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づくり！
美味しい黒部米を届けよう！

次年度も高品質で美味しい「名水の里

黒部米」を
生産するために土づくりを徹底しよう！

・健全な土は、高品質で美味しい米を生産する上で、極めて重要です。
・稲刈り後は、不足養分の補給や有機物の施用、秋起こしを行いましょう。
●土壌改良資材の施用
 「ケイ酸」の補給による品質食味向上と「アルカリ」の補給によるカドミウム吸収抑制の
ために土壌改良資材は毎年継続施用しましょう！
※「ケイ酸」…稲 の成長に不可欠な成分。生育中に
土中のケイ酸を吸収するので毎年補
給が必要

※「アルカリ」…適 正 なpHへ 誘 導 し カ ド ミ ウ ム                  
吸収抑制に重要な成分。毎年補給
でpH向上が必要

〈主な土壌改良資材の特徴と施用量〉
資材名

特徴（主な成分）

10㌃当たり
施用量

ケイカル

pH矯正の他、稲の葉や茎が丈夫になり、倒伏やいもち病に対する抵抗
性が増す。（ケイ酸分30％、アルカリ分45%）

200㌔

米取けいさん鉄

pH矯正の他、秋落ちしやすい砂質浅耕土で不足する鉄分とケイ酸の同
時補給ができる。（ケイ酸分約25%､ アルカリ分36%）

80㌔

シリカロマン

pH矯正の他、ケイ酸、りん酸、苦土、鉄を一度に補給できる省力複合資材。
（ケイ酸分25%、アルカリ分45%､ りん酸５％、苦土７%）

100㌔

牡羊座 ３／ 21 ～４／ 19 10月の運勢
【全体運】それなりに勢いはあるものの、小さな失敗で落ち込みやすいよう。開き直りの気持ちも大切。まめに気分転換を
【健康運】食べ過ぎに注意。胃腸のケアを忘れずに
【幸運の食べ物】サトイモ
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●有機物の施用
 土壌改良資材と併せて腐食含量を高めるために、稲わら、籾殻の他、有機物も施用しま
しょう
有機物は土中で分解が進み、腐食に変化します。
土壌中の腐食含有量が向上することで、
① 浸透性・保水性・通気性が上がり、根張りが向上する
② 微生物が増加し、地力を高める
③ 養分の保持力が上がり、登熟歩合が高くなる

堆肥（有機物）の標準施用量
区分
施用量

牛ふん堆肥

基肥窒素減肥量
施用量

豚ふん堆肥

基肥窒素減肥量
施用量

発酵けいふん

基肥窒素減肥量

更なる
品質食味安定向上

（乾田）
※堆 肥の施用が難しい場合は、地力

秋施用

春施用

２㌧／ 10㌃

２㌧／ 10㌃

無

１～２㌔／ 10㌃

１㌧／ 10㌃

0.5 ～１㌧／ 10㌃

無

１～２㌔／ 10㌃

150㌔／ 10㌃

100㌔／ 10㌃

無

１～２㌔／ 10㌃

増進作物の導入を活用しましょう！
（詳細は営農指導員へ）

●秋起こし・深耕と排水溝の設置
 稲わらや籾殻を含めた有機物の腐熟を促進し、地力を向上させるために秋起こしを実施し
ましょう
★秋と春の２回起こしで「15㌢以上の作土層」を確保し、根域を拡大しよう
トラクターの速度、ロータリー回転数を落とし、深耕しましょう
深耕による、根域拡大 ⇒ 収量・品質の安定向上
作土層が浅い…根が十分に伸長しなく、気温及び水分変化の影響を受けやすい
⇒ 特に生育後半で凋落し秋落ち ⇒ 収量・品質の低下
★排水の促進を図ろう
田が乾くことで稲わら等の腐熟促進が進むため、深い排水溝を設置しましょう
透水性が悪いと根の伸長が妨げられ、土壌改良資材や有機物の施用効果が低減
土づくりの徹底から始まる、高品質で美味しい「名水の里 黒部米」!!

×

「秋の 土 づくり運動」実施期間
秋の農作業安全運動

「ノーミス」・「ノー事故」の農作業を!!

９月15日～11月15日

８月20日～10月20日

秋の繁忙期にはコンバイン等による事故が毎年多く発生します
余裕をもった農作業計画（点検・清掃含）をたてるとともに事故防止対策を徹底しましょう!!

❶エ ン ジ ン を 始 動 す る 時、
作業部のクラッチを入れ
る時は周囲へ警告し、安
全確認後行いましょう（後
進する時は特に死角が多
いので注意しましょう）。

❸詰まったワラを取り除く
場合は、作業部停止だけ
でなく必ずエンジンを切
りましょう。
❹手刈り稲の脱穀は手や腕の巻き込まれに注
意しましょう。

❷圃場への出入りには十分注意しましょう。
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牡牛座 ４／ 20 ～５／ 20 10月の運勢
【全体運】神経質になりやすい月。重箱の隅をつつくような発想はやめて、どっしり構えましょう。クラシック音楽につき
【健康運】安定期です。スポーツを始めると刺激大
【幸運の食べ物】エノキタケ

