心をむすぶふれあい情報誌

ＪＡくろべ
2017

７
No.518

もくじ
P２～３

農作業メモ

Ｐ10～11

P５

情報発信特急
～おおやまホルモン本店〜

Ｐ12～13

Ｐ8～9

MONTHLY TOPICS

～第２回JAくろべ年金友の会
パークゴルフ大会～
～リウボウ黒部米フェア2017～
～
【表紙】下立「愛本姫社まつり」～

女性部のひろば

みんなの広場

～【今月の黒部っ子】前沢保育所
村椿保育所～
Ｐ14
裏表紙
【ご案内】

JAからのお知らせ information

〜理事会だより〜

お盆のJA業務のご案内
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猛暑での稲体の活力維持、品質向上、カドミウム吸収抑制
などのため、出穂後20日間は湛水管理を徹底して下さい。
穂肥と基本防除は適切な時期に確実に実施しましょう。
斑点米の原因となるカメムシ多発。注意報発令!!
今年の夏は猛暑が予想されており、適切な水管理と肥培管理を行いましょう！
また、畦畔及び雑草地でのカメムシの発生が平年よりかなり高く、県より６月22日にカメムシ注意
報が発令されました。今後は適切な畦畔等の雑草管理と基本防除を徹底しましょう。

＜コシヒカリ穂肥＞

幼穂長、葉色、草丈など、生育状況を必ず確認し施用
しましょう。（圃場毎に生育差あり）
★分 施体系の場合（田植え時に「BB206」を使用され
た方）
散布時期＝幼穂長が1.5㌢になった時

幼穂長
1.5㌢

草丈
82㌢
以下

葉色
3.8

＜水管理＞

★出穂までの水管理
幼穂形成期～出穂期は飽水管理（足跡に水が残
る程度）を行い、水田が乾きすぎないようにしま
しょう。地表面が白く乾くのはダメ！
地表面が白く乾いている

肥料名及び施肥量
LP追肥38号
15㌔/10㌃

足跡に水が残

（施用日の詳細は農作業特報、各地区青田廻り等で確認
下さい）
※穂肥施用時に草丈が長い（82㌢超）場合や葉色が
濃い（3.8超）場合は３日程度遅らせたり、減肥しま
しょう。
★基肥一発体系の場合（基肥に「LPSSコシヒカリ３号」
を使用された方）
基肥で一発肥料を使用した場合、基本的に穂肥は必要
ありませんが、出穂の７～10日前頃に色が淡い場合（葉
色４以下）は「追肥化成３号」を10㌃当たり５～７㌔
追加しましょう。ただし、追肥する場合は出穂３日前ま
でとします。

幼穂形成期を過ぎて天水管理を続け
過乾燥となった圃場
地表面が白く乾いている

飽水管理

足跡に水が残っている

草

★出穂後は水管理が重要
カドミウム吸収抑制また登熟期間の稲体活力維持と白未熟粒の発生防止のために、必ず出穂から20日間
は田面が常に出ないよう、湛水管理を徹底して下さい。
湛水程度…水深３㌢程度に湛水し、田面が露出する前に入水

＜基本防除＞
必ず基本防除を適期に実施し、カメムシによる斑点米等の病害虫被害を防ぎましょう。
コシヒカリは２回散布、てんたかくは３回散布が基本となります。散布時期の間隔は７日間とします（10日以
上散布間隔をあけない）
。カメムシが多発しており、防除の際は畦畔にも薬剤がかかるようにしましょう。
病害虫の発生状況によってスケジュールが変更になる場合もありますので、防除日の目安は今後配布され
る農作業特報を確認して下さい。
牡羊座 ３／ 21 ～４／ 19 ８月の運勢
【全体運】レジャー運が活性化。親しい仲間たちとにぎやかに過ごすと英気を養えそう。人気スポットに足を運ぶのも刺激大
【健康運】快活モード。スポーツを始めるのも正解
【幸運の食べ物】アシタバ
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★粉剤または液剤防除の場合
使用時期
１回目
出穂期

２回目
穂揃期

使用農薬名

10㌃当たりの散布量

粉剤の場合 ビームモンカットスタークルF粉剤5DL

４㌔

液剤の場合

ビームエイトスタークルゾル剤
＋モンカットフロアブル

1,000倍液を150㍑

粉剤の場合 キラップ粉剤DL

４㌔

液剤の場合 キラップフロアブル

＜畦畔等草刈＞

ナギナタガヤやメヒシバなどの
イネ科雑草の穂はカメムシのエサ
となります。雑草の穂が出ないよ
うに草刈管理をしましょう。本田
内のノビエやホタルイはカメムシ
の被害を助長しますので除草に努
めましょう。

