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春のアスパラガス、収穫好調！
JA北越後 ファンづくりプロジェクト
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直売所編

農業でキラリと輝く人や農畜産物に焦点をあててご紹介します

収穫方法に秘められた効能！
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ている手法なんです！﹂
︵天︶﹁なるほど！切り口から病気
が入るのを防げますね！収穫
したとき︑この根元の部分は
どうするんですか？﹂
︵高︶﹁固いので根元は食べるのは
おススメできないです︒出荷
するサイズに整えたあとは処
分しますね﹂
︵M︶﹁やっぱり固いですよね︑そ
こも食べられるなら食べてみ
たいと思ってました！収穫方
法に高田さんのこだわりを感
じますが︑今時点で立茎しな
がら収穫しているのにもこだ
わりがあるのですか？﹂
︵高︶﹁立茎しながらなのは︑しっ
かりと親木を立てて︑長期の
収穫を可能にするためです︒
早い段階で元気な親木を選定
できることや︑枯れる親木も
出てくるので早く立茎をした
ほうがリスクを回避しやすい
ですね︒ある程度の量を収穫

このマス目に伸びてきたアスパラガスが親木候補になります

︵M︶﹁収量増に期待できますね！
高田さんのアスパラガスは根
元が丸くなっているんですけ
ど︑切らないで収穫されてい
るんですか？﹂
︵高︶﹁そうなんです︑うちでは抜
いて収穫を行っています﹂
︵天︶﹁初めてみました！根っこが
一緒に抜けたりして株を痛め
たりしないのですか？﹂
︵高︶﹁力任せにやると痛めてしま
いますね︒コツはひねりなが
ら抜くとポコッときれいに収
穫することができます！﹂
︵M︶﹁私もアスパラガスを抜いて
収穫されるのは初めてみまし
た！抜いて収穫するメリット
みたいなものがあるんでしょ
うか？﹂
︵高︶﹁一番効果があるのが病害の
予防ですね︒病気にかかる頻
度が少なくなりました！抜く
収穫方法は︑前に部会の勉強
会で紹介された海外で行われ

春のアスパラガス︑収穫好調！
︵M︶﹁高田さん︑本日はよろしく
お願いいたします！あら︑犬
もアスパラガスを食べるんで
すね！﹂
︵天︶﹁お世話になっております！
アスパラガスの出荷︑有難う
ございます！やっぱり美味し
いものは動物も解るんですか
ね！﹂
︵高︶﹁よろしくお願いします︒そ
うなんですよ︑アスパラガス
が大好きなんです！﹂
︵M︶﹁この味を知ってしまうと仕
方ないですね！高田さんのと
ころではどのくらいアスパラ
ガスを栽培しているのです
か？﹂
︵高︶﹁うちではハウスと露地あわ
せて８反で栽培しています︒
それ以外にも水稲やあやめ味
噌の製造をしていますね﹂
︵M︶﹁以前は大変お世話になりま
した！︵広報誌2014年2
月号参照︶﹂
︵天︶﹁仕事の担当はどのようにし
ているのですか？﹂
︵高︶﹁親父が水稲を主に担当して
いて︑私がアスパラガスなど
野菜を担当しています﹂
︵M︶﹁今年のアスパラガスの出来
はいかがですか？﹂
︵高︶﹁3月の気温が高かったので
例年より早いですね！初出荷
は4月 日過ぎでした﹂

高田さんがハウスで栽培しているアスパラガスです

和直さん
高田
新発田市東新町地区

今月号のきらりは︑新発田市東新
町地区で水稲からアスパラガス等の
栽培を行い︑あやめ味噌を製造する
株 式 会 社 高 田 農 園の 高 田 和 直 さん
を ご 紹 介 し ま す ︒今 回 は ︑高 田 さ ん
と天井澤店長︑広報担当︵M︶
の3人
によるインタビュー形式でお送りい
たします！
﹇ 以 下 高 田 和 直 さんを︵ 高 ︶︑天 井 澤
店長を︵天︶︑広報担当は︵M︶
で表記
します﹈

り
輝ら
き

モリモリとアスパラガスが伸びていきます！
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■JAデータ

（平成30年3月末現在）
17,006人

組合員数

8,490人

うち准組合員

8,516人
30億8,894万円

出資金
貯金

918億8,054万円

貸出金

299億1,666万円
4,359億8,617万円

長期共済保有高
販売品販売高

95億5,940万円 ※

購買品供給高

37億7,064万円 ※

※平成29年４月からの実績です。

〈お知らせ〉

「ベジタブルライフ」
「作ってみよう！家庭菜園」
はお休みとなります。
直売所案内
農産物直売所

JA北越後
営農センター
JA北越後
本店

▼

290

羽越本線

島潟

胎内方面

▲

▲

7

新発田駅

新潟方面

● 住所：新発田市島潟字弁天1449-1
● 電話：0254-20-8801

の
公式 Facebookページ

早めの立茎で長期の収穫を可能にします

です！
犬も喜ぶアスパラガス

！
それゆけ

︵天︶﹁沢山のお客様が来られる時期
なので是非出荷をお願いいたし
ます！﹂
︵M︶﹁よろしくお願いいたします！
最後に高田さんの目標などをお
聞かせください﹂
︵ 高 ︶ ﹁部会の目標と同じになります
が︑反収１tは超えたいですね！
あと目標ではないですが︑夏のア
スパラガスも沢山出ていることを
PRしてください︵笑︶！﹂
︵M︶﹁高田さん︑了解しました！
PRの件︑新しい企画を考えて
いるので是非ご相談させてくだ
さい！今日はお忙しいところお
時間をいただきまして有難うご
ざいました！﹂

