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11月３・４日
第２回JAくろべ農業祭

高品質で美味しい
『名水の里 黒部米』は土づくりから
土壌改良資材などの施用を徹底し、高品質な黒部米を生産しましょう

稲の生育には、「窒素・りん酸・加里」の肥料主要３要素の他にケイ酸、アル

カリ、鉄、苦土などの養分がバランスよく含まれる「大地」が重要となります。
気象変動による品質低下（収量、病虫害含）を抑えるためにも、土壌改良資材
施用などによる「土づくり」を徹底し品質を高めましょう。

●土壌改良資材の施用徹底

〈鉄〉

〈ケイ酸〉

鉄は葉緑素の生成に必要な要素であるとともに、
稲の根腐れを防ぐために重要な成分です。鉄分が少

生育中に稲は土中のケイ酸を吸収し、成長するた
め継続補給が重要となります。ケイ酸の施用は稲の

ないといもち病やごま葉枯病、下葉の枯れあがりが
発生し登熟及び収量低下が懸念されます。

茎葉や根が強くなり倒伏やいもち病に対する抵抗力

また鉄分は下層土壌への流失しやすい成分であ

を増やすほか、水分蒸散を抑制し品質低下を抑える

り、下記土壌改良資材施用に加え、天地返しや有機

とともに、光合成促進による整粒・食味向上、割籾

物の施用による保肥力を高めることも効果的な対策

低減による斑点米抑制にも効果があります。

となります。

〈アルカリ〉

ごま葉枯病…生育後半に稲体活力が低下、地力が低

pHは土壌の酸性度を示す指標で、pHによって作

い圃場で多く発生します。近年、砂質浅耕土中心に

物の養分吸収及び土壌微生物の活動が変化します。

黒部でも発生増加。土壌（地力）条件では、養分と

稲に適したpHは弱酸性であるが、近年土壌が酸性

してケイ酸、加里、鉄の減少により発生が増加して

化しており、改善が必要です。

います。

酸性化した（pHの低い）土壌で生育する稲は、

↓ごま葉枯病の病斑

カドミウムの吸収も懸念されます。pH矯正に必要
となるアルカリ資材の毎年施用による、稲に適した
土壌pHへの誘導が重要となります。

〈上記成分を改善する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

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。

200㌔

米取けいさん鉄

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。

80㌔

シリカロマン

ケイ酸、りん酸、苦土、鉄を一度に補給
できる省力複合資材。

100㌔

牡羊座 ３／ 21 ～４／ 19 11月の運勢
【全体運】素直になれず、つまらない意地を張りがち。言い過ぎた場合、すぐに謝って。水音を聴くとリラックスできそう
【健康運】過激なダイエットは厳禁。無理は避けて
【幸運の食べ物】エリンギ

みずほ９月号の訂正（お詫び）
みずほ９月号３ページに記載した
文書に誤りがありました。訂正し
お詫びいたします。

×腐食

→

○腐植
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〈堆肥の秋施用の例〉

●有機物の施用
〈腐植〉
腐植は土中の有機物全般を意味します。腐植その
ものは養分とし、作物に吸収されるわけではありま
せんが、土壌の化学性・生物性などを左右し、作物
の生産・成長には重要な役割をもっています。腐植
は、微生物の増加による地力向上、浸透性・保水
性・通気性の改善による根張り・生育の向上､ 各養

種類

10㌃当たり施用量

牛ふん堆肥

２㌧

豚ふん堆肥

１㌧

発酵けいふん

150㌔

●秋起こし・深耕・排水
〈秋起こし〉

分の保持力向上による登熟、品質（整粒）の安定を

土壌改良資材や有機物のすき込みの他、稲わら等

図ります。生育期間中の稲体活力維持、品質収量の

の分解及び腐熟促進のためにも重要な作業です。分

安定向上のためには、腐植含量を高めることが重要

解腐熟は地温が高いほど促進されるため地温の高い

であり、有機物の施用を積極的に行いましょう。

秋に行いましょう。

毎年の継続施用が重要であり、土壌改良資材と併

〈深耕〉
作土層が浅いと根が十分に伸長しないため気温や

せて施用しましょう。

水分変化の影響を受けます。同量の基肥量でも深耕

●土壌分析をしよう

の場合は生育後半の凋落は無く、収量品質も安定し

土壌状態の把握、土壌状態に応じた土づくり及び
次年度の肥培管理のためなどに土壌分析（診断）を

ます。全胴割率も浅耕に比べ減少。

〈排水〉

実施しましょう。全農とやまの農産物分析センター

秋起こしによる腐熟の促進と土壌改良資材及び有

では腐植含量、pH、有効態ケイ酸・リン酸、遊離

機物の施用効果を高めるためにも雨水の停滞が無い

酸化鉄などの項目について分析できます（有料）。

よう深い排水溝を設置しましょう。

分析を希望される方は、各営農支援センターへご相
談下さい。

「秋の 土 づくり運動」

実施期間９月15日～11月15日

富山米新品種の
「富富富」を作ろう

粒揃いがよく、きわだつ旨みと甘み
香り高くつやがあり冷めても美味しい
倒伏しにくく高温でも白未熟粒が少ない

平成30年度より富山米新品種「富富富」の本格的生産が始まります。今年度は県内各地で栽培実証
試験を行い、順調に収穫されました。今後玄米品質、食味調査が行われ、圃場試験結果とともに30年
産米の栽培基準、管理方法に反映されます。
30年産の栽培は「富富富」の優れた特徴を生産・販売に繋げるために「生産要件」や「栽培基準」を定めた
「生産者登録制」となります。生産要件や栽培基準など詳細は各営農支援センター営農指導員へご相談下さい。