1,000倍液を150㍑

粉剤の場合 トレボン粉剤DL
３回目
傾穂期
液剤の場合 エルサン乳剤
（早生）

４㌔
1,000倍液を150㍑

てんたかくはカメムシ被害が多いので３回の防除を必ず実施する
※使用基準を遵守下さい

アカヒゲホソミドリ
カスミカメ

アカスジカスミカメ

★中生粒剤防除の場合
（住宅地隣接田など、粉剤や液剤を使用しにくい場合）
使用時期

使用農薬名

10㌃当たりの散布量

穂ばらみ期
（出穂７～ 10日前）イモチエースキラップ粒剤

３㌔

散布は水深３～５㌢の湛水状態で散布し、散布後５日間は湛水状態を保つ。
また７日間は落水しない。
地表面が白く乾いている
足跡に水が残っている

ナギナタガヤ

草丈は短いが穂が出ている×

白未熟粒及び胴割米の発生要因と対応策
白未熟粒

区分

発生要因
生育中期以降の対応策

3

メヒシバ

気象要因

乳白粒

心白粒

登熟中期の高温
登熟中期の寡照

登熟初期の高温

栽培要因

過剰籾数、倒伏

基白粒

背白粒

胴割米

登熟初中期の高温

成熟期の高温多照
登熟初期の高温

栄養凋落

刈り遅れ、栄養凋落

中干し後〜
幼形期

・生 育量に応じた田干しまたは間
・間断かん水
断かん水（幼形期の適正生育量
（葉色の急激な低下防止）
への誘導）

・間断かん水
（地耐力確保）

幼形期〜
出穂期

・幼穂形成期以降の飽水管理
・幼穂形成期以降の飽水管理
・葉色に応じた追加穂肥
（登熟向上に向けた根の活力維持）
（稲体の活力維持）

・同左

・出穂後20日間の湛水管理
（登熟向上）

・同左

出穂後
20日間
出穂後
20日目以降
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・出穂後20日間の湛水管理
（稲体の活力維持）

・間断かん水
・適期刈取り

牡牛座 ４／ 20 ～５／ 20 ８月の運勢
【全体運】注意力が散漫気味。慣れている作業でも油断は禁物です。リラックスするには趣味や好きなことに励むとグッド
【健康運】ストレスをため込みがち。適度に休息を
【幸運の食べ物】アユ

平成29年産民間流通麦の概算金について
（単位：円／50kg、消費税込）

銘

柄

等

ファイバースノウ

級

荷

姿

単

価

１等

ばら、紙袋

1,400

２等

ばら、紙袋

1,100

※等級間格差は１－２等▲300円とする。

平成29年産民間流通麦に係る流通経費の項目別上限見通し
平成29年産麦出荷契約書の約定事項で、流通経費の項目別単価上限見通しについて明らかにする
こととしており、下表のとおりとなります。
なお、需給環境の急激な変化等により、見通した上限単価を超えた場合は、その理由等の説明を
行うこととします。
（単位：円／50kg、消費税込）
流通経費項目名

29年産見通し

流通・保管等に係る経費

備

607

事故処理経費

考

保管料、運賃 他

10

手数料

279

監査委員会経費

1

その他

102
合

計

フレコン使用料 他

999

※ばら、紙袋は同額とする。

キュウリも水不足でストレス!?

五十里ふれあい農園の野菜畑で６月20日、実
から不思議な葉１枚が伸びたキュウリ「夏すず
み」を収穫しました。

黒部米茶

販売中！

黒部米茶（くろべまいちゃ）
Ｑ．キュウリの実から葉が出てきましたが、
これは病気ですか？

１本350ml………………………… 120円（税込）
お買い得!!

１ケース（350ml×24本）… ……2,400円（税込）

Ａ．キュウリの実から、たまに葉が
出ることがありますが、病気ではあ
りません。「葉つき果」という突然
変異です。温度や栄養過剰、水不
足が原因で出ることがあり、食べて
も問題はありません。

黒部米の地産地消と６次産業化の推進を目
的に約１年前から商品化に取り組み、玄米を
焙煎したオリジナルのお茶を考案。
夏の集まりに黒部米茶はいかがですか？
すっきりとした味わいで、どんなお食事に
も合うお茶です！

☆農作物のおもしろ写真募集中!!
営農部長

木下

お問い合わせ

双子座 ５／21～６／21 ８月の運勢
【全体運】コミュニケーション運に恵まれ、誰とでも簡単に会話が弾むはず。興味のある習い事に挑戦するのもお勧め
【健康運】小まめに動くことで、体調に良い影響が
【幸運の食べ物】梨

アグリプラザ東

☎65-9100
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このコーナーでは、
“黒部米”の主要消費地である東海地方の名古屋市に本社を置く米穀卸「㈱名古屋食糧」より消費地の
リアルタイムな情報を定期的に発信していきます！
くろべ

情報発信特急

なごや

今月は

名

名古屋

Nagoya

くろべ

くろべ

Kurobe

なごや

おおやまホルモン本店

企画編集／

第４回は、黒部米を提供しているおおやまホルモン本店の店長に黒部米につい
てインタビューしました。
Q１．黒部米の取扱いについて

⇒名古屋食糧さんとは古くからの付き合いで、黒部米も昔から使っています。10年以上に
なるかな。味がしっかりしていて、食味の評判が良かったことが取扱いのきっかけです。

Ｑ２．黒部米を取り扱う中で思うこと

⇒お 米に関する評判はよく、お客様から「おいしい」と言っ
て頂けます。冷めてもおいしいことや、しっかりした味の
ためお肉にもマッチしていると思います。

Ｑ３．黒部という産地に対してこれから期待していること

⇒私どもの店では、一品一品こだわりを持ち、素材に対して
は安全性や品質などを常に考えて提供しています。そのた
め、お米に関してはまずは品質の維持、そして向上をお願いしたいです。
また、産地としての情報発信に力を入れて欲しいです。黒部米を使用することが「こだわ
り」につながると考えています。産地側からの情報発信があれば、お互いをさらに盛り上
げることができるのではないかと思います。黒部という産地をPRできるような商品があれ
ば、なお良いですね。

おおやまホルモン本店
店

小林

長

錦 様

〒491-0858 愛知県一宮市栄1丁目7番2号
☎0586-24-1087
JR東海道本線 尾張一宮駅、名鉄名古屋本線
名鉄一宮駅から徒歩５分
営業時間：17：00～23：00
（オーダーストップ 22：30）
定休日：火曜日（祝日の場合は営業）
他、愛知県を中心に全11店舗を展開

JAくろべ職員のおすすめ品!!