「きたえちご News&Topics」
「直売所だより」
「常勤役員コラム」
はホームページに掲載となりました。

穂先から長さを
調整して出荷さ
れます

してしまった後に立茎をする
と︑夏に収穫できる収量に影響
が出てしまう可能性がありま
す﹂
︵ 天 ︶﹁確かに元気な親木ですね！この
マス目状になっているネットに 立
茎していくのですか？﹂
︵高︶﹁そうです︑マス目に向かって
伸びてきているものが親木候補
で︑それ以外のものを収穫する
ようにしています﹂
︵M︶﹁高田さんのアスパラガスを長
く収穫できるようにするための
技が随所にありますね！圃場に
もこだわりがあるのですか？﹂
︵高︶﹁土づくりに手をかけました！
岩盤破砕を行い︑水はけを良く
してくん炭も入れました︒土壌
分析をシーズンごとに行い︑入
れる肥料を調整しています︒肥
料には精米時に出る小糠を入れ
ていますね！﹂
︵天︶﹁先日出荷をいただいたアスパ
ラガス︑大変好評でした！高田
さんのこだわりの一本一本です
ね！露地のアスパラガスはいつ
頃に出そうですか？﹂
︵高︶﹁この調子でいけば4月末から
5月の頭になりそうですね！﹂

うち正組合員

さとみちゃん

ここでは直 売 所の野菜を使 用した
オススメレシピや旬の情 報をお伝えします！

JA北越後のホームページをチェック！

http://www.ja-kitaechigo.or.jp/

ハンバークとスナップえんどう

ハンバークの付け合わせに鍋にお湯を沸かして
塩を入れてスナップえんどうを茹でる。

たけのこと切干大根炒め煮

たけのこは出始めなので、さっと湯がいたも
のを使いました。切干大根はぬるま湯に戻し
て、たけのこ、人参、しいたけは、短冊切り
細 切りにして 鍋 に油をしいて炒めて水、酒、
砂糖、みりん、めんつゆを入れて煮ます。

アスパラガスの肉巻(パイオニアポーク使用)
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大きいアスパラガスの場合は半分に切ってから肉を巻いて
いく。フライパンを温めて巻めを下にして焼きます。弱火
でじっくり返しながら焼く。塩コショウで味付けする。

平成 30 年度

新入職員・社員紹介
４月１日付で新入職員・社員が入組・入社いたしました。
組合員並びに地域の皆様のお役に立てるよう一生懸命頑張りますので宜しくお願いいたします。

JA北越後 新採用
新発田支店配属
わたな べ

かなこ

五十公野支店配属
ほそ の

みか

豊浦支店配属
い か らし

みさき

渡辺 加奈子

細野 未佳

五十嵐 美咲

一生懸命、笑 顔を忘
れずに仕事を頑張り
たいと思います。

地 域 の 皆 様 に 頼ら れ
るような職員になるた
め、自分にできること
を精一杯こなしていき
たいと思います。

JA職員として自覚を
持 ち 、組 合 員と 地 域
の方々に 愛 さ れる職
員になるため、日々精
進してまいります。

聖籠支店配属

紫雲寺支店配属

農機課配属

し ぶや

あすみ

いし やま しゅうへい

か とう

だ いち

渋谷 明日美

石山 修平

加藤 大智

配属となりました聖籠
支店をはじめ、組合員・
地域の皆様のために笑
顔を忘れず、精 一 杯 努
力してまいります。

一日も早く仕事を覚
え、組合員の皆様の
お役に立てるよう一
生懸命頑張ります。

最初はわからないこ
とだらけで すが、一
日に一つでも仕事を
覚 え、早く皆 様 の 力
になれるように頑張
ります。

ライフサポート北越後 新採用
葬祭課配属
おぎの

あき

燃料課米倉給油所配属
いとう

ともや

燃料課紫雲寺給油所配属
た か はし

りゅう

荻野 亜希

伊藤 智哉

一日も早く会社の戦
力に な れるよう、精
一杯仕事に取り組み
ます。

気持ちを入れ替え、
正社員という立場を
自 覚 して 頑 張 り ま
す。

誰に対しても明るく
丁寧な接客を心掛
け、頑 張りたいと思
います。

燃料課川東給油所配属

燃料課加治給油所配属

総務課配属

さらし な

まるやま

るか

ゆうか

髙橋 竜生

くまくら

みほ

更科 瑠華

丸山 優花

熊倉 美穂

私は笑 顔をモットー
に頑張っていきたい
と思います。

初めてのことだらけ
で すが、自分なりに
努 力 し 、頑 張 り ま
す。

気持ちを新たに今ま
で 以 上 に 頑 張りま
す。

燃料課ガスセンター配属

車輌課配属

かしま

ゆうき

鹿島 雄輝
正社 員として一層 の
責任感を持って職務
を 全 うして い き ま
す。

こし ば

じゅんいち

小柴 淳一

正社員の自覚を持ち、
甘えを捨て、一層仕事
に励んでまいります。
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（植物標本）