生産者の皆様へ
平 成 2 9 年 産 出 荷 契 約 米 等 概 算 金単価
60㌔/俵（税込）、紙袋代相当額172円込

制度

種類

品

種

コシヒカリ

てんたかく
うるち

契約米

てんこもり

その他

新大正糯
もち
その他
加工用米

うるち

備蓄米

うるち

全品種

全品種

等級

平成29年産
概算金単価

平成28年産
概算金単価

前年増減

１等

12,500円

12,000円

500円

２等

11,500円

11,000円

500円

３等

10,500円

10,000円

500円

１等

11,200円

10,500円

700円

２等

10,200円

9,500円

700円

３等

9,200円

8,500円

700円

１等

11,200円

10,500円

700円

２等

10,200円

9,500円

700円

３等

9,200円

8,500円

700円

１等

10,700円

10,000円

700円

２等

9,700円

9,000円

700円

３等

8,700円

8,000円

700円

１等

13,000円

13,000円

0円

２等

12,400円

12,400円

0円

３等

11,400円

11,400円

0円

１等

12,200円

12,200円

0円

２等

11,600円

11,600円

0円

３等

10,600円

10,600円

0円

１等

7,700円

7,200円

500円

２等

7,100円

6,600円

500円

３等

6,100円

5,600円

500円

１等

8,300円

8,000円

300円

２等

7,652円

7,352円

300円

３等

6,572円

6,272円

300円

・検査手数料として、60㌔あたり50円（税別）が、概算金の受領時に差し引きされます。
・フレコン出荷、カントリー出荷については、紙袋出荷金額より60㌔あたり紙袋代相当額172円を差し引いた金額となります。

社員募集！

家族葬もできます
葬儀スタッフ
募集人員：若干名
詳細はこちらまで…

双子座 ５／21～６／21 10月の運勢
【全体運】イベントや祭りなど、にぎやかな行事を満喫するのに最適です。文化祭やコンサートにも気軽に足を運ぶと幸運が
【健康運】ストレス発散が大事。体調に好変化あり
【幸運の食べ物】栗
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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

企画編集／

なごや

第６回は、㈱名古屋食糧直営店 レストハウス&スカイラウンジ BIG TREE（138
タワーパーク内）について紹介します。

レストハウス

スカイラウンジ
レストハウスの人気メニュー・
一宮めし“どてカラ丼”
。どて
煮や唐揚げ、一宮産の卵をの
せたボリューム満 点の一品。
ご飯は黒部米を使用！

㈱名古屋食糧
外食グループ
部長代理

森川 大輔

愛知県一宮市の木曽川沿いに位置する「国営木曽三川公園138タワー
パーク」内で来園者に食事をご提供する“BIG TREE”
。
パーク１階にある「レストハウス」では、丼・麺類・カレー・スナック
等を販売。地上100mの展望階にある「スカイラウンジ」ではパスタ・
軽食等を販売。一宮市発祥ともされる“モーニングメニュー”も好評
です。
〈レストハウス&スカイラウンジBIG TREE〉
店舗情報：〒491-0135 愛知県一宮市光明寺字浦崎21-3
（国営木曽三川公園 138タワーパーク内）
営業時間：
［平 日］
10：00～16：30（オーダーストップ16：00）
［土日祝］
10：00～20：30（オーダーストップ20：00）
休 業 日：第２月曜日（８･12月を除く）
※公園休園日に準ずる

当店は以前ブレンド米を使用していまし
たが、価格だけではなく、会社として “こ
だわり” “自信” を持ったお米の提供が重要
になってくると考え、黒部米を取り扱うこ
ととなりました。
黒部米に切り替えてからは、多くのお
客様から「お米がおいしくなったね」とお
褒めの言葉を頂戴し、スタッフのモチベー
ションアップにもつながっています。
東海地方では、富山米ブランドが高く評
価されています。その中でも “黒部米” の
ブランドをさらに浸透させるために、産地
の皆様と一緒になって物産展などイベント
を実施したいと考えています。お米だけで
なく、
黒部という地域そのものと一緒になっ
て盛り上げることができればと思います。

138タワーパークとは？

愛知県一宮市の北部、木曽川河畔に位置する同パーク。公
園のシンボルでもある展望タワー「ツインアーチ138」は
“いちのみや”にちなみ、最高部の高さは138mとなってい
ます。地上100mにある展望階からは、360度のスカイパ
ノラマを楽しむことができます。公園内には「芝生広場」
をはじめ、季節ごとに花が美しい「花畑」「花の迷路」な
どが目を楽しませてくれます。冬には園内が幻想的な光で
彩られ、愛知県内でも評判のイルミネーションスポットと
なっています。

JAくろべ職員のおすすめ品!!

