ昆布特価

＆きたえちごマルシェ お米の日

24 25 26 27 28 29 肉肉のの日日 30
２倍デー 高菜特価 たまごの日 しそ昆布特価

31

　　お中元キャンペーン　

　

 　

定休日

こったま～や　カレンダー

定休日
周年祭

　　お中元キャンペーン　

お中元キャンペーン 　　お中元キャンペーン　

「こったま～や」はおかげさまで1周年✨　1年間の感謝を込めて
７月１６日(土）～１８日（月・祝）に「こったま～や周年祭」を開催！

　　１７日（日）はJA北越後の夏祭り「きたえちごマルシェ」も同時開催♪
お買得商品＆お楽しみ企画タップリの周年祭へぜひご来店ください!(^^)!

おお中中元元キキャャンンペペーーンン７月20日（水）～31日(日)
お中元には新鮮で安全・安心の地場産品を贈りませんか(^^)/

北越後米のほか、夏野菜詰合せ・枝豆・新発田牛・パイオニアポークなど

夏にオススメの地場産ギフトをぜひご利用ください♪

JA北越後農産物直売所

新発田市島潟1341-1

TEL：0254-20-8801

営業時間：9:00～18：00

定 休 日：毎月第2・第4火曜日

18日
地場産米がお得！

米の日

29日
地場産お肉がお得！

肉の日

１８日と

毎週月曜日

ポイント
２倍

第1・第3・第5

火曜日

ポイント
3倍

月・水・金

おむすび

特売

新発田牛販売日
2日(土)・6日(水)・9日(土)・１６日(土)・17日（日）

18日（月）・19日（火）・20日（水）・23日(土)

29日(金) ※その他ご希望日の予約も承ります

第1・第3・第５

木曜日

たまご
の日

夏のアスパラ

”夏っパラ”も

おススメです♪

き
た っ ち

の

通信
表参道でＪＡ北越後の産地 PR　『JA北越後こったま～や IN表参道』
　JA北越後では５月２０日（金）～２２日（日）の3日間、東京表参道の
アンテナショップ「新潟館ネスパス」へ地場産品の販売促進に行っ
てきました！

　会場ではコロナ感染対策を取りながら「ＪＡ北越後こったま～や
ＩＮ表参道」として屋外テントで販売、大消費地の東京で地場産品を
紹介しながらJA北越後の産地をPRし、旬のアスパラガスや越後
姫、ワラビ・フキなどの山菜類やみそ・ジャム・コシヒカリなどを販
売しました。
　なかでも越後姫は首都圏でなかなか手に入らない“貴重なイチ
ゴ”としてイベント前から注目を浴び期間中は連日大盛況！お求め
いただいたお客様からは「甘さと香りが絶品！」「新潟のイチゴを初
めて食べたが美味しくて驚いた」と大好評で連日通っていただいた
お客様もあるほどでした。

　アスパラガスや山菜、加工品にも「美味しそう」「懐かしい」と人気
が集まり、無料プレゼントで配布した新潟米の「米袋エコバック」に
は若いお客様から「かわいい！」「おしゃれ」と意外な反応も(#^^#)
　新潟出身のお客さまからは「故郷を感じられてとても嬉しい」と
とても喜んでいただきました。

　販売促進に初めて参加した若手職員は、「初めての販促で緊張し
たが、実際に品物を売る大変さを実感した」「越後姫に喜んでくだ
さるお客様を見て嬉しくなった」「東京の消費者と直接交流ができ
て良かった」と感想を述べ、大きな達成感を感じられたイベントとな
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！

インフォメーションインフォメーション
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　６月９日、女性部は部員が集めたタオル４５５枚を新発田市社会福
祉協議会へ寄贈しました。女性部は社会福祉活動の一環で「タオル
一枚運動」を毎年実施し、部員から集めた未使用タオルの寄付を２０
年以上続けています。櫻井美代子部長は「地域とくらしを守るため、
エコや福祉活動は永く続けることに意味がある。今後も継続し福祉
施設等の役に立ちたい」と話していました。社会福祉協議会の白田
久由会長は「協力に感謝している。デイサービスの職員からも有難
いという声をよく聞く。ＪＡには食農だけでなく福祉・教育の活動も
期待している。女性の目線を大事にし、地域と連携しながら輪を広
げていきたい」と御礼のお言葉をいただきました。