JA 職員が一緒になって
魚のおろし方を伝授させていただきます
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きたえちご インフォメーション

JAきたえちご
田植えイベント in 菅谷

域で
間地
山
田の
新 発 業 体 験！
農

〜菅谷地区の豊かな自然の中で田植え体験〜
農業の魅力を今年も楽しく伝えます！
！
＜おもなスケジュール＞

5 月 2 6 日 ㈯ 12：00〜15：30 頃まで

●日

11：30〜 受付
12：00〜13：30 昼食＆笹団子づくり
13：30〜14：45 田植え＆生き物調査
14：45〜 餅つき＆足湯コーナーなどなど
※雨天の場合、内容を変更します。

時：

菅谷コミュニティセンター

●場

所：
は
新発田市菅谷3350
業体験
後の農
!
JA北越
ん
●募集定員：40 名（先着順）
さ !
りだく
内容盛
●参 加 費：大人 1,000円 子供 500 円

ＭＣ
中村博和＆海津ゆうこ

● 苗が出来るまで〜
播種機を使って播種の様子を見学
● 女性部特製の昼食&笹団子づくり
● 今年もトラクターがやってくる！！
● JA直売所も出張販売！！
田植え指導はJA青壮年部にお任せください！

＜お申込・お問合せ＞
JA 北越後営農センター 営農振興課
TEL 0254−26−7000 まで平日（8：30〜17：00）
お気軽にお申込下さい。

〜年金友の会 平成30年度イベントスケジュール〜

●第２回グランドゴルフ大会
と き ６月２０日（水）
ところ 新発田市中央公園北側芝生広場
●第２回ゲートボール大会
と き １０月２５日（木）
ところ 新発田市中央公園南広場
１
２
３
４
５
６
７
８
９

●第２回ゴルフ大会
と き ７月１８日（水）
ところ 日本海カントリークラブ
※詳しくは下記の案内をご覧ください

このほかに
まだまだイベン
ト
を企画中です！

第２回年金友の会 ゴルフ大会開催のご案内

と
き
平成３０年７月１８日（水）
と こ ろ
日本海カントリークラブ（胎内市荒井浜528-3）
プレー料金（税別）・食事付
メンバー ６，０００円、はまなす会員 ７，０００円、ビジター ８，２００円
皆様のご参加
参 加 費
２，０００円
お待ちして
競技方法
１８ホールストロークプレー（９Hぺリア）同ネット年長上位
おります！
参加資格
当JAに年金振込・予約をされている方。当日申し込みも可能です。
募集人員
先着 ８４名様
申込締切
６月１日（金） ※募集人員になり次第、締め切りとさせて頂きます。
申 込 先
本店金融業務課（年金専任）
阿部 ＴＥＬ ０８０−３１１４−４０７１、駒澤 ＴＥＬ ０８０−３８６９−４９８４

〈年金友の会 会員数のお知らせ〉 平成 30 年 2 月末 現在 9,177 人
︿有料広告﹀

注 文 住 宅・リフォームまで

住まいと暮らしを創造します。

お客様の住宅に関する疑問
や夢、是非お聞かせください！

JA北越後提携業者につき、
建築・建て替え・大規模リフォー
ム時の住宅ローンは優遇金利で
ご案内できます！
設計・施工は

赤澤建築

〒957- 0046 新発田市上中山乙51-1

TEL ０２５４−３２−２３４３

E-mail m.a.m.r.y@hb.tp1.jp
（一級建築士・施工管理、宅地建物取引主任者、耐震診断士）

お一人おひとりの“着物へのあこがれ”を
大切にお育てする教室です。

−初心者から資格取得者まで−
自宅でお稽古
もＯＫ

入学
随時受付

曜日、時間はご相談下さい

マンツーマン
の個人指導

野俣きもの着付教室
着付ご依頼も承ります
冠婚葬祭・美容室へ出張可
お気軽にお問い合わせ下さい
新発田市中曽根町３丁目３-４

Tel.0254-24-2761
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平成31年春採用の職員募集について
（お詫び）

当組合におきましては、社会情勢の変化、農業を取巻く環境などを勘案し、現在、事業運営体制の抜本的
な見直しを進めているところであります。
このことは、当組合発足以来の大改革であり、事業運営体制の変更のみならず、事業を行っていくうえで
の適正な職員数なども併せて検討しているところであります。
そのような状況から、平成31年春採用の職員募集につきましては、見合わせていただくこととさせていた
だきました。
当組合にご応募を予定されている方には、ご期待に応えられない結果となりました事を心よりお詫びいた
しますとともに、何卒ご理解を賜ります様、お願い申し上げます。
なお、平成32年以降の採用につきましては、方針が決定次第、改めてご案内させていただきます。
北越後農業協同組合
代表理事理事長 大滝