すまいる 掲示板
販売企画課では農畜産物
の販売に関する業務をして
います。
施設課では倉庫などの施
設の運用や農産物検査、販
売代金精算業務などをして
います。

キムチ漬の素

販売部 販売企画課・営農部 施設課

で
アグリプラザ東
購入できます！

15㌘×５袋‥‥320円（税込）

お漬物はもちろん炒め物などに
使っても美味しく頂けます。簡単
で手間いらずにキムチチャーハン
や豚肉と野菜を炒めたキムチ炒め
が作れます。ビールのおつまみに
最適です。
生地支店 金融渉外係
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【後列左から】施設課 片山・前本販売企画課長代理
販売企画課 能登・米田・中島販売企画課長
【前列左から】施設課 木下・清水・木下営農部長・
猪上販売部長・施設課 山本係長・尾山

蟹座 ６／22～７／22 10月の運勢
【全体運】何かと感情的になりやすい時期。特に身近な人とつまらない口論をしがちなので、悪いと思ったら、すぐ謝って
【健康運】まずまず。話題の健康法を試すとグッド
【幸運の食べ物】サンマ

水田を有効活用して、農業所得増大をめざす!!
水田フル活用事例①

水田フル活用事例②

ねぎたん♩
♩跡「加工用キャベツ」

大麦跡「夏播き人参」

当農協の野菜移植機で定植！

畝立同時播種機で播種！

当組合の重点振興作物として推進振興している
「加工用キャベツ」の定植が８月から始まりました。
朝倉統治さん（前沢）が、７月に播種し、約10㌢に
育ったセル苗を８月14日、野菜移植機で手際よく
定植しました。朝倉さんは昨年から水田フル活用と
して、「ねぎたん♩♩」の収穫を終えた圃場で「加工
用キャベツ」の生産出荷に取り組んでいます。「昨
年初めて取り組んだが、栽培しやすかった。昨年以
上の品質と収量の確保のために管理を徹底したい」
と話しました。夏播き秋冬どり「加工用キャベツ」
は、定植後約65日で収穫となり県内外の業者へ一
定の価格で契約販売されます。また、コンテナ出荷
のため、箱づめ作業が不要です。
当組合では、今年度より園芸作物栽培の定着と拡
大の支援として、野菜移植機（１条歩行型）を２台導
入し、組合員の方への貸し出しを始めました。今後、
キャベツ・白菜などの生産の際にはご利用ください。
出荷を目的とした野菜の生産、移植機貸し出しの詳
細は、地区担当営農指導員へご相談ください！

野菜移植機にて定植する

畝立同時播種機にて播種を行う

当組合の重点振興作物として推進振興している
「夏播き人参」の播種が８月から始まりました。
池田順郎さん（若栗）は、６月に収穫を終えた「大
麦」の圃場で、７月より排水対策などの事前準備を
行い、８月４日に畝立同時播種機で播種を行いまし
た。池田さんも昨年度より「大麦跡人参」に取り組
んでおられ、「収入拡大のためには大麦跡を有効利
用しなければならない。昨年以上の品質と収量で収
入を確保したい」と話しました。「夏播き人参」は、
播種後約80日で収穫となり、県内外市場などへ出
荷されます。
全農とやまでは大規模栽培の機械投資負担軽減と
して、トラクター付溝堀機やサブソイラなどの排水
対策機、畝立同時播種機、収穫機の貸し出しを行っ
ています。出荷を目的とした野菜の生産、各種機械
貸し出しの詳細は、地区担当営農指導員へご相談く
ださい！

〈JAくろべが推進する園芸作物を取り入れた水田フル活用体系例〉
月
１年目
２年目
３年目

３

４

５

６

７

大麦（大豆跡）

８

９

10

11

12

人参

ねぎたん

加工用キャベツ
水稲

獅子座 ７／ 23 ～８／ 22 10月の運勢
【全体運】性格の良い面がアピールされ、円満な人間関係が築けそう。初対面の相手にも気さくに話し掛けて。旅行も吉
【健康運】運動不足になりがち。しっかり動くこと
【幸運の食べ物】小豆
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☆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

※フリーレント相談応じます。

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 ☆
黒部市田家新750-1

２LDK

黒部市荒町73-2

２LDK

ヴィラ・ファミーユ

62.27㎡

グランディール21

62.27㎡

家賃：59,000円（301号・９月下旬）
家賃
家賃：58,000円（201号・９月下旬） 値下げしました！
●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
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家賃：59,000円（402号・９月下旬） 家賃
値下げしました！
●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14年６月 ４階建 総戸数／８戸
●交通／地鉄バス「田家口」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：なし
●備考／ケーブルテレビ、
火災保険加入必要
☆閑静な住宅街です
☆融雪付駐車場

乙女座 ８／ 23 ～９／ 22 10月の運勢
【全体運】やるべき作業を真っ先に済ませたら、後は自分の時間を楽しんで。新しい趣味を持つとうれしい発見がありそう
【健康運】疲労が蓄積気味。適度に解消しましょう
【幸運の食べ物】カツオ

M ONTHLY T OPICS
品質上々・「てんたかく」全量１等に
平成29年産黒部米の初検査
平成29年産黒部米の初検査が９月５日、本所低温倉庫で
行われました。
JA農産物検査員が早生品種「てんたかく」紙袋1,850袋、
フレコンバック10袋からサンプルを抽出し、形質や病害虫
被害の有無、水分量等を検査した結果、粒形や粒ぞろい、充
実度は平年並みで、全量１等に格付けされました。
新川農林振興センターの魚津・黒部班長が、てんたかくとコシヒカリの生