　フレミズグループは「伝統食を学ぼう！ちまき作り講習会」を行いま
した(^^)/
　笹２枚でもち米を包み、すげで縛った後に水に浸し、１時間程度
茹でて完成します。参加者は「笹をおさえながらすげを巻くのが難し
い」と話していました。巻いたちまきはコロナ対策のため各自持ち
帰ってから茹でました。美味しかったです(^_-)-☆

　新発田支部は「100歳まで歩ける足づくり」講座を行い部員１６人が
参加しました(^^)/
　講師には（有）靴のやまごん代表取締役山田宏大さんを招きました。
講師の山田さんは「自分の足を守ることは体全体にとって大事なこと。
転倒防止だけでなく歯の嚙み合わせにも足は関係している」と話して
いました。同支部長の九原桂子さんは「足に良いと思ってしていた事
が悪いことばかりだった。これからは毎日足に感謝し、いつまでも歩
けるように健康づくりをしたい」と話していました(^_-)-☆

　加治支部は「バスケットアレンジメント教室」を行い部員１３人が参加
しました(^^)/
　テーマは“思わず持ち歩きたくなるようなフラワーアレンジメント”♬
　アヴニール（バラ）、ガーベラ、デルフェニウム、千日紅などのお花
をいけました。
　出来上がりは“ゆらゆら”と揺れるようなアレンジメントに仕上がりま
した🙂

女性部通信女性部通信

フレミズ　チマキ作りフレミズ　チマキ作り

未使用タオル４５５枚寄贈未使用タオル４５５枚寄贈

新発田支部　大人の足育講座を開催しました新発田支部　大人の足育講座を開催しました

加治支部　バスケットフラワーアレンジメント教室を
　　　　　開催しました
加治支部　バスケットフラワーアレンジメント教室を
　　　　　開催しました

今月の女性部活動は食育活動、花育活動、健康増進と盛沢山です。
みなさんの暮らしにちょっと役立つ楽しい活動を今後も予定しております！
参加者大募集中です！お気軽にお問合せください🙂
ご参加お待ちしています！

目的別グループ

支部活動

お問合せは…JA北越後営農センター 女性部事務局まで☎２６－７０００

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

　燃料センターは、灯油・軽油の配送センター、LPガス
事業所、ガソリンスタンド８施設の統括事務所として、国
道７号線沿い（新発田市緑町内）セルフ新発田構内にあ
ります。
　センターには現在１７名の社員がおり、皆様のご自宅
のホームタンクへ灯油の給油や、LPガスの点検などにお
伺いしております。
　これからも組合員・地域の皆様のライフラインを確保
し、安心安全な生活のお手伝いができるよう努めていき
ます。どうぞ、よろし
くお願いいたします。
　「ＪＡ-ＳＳ」ロゴ入り
のローリー車を見か
けたら、お気軽にお
声がけください！

第３回　燃料センター

ライフサポート北越後通信

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

26

40

52

39

4月～９月平均
存置基準：60件以上

庭先のホームタンクにローリー車から給油を行う社員

LPガスの保安点検を行う社員

ホームタンクのサビの有無や
傾きがないか等、

安全点検も行っています。

ホームタンクのサビの有無や
傾きがないか等、

安全点検も行っています。

コンロの火がつかない、
お湯が出ないなど

お気軽にお声がけください。

コンロの火がつかない、
お湯が出ないなど

お気軽にお声がけください。

☆ＪＡバンクアプリ☆

☆ＪＡネットバンク☆

〈JAバンクからのお知らせ〉  〈JAバンクからのお知らせ〉  

アプリをダウンロードして簡単登録♪いつでも
どこでも口座の残高や明細のチェックができる
便利なサービスです！PayPay・メルペイとの連
携で口座からのチャージも可能になります！