春になったら新発田はアスパラガス！

「食のアスパラ横丁、味めぐり」
開催期間

平成30年5月1日（火）
〜5月31日（木）
新潟県内第１位の出荷量を誇る新発田
産アスパラガスを使った創作料理が楽し
める春の恒例イベントです。
今回は新規参加店13店舗を含めた58
店舗が参加します。
今年もアスパラガスみどりカレーをは
じめ和洋中華のお食事系や一品料理、パ
ンやスイーツまで堪能できるほか、継続
参加店でも20店舗で新メニューが登場
します。
参加店で提供するアスパラガス料理１
品につきシール１枚がもらえ、異なる店
舗のシール３枚１口で応募すると、抽選
で素敵な景品がもらえます。
詳しくは公共施設等で配布するパンフ
レット、または新発田市公式HPで「ア
スパラ横丁」と検索してご覧ください。
●お問い合わせ先
｢食のアスパラ横丁、味めぐり｣開催実
行委員会（事務局：新発田市 商工振
興課 農水振興課）
ＴＥＬ ２２−３０３０

㈱ライフサポート北越後
社員の退職について

≪正社員≫

富男

極太アスパラガス

「ふとっパラ」特別販売！

５月のみに収穫される「太い！甘い！柔らかい！」の３拍
子揃った新発田のアスパラガス「ふとっパラ」と幻の極太ア
スパラガス「ふとっパラプレミアム」を今年も販売します。
●販売期間 ５月１日（火）〜５月３１日（木）
※「ふとっパラプレミアム」は、ＪＡ北越後農産物直売所のみ
で販売します。
※収穫状況によっては、入荷できない場合がありますので、予
めご了承願います。
●販売店舗
セキカワカナモノ
大手町1-1-1
☎２２−３７８１
寺町たまり駅
諏訪町2-3-28
☎２２−１８８８
ウオロク緑店
緑町3-3-23
☎２３−６０００
ウオロク東新町店
東新町4-21-24 ☎２４−８１２１
ウオロク住吉店
住吉町4-1-21
☎２３−８８１１
ウオロクコモ店
舟入町3-12-11 ☎２１−２２１０
ＪＡ北越後農産物直売所
島潟字弁天1449-1 ☎２０−８８０１
詳しくは、公共施設で配布する
パンフレット及び、公式ホーム
ページ（「アスパラ横丁」で検索）
をご覧ください。
●お問い合わせ先
新発田市 農水振興課
農業経営推進係
ＴＥＬ ３３−３１０８

氏
宮村

名
稔

勤務部署
経済事業部燃料課係長

ふとっパラ
退職年月日
平成30年3月31日付
︿有料広告﹀
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裕平

薬剤による治療は習慣性と
依存性が少ない薬剤の使用を
勧めます︒代表的な薬剤は
﹁浸透圧性緩下薬﹂と﹁腸液
分泌促進薬﹂です︒どちらも
腸内に水分を引き寄せて便を
軟化して便量を増やし排便を
促します︒﹁浸透圧性緩下
薬﹂の代表的薬剤は酸化マグ
ネシウムです︒腎不全では使
えず︑高齢の腎機能低下して
いる方には副作用の出現リス
クがあるため使用には注意が
必要です︒﹁腸液分泌促進
薬﹂には重篤な副作用の報告
はありません︒高齢者︑腎不
全でも使用できます︒これで
も効果が不十分な時には︑一
時的に﹁刺激性緩下薬﹂を使
用します︒この薬は大腸を刺
激して排便を促しますが︑長
期の使用で大腸運動機能が低
下し︑さらに難治性の便秘に
なる危険性が指摘されていま
す︒日本では一般用医薬品と
しても市販されていて︑病院
でも処方を希望される方が多
い薬ですが︑依存性もあるた
め使用には十分な注意が必要
な薬です︒

慢性便秘治療についてのお話

内科部長
豊栄病院

良田

便秘とは排便回数の減少と
排便困難感がある状態となり
ます︒これが６か月以上続く
ことが慢性便秘となります︒
便秘の原因も例えば大腸癌
など原因となる病気があり︑
そのために起こる便秘︵二次
性便秘︶と原因のはっきりし
ない機能性︑原発性の便秘に
分類します︒
急に便秘になった場合は大
腸癌などの原因がある二次性
かもしれません︒大腸カメラ
やＣＴ︑注腸検査などの検査
を必ず受けてください︒今回
は原因不明の原発性の慢性便
秘の治療について話をすすめ
ます︒まずは生活習慣の見直
しが必要です︒排便習慣を身
に着ける︑適切な水分や食物
繊維の摂取︑運動することも
必要です︒医療機関にかかっ
ている方は便秘しやすい薬が
出ていないか確認して下さ
い︒次に薬剤による治療を考
えます︒

きたえちご インフォメーション

※メールアドレスではなく︑携帯
電話番号を宛先にして送受信す
るメッセージサービス︒

管理されています︒インター
ネット取引を行う際︑カード
がなくてもID番号が分かれ
ば誰でも利用することができ
る上に︑利用者が特定されに
くいことから︑詐欺業者に悪
用されていると考えられます︒
心当たりのない不審な
SMSやメールが届いても︑
決して連絡をしないようにし
ましょう︒また︑トラブルの
未然防止のために︑スマート
フォンなどのOSやセキュリ
ティーソフトを最新の状態に
し︑提供される迷惑メール対
策サービスの内容を確認した
上で活用するようにしましょ
う︒
万一被害に遭った場合︑早
期であれば電子マネーの財産
価値を取り戻せる場合があり
ます︒早急に電子マネーの発
行会社に連絡し︑消費生活セ
ンターに相談してください︒