JA農産物検査員が品質を検査

育状況や収穫の注意点などを説明。福島組合長は「検査は消費者に品質を保
証する極めて大切な作業であり、適正かつ厳正に行って欲しい。また、本格
化する米の集荷など一連の作業で事故や怪我が起きない様に十分な準備をし
て臨むこと」と挨拶しました。市内で稲作は、約1,840㌶作付けしており、
「てんたかく」は約60㌶で生産している。米の検査は本所低温倉庫のほか、
東布施・大布施・村椿・牧野の各倉庫で行われ、約6,800㌧の検査・受け入
れを見込んでいます。

大規模生産をめざして
富山白ねぎ大規模生産研修会

サンプルを採る

農業者の意向を反映する地域農業振興へ
JAくろべアグリミーティング
当JAでは８月２日、アグリミーティングを黒部市
民会館で開き、市内農業者や農業関係者など65人が
参加しました。
この会議は、市内農業の振興と農業者や農業関係者
の連携強化を目的に今年より開催。福島組合長は「農
業所得増大や地域農業振興に向けてご意見をお聞かせ
いただきたい」と挨拶しました。続いて研修会では、
JAグループの取り組みや農業の現状、今後の課題・

ねぎ調製作業場を見学する参加者

富山県園芸振興推進協議会は８月２日、大規模生産
をめざす経営体を対象に富山白ねぎ大規模生産研修会

対策などについて意見交換が行われ、農業所得増大に
向けて農業者と農業関係者がより連携を強化すること
を確認しました。

を開き、管内の生産者や営農指導員など約50人が参
加しました。
今回現地研修として、野畑宣久さんのネギ調製作業
場（栃屋）を見学。野畑さんは白ねぎを中心とした野
菜づくりに特化しており、今年度は白ねぎを2.3㌶、
その他0.8㌶を作付けしています。省力機械を活用し
て、白ねぎの大規模栽培に取り組み、収穫から選別、
調製、袋詰めまでを行っています。
研修に参加した生産者は、大規模生産の作業効率に関
して学び、調製に係る機械の効率的な運用方法や調製作
業の効率化に向けて、メーカー担当者と意見交換しました。

熱心な意見交換が行われる

天秤座 ９／ 23 ～ 10 ／ 23 10月の運勢
【全体運】自己アピールに最適です。温めていたプランがあるなら、オープンにすると◎。素晴らしい協力者が現れる予感
【健康運】不規則な生活の改善を。好転の呼び水に
【幸運の食べ物】サツマイモ
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形良く、美味しい丸いもをめざして
黒部の丸いも

圃場巡回

黒部丸いも生産組合は８月１日と21日、管内の圃
場巡回を行い、生産者や営農指導員など11人が参加
しました。生産者それぞれの圃場を巡回し生育状況の
確認と病害虫の有無を調べました。
今年は４～６月にかけて気温の低い日が例年より長
丸いもの生育状況を確認する山口隆治組合長

く続き、発芽に遅れがでましたが７月に入ってから好天
に恵まれ、生産者の徹底した管理で順調に生育が進み、
各圃場の生育状況は良好でつるや葉が旺盛に成長して

会員の輪を広げよう

います。生産者は収穫までの管理を再確認しました。

年金友の会連絡協議会総会
年金友の会連絡協議会は８月８日、総会を宇奈月杉乃

出荷は12月初めを予定しており、お問い合わせは
営農センターまでお願いします。

井ホテルで開きました。

☎５２-５６１５

多くの来場者で賑わう

福島組合長が各地区の日頃の活動に対し、感謝の気持

大布施地区

ちを述べました。総会では、平成28年度事業内容と今

納涼盆踊り大会

年度の事業実施状況について報告し、パークゴルフ大会

今月の
表紙

を来年度も開催することや総会・旅行会などを通して、
会員同士の親睦を深め、更なる会員拡大に向けて取り組
むことを確認しました。

焼

きそ

ば 美 味しい♪

管内14地区の会長が出席

職員による出店も人気を集めました

組合のネットワークを使った情報提供
災害時における警察活動協力協定締結式

大布施地区の納涼盆踊り大会が８月14日、黒部市福
祉センター駐車場で行われ、大勢の地元住民が親睦を深
めました。
会場では、やぐらを囲んでの盆踊りが行われたほか、
北部支店の職員による焼きそばの販売や、かき氷・どん
どん焼きなどの出店も並び、地元住民など約400人が来
場しました。

９月下旬～10月中旬

９月
28日（木） 定例理事会
左より福島組合長、坂田俊一署長

当組合と黒部警察署は８月９日、災害時における警
察活動への協力に関する協定の締結式を行いました。
地震や風水害などの災害発生時に、当組合は黒部署
からの要請で被災状況に関する情報提供や食料・資材

10月
６日（金） 税務・法律相談日
（午後２時～／本店）
16日（月） ファミリー活動（～23日）
19日（木） 日帰り人間ドック
（前沢・荻生・大布施・三日市地区）
20日（金） 日帰り人間ドック（村椿地区）

提供を行います。

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 10月の運勢
【全体運】縁の下の力持ち的な役割を任されることが多い時期。とはいえ、サービス精神を発揮すれば確実に信頼アップへ
【健康運】ストレッチや体操が好調キープの秘訣（ひけつ）に
【幸運の食べ物】ごま