杏仁豆腐の素

で
アグリプラザ東
！
す
購入できま

貯金課では、金融業務に
関する事務指導や各種キャ
ンペーンの企画管理、支店
をサポートする業務をして
います。
融資課では、貸出の審査
のほか、マンション管理に
関する業務をしています。

すまいる 掲示板

75g×３袋‥‥636円（税込）

杏仁豆腐の素を熱湯に溶かすだ
け。簡単にさっぱりとして冷たい
杏仁豆腐ができます。お好みで
フルーツを添えてお召し上がりく
ださい！
東部支店 金融渉外係
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【後列左から】融資課 髙野係長・大田・米沢・
貯金課 新村・川西係長・当田係長
【前列左から】朝倉融資課長・杉本金融部長・
橋爪貯金課長代理

蟹座 ６／22～７／22 ８月の運勢
【全体運】ゆったりできる月。やるべきことを済ませたら、のんびり自分の時間を満喫しましょう。グルメを楽しむのも◎
【健康運】運動不足で体重増の暗示。体操に注目を
【幸運の食べ物】昆布

熱中症対策について
～農作業時の熱中症に注意！～

70～80代で全体の
78%が発生

農作業中の熱中症による死亡事故は、毎年20件前
後で推移し、７、８月に70～80代の方が屋外作業を
〔人〕

行うときに集中して発生しています。
また、気象庁の発表によると、今夏は全国的に平均
気温が高いとされており、暑熱環境下での農作業は特
に注意が必要です。

図

農作業中の熱中症による死亡事故件数、年齢別

農業従事者の中には熱中症の具体的な症状がわから

田及び普通畑で
全体の70%が発生

ず、知らず知らずに熱中症にかかっている方が多くい
〔人〕

ます。こまめな水分補給や休憩を周囲の方が協力して
声かけを行う等、重点的な対策が必要です。

◎熱中症の予防法

図

農作業中の熱中症による死亡事故件数、場所別

（１）天気予報と体調をチェック
・急に暑くなる日は要注意です。
・農作業の前に暑さ指数をチェックしましょう！
→ 暑さ指数 検索 またはサイトはこちら
・体調不良時は、無理をしないように。

熱中症になってしまったら
（２）こまめな水分補給と休憩
・喉が渇く前に、こまめに水分をとりましょう。
・こまめに涼しい場所で休憩しましょう。

①涼しい場所に避難させる
②衣服を脱がせ、身体を冷やす
③水分を補給する

（３）涼しい服装・安全な作業
・帽子で日差しを遮り、熱を逃がしやすい服装で。
・作業はできる限り２人以上で。
・暑いハウスの中は風通しよく。

④自 力で水を飲めない、意識が
ない場合は、
直ちに救助
隊を要請し
ましょう

獅子座 ７／ 23 ～８／ 22 ８月の運勢
【全体運】積極性が高まる時期です。やってみたいことには、どんどんトライして。意欲的に取り組めば、うまくいきそう
【健康運】疲労をため込まないよう、休息は適度に
【幸運の食べ物】ミョウガ
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JAくろべ年金友の会・虹の会では、
初夏の過ごしやすい季節に14支部が総会を実施しています

会員募集中!!

お問い合わせは各支店窓口まで

☆ユーミーマンション入居者募集中☆
【仲介・管理】黒部市農業協同組合
富山県知事（７）第1811号

不動産管理係

☎54－2177

公益社団法人富山県宅地建物取引業協会会員

公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会会員

☆ 断 熱 性・ 遮 音 性 に す ぐ れ た 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造 り ☆
黒部市堀切81-1

２DK

黒部市田家新750-1

２LDK

スカイコートパレス

45.88㎡

ヴィラ・ファミーユ

62.27㎡

家賃：55,000円（303号・即日可）
●共益費／3,500円
●駐車料１台目／3,500円
●敷金／２カ月

２台目／3,000円

礼金／なし

●完成／平成17年12月 総戸数／９戸
●交通／電鉄石田駅

徒歩９分

●備考／火災保険加入必要
●町内会費なし
☆オール電化仕様
☆二重サッシで防音対策
☆融雪付駐車場

7
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家賃：64,000円（301号・８月中旬）※フリーレント相談
応じます。
●共益費／3,500円
●駐車料１台目／3,500円 ２台目／3,000円
●敷金／２カ月 礼金／なし
●完成／平成13年12月 ３階建 総戸数／６戸
●交通／地鉄バス「田家新」停 徒歩２分
●その他費用
保健衛生組合費：年間1,000円
町内会費：年間1,900円
●備考／ケーブルテレビ、
火災保険加入必要
☆ペアガラスで防音対策
☆コンビニ・コインランドリー
近くで便利
☆融雪付駐車場

乙女座 ８／ 23 ～９／ 22 ８月の運勢
【全体運】小さな喜びが重なるものの、１人で物事を進めるのには不向き。単独行動は避け、周囲との協調を大切にして
【健康運】不規則な生活を改善するとパワー回復へ
【幸運の食べ物】イワシ