ダウンロードはこちらから⇒

インターネットにアクセスするだけで、窓口やＡ
ＴＭへ行かなくても振込や税金・公共料金払
込、定期貯金（通帳式）取引やローン返済等、さ
まざまな資金移動取引ができる便利なサービ
スです！

アクセスはこちらから⇒

困ったときには、窓口または専用の
フリーダイヤル（0120-058-098）で
ご対応いたします♪ 

インフォメーションインフォメーション
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ＪＡ直売所 (ＪＡカード 5％割引実施店舗 ) で、対象期間中にＪＡカードをご利用いただく
と、ご利用金額合計の 10％相当分をポイント還元！いつもの 5％割引と合わせて、15％
相当おトクにご利用いただけます！
※還元ポイントの上限は 2,500 ポイント (10,000 円相当 )です。

※ポイントは「ＪＡカードわいわいプレゼント」または「ＪＡカードゴールドポイントプログラム」でご利用いただけるポイントです。
※還元金額はポイント交換でキャッシュバックをご選択された場合の金額（1ポイントを4円換算で交換）を記載しています。（小数点以下は切り捨て）
※JAビジネスカード、JAコーポレートカード、JCBブランドのJAカードは本特典の対象外です。
※JAカードでのお支払いが対象です。電子マネーやコード決済等でのお支払いは、JAカードを登録されている場合でも本特典は適用されません。

夏の

貯いトク貯いトク

金融部からのお知らせ

キャンペーンキャンペーン

ちょ

キャンペーン期間

2022.6.1
8.31

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

ＪＡカードについてのお問い合わせ、新規ご入会は最寄りの支店窓口までお願いいたします

インフォメーションインフォメーション
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　6月･7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

農業者がＪＡと学ぶ

ＪＡ北越後の「みらい塾」がスタートしました

　ＪＡ北越後では初めての取り組みとなる組合員
大学「みらい塾」と題し、若い農業者が将来に向
けて学べる場づくりとして、６月に開講しました。
　第１回目はＪＡ新潟中央会教育部の横山徹郎部
長から「協同組合の理念とＪＡ組織・事業につい
て」ご講義をいただきました。

「トマトの栽培がもっとうまくなりたい。技術的に先進農家の
視察などで勉強したい」
「農業経営の後継者育成に関して、先進的に農業経営されて
いる方からも学びたい」
など積極的な意見が多くありました。

参加者から一言

インフォメーションインフォメーション
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１．採用職種及び人員
 総合職　　　２名

２．応募資格
高等学校を令和5年3月卒業見込の者

３．応募要領
（１）応募受付期間

令和4年9月5日（月）～ 9月9日（金）《期間内必着》
（２）提出書類 全国高等学校統一応募書類
（３）提出先 下記の提出先へ郵送によります。

４．採用試験

５．採用時期　令和5年4月
６．勤務条件　（令和5年4月予定）
（１）初任給 高校卒　142,500円
（２）賞　与 年 2回（7月・12月）
（３）諸手当 家族手当、通勤手当、職務手当等
（４）昇　給 年１回（４月）
（５）退職金 規程に基づき支給
（６）社会保険等 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険
（７）勤務時間
①一般業務…8時30分 ～ 17時（土曜日：8時30分 ～ 12時）
②サービス業務…部署により時差出勤、ローテーション勤務有り
※休憩時間…60分 ( 一部 70分 )
（８）休日・休暇
①休　日：日曜日、国民の祝日・休日、第2・第4土曜日及び第2・
第4土曜日を除く他の土曜日１日、年末・年始、会社の定めた日、
又は、４週７休を基本としたローテーション制により定める休日。
②休　暇：年次有給休暇制度、特別休暇制度、療養・傷病休暇制度
③その他：育児休業制度、介護休業制度