黒部市の農業を体験しよう！！
～とやま帰農塾「黒部塾」
～

田舎暮らし体験を通
じて魅力を知り、地域
住民と交流することを

女性部の
ひろば

目的とした“とやま帰
農塾「黒部塾」”が７月29日～30日、
１泊２日の日程で行われ、今年は県内
外から７人が参加しました。JAくろ
べ女性部は運営協力として毎年参加し
ています。
１日目は、地元農家にて、ももと夏
野菜の収穫体験などを行い、富富富の
栽培圃場を見学した後、郷土料理体験
として紅白の押し寿司を作りました。
みんなで一生懸命巻江を掃除しました

楽しく人生を過ごせるように
～JA新川地区女性組織協議会
リーダー研修会～

夜は地域交流会として「村づくり談
義」が行われ、地元の方と交流を深めました。
２日目は、午前に十二貫野用水・鏡野地区の巻江
にて、清掃活動を行い、午後からは、くろべ牧場ま
きばの風を見学した後、生地のまち歩きを行いまし
た。塾生たちは「農業の大変さや収穫の喜びを体験
できてとても勉強になりました。また参加したいで
す」と満足のいく１泊２日となりました。

米粉を使った料理

～第２回クッキング教室～

講演をされる野入美津恵さん

JA新川地区女性組織協議会は８月20日、JA新川
地区女性組織協議会リーダー研修会を魚津市農業協
同組合で開き、新川地区の女性部員ら85人が参加
しました。
リーダー研修会では、NPO法人おらとこの野入
美津恵理事長による「『私の半生・あなたの半生』
～後悔しない生き方とは」と題した講演があり、
「人とは支え合いながら生きている、より良い人生
にするために笑顔を忘れず協力し合って生きていき
ましょう」と話されました。
参加者たちは時折うなずきながら講演に熱心に耳
を傾けていました。

第２回JAくろべクッキング教室が８月７日から
18日にかけて、生地・浦山・村椿・若栗の４会場
で開かれました。
今回は「米粉を使った料理」をテーマにエーコー
プ商品のバジルペーストを使ったバジルクリームの
カプレーゼニョッキ、魚介と青梗菜のクリーム煮、
塩クルトンde米粉サラダクレープ、ミルクプリン
の４品を実習しました。受講生は「ニョッキは普段
作ったことがないので難しかった。米粉の色々な使
い方を学べて楽しかった」と話していました。

協力しながら実習に取り組みました

射手座 11 ／ 23 ～ 12 ／ 21 10月の運勢
【全体運】知的好奇心を刺激され、いろいろとやってみたくなるはず。カルチャーセンターなどに足を運んでみるのが正解
【健康運】不安定。運動前には念入りに準備運動を
【幸運の食べ物】ユズ
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アルギットニラのかき揚げ
■作り方
❶アルギットニラは食べや
すい大きさに千切りする。
❷ボウルにエーコープあげ
らく天と※水160㎖を入れ
て混ぜる。
さらに①を加え、混ぜ合わ
せる。
※水の量をやや控えめにし
て下さい!!
■材料（４人分）
アルギットニラ… …… 100ｇ（１袋） ❸フライパンに油を入れ、
170～180℃に熱したら②
エーコープあげらく天
をスプーンなどを使って適
……………………… 100ｇ（１袋） 当な大きさに形を整えなが
水・油…………………………… 適量 ら入れ、カリッと色がつく
まで揚げて出来上がり。

夏ですね！私事ですが、㈲グリー
ン パ ワーくろ べ で ニラの 選 別 に
仲間入りさせてもらいました。アル
ギットニラなのでおいしいかな？
と思いシンプルにニラだけのかき
揚げを作ってみました。ニラと一緒
にトウモロコシや干しエビを少し
入れて揚げるのもおいしいですよ♪

若栗

吉野 喜代美さん

☆今回使用した
エーコープあげらく天は
アグリプラザ東で購入できます☆

金沢大学生との交流

～ふれあい流しそうめん～

『家の光』
10月号の
読みどころ
≪特集≫
これを食べれば笑顔で長生き！
ニッポンの長寿食
食文化史研究家の永山久夫さんが“長寿
の里”を訪ねて、100歳長寿の方々の食生
活から趣味、仲間づきあいまで、“元気で
長生き”の秘訣に迫ります。
ひ けつ

多肉植物でメッセージボードを作ろう！
肉厚で見た目がかわいい多肉植物を育て
ましょう。楽しく寄せ植えをすれば、家族
で使えるおしゃれなメッセージボードが作
れますよ。
10月号
●

定価617円（税込）

お申し込み・問い合わせ ●
各営農支援センターまで

流しそうめんで暑さを乗り切ったよ

布施谷活性化推進協議会は８月26日、金沢大
学生と地元の人たちがふれあう「ふれあい流しそ
うめん」を東布施公民館で開き、インターンシッ
プで来ている学生５人と東布施地区の親子54人
が参加しました。
インターンシップの受け入れは今年で８年目と
なり、流しそうめんは今回で２回目となります。
参加者は流れてくるそうめんや旬のぶどうを一
生懸命すくい取り、口の中いっぱいにほおばりな
がら、夏の風物詩を楽しんでいました。
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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山羊座 12 ／ 22 ～１／ 19 10月の運勢
【全体運】責任ある立場を任されるなど、重圧を感じやすいかも。肩の力を抜いた方が好結果に。気晴らしには散歩が有効
【健康運】体力増強をめざして。健康に近づけそう
【幸運の食べ物】ボラ