M ONTHLY T OPICS
笑顔で健闘を讃え合う
第２回JAくろべ年金友の会パークゴルフ大会
年金受給者の健康づくりと親睦を目的として、JAくろべ年
金友の会パークゴルフ大会が７月４日、グリーンパークおおし
まで開催されました。
川﨑常務が「活気あふれるプレーを期待します」と挨拶し、
会員62名が27ホールを回りました。今回の大会では、３名の
方がホールインワンを成功され、女性の部では優勝決定戦のプ
レーオフが行われるなど熱戦が繰り広げられました。普段接点
のない会員同士もスポーツを通じて親睦を深めました。

（後列）左から
（前列）左から

西本さん
島さん

宮崎さん
浜田さん

今回優勝された宮崎さんの
気迫あふれるプレー

来年もパークゴルフ大会の開催を予定しておりますので、広
報誌と各支店窓口の開催案内をご確認ください。多くの方のご
参加をお待ちしております。
成績は次の通りです。
【男性の部】

【女性の部】

優勝

宮崎

秀雄さん（石田） 優勝

次勝

西本

勇さん（前沢） 次勝

参勝

吉澤

伸次さん（大布施）参勝

浜田恵美子さん（石田）
島

久子さん（村椿）

岩田

幸子さん（浦山）

黒部米を全国へ
リウボウ黒部米フェア2017

吉澤さん
岩田さん

全量１等に格付け
平成29年産大麦

初検査

六条大麦「ファイバースノウ」の初検査が６月５日、
大布施倉庫で行われました。JAの農産物検査員が大
麦の形質や重量、水分などを検査し、約72㌧は全量
１等に格付けされました。
県新川農林振興センター農業普及課の土肥魚津・黒
部班長より生育状況について説明があり、昨年並みの
黒部米のファンづくりをめざす

当組合は６月24日、リウボウ黒部米フェア2017を
沖縄県那覇市にあるスーパーマーケットのリウボウで
行いました。
沖縄県の消費者の方に「黒部」を身近に感じてもら
い黒部米を知っていただこうと、農協職員が直接店頭

収穫量と品質が見込まれました。
今年産の大麦は管内全体で約95㌶が作付されてお
り約270㌧の収穫をめざします。収穫された六条大麦
は主に「押麦」や「麦とろ麺」に、二条大麦は「宇奈
月地ビール」や「黒部名水モルト麦茶」用に出荷され
ます。

へ出向いて試食販売や産地紹介、富山の特産品抽選会
をしました。この取り組みは今年で２回目。昨年も購
入された方や、試食をし
て購入を決められる方な
ど、多くのお客様より品
質や味について好評をい
ただき、５㌔174袋を販
売しました。

サンプルを検査するJAの農産物検査員

天秤座 ９／ 23 ～ 10 ／ 23 ８月の運勢
【全体運】知的好奇心が旺盛になるので、気になる講座や講演会などには気軽に参加してみて。飲み会や旅行にもつきあり
【健康運】マッサージを。心身の凝りをほぐせます
【幸運の食べ物】ブドウ
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語り継ぐ伝説再現“大蛇に嫁入り” 今月

の

下立「愛本姫社まつり」 表紙

愛本姫社まつりが６月21日、下立地区で行われ、
花嫁衣装のお光と、若侍姿の大蛇の仮装行列が地区内
を練り歩きました。
水の守り神とされる大蛇に感謝するとともに、伝統
を継承し地域の活性化を図ろうと、毎年この日に婚礼
行事が再現され、今年で30回目となります。
花嫁お光役には高校１年生の草野敬愛さん、大蛇の
大蛇に嫁入りしたお光の伝説を再現した仮装行列

化身である若侍役は下立青年団の岡崎翔平さんが務め
ました。

感謝の想いを込めて

大蛇やのぼりを掲げた行列が愛本橋下にある黒部川

夏の総合フェア

神社鳥居前を出発。途中からは、花嫁が加わり、姫社
にて三三九度の杯を交わす婚礼の儀を行いました。沿
道には伝統の行列を一目見ようと、多くの見物客が訪
れました。
また、宇奈月小学校の
児童による「愛本ちまき
踊り」も披露され、まつ
りに華を添えました。

生育順調！出荷開始!!
「ねぎたん♩
♩」圃場巡回

メーカー担当者から説明を聞く

当組合では６月23・24日の両日、本店構内で夏
の総合フェアを開催しました。

黒部秋冬ねぎ生産組合は６月21日、
「ねぎたん♩♩」の
圃場巡回をしました。管内の生産者や営農指導員など

会場には農機具や自動車・電化製品などを展示
し、商談される方や即売品を求める方など多くの来
場者で賑わいました。また、職員が出店した焼きそ

25名が参加、生育状況確認や今後の技術管理につい
て研修を行いました。
「ねぎたん♩
♩」は富山県が開発した短葉性ねぎで、食

ばや厚切りハムカツなどの屋台も好評でした。

感はやわらかく、辛みの少ない美味しいねぎです。今

皆さまのご来場ありがとうございました。

年度、管内では13戸の生産者が３月下旬より定植し、
７月上旬より東京市場や東京及び県内の生協などへ出

７月下旬～８月中旬

７月

荷されています。買い物袋に収まる40㌢サイズが基本
ですが、数年前より30㌢サイズや２本入りの小袋も出
荷しています。ぜひご賞味ください。
新規生産者、募集中です！