※第２次試験については、第１次試験合格者に別途通知します。

提出先またはお問い合わせ先
株式会社ライフサポート北越後（JA北越後グループ）　総務課（採用担当）
住所：〒957-0021　新発田市五十公野1584番地
TEL：0254-26-1200　　FAX：0254-22-0888
Ｅメール：ls-somu@ls-kitaechigo.co.jp

㈱ライフサポート北越後
令和5年春採用 社員募集要領
㈱ライフサポート北越後

令和5年春採用 社員募集要領

該当者に通知

第１次試験 第2次試験

令和４年９月１６日（金）　指定時間内日時

区分

〇能力試験…言語、計数
〇適正検査
〇作　　文…800字以内（テーマは当日指定）

（株）ライフサポート北越後　事業本部
（新発田市五十公野1584　TEL 0254-26-1200）

面接

ライフサポート北越後会場

内容

１．採用職種及び人員
 総合職　　　２名程度

２．応募資格
高等学校を令和5年3月卒業見込の者

３．応募要領
（１）応募受付期間

令和4年9月5日（月）～9月9日（金）《期間内必着》
（２）提出書類 全国高等学校統一応募書類
（３）提出先 下記の提出先へ郵送によります。

４．採用試験

ＪＡ北越後
令和５年春採用 職員募集要領

ＪＡ北越後
令和５年春採用 職員募集要領

５．採用時期　令和5年4月
６．勤務条件　（令和5年4月予定）
（１）初任給 高校卒　143,300円
（２）賞　与 年 2回（7月・12月）
（３）諸手当 家族手当、通勤手当、職務手当等
（４）昇　給 年１回（４月）
（５）退職金 規程に基づき支給
（６）社会保険等 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険
（７）勤務時間
①一般業務…8時30分 ～ 17時（土曜日：8時30分 ～ 12時）
②サービス業務…部署により時差出勤、ローテーション勤務有り
※休憩時間…60分
（８）休日・休暇
①休　日：日曜日、国民の祝日・休日、第2・第4土曜日及び第2・
第4土曜日を除く他の土曜日 1日、年末・年始、組合の定めた日、
又は、4週8休制を基本としたローテーション制により定める休日。
②休　暇：年次有給休暇制度、特別休暇制度、療養・傷病休暇制度
③その他：育児休業制度、介護休業制度

※Web試験の受験にあたり、使用するパソコンのＥメールアドレス
　（連絡がとれるアドレス）が必要となります。
※第２次試験については、第１次試験合格者に別途通知します。

提出先またはお問い合わせ先
北越後農業協同組合（JA北越後）　企画管理部人事課（採用担当）
住所：〒957-0011　新発田市島潟1184-1
TEL：0254-26-2600　　FAX：0254-22-4979
Ｅメール：staff-support01@ja-kitaechigo.or.jp

面接内容

該当者に通知
JA北越後

第１次試験 第2次試験

令和4年9月16日（金） 指定時間内

●Web試験（75分）
・能力試験…言語、計数
・適性検査
●作文…800字以内（テーマは当日指定）
※Web試験、作文ともに指定時間内であれば受験
　可能です。
※作文はWordで作成し、Ｅメールで提出頂きます。

日時
会場

区分

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
〉

　　

　皆さま、大腸がん検診を受けましょう！
　なぜなら、近年大腸がん発生率が急増しているからです。
毎年約15万人の方が大腸がんと診断され、５万人以上の方が
亡くなっています。その背景には、動物性脂肪の摂り過ぎや食
物繊維の不足といった欧米化した食生活、喫煙や運動不足と
いった生活習慣が影響しているといわれています。
　男女ともに40歳代から年齢が上がるにつれて大腸がんに
かかる確率があがり、高齢になるほど高くなります。まさに働
き盛り、そして人生の円熟期に大腸がんの多くは発生してい
るといえます。
　大腸がんの特徴の１つに自覚症状に気が付きにくいという
点があります。便に微量の血が混じることもありますが、痔の
ある方はいつもの出血程度と軽く考えて見過ごしてしまいが
ちです。自覚症状が出てから病院を受診したときには、すでに
病気が進行していて治療が遅れてしまう可能性もあります。