今月

み ん な の
部
黒
の

っ子

広 場

三日市保育所（らいおん組）

心をひとつに
今、５歳児全員は
運動会で披露する“よ
さこい”の練習に汗
を流しています。伝
統 の ハ ッ ピ を 着 て、
ハチマキをしめると、
全員の顔がキリッと
なります。腕や足を
大きく動かし、きめ
のポーズの「ヤー!!」
が園庭いっぱいに響
いています。

輝け！スポーツキッズ☆
キャプテンインタビュー

【後列】

「３月の全国大会で一試合でも多く勝つ！」

黒部キッズバレーボールクラブ

メンバー
募集中!!

私たちは学年を問わず仲が良く、
多彩な攻撃のコンビバレーが強みで
す。平日は基礎練習を中心に行い、
土日は他のチームと練習試合をして
います。キャプテンとしてコートの
中 で 積 極 的 に 声 を 掛 け、
大きな声でチームを盛り
上げています。秋の新川
大会や県大会で優勝をめ
ざします！

【前列】

〈練習日程〉＊曜日＊毎週火・木・金・（土・日）曜日
＊時間＊17：00 ～ 19：30 ＊場所＊中央小学校体育館
＊メンバー＊17名（富山市立奥田北・たかせ・中央・村椿・生地・宇奈月小学校の４～６年生）

わくわくソフトバレーボールクラブ

き むら

いろ は

木村 彩芭さん
（６年）

＊メンバー＊12名（年長～３年生）
来月号の掲載予定
今月の黒部っ子
「黒部愛児保育園・さくら幼稚園」

わが家のアイドル
「東布施・田家地区」

チャイルドギャラリー
「生地小学校」

青春・キッズ・げんき印
「浦山・下立地区」

農業図鑑
「北部営農支援センター」

水瓶座 １／ 20 ～２／ 18 10月の運勢
【全体運】とても前向きになれます。攻めの姿勢をモットーに思う通り行動することで、順調に物事が進展するでしょう
【健康運】日々、身軽に動けば体調改善に効果あり
【幸運の食べ物】シメジ

※変更になる場合があります
2017ー９
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わが家の
愛 アイドル

すくすく成長中☆
さわこし

澤越

きょうすけ

恭介くん（長男

２歳８カ月）

ひ より

日和ちゃん（長女
お父さん

司さん

お母さん

４カ月）

明さん

明るく楽しく、元気いっぱいの恭介。
笑顔の可愛い日和ちゃん。いっぱい泣い
て、いっぱい笑って、素直な心でまっす
ぐ大きくなってね。

「うさぎさん
にんじんコリコリコリ！」

色紙を作るときに、ビー玉を転
がしたり、にじみをつけたりして
工夫しました。大きな魚が小魚と
楽しく遊んでいる感じが出せまし
た。

スタンプやビー玉転がしなどの技
法ですてきな色紙を作り、大胆に組
み合わせて、豊かな海の世界を表し
ています。
（先生より）

荻生小学校

「小魚とかくれんぼ」

ビー玉を転がしたり、ぼかしあみ
を使ったりして作った「自分色紙」
を組み合わせて作りました。にんじ
んの色が気に入っています。

まつしま

こうだい

松 島 功大さん
（４年）

いろいろな技法で作った「自分色紙」
を使って、愛悠さんらしい愛らしいしぐ
さのうさぎを表しました。赤い色紙が効
果的に使われています。
（先生より）

きたさき

えち ご

まつ お

松雄さん（66歳）

作付状況：水稲（てんたかく、コシヒカリ）、
ソバ、大根
面
積：8.5㌶（黒部市田籾）

み ゆう

北 﨑 愛悠さん
（４年）

「親世代が残した土地を
大切に守りたい」

生 産 者： 越後

（浦山地区
栃屋 ）

農業
図鑑

水稲を中心にソバや大根を栽
培しています。東布施の福平開拓
は山間部に位置しており、クマや
イノシシの被害を防ぐために圃場
の周囲に電気柵を設置するなど工夫しています。
また、水の管理や除草作業に大変苦労する地域で
もありますが、私の親世代が苦労して開拓した土地
を守るために農業をしています。
年々耕作放棄地は増える一方ですが、中山間地域
総合整備事業として用水の管理や農道・圃場の整
備、農用地開発に取り組んでいます。荒れていた圃
場の草を刈り、耕した後に「こんなに綺麗になった
のか」と驚かれると辛い思いをしたことも忘れま
す。今後も人と人との繋がりを大切にして、農業を
続けていきたいです。

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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魚座 ２／１9 ～３／ 20 10月の運勢
【全体運】やたらと不安になり、心配しやすいでしょう。マイナス方向に考えず、いい面を探すこと。開運には花を飾って
【健康運】健康法に凝り過ぎる暗示。ほどほどがベスト
【幸運の食べ物】リンゴ