心当たりのない
SMS・メールにご注意
SMS※やメールを用いた
架空請求の相談が増加してい
ます︒
︻事例︼スマートフォンに︑
大手通信事業者名で﹁有料動
画サイトの利用料金が未納だ︒
本日中に連絡がなければ法的
措置を取る﹂というSMSが
届いた︒心当たりはなかった
が︑記載された番号に電話を
したところ﹁8万円を払う必
要があるが︑通信事業者団体
が調査をし︑利用していない
ことが分かれば後日全額返金
される﹂と言われた︒そこで
指示された通り︑コンビニエ
ンスストアでプリペイド型電
子マネーを購入し︑カードに
記載されたID番号を電話で
伝えた︒しかし︑後から同様
の架空請求詐欺が多発してい
ると分かった︒返金してほし
い︒
多くの人が利用するサービ
スを提供する事業者名をかた
り︑SMSやメールを利用し
て未納料金があると請求し︑
連絡してきた消費者にプリペ
イド型電子マネーを購入させ︑
ID番号を詐取する手口の架
空請求が増えています︒
プリペイド型電子マネーの
購入額相当の財産価値は︑発
行会社のサーバー︵コン
ピューター︶で︑ID番号で

︿有料広告﹀
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当時の保険料額で納付でき
るの？

どを行います︒︵戸籍
等の添付書類が必要な
ケースがあります︒︶
三︑年金事務所から交付さ
れた納付書により︑金
融機関・コンビニ等で
納付してください︒

国民年金保険料の後納制度について
後納制度とはどのような制
度ですか？
平成二十七年十月一日から
平成三十年九月三十日までの
三年間に限り︑国民年金保険
料の納付可能期間を過去二年
から五年に延長する制度です︒
ご本人からの申し込みがあれ
ば︑過去五年以内の未納期間
の納付ができます︒
後納制度で二年以上前の保
険料を納付するメリットは？

後納保険料については︑当
時の保険料の額に毎年度法令
により定められる加算金を加
えた額で納付していただくこ
とになっています︒
五年以内の未納分が全額納
付しなければいけないの？
保険料は一か月分から納付
できます︒後納可能期間のう
ち︑最も古い方から順番に納
付していただきます︒
納付の期限はありますか？
平成三十年九月三十日まで
納付が可能です︒最終的な納
付期限が迫っていますので︑
ご希望の方は早めに申し込み
をお願いします︒また︑申込
書の審査に時間がかかること
がありますので︑期限に余裕
をもってお申し込みください︒
後納制度を利用して納付し
た保険料についても︑
税金の控
除を受けることはできるの？
できます︒後納保険料を納
付した年に︑納付額全額が控
除の対象となります︒

定した地面であることなどを
必ず確認してください︒脚立
では天板の上に立ってはいけ
ません︒ワイヤーの張り替え
などは組み作業になります︒
連絡合図の方法などをあらか
じめ確認してから作業を始め
ましょう︒
人工授粉などは上向き作業
の連続ですので︑首や肩への
負担が大きくなります︒明る
い空を向いていると︑立ちく
らみなどを起こすこともあり
ます︒通常よりも小まめに休
憩を設定しましょう︒上を向
いた移動が続きますので︑地
表面の障害物などはあらかじ
め除去しておきましょう︒さ
らに︑花が実になる頃には︑
摘蕾︵てきらい︶作業も始ま
ります︒上向き作業の連続と
枝の間に体を入れることにな
りますので︑顔面保護具の使
用も必要です︒

春・初夏の果樹作業の安全

農作業
事故

ストップ！
日照時間が長くなると︑
木々の芽も膨らみ始めます︒
落葉果樹と常緑果樹では管理
方法が違います︒秋の収穫後
に剪定︵せんてい︶などは済
ませているでしょうが︑春に
行うことは︑耕耘︵こうう
ん︶︑施肥︑除草︑樹形の手
直し︑棚の点検整備︑授粉な
どでしょうか︒耕耘や施肥は︑
木の幹に接近し過ぎないよう
な注意が必要です︒盃状仕立
てや棚仕立ての圃場︵ほじょ
う︶では樹列と適切な距離を
取らないとトラクターを幹に
ぶつけたり︑可倒式安全フ
レームで枝や棚のワイヤーな
どを傷付けることもあります︒
また︑歩行型トラクターでの
作業は︑後退発進に際して後
方に障害物がないか確認が必
須です︒
樹形の手直しと棚をつるワ
イヤーなどの点検も大切な作
業の一つです︒矮︵わい︶性
であっても管理が悪いと︑ど
んどん高く伸びていき︑管理
作業や収穫作業の効率低下に
つながります︒各種作業には
高所作業台車や脚立も使いま
す︒高所作業台車での移動は
台を下げなければいけません
し︑斜面の作業では︑足場の
安全確認と︑アウトリガーの
適切な使用が必要です︒脚立
を使う場合には︑変形がない
こと︑開き止めフックや
チェーンが機能すること︑安