なお病気が進行すると、血便、下痢と便秘の繰り返し、便が細
い、残便感、腹満感、腹痛、貧血、体重減少などがみられますが、
これらは大腸のどこの部位に癌ができているかによっても異
なります。いずれにせよ進行期での治療は大変で、大腸がん
で命を落とす方のほとんどは進行がんの状態で発見されて
います。
　一方、検診で見つかったがんは早期が多く、早期の段階で
適切な治療を行えば９割以上の大腸がんは治癒が可能だと
いわれています。しかしながら大腸がん検診の受診率は、いま
だ40％台と満足できるものではありません。大腸がん検診は
大腸を直接検査するのではなく、まず便の潜血反応を受けて
頂いて、潜血がみられた方に大腸内視鏡検査をおすすめして
います。
　40歳代からの定期的な検診が、その後の人生の健康を支
えてくれます。早期発見・治療、そして治る確率を上げていく
ためにも１年に１回の定期的な大腸がん検診を受けましょう。

豊栄病院　内科医長　相羽　路子

Q年金事務所で年金手続きを行う場合予約が必要ですか？
　
A日本年金機構では、全国の年金事務所、街角の年金相談
センターおよび街角の年金相談センター（オフィス）で年金
相談の予約を実施しております。
　年金事務所等の窓口で年金相談、お手続きの際は、ぜひ、
予約相談（事前予約）をご利用ください。
　事前にご予約をいだだくことで、お客様のご都合にあわ
せて、スムーズにご相談ができ、時間を有効に使えます。
　また、相談内容にあったスタッフが事前に準備のうえ、丁
寧に対応します。
　
Q予約の申し込み方法はどうするのでしょうか？
　
Aご予約の場合は次の予約受付専用電話へお電話をお願
いします。
　　「予約相談専用電話」（事前予約）の申し込み
　　　0570-05-4890
　　　　050で始まる電話でおかげになる場合は
　　　　03-6631-7521（一般電話）

〈予約受付時間〉
　　月～金（平日）午前8時30分～午後5時15分

※土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日はご利用いだ
だけません。

　なお、予約相談の実施時間帯は次の通りです。
　　午前8時30分～午後6時00分(月曜日）
　　午前8時30分～午後4時00分（火～金曜日）
　　午前9時30分～午後3時00分（第2土曜日）

※月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に午後6時
00分まで予約相談を実施しています。

○予約相談希望日の1カ月前から前日まで受付しています。
○ご連絡の際は、基礎年金番号の分かる通知書（年金手帳
も可）や年金証書をご準備ください。
○お近くの年金事務所でも受付しています。
○老齢ターンアラウンド請求書の手続きであれば、イン
ターネットでも予約を受け付けておりますので、ご利用
ください。

　（詳しくは日本年金機構のホームベージをご覧ください｡）
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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!

  1　前の反対側
  3　梅雨が明ければ夏本番。――が増します
  6　神社で神事に奉仕する女性
  7　土用干しをする漬物
  8　窒素（78%）、酸素（21%）などが含ま
　　 れます
10　音を聞き取る器官
12　波――を上げて船が進む
14　七夕飾りや短冊をつるします
16　カブトムシが集まる木の一つ
18　歌謡曲などの前奏のこと
20　唱歌『夏の思い出』の歌詞に出てくる地名
22　継続は――なり
23　列車を走らせるために敷きます

  1　7月の第3月曜日は――の日。国民の祝日です
  2　お遍路さんが巡ります
  3　ムチとの使い分けが大切
  4　開くと花が咲きます
  5　そうめんをゆでている途中に入れる人もいます
  7　泳げない人の強い味方
  9　夏の土用の――の日にはウナギを食べると
　　 良いといわれます
11　輪島や呼子のものが有名
13　蚕の繭から作る繊維
15　鉄がさびるのはこの化学変化によるものです
17　京都の夏を彩る――祭
19　酔うとこの猛獣になる人も
21　1-1=