日（金）

年度当初に策定したコ
ンプライアンス・プログ
ラムについて、その後の
実践・進捗状況を報告し
ました。
七、第２四半期相談・苦情
等対応について
５ 月 か ら ７ 月 ま で に、
利用者から不適切な対応
や事務ミスなどに対し８
件の苦情と 件の問い合
わせがあり、その苦情内
容と処理状況などを報告
しました。
八、第２四半期事務ミス等
の発生状況について
第２四半期に発生した
件の事務ミスについて、
その発生状況と原因、取
り組んだ再発防止策につ
いて報告しました。
九、第２四半期自主検査報
告について
第２四半 期における自
主検査において、不備がな
かったことを報告しました。
十、第二回ＪＡくろべゴル
フ大会の開催について
第二回ゴルフ大会を
月 日（金）に魚津国際
カントリークラブで開催
することなど、開催要領
について報告しました。
十一、資金運用に関する報
告について

７月末の資金
（貸出金・
預金など）の運用状況と
第３四半期の方針・計画
について報告しました。
十二、平成二十八年産米販
売数量報告について
［販売数量累計］９万 
７，８ １ ９ 俵、 計 画 対 比
８８・２％（７月末現在）
十三、平成二十八年産米カ
ントリーエレベーター最
終精算報告について
カントリーエレベー
ターにおける平成 年産
米の籾摺り増（精算単価
＝ １ 万 １，８ ２ ８ 円 ／
㎏）及びくず米等につい
て最終精算を実施したこ
とを報告しました。精算
処理日＝８月９日
十四、平成二十九年度アグ
リプラザ東第２四半期実
績について
［販売金額（直売品）］１，
６１７万５千円、前年対
比９４・１％
十五、三日市支店新築工事
レイアウトについて
店舗のレイアウトにつ
いて、報告しました。
十六、農業法人等の破産申
立ての状況について
当該法人等との取引経
過、 債 権 債 務 等 に つ い
て、報告しました。
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第６号議案 平成二十九年
産契約米基本出荷計画につ
いて
本年産の出荷契約米（う
るち＝１０万５７９俵／
㎏、もち＝７７６俵／ ㎏）
の販売先別の出荷計画数量
を協議し決定しました。

◆報告事項

60

60

一、組合員の加入及び脱退
について
二、七月度の事業実施報告
について
三、平成二十九年度ＪＡ全
国監査機構期中監査報告
及び改善指示書に対する
顛末報告について
四、第２四半期内部監査中
間報告について
５月から７月にかけて実
施した内部監査の結果につ
いては、指摘事項はなかっ
たことを報告しました。
五、平成二十九年度上半期
ディスクロージャー誌に
ついて
上半期末時点のディス
クロージャー誌「ＪＡく
ろ べ の 現 況 」 を 作 成 し、
ホームページ等に掲載す
ることを報告しました。
六、コンプライアンス・プ
ログラムの実践・進捗状
況について

10

20

理事会だより

11

25

な お、 上 半 期 末 現 在 の
◆付議事項
リスク管理債権比率は５・
第１号議案 上半期決算に
４７％となっています。
ついて
第３号議案 第二回農業祭
７月 末の損 益計 算 書によ
の開催について
り、平成 年度上半期決算
月３日
（金・祝）
・４日
（土）
（子会社含む）
を承認しました。 に開催する第二回農業祭の企
黒部市農協及び子会社各
画（イベント等）と経費・販
社の税引前当期利益は次の
売目標額等について協議し、
通りです。（ ）内は計画対比％
原案通り承認しました。
▽ 黒 部 市 農 協 ＝ ４ 億 １，０  第４号議案 平成二十九年
３８万円 （１４４・１）
産出荷契約米に係る概算金
▽ＪＡくろべ興産㈱＝８６  単価決定及び概算金の支払
８万６千円 （１２７・９）
いについて
▽㈲グリーンパワー
本年産出荷契約米の概算
く ろ べ ＝［ 当 期 損 失 ］ 金単価と出荷契約米が全量
１８１万９千円
１等であると仮 定した場 合
▽ＪＡくろべサービス㈱＝
の見込み概算金（１１億１，
１５４万４千円 （２７・７）
２７１万９千円）の支払いに
第２号議案 資産査定結果
ついて承認しました。
及び貸倒引当金の計上につ
※概算金単価については４
ページ参照
いて
第５号議案 平成二十九年
上半期末を基準とする資
産出荷契約米に係る流通経
産 査 定 結 果 を 報 告 し、 貸
費の項目別上限単価の見通
出金及び購買未収金等に
しについて
対 し 個 別 貸 倒 引 当 金（ 総
本年産出荷契約米の流通
額 ６ 億 ７ ５ ６ 万 １ 千 円 ）、
一 般 貸 倒 引 当 金（ 総 額 ４， 保管経費、手数料、販売対
策費などの項目別経費につ
９ ４ ４ 万 円 ）、 外 部 出 資 等
いて協議し、合計１，
８２０
損 失 引 当 金（ ３，８ ４ ０ 万
円を上限（見通し）とする
円）を上半期決算に計上す
ことを承認しました。
ることを承認しました。
29
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28
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みずほ文芸