21日（金） 東部支店納涼夜店
25・26日（火・水）日帰り人間ドック（東布施地区）
27・28日（木・金）日帰り人間ドック（若栗地区）
28日（金） 定例理事会

８月
３日（木） 日帰り人間ドック（前沢・三日市地区）
４日（金） 日帰り人間ドック（宇奈月地区）
４日（金） 税務・法律相談日
（午後２時～／本店）
15日（火） ファミリー活動（～22日）

圃場にて生育状況を調べる参加者

ピンクの結束テープが目印です。

広報誌みずほの写真はホームページでも見ることができます！
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蠍座 10 ／ 24 ～ 11 ／ 22 ８月の運勢
【全体運】何かとプレッシャーを感じがち。他人と比較せず「人は人、自分は自分」と割り切って。花を飾るとラッキー
【健康運】食事の栄養バランスに気を配れば、上昇
【幸運の食べ物】モロヘイヤ

綺麗なオリジナルの薔薇が完成
～第１回JAくろべ女性大学～

綺麗な薔薇が完成しました

第１回JAくろべ女性大学では６月
女性部の
14日、「薔薇と紫陽花のアレンジ」を
ひろば
行い、学級生19名が参加しました。
今回は、「花の工房 天使の贈り物」
の中山章子さんを講師に招き、ソフトクレイという特
殊な粘土を使ったクレイクラフト作りに挑戦しまし
た。ピンクと黄色の２種類から好きな色を１つ選び、
粘土を丸めて手で押し潰しながら花びらを作り、本物
の薔薇のように花びらを重ね合わせて花を作りまし
た。最後に紫陽花のドライフラワーなどで飾り付けを
して、きれいな作品が完成しました。
学級生は「最初は難しそうで自分で作れるか不安
だったけれど、可愛く作れて良かった」と喜んでいま
した。

手軽に作れるエスニック風料理
２種類のアレンジ作品

～JAくろべ
クッキング教室開講～

楽しく元気に毎日を過ごそう!!
～JAくろべふれあい組織ひまわり会～

JAくろべふれあい組織ひまわり会の石田地区は
６ 月12日、 ミ ニ デ イ サ ー ビ ス「 茶 話 会 」 を 石 田
「蔵」で行いました。
石田地区では、いつまでも元気でいるための体の
動かし方やケアの仕方、五倍酢を使った減塩梅干し
の作り方などを学びました。参加者は「改めて体を
動かすことの大切さを学べた」と話していました。
茶話会の終わりには押し寿司やあんみつを食べ楽
しい時間を過ごしました。

真剣に話を聞く参加者

協力しながら実習する受講生

平成29年度JAくろべクッキング教室が６月５日
から９日にかけて、生地・村椿・浦山・若栗の４会
場で開かれました。
第１回は「エスニック風料理」をテーマにドライ
カレー、もやしとピーマンのナムル風、もやしと
キャベツ・春雨のスープ、モモのババロアの４品を
実習しました。旬の夏野菜とスパイスを使った食欲
が出る料理となっています。
受講生は「ドライカレーはこれからたくさん採れ
るトマトも使えて、簡単で作りやすい。辛味を抑え
れば孫も食べてくれそう」と話していました。クッ
キング教室は年間５回コースで開催する予定です。

射手座 11 ／ 23 ～ 12 ／ 21 ８月の運勢
【全体運】思い切って攻めの姿勢で動くのがベスト。行動範囲を広げれば、それだけチャンスアップへ。海外絡みも幸運
【健康運】スポーツに励む好機。熱心に取り組んで
【幸運の食べ物】イチジク
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ぜんまいとしめじの油炒め
■作り方

■材料（４人分）

❶干しぜんまい、しめじを茹で、
水けを切っておく。
❷フライパンに①を入れ、砂糖、
しょうゆ、酒、エーコープかつお
だしを入れてサラダ油で炒める。
❸最後にごま油で風味をつけ、皿
に盛って出来上がり。

今回は干しぜんまいを使い
ました。戻し方は、鍋に水と
干しぜんまいを入れ、沸騰し
たら火を止め、冷えるまで休
ませて下さい。

干しぜんまい……………… 40g
※だしは昆布やにぼし等お好みの
しめじ………………… ２パック
ものを使っていただいてもおいし
砂糖…………………………適量
く作れます。
しょうゆ……………………適量
酒……………………………適量
エーコープかつおだし… …適量 ☆今回使用したエーコープかつおだしは
しております☆
サラダ油……………………適量
アグリプラザ東で販売
ごま油………………………適量

『家の光』
８月号の
読みどころ

東布施

山本 節子さん

『ちゃぐりん』
８月号の
読みどころ

≪特集≫
伝えよう
あの戦争と女たちの物語

田んぼとお米
八十八のへぇ～ブック
～「田んぼの生き物調査・おもしろ！シールブック」付き～

戦争体験者の話を直接聞く機会が少なくなっ
ています。男性が戦地に赴き、銃後の守りをす
ることになった女性の過酷な体験を振り返りなが
ら、平和の尊さについて考え、戦争体験を語り継
ぐことのたいせつさを伝えます。