︿有料広告﹀
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一︑保険料を納付すること
により︑年金の受給資
格を得られる可能性が
あります︒
不足している保険料を
納付することにより︑
﹁年金受給資格なし﹂
であった方も﹁年金受
給が可能﹂となります︒
二︑将来受け取る年金額が
増額します︒
例えば︑後納制度を利
用して︑過去の未納保
険料を一か月納付した
とすると︑増額する老
齢基礎年金額は年額で
約一六二〇円です︒

一︑国民年金後納保険料申
込書に必要事項をご記
入の上︑年金事務所に
提出します︒
二︑年金事務所において︑
申込書の審査・承認な

どのように手続きすれば良
いの？

きたえちご インフォメーション

Readers' Voice

スマホ・インターネットでよく見るペー
ジは、主要ニュースです。芸能ニュースも
時々見ます。
（新発田市 60代 女性）

インターネット（スマホ）を百科事典
として利用しており便利で助かっており
ます。特に買い物の情報収集、ラジオ番
組表は楽しみですね。
（新発田市 80代 男性）
農業を始めて４年、まだまだ知らない農
業用語が多いので、ネットでよく調べます。
（新発田市 60代 男性）

インターネットでよく見るのは「ウィ
キペディア」です。分厚い百科事典など
全く必要無くなりましたよ。
（聖籠町 70代 男性）

家庭菜園７年目。今年もいろんな作物
を作りたいです。
（新発田市 60代 女性）
先号で掲載させていただいた「肝膿
瘍」について兎に角「足の速い」病気だ
と聞きました。病状は「肝臓にウミ」が
溜まるのだそうです。妻のいとこの女性
はこの病気で半日もたたないうちに病院
で亡くなりました。体温が38℃にもなる
そうですが「インフルエンザ」でない場
合もあるそうです。「ご用心」を。
（新発田市 70代 男性）
今年の春は、寒暖差が大きく、スイセ
ン・雪の下・桜草・レンギョ・早生のつ
つじ・ボケ・梅・桜も全部一緒に咲いて
います。又、畑の川流れも早くから食べ
られ、食卓も助かっています。いつも楽

雪また雪の冬も終わり、ようやく春本
番となりました。早い朝のうちから農機
具の音が聞こえて来ます。春耕の始まり
です。今年も良い米が出来ます様に願っ
ています。農家もきびしいことが多いの
でガンバッて行こう。
（新発田市 60代 男性）
今号のクロスワードパズルの答えは「タ
ケノコ」でしたね。タケノコが大好きなの
で、嬉しい答えでした。今年もタケノコが
楽しみです。新潟はおいしいものがたくさ
んあって、幸せいっぱいですよね。
（新発田市 30代 女性）
タケノコの時期ですね。我が家の山の
タケノコは田うえ前後に食べています。
（新発田市 50代 女性）
天候や天気の善悪で、せっかく植えた
野菜たちも結局食べられなくなってし
まって、高い野菜を買わざるを得ない。
本当に「どうしたモンじゃろの〜！」た
め息ばかりが出て仕方がない。
（新発田市 40代 女性）
ようやく家庭菜園の時期の到来です。
今年もいろいろな野菜に挑戦です。
（新発田市 60代 女性）
生産県内一のマンガが大好きです。と
てもほのぼのとしてるし、絵も内容もピ
カイチです。
（新発田市 50代 女性）

６月号 のテーマ

「私の自慢の一品はこれ！」

です。

※テーマ以外にも応募お待ちしています。

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？
抽選で５名様に 農協全国商品券 1,000円分をプレゼント

先月号の答え
応募数 40通

1
2
3
4
6
8
10
12
14
16
18

潮の引いた浜で貝を探します
マジシャンが披露するもの
ストー夫人の著書『アンクル・トムの──』
輪のある惑星として知られています
急いで記した文字のこと
野球部の監督が選手に──を飛ばした
動物がよく通る所にできます
魚やイカの呼吸器官
化粧をするときにのぞきます
イースター島の巨大な石像
同伴者のこと

＜応募方法＞
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VOICEへのメッセージ を記入しご応募ください。
読者の声 VOICEへのメッセージ、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

■あて先
日本アニメ・マンガ専門学校
マンガクリエイト科

清水

菜生さんの作品

〈ハガキ〉
〈メール〉

〒957-0011 新発田市島潟字弁天1341-1
ＪＡ北越後本店 広報誌係
info@ja-kitaechigo.or.jp

■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。

フットワークが軽くなる月︒
興味を引か
れることに即チャレンジするなど︑
スピ
ーディーな行動を︒
スポーツも◎

タケノコ

ヨ
コ
の
カ
ギ

てこには──・力点・作用点があります
5月5日は──の日。国民の祝日です
父や母の兄弟です
川の流れの急な所
別名は虞美人草、ポピー
日本庭園だとコイが泳いでいることも
刃物で紙に描きます
生物や化学を学ぶ教科
無地ではない衣服
バイオリンや笛のこと
鳥よけに張ることもあります
唱歌『春の小川』の歌詞に出てくる花
レイシとも呼ばれる果物