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？

山口 楓馬さんの作品
日本アニメ・マンガ専門学校

　孫が大好きなミニトマトを作り始めました
が、虫よけをどうしたらよいかネットで調べ
たりしています。

（新発田市　60代　男性）

　最近、孫が畑仕事を手伝ってくれるように
なりました。祖母として嬉しい限りです。夏に
トマトやきゅうりなどを一緒に食べる姿を想
像すると、楽しみです。

（新発田市　60代　女性）

　ゴールデンウィークに植えたトマト、ナス、
キュウリ…初物の成熟が楽しみでなりません。

（新発田市　80代　男性）

　シェフのおすすめレシピ、納豆とナガイモ
とは卵白が尚からみ合い、食物繊維たっぷり

に感じます。7月のための7月10日レシピな
のでしょうか？

（新発田市　50代　女性）

　さくらんぼが好きなので生産されている方
の情報が見れてよかったです。

（新発田市　60代　男性）

　市役所ヨリネスでゴーヤの苗をいただき、

植え付けました。緑のカーテンは何年ぶりで
しょうか。一度キュウリでもやってみました
が、失敗。それ以来です。暑い夏に対応できる
か心配です。

（新発田市　60代　男性）

　きたえちご6月号の表紙は「さくらんぼ」で
した。いちごを楽しんだあとに、またおいしい
さくらんぼの登場。果物好きには至福の季節
です。さて、どの品種からにしようかな。

（新発田市　60代　男性）

　今回の「フルーツパラダイス」の「スイカの
楽しみ方・食べ方のコツ」、目から”ウロコ”で
すね。皮の白い部分や種は”おつまみ”、 忘れ
ずつくってみよう。

（新発田市　80代　女性）

　ボケ防止のためクイズに夢中です。配達さ
れるのが待ち遠しいです。次に来るのをお待
ちしてます。

（新発田市　80代　男性）

　6月号の北越後さんの広報表紙にとても美
味しそうなさくらんぼ！早速購入したくなり
ました。ところで我が家にもさくらんぼの木
があることを思い出し見てみるとたった一粒
のさくらんぼを発見しました。植え主である
ご先祖様に供えました。来年はたくさん実ら
せてください…と。

（新発田市　50代　女性）

　年が明けたと思ったら、もう半分過ぎまし
た。今年もヒマワリやアサガオを育てながら、
夏を待っています。

（新発田市　60代　男性）

　じぃじがせっせと色々な野菜の苗を育て、
それを孫がせっせと自分用のプランターに移
動させて喜ぶ賑やかな季節になりました。

（新発田市　50代　女性）

　玉ねぎとトマトのマリネ最高！これからも
旬なレシピ期待しています。

（新発田市　男性）

　田んぼの苗が根付き、分株し、緑色が濃く
なり、菅谷リンゴ園にはリンゴの白い花が。さ
くらんぼの実が500円玉位の大きさで数珠
なりになり紅く熟してきました。ドライバー
の主人が春から夏の梅雨の時期の色々な様
子を聞かせてくれます。

（60代　女性）

　クロスワードの答えのラベンダーといえ
ば、先日、職場で「ラベンダー、よければどう
ぞ」とお裾分けがありましたが、花より団子な
私は内心、ローズマリーの方がまだ良かった
なと思いました(((^^;) ここだけの話です。

（聖籠町　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

ラベンダー

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

なっとう

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5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

16，307人
7,441人
8,866人

29億1,346万円
1,022億402万円
292億1,498万円
3,533億8,328万円
※ 12億9,442万円
※ 5億7,776万円

※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5月2日（月）

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) 【監査前】令和３年度決算事業実績について 
(3) 【監査前】令和３年度剰余金処分について 
(4) 定款の一部変更について
(5) 集落座談会意見要望に対する回答について 
(6) 第２６回通常総代会の運営について
(7) 令和３年度下期随時監事監査改善状況
　  報告書について
(8) 会計監査人再任の仮決定について