田んぼや「お米」の重要性、みんなの体
の成長に欠かすことができない「ごはん」
の大切さに気づいてもらう付録だよ。「米」
という漢字を分解した「八十八」の文字に
ちなんで八十八個の「へぇ～」とおどろく
情報を紹介するよ！さらに、もう一つ付録
が付くよ！シールをめくると、楽しいしか
けがいっぱいのシールブックだよ。四季を
通じて変化する田んぼの様子や、そこに暮
らす生き物について遊びながら、自然と知
識が身に付くんだ！

すり鉢ひとつで、お手軽おかず
・

・

どこの家庭にもあるすり鉢は、するだけではな
あ
く、つぶす、たたく、おろす、和えることもでき
て、そのまま器にもなる優れた調理道具です。す
り鉢だけで手軽にできる、簡単おかずが満載で
す。

８月号

定価617円（税込）
●

８月号

定価565円（税込）

お申し込み・問い合わせ ●

南部営農支援センター 54-5450 北部営農支援センター 54-0040 東部営農支援センター 65-7220
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山羊座 12 ／ 22 ～１／ 19 ８月の運勢
【全体運】あれこれマイナス思考になりやすいかも。親切にされたら邪推せず素直にお礼を言うのを忘れずに。笑顔が必須
【健康運】冷房のかけ過ぎに注意。自然風を感じて
【幸運の食べ物】スズキ

今月

み ん な の
部
黒
の

広 場

っ子

前沢保育所（らいおん組）
元気いっぱい 前沢っ子

日々、いろいろなことにチャレンジして
楽しんでいる子ども達。最近では鍵盤ハー
モニカなど、楽器の音をならして楽しんで
います。園庭では、砂や泥遊びが大人気！
お友達と一緒に「今日、何作る？」とイメー
ジをふくらませています。

村椿保育所（らいおん組）
体を動かすの楽しいな♪
保育参観でお母さんと一緒に絵の
具でＴシャツを作りました。体を動
かすのが大好きで、園庭のフラワー
ロードを友達と一緒にサイクリング
して楽しんでいます。

輝け！スポーツキッズ☆
キャプテンインタビュー
チームの良いところは、声が大きく礼
儀正しいところです。素振りなどの基本
を中心に練習しています。キャプテンと
して練習にしっかり取り組み、試合では
大きな声を出して挑んでいます。新川地
区団体戦優勝をめざして頑張ります！

「努力をして精一杯頑張る!!」
一 度見学に
きて下さい
お

だ

そう ま

織田 颯真くん
（６年）

黒部少年剣道教室

入団者
募集!!

〈練習日程〉
＊曜日＊毎週火・木・土・日曜日
＊場所＊黒部市錬成館（黒部警察署の山側）
＊メンバー＊22名（市内の小学校１～６年生）

広報誌みずほの写真はホームページでも見ることができます！

水瓶座 １／ 20 ～２／ 18 ８月の運勢
【全体運】心理的に不安定になる暗示。大きな決定は避けた方が無難です。ゆったり構え、美しい物事に触れてみましょう
【健康運】呼吸法を試してみて。調子が上向きそう
【幸運の食べ物】ニンニク
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わが家の
愛 アイドル

元気いっぱいJ
たから だ

宝田

ゆ

な

優那ちゃん（長女
お母さん

４歳）

恵梨子さん

お喋りが大好き、喜怒哀楽が激しい優
那ちゃん。これからもその笑顔と元気
で、お母さんを楽しませてください。保
育園のマーチング頑張ってね！

（石田地区
犬山 ）

「私の人生の
パートナー」

影の線にかける力具合を調
整したり、ヘッドホン、イヤ
ホン以外にも背景の黒と白の
グラデーションがキレイに見
えるように工夫したりしまし
た。
ドライポイントの技法を上手に活か
した作品です。特に、対象物の細かい
部分や光と影の表現が素晴らしいで
す。
（先生より）

農業
図鑑

こやなぎ

ゆ め

小柳 結萌さん
（６年）

「高品質な種もみと
米作りを」

ボールや板目をよく観察して作品
づくりをしていました。線の太さか
た なか
と あ
ら、バレーボールを大切に思う気持 田中 冬愛さん
ちが伝わってきます。 （先生より）
（６年）

宇奈月小学校

「思いをこめて」
私は大切な仲間と思いをつなぐ
バレーボールが大好きです。体育
館の床の感じが出るように、板目
を丁寧にほりました。

栗寺集落営農組合
代表理事組合長：畑山

和行

設
立：2014年
所 在 地：黒部市栗寺
組合員数：14名
面
積：1,481.5ａ（2017年作付）
作付状況：水稲（コシヒカリ、てんたかく）

当組合では、種もみの栽培が主となり、高品質
で優良な種もみを前沢から全国へと送り出すため
に、防除や異茎株の抜き取りなど、厳格な管理を
しています。また、当地区は山間部に位置し、有害
鳥獣被害に悩まされるとともに土居が広く急なた
め、大変な除草作業に追われる毎日ですが、集落
一丸となり環境保全、景観の維持に努めています。
今後は、集落内でも高齢化が進むなか、法人化
も視野に入れ、持続可能な組織づくりを行い、こ
の栗寺の土地を守っていきたいです。
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魚座 ２／１9 ～３／ 20 ８月の運勢
【全体運】うわさ話に振り回されやすいよう。実体がなければ関わらないように。気晴らしには読書が有効で、うれしい発見が
【健康運】リラックスが大事。のんびりしましょう
【幸運の食べ物】車エビ