意地を張りやすい傾向大︒
人の意見やア
ドバイスには素 直に耳を傾けた方 が好
結果に︒
開運には土いじりが有効

タ
テ
の
カ
ギ

1
3
5
6
7
9
11
13
15
17
19
20
21

知的好奇心を刺激されやすい時期︒
やっ
てみたいことがあれば︑
じっくり情報収
集を︒
ネット関連の事柄も幸運

私のインターネット生活はおよそ20年

私は主人と楽天でおいしそうなものを
見つけて注文します。コミュニケーショ
ン大事です。
（聖籠町 30代 女性）

女性）

面倒見の良さを発揮することで︑
対人面
に好 影 響 が︒
持 ち 前 の 社 交 性 を 生 かし
て︒
気分転換には音楽鑑賞が最適

私はインターネットはやりませんがパ
ソコンのワードとエクセルを若干やって
います。中でも老人クラブの役員会、総
会の資料をワードで打って揃えていま
す。又、下手な自作の短歌を打って印刷
し、作り直したり。さらにこの「読者の
声」に掲載された文を（３年分）パソコ
ンで打って印刷し残しています。
（新発田市 80代 男性）

なんたって計画性が無いので、思い付
いた時に近場の温泉のお楽しみプランや
宿泊状況を良く調べています。
（聖籠町 60代 女性）

60代

積極性が高まる兆し︒
未経験の分野でも
前向きにトライすれば︑
手応えがありそ
う︒
体を動かすことにもつき

「インターネットでよく見るページは
これ!!」手芸が好きなので、ハンドメイド
のグッズを見たり、編み物の動画を見た
りしているだけで楽しいです。
（新発田市 50代 女性）

しく拝読しています。
（新発田市

ゆったり過ごせる期間です︒
好きなこと
に意識を向け︑
のんびり自分の時間を満
喫しましょう︒
散歩もお勧め

読者の声

今月のテーマ
インターネットでよく見るページはこれ！

ほどになります。それまでのワープロか
らパソコンに切り替えてからインター
ネットを使ってサイトの閲覧やメールを
利用するようになりました。最初はCPU
が500MHz程度だったので写真の多いサ
イトは全部出てくるまでとても時間がか
かりました。もちろん光回線ではなく電
話回線だったので動画など見られません
でした。そのころからネットのホームに
しているページは、yahooです。トップ
ページでニュースのヘッドラインや経済
のニュース、天気予報などがおおよそ見
られるのでとても重宝しています。
（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。
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あれこれ考え過ぎてしまいそう︒肩の力
を抜き︑気 楽に構えましょう︒リフレッ
シュには森林浴やハイキングへ

4月号の料理
フキとレンコンのきんぴら
レシピ

たけのこ酢豚

レシピ

１

２

朝ご飯の献立
り
針野菜たっぷ
レシピ ジャージャー麺
ス

トマトジュー

フルーツ入り
ヨーグルト

おいしく食べて
今日もスタート

今月の

朝ご飯

勢いがあるときはいいけれど︑小さなこ
とでつま ず きや すい 暗 示 ︒失 敗 を 引 き
ずらず︑
サッと気持ちを切り替えて

2018.

5月

珍 しく 神 経 質 になり がち ︒や たらと 後
ろ向きな発想をしやすいので︑意識して
プラス方向に捉えるのが賢明
楽しいことに縁あり︒飲み会や旅行など
に 誘 わ れ た ら ︑気 軽 に 参 加 してみ る と
ラッキー︒
芸術鑑賞も良い刺激に

レシピ

針野菜たっぷりジャージャー麺

材 料（ 1 人 分 ）

作り方

ゆで上がった麺に
が
らスープのもと
（分量外）
を
ポイント 少量入れ混ぜておくと、
中華麺 ……………… 1玉 砂糖 ……………小さじ2 （1）フライパンにサラダ油を熱しひき肉
おいしさアップ
を入れ、塩・こしょうをして炒め
トマト …………… 1/4個 しょうゆ …………小さじ1
る。料理酒、てん麺じゃん、豆ち
おろしニンニク ……少々
じゃん、砂糖、しょうゆ、おろし
おろしショウガ …小さじ1
ショウガ、おろしニンニクを入れ、
塩、こしょう ………適宜
さらに炒める。水、がらスープのも
料理酒 …………大さじ1
とを入れ、水溶き片栗粉でとろみを
水 ……………3/4カップ
つけ、仕上げにごま油を入れる。
がらスープのもと…小さじ1
水溶き片栗粉 …大さじ1 （2）別鍋に湯を沸かし、中華麺をゆで、
サラダ油 ………大さじ1
皿に盛り付け、肉みそ、針野菜、ト
ごま油 …………小さじ1
マト、ゆで卵をのせて出来上がり。

お任せください！

道路のクレーム
行政からの指導 見積
無料
不法投棄
陽の光が入らない
お困りの方、ぜひご一報ください。
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▲