　昨年の８月号に初登場した「マシンダーＡ」。テーマは農業機械にまつわる情報の発信でした。初心者にも分かり
やすいように、機械の仕組みやメンテナンスに関する情報をお伝えしてきました。勿論、農機センターの職員や全
農新潟のＵさんにアドバイスをいただきながら、シリーズ11回まで掲載することが出来ました。本当に感謝です！
　毎月読まれている方にはたいへん申し訳ないのですが、しばらくお休みさせていだくことにしました。お伝えし
たい情報はまだまだあるのですが、発信内容をより需要のある方へお出しできないか現在検討しております。
　広報誌「きたえちご」は日々進化しております。読者の方々から愛される誌面を目指してこれからも精進して参
ります　 （Ｓ）

　
努力の成果が目に見えやすく、やり
がいを感じられるとき。新しいチャ
レンジも吉と出ます。予定は早めに
立てて

　
性急になり過ぎないよう行動をセ
ーブして。じっくり取り組めば好結
果に。衝動買いに注意。下旬は勝負
強さあり

　
高め安定運。周囲の協力を得やす
くなっています。1人で頑張ろうと
せず周りに声をかけて。充実感が
アップ

　
太陽の恵みを受けて大きな成果が
期待できます。気になっていたこと
を調べたりするのもお勧め。うれし
いお誘いも

　
上昇運です。一筋縄ではいかない
ことも諦めずに続ければゴールへ
と前進。迷ったときには初心に返っ
て◎

　
あれこれやりたいことが出てきそ
う。状況を整理して優先順位をつ
けて。頼まれ事を引き受けると、そ
こから開運

　
最初は戸惑うことが多そうです
が、次第に好転。慌てずゆっくり進
めれば望んでいた方へと向かえま
す

　
ハプニングの気配が。ドキッとする
ことがあっても冷静に。災いを転じ
て福となします。臨機応変に動きま
しょう

　
うっかり口を滑らせないようご用
心。頼られ過ぎて困る場合が。助
けてほしいときはあなたからも
SOSを出して

　
信頼できる人に話を聞きに行って。
明るい兆しが見えています。こうで
なければと決め付けて考えないよ
うに

　
もめそうになってもあなたの対応
一つでトラブルにせず済ませられ
ます。重要な役割を任される予感
も

　
良好です。一つずつ状況が改善し
ていきます。会話の機会を多く持
つよう心がけましょう。楽しい発見
があるはず

今月のあなたの運勢  ７月
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タケノコの香草焼き

作り方

タケノコは皮から外し、ズッキーニ、フルーツトマトと共に大きめのさいの目に切る。マッシュルームは半分
に、ホタルイカは目とくちばしを外しておく。
ボウルに（1）の材料を入れ塩・こしょうし、オリーブ油とパルメザンチーズを入れ混ぜ合わせる。
タケノコの皮に混ぜ合わせた材料とタイムをのせ、180度に熱したオーブンで7～8分焼き上げて出来上
がり。

（１）

（2）
（3）

マコモタケとカキの
もろみそ焼き

作り方

マコモタケは元の白い部分の堅い皮をピーラーでむき半分に割る。
カキはよく水洗いし、熱湯で30秒ほどゆでざるにあげ水気をよく拭きボウルに入れ、もろみそ、しょうゆと
あえておく。
180度のオーブンで、料理酒をかけ塩を振ったマコモタケを5～6分焼き、いったん取り出してカキをの
せ、さらに3～4分焼き上げ出来上がり。

（１）
（2）

（3）

材料（1人分）

マコモタケ 1本
カキ 5粒
もろみそ 大さじ1
料理酒 適宜
塩 少々
しょうゆ 少々

材料（1人分）

タケノコ 1/4本
（下ゆでして縦に4等分したもの）
フルーツトマト 1/2個
ズッキーニ 1/8本
マッシュルーム 1個

ホタルイカ（ホタテでも可） 5尾
タイム 2本
オリーブ油 大さじ2
塩・こしょう 適宜
パルメザンチーズ 大さじ1
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