月 日（金）

◆報告事項

事業／金融機関の登録変
更の届出および業務報
告）であったことを報告
しました。
六、ひかり電話回線の導入
工事について
既存の電話回線をひか
り 回 線 に 切 り 替 え、 支
店、部署間の内線通話が
可能となる工事について
報告しました。
七、本店一階空調機器取替
工事について
平成 年度より本店・
南部支店館内の空調機器
を継続工事により、今回
最終工事として行うこと
を報告しました。
八、資金運用に関する報告
について
５ 月 末 の 資 金（ 貸 出
金・預金など）の運用状
況について報告しまし
た。
九、平成二十九年産米出荷
契約金の支払いについて
次の通り報告しまし
た。
［契約数量］
１０１，３５５・０俵＝出
荷契約米・加工用米・備
蓄米合計
［出荷契約金］４８１，１
４７千円＝出荷契約米は
６，０ ０ ０ 円 ／ 俵、 加 工
用・ 備 蓄 米 は ３，０ ０ ０
円／俵

［支払月日］６月 日
十、平成二十九年産麦検査
結果報告について
二十九年産麦「ファイ
バースノウ」１５５ｔを
検査した結果、全量一等
であったことを報告しま
した。（６月８日現在）
十一、平成二十八年産米販
売数量報告について
［５月末販売数量累計］
７４，１４２・５俵

［計画対比６６ ９･％］

23

十二、労使交渉の結果につ
いて
職員の賃金改定につい
て合意したことを報告し
ました。
十三、平成二十八年産大麦
の異物混入について
当該年産六条大麦に金
属片の混入が全農より指
摘され、その経緯および
改善処置について報告を
しました。
十四、精米施設の建設につ
いて
今年度計画している精
米施設建設の概要およ
び、施設整備補助事業名
に つ い て 報 告 し ま し た。
なお、今後、施設建設に
あたり施設組織整備検討
委員会で協議し、次回定
例理事会で提案すること
にしています。

№518 14

2017ー７

理事会だより

画対比

一、組合員の加入及び脱退
二、五月度事業実施状況
次 の 通 り 報 告 し ま し た。
単 位 ＝ 千 円、［ ］ 内 は 計
▽ 事 業 総 利 益 ７ ７ ６，
３８２ ［９９ ４･％］
▽ 事 業 利 益 ３ ９ ３，
７９８ ［１０５ ３･％］
三、ＪＡバンク体制整備モ
ニタリング報告書の提出
について
内部管理態勢にかかる
指導要綱並びにＪＡバン
ク基本方針に基づき、体
制整備モニタリングを実
施した結果、定められた
項目について未整備事
項はなかったこと（報告
書を提出すること）を報
告しました。
四、独占禁止法の点検結果
について
当組合が事務局を担う
生産部会 部会および全
部署を対象として独
占禁止法遵守に向けた
チェックリストによる点
検を行い、不備事項なし
の結果について報告しま
した。
五、自主検査報告について
第１四半期の自主検査
において、不備が認めら
れた項目は１項目（信用
11

６

23

長が農協中央会理事などの
役員に就任すること（内定）
を承認しました。
第４号議案 不祥事対応規
程の一部改正について
農業協同組合法施行規則
の改正に伴い、不祥事件の
届出基準が見直しされたた
め、標記規程の一部を改正
しました。
第５号議案 コンプライア
ンス・マニュアルの一部改
正について
農協法や個人情報保護法
などの改正に伴い、所要の改
正を行うため、標記のマニュ
アルを一部改正しました。
第６号議案 労組要求につ
いて
一時金の支給と秋作業の
就労体制等に関する労組要
求について、回答書の内容
を承認し、今後の対応につ
いては組合長に一任するこ
とを決定しました。
第７号議案 三日市支店新
築工事設計業務委託契約の
締結について
標記の工事設計業務委託
契約を次の委託業者と締結
することを承認しました。
（委託業者）
山口建築設計事務所
23

23

◆付議事項
第１号議案 平成二十九年
度第１四半期監事監査改善
指示書について
４月 日を監査基準と
し、５月 日から 日まで
の間に実施された第１四半
期監事監査改善指示書の内
容について報告され、承認
しました。
なお、本監査における改
善を要する事項はありませ
んでした。
第２号議案 定款の一部修
正について
昨年の通常総代会におい
て定款第８条の専属利用契
約にかかる規定の削除につ
いて決議され、定款の原本
を 変 更 す る 際 に、 第 ８ 条
（削除）のすべてを削除し
ましたが、削除したことを
明確にするため、定款の一
部を修正することを承認し
ました。
第３号議案 関係機関の役
員就任について
各連合会などの関係機関
の役員および委員の任期満
了に伴い、６月 日に開催
されます通常総代会の承認
をもちまして当組合の組合
30

30

30

16

26

みずほ文芸

短歌

葊瀨

節子

春美

選

女川

吉政

上田 洋一

山口

佳子

敏子

髙野

西島

久美

中村よしゑ

神子

選

若林由紀子

石田阿畏子

ＪＡくろべ総務課

七月末

清すがとうぐいすの声透りきて
背戸にひびけるソロコンサート
なぐさめかいいえはげまし八十路とて
白寿はまだと親しきナースが
あれこれと指図する人居なくなり
暇な時間を忙しく生きる
庭ぬちの雀隠れの木々の下
こぼるる光に遊ぶをさな児
「ねまらっせ」
と祖母のかの声聞こえ来る
桔梗の花咲く藺草座布団
あじさいの花毬ほどの帽子並み
年少組の青空散歩
強風に豌豆の花悲鳴あげ
紐で囲いて暫し凌げり
肩車おんぶに抱っこ懐かしく
お や
七十路に入り両親しのびおり