コミュニケーション運が活性化︒初対面
の人とも楽しく話が弾みそう︒
人脈を広
げた分︑
チャンスも広がります

伐採・処理

は スッキリ！

たけやぶ の 会
〒959-2305 新発田市戸板沢 196

TEL 080-8703-4070（小池）

ゴチャ
ゴチャ
これ は・・・
に
たけやぶの会
お願いねッ。

︿有料広告﹀

親しい人に対して︑
つい口うるさくなっ
てしまう気配︒見守る姿勢を大切に︒
リ
ラックスするには足湯がベスト

ゆで卵 …………… 1/2個
針野菜
キュウリ …………1本
ミョウガ …………2個
シュンギク ……1/5わ
肉みそ
ひき肉 …………150g
てん麺じゃん…大さじ1と1/2
豆ちじゃん……小さじ1

きたえちご

ギャラリー蕗谷虹児 2018.５
左 『夕月』
「少女クラブ」昭和29年10月号

口絵（原画）

右 『こいのぼり』
「少女クラブ」昭和27年 5月号

管理部総務課

記念 館では現在、
『夕月』の原画をお披 露

講談社（大日本雄弁会）発行の｢少女倶楽部｣には

目中です。先 月号の『安 寿と厨子王 』と同じ

大正12年の創刊号から描き続けてきた虹児が、

｢少女クラブ｣の口絵で、保存状態すこぶる良

新居の画室で心機一転、描き上げたのがこの

好、筆致、彩色ともに瑞々しい虹児55歳の秀

『夕月』でした。開館30周年の記念館も、この

作です。原画には｢秋の七草｣とあり、印刷さ

原画の入手が叶って幸運でした。

れて『夕月 』に 。そして、次 作 の『 お うむと

とはいえ、風薫るＪＡ誌の5月号に、中秋の

少女』を最後に、表紙や口絵の仕事を失いま

名月の絵1点だけではと首を傾げ、十年前に

した。写真や漫画の時 代が到来、やむなく童

ご紹介した絵を再度お目にかけることに。

画の世界に転進を計るわけですが――。

城下町の高台で幼い姉弟が鯉のぼりを揚げ

発行

新潟県新発田市

虹児は複雑な思いを抱えながら、戦時疎開

ている絵で、お河童頭の姉は矢車模様の振袖

した神奈川県山北町から、小田急沿線の丘陵

姿。踏ん張った弟のまるい髪型が微笑を誘い

地に家を建て、十年ぶりに転居したのです｡

ます。虹児もこんな頭で育ったのでしょうか。

企画部経営企画課

編集後記
スギ花粉の猛威も落ち着き、やっ
と過ごしやすい春が来たと感じてい
る担当（M）です。新年度のバタバタ
は相変わらずですが、徐々に仕事も
まとまってきました。
今年度の広報について、広報誌の
ページ数が今号から、デザインが次
号から変更となります。これからの
掲載記事については、読者の皆さん
からいただいたご意見を取り入れて
いければと考えています。また、過
去8年分の家庭菜園等の記事を整理
して、ホームページに掲載することも
予定しておりますので、準備が出来
次第お伝えいたします。
（M）

（蕗谷虹児記念館元館長

蕗谷龍夫）

口絵（印刷）

蕗谷虹児

KOJI FUKIYA
本名一男
新発田町（当時）出身
父は地方紙記者
抒情画家 詩人
明治31（1898）〜
昭和54（1979）年
大正９年、21歳、少女雑誌からデビュー。詩画
集９冊を出版、時 代の寵 児となる。『花嫁 人
形』は25歳の詩。大正14年渡仏、春秋のサロ
ンに連続入選、個展も成功させる。帰国後は
再び挿絵を描き、モダンな画風で一世を風靡
する。名作童話や絵本の分野でも活躍。晩年
は個展に『花嫁 』など出品、画集５冊を出版。
中伊豆で没、
80歳。
昭和62年、
蕗谷虹児記念館。

経営管理委員会だより
■ 平成30年３月30日（金）
１．協 議 事 項
（１）本店基本設計図について
（２）経営管理委員に対する貸出の承認について
（３）平成 30 年度コンプライアンスプログラムの制定に
ついて
（４）平成 30 年度役員報酬額について
（５）平成 30 年度事業計画（取扱高・総合収支）について
（６）本店什器・備品見積結果及び発注について
（７）ＪＡ北越後経営体育成支援事業にかかる要領の制定
について
（８）株式会社あぐりサポート北越後の役員変更について
（９）子会社の平成 30 年度事業計画（売上高・総合収支）
について
２．報 告 事 項
（１）不良債権処理方針について
（２）農協法第 35 条の２第４項による報告について
（３）農林年金制度完了に向けた所要財源の確保における
第 2 次組織協議について

（４）内部統制チェックリスト実施報告について
（５）諸規程等の一部改正について
（６）平成 29 年度重要な決算方針について
（７）平成 29 年度決算見込みについて
（８）２月末事業実績について
（９）平成 30 年度監事監査基本計画について
（10）下期随時監事監査結果について
（11）下期内部監査の結果について
（12）下期随時監査役監査の結果について
（13）常例検査（事後確認検査）の結果について
（14）平成 30 年度余裕金運用方針について
（15）平成 28 年産うるち米･酒造好適米･もち米の本
精算について
（16）子会社の２月末事業実績について
（17）子会社の決算見込みについて（あぐり 12 月末
基準）
（18）集落座談会の意見・要望等について
（19）その他