短歌




神子

節子

久美

選

女川

春美

上田 洋一

葊瀨

尚子

髙野 佳子

藤原

佐渡 良子

若林由紀子

順子

選

中村

石田阿畏子

梅雨すぎて色褪せてなお顔あげて
凛と咲ききるあじさいの花
天の川十五光年へだつとも
織姫彦星逢う恋銀河
もう少し枝に置きたし初生りの
トマトを ぎる台風予報に
猛暑日の昼のほてりも収まりて
十三夜の月山の端に澄む
汗だくの貌拭わずにスライドを
動かし止めぬトロンボーンの子
湯治場に浴衣姿で座りたる
父母の写真のやさしいまなざし
亡き母の浴衣を服に仕立て直し
纏いておれば格言聞こゆ
いな
八月や稲は次第にこがね色
戦後七十二年目の挽歌 

俳句

孝通

政次

木野本靖子

朝倉

悦子

丸田美恵子

村椿

若林由紀子

ＪＡくろべ総務課

九月末

角井

切

送り先

〆

蛍見のやがて無口に夜の底
晩学の気負ひ新たや蚊遣香
胡瓜もむ大きな桶や寺お講
名水に西瓜を浮かべ恙なし
ゴーヤ煮て暑に耐ふ心朝厨
庭石にいくたびも触れ萩真白

俳句短歌募集します。

【タテのカギ】
①くるくるとカールした髪
④ふすまや障子はこの上を動きます
⑦電車の中にぶら下げられています
⑨くらを置いて乗ります
Ａ～Ｅの二重枠に順に並べてできる言葉は何でしょうか？
⑩自分の娘の夫のこと
⑪―に無勢だ、勝てないなあ
⑬せき止めに良いといわれるバラ科の果物
⑮車を止めて―ブレーキを引いた
⑯スズシロはダイコン、スズナは
⑰黄色い貴金属。元素記号はAu
10
⑱競技などを途中で棄権すること
⑳眠るときに着る物
10
猫に―＝豚に真珠
【ヨコのカギ】
①唱歌『虫のこえ』で最初に出てくる虫
②江戸―はガラスをカットして作られる工芸品です
③よく内科と対比されます
⑤マタタビ科の果物。鳥の名にちなんで名付けられました
⑥リビングともいいます
⑧季節によって住む場所を変える鳥
⑫箸を数えるときに使う言葉
笑味ちゃん
⑬舟をこぐ道具
©みんなの
⑭こしあんと―、どちらがお好き？
よい食プロジェクト
⑮秋においしい魚の代表格
【前回のナンバープレイスの答え】 15
⑯牛などに食べさせる牧草のこと
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。
⑰臼と一緒に働きます
⑲吸盤がたくさんある海の生き物

クロスワードパズル

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！

※締切
月
日

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

JAくろべ総務課行

FAX 54-4334

編 集 後 記

協同の力 （平成29年８月末日）

（

）は前年同月比

正組合員数
5,138人 （－128人）
（正組合員戸数 4,167戸）（－185戸）
准組合員数
4,958人 （＋ 28人）
（准組合員戸数 3,510戸）（＋ 28戸）
みなさまの貯金高 1,021億4,347万円（101.1%）
みなさまへの貸出金 182億5,508万円（ 97.8%）
長期共済保有高
2,222億3,081万円（ 96.0%）
購買品供給高
24億2,561万円（ 96.9％）
販売品販売高
6億3,839万円（106.2％）
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道端ではコスモスの花が咲き始め、秋の訪れを感じま
す。赤・白・ピンク・黄色など多くの種類がありますが、
なかには、黒むらさき色のチョコレートコスモスという
品種もあります。花言葉は色によって異なり、赤は「乙
女の愛情」
、白は「優美」
、ピンクは「少女の純潔」
、黄色
は「自然の美」
、黒は「恋の終わり」と様々です。チョコ
レートコスモスは少し悲しい花言葉ですが、チョコレー
トのような甘い香りがするそうですよ。秋風に揺れるコ
スモスを見に出掛けてみてはいかがですか✿〈Tobita〉

第２回

JAくろべゴルフ大会参加者募集!!
日

時

10月20日（金）
９：00〜

（アウト・イン同時スタート）

場

所

魚津国際カントリークラブ

対 象 者 組合員（家族含む）
参 加 費 3,000円

（プレー代、飲食代などは個人負担）

申込締切

９月29日（金）

（ただし、先着96名で締切）

申 込 先

各支店及び本店総務課まで

火災警報器

第２回

日時

３ 日(金・祝)

11月

９：00～16：00

４ 日(土)

11月
場所

９：00～15：30

JAくろべ本店

みなさまのご来場を
お待ちしております!!

電池寿命は10年、電子部品の劣化、煙式は埃などによる
目詰まりなどで火災を感知しなくなるリスクが高まりま
す。新しい警報器への交換をおすすめします。

警報音と声でお知らせ

▲

農 業 祭

10年たったら交換しましょう
ー
ピー・ピー・ピ
事です。
火
。
す
で
事
火

住宅用火災警報器
煙式

SS-2LS

●取付場所／
寝室・階段・廊下・リビング台所
●質量／110g
●寸法／10×10×厚み4.15cm
●警報停止保持時間／
約14分間

（税込）

住宅用火災警報器
熱式

SS-FL

●取付場所／主に台所
●質量／100g
●寸法／10×10×厚み4.15cm
●警報停止保持時間／
約14分間

（税込）

お問い合わせはお近くの各営農支援センターまで
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