俳句

切

送り先

〆

楼門を潜れば仏徒夏の月
角井 孝通
暁闇のかそけき音も梅雨に入る
村椿 悦子
来し方の青く透きたり矢車草
丸田美恵子
拝殿の幣の真白や濃紫陽花
高嶋 愛子
集落のなべて眩しき麦の秋
田村 勝子
はたてまで夏至の空なり有磯海
木野本靖子
谷川の水底透きて鮎の群
朝倉 政次
朝風をまとひ鮎釣る黒部川
吉野 純子
阿Ｑ正伝読むや夜更けて火の螢 選者詠 石田阿畏子

俳句短歌募集します。

まちがいさがし
※締切
月

８

日

10

右のイラストには左のイラストと違う部分が５カ所あります。
間違っている部分を右横の枠内の数字で探しましょう。
【前回のクロスワードの答え】カブトムシ
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。

正解者の中から
抽選で３名の方に
『笑味ちゃん
３色ボールペン』
をプレゼント！

笑味ちゃん
©みんなの
よい食プロジェクト

①住所②氏名③答え④本誌に関するご意見をお書きのうえ、ハガキ、FAX、支店窓口でご応募ください。
【あて先】〒938-0042 黒部市天神新210-1

協同の力 （平成29年６月末日）

（

JAくろべ総務課行

依願退職

15

６月30日付

2017ー７
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編 集 後 記

）は前年同月比

正組合員数
5,205人 （－142人）
（正組合員戸数 4,184戸）（－199戸）
准組合員数
4,938人 （－296人）
（准組合員戸数 3,505戸）（＋ 22戸）
みなさまの貯金高 1,023億2,704万円（101.2%）
みなさまへの貸出金 183億2,109万円（ 98.0%）
長期共済保有高
2,241億1,771万円（ 95.9%）
購買品供給高
18億1,649万円（ 95.9％）
販売品販売高
4億4,615万円（110.0％）
販売部

販売企画課

FAX 54-4334

これから夏本番を迎え、暑い日が続きますね。そん
な夏の暑さに涼しさを感じさせてくれるのが風鈴です。
涼やかな音色を奏でてくれるだけでなく、その場を清
める魔除けの効果もあると言われています。夏の風物
詩ともいえる風鈴ですが、最近ではあまり見かけなく
なった気がします。今はデザインも豊富なので、みな
さんもお部屋に飾って、自然の涼を味わってみてはい
かがですか。〈Tobita〉
係長

鮫澤

和也

長い間、お世話になりました。

≪お盆のＪＡ業務のご案内≫
８月

本店
支店
営農センター

13日（日）

休業

14日（月）

営農支援センター

JAくろべサービス㈱
アグリプラザ東
カーピット
☎65-9100 カーポート宇奈月
☎65-1068
☎54-0444

休業
８：30～16：00
※資材倉庫は通常営業
【土日通常営業】
８：0 0～17：0 0

休業

８：00～19：00

８：30～17：00

15日（火）（金融窓口８：30～16：00）
【通常営業】

８：30～18：00
【通常営業】

８：30～17：00
【通常営業】

８：30～17：00
【通常営業】
休業

16日（水）
※ATMは通常稼働です。

「秋期休日営業の開始」のお知らせ
農機課では、下記のとおり秋期繁忙期対応の休日営業を行います。ご来店の皆様には、
「秋期休日営業」についてご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

実施期間
営業時間

平成29年８月19日（土）〜平成29年10月29日（日）
８:30〜17:00 ＊土、日、祝日を対象とします

☆ 乾燥機の事前点検実施中！７月上旬〜９月末

※対象銘柄は問いません。☆

お問い合わせ 農機課 T E L 54−0442 F A X 54−0443

困ったときは…
通帳・キャッシュカードを紛失したとき
平日営業時間中

口座開設店へお申し出ください。
失くしたら

ここへ一番

０１２０－７９４－５５１

夜間・休日受付

灯油などの配達のことなら
JAくろべサービス㈱「カーポート宇奈月」
☎６５－１０６８

お車のことなら

事故が起きてしまったとき

☎５４－０５２３（共済保全課） JAくろべサービス㈱「カーピット」
ジ コ は
ク ミ アイ
平日営業時間中
☎５４－０４４４
24時間・年中無休
０１２０－２５８－９３１
平日営業時間中

レッカーロードサービス

レッカーロードサービス

ク

ミ アイ

０１２０－０６３－９３１

建物被害・入院など万が一のことがあったとき
平日営業時間中

JA共済加入契約店へ
お申し出ください。

☎５４－０３１４（資材課）
緊急時、土日祝日も対応します。

７月号 №518
平成29年７月15日発行
発行部数 7,600部

カトレアホールやすらぎ
24時間・年中無休
☎５２－４９００
０１２０－５３－０９８３
JAくろべ興産㈱
☎５７－０２０５

JAくろべ大布施味噌加工場

LPガスのお問い合わせ
平日営業時間中

葬祭・法事に関すること

期間【１月〜３月】
☎５４－２９９５
㈲グリーンパワーくろべ ☎５２－５６１５
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