30年産の栽培を希望される生産者を
本年10月下旬から11月末にかけて募集します。

黒部市農産物品評会

出品募集

11月３日（金・祝）､ ４日（土）の農業祭にて黒部市農産物品評会が開催されます。
丹精込め生産した農産物の出品をお待ちしております。
出品規格・申込・搬入期限などの詳細は、各営農支援センターへお問合せ下さい！
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牡牛座 ４／ 20 ～５／ 20 11月の運勢
【全体運】優柔不断になりやすい傾向が。迷ったときは信頼できる人に助言を求めてみて。気力上昇にはアートに触れると◎
【健康運】胃腸が弱り気味。暴飲暴食は控えること
【幸運の食べ物】ギンナン

農閑期の店舗営業について
期間:平成29年10月23日
（月）〜平成30年３月30日（金）
店

舗

名

平

日

土・日・祝

南部営農支援センター
北部営農支援センター

８：30～17：00

休

業

東部営農支援センター
ア グ リ プ ラ ザ 東

８：30～17：00

９：00～16：00

職員の農家こうりゃく
※「こうりゃく」とは…手伝いを意味する富山弁です！

当組合では、今年度から連続職場離脱対象の職員が
農家などで手伝いをしています。

た感想
こうりゃくし

今まで農作業をしたことがな
く、初めてのことばかりで大変
でした。力仕事が多く想像以上
の大変さに 驚 き まし た が、こ
れ か らは 今まで以上に感謝の
気持ちをもってご飯を頂きたい
です！

今回参加した
左から新三島支店 病院会計 山本
南部支店
共済係 堀

作業を手伝ってもらい、
大変助かりました。普段話
すことのない農協職員と
話が出来る良い機会だと
思います。

今回協力して頂いた
宮﨑 伸雄さん（石田）

双子座 ５／21～６／21 11月の運勢
【全体運】神経質になり、周囲の悪い部分ばかり目に付く暗示。文句は控え、見守る気持ちを大切に。薬草茶がラッキー
【健康運】おおむね順調。運動に励み、リフレッシュを
【幸運の食べ物】サンショウ
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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

太閤本店 主税町店

企画編集／

第７回は、黒部米を提供している太閤本店 主税町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

⇒黒部米の取扱いは10年以上前からだと思います。
私どもの店はしゃぶしゃぶと会席料理の老舗で、お祝いごとの際
に利用されるお客様も多く、良質なお米が求められます。
黒部米は食味もよく、味がしっかりしているため、料理との相性
が抜群です。お客様からは「ここで食べるお米はとても美味しい」
との声をよく頂きます。特に新米切り替えの時期は、多くのお声
を頂きます。

Ｑ２．産地に対する期待

太閤本店 主税町店
店長

臼井

秀騎 様

⇒私どもの店では、美味しいお米の提供がかかせません。
お客様には引き続き、美味しいお米を提供したいと考えています。
いつも美味しいお米を本当にありがとうございます。
生産者の皆様には29年産も良質で美味しいお米を期待して
いますので、よろしくお願いします！

〒461-0018 名古屋市東区主税町4-73
☎052-931-2323
営業時間：11：00～15：00
(オーダーストップ14：30)
17：00～22：00
(オーダーストップ21：30)
※年中無休
HP：http://www.taikohonten.co.jp/

本店店内

本店外観夜
※写真はHPより転載

JAくろべ職員のおすすめ品!!

すまいる 掲示板

『黒部米茶』が
きます！
自動販売機でも購入で

丸善の無添加

【現在販売中の自動販売機】
本店（資材課事務所前）
北部支店（農業倉庫前）
営農センター
アグリプラザ東
野菜集出荷施設（若栗）

甘酒

350㍉㍑（ペットボトル入り）
‥‥‥‥‥‥‥‥‥356円（税込）

グリーンパークおおしま
黒部峡谷鉄道宇奈月駅
黒部市国際文化センター コラーレ ★
黒部自動車学校 ★
★今後設置予定
吉田科学館 ★

今、大人気の甘酒です。朝晩と
寒くなってきています。
「ホッ！」
と一息、温めて飲んでみてはいか
がですか。また、調味料として、豚
肉や鶏肉などの下味にも最適です。
新三島支店 金融係
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谷口

中 !!

販売経路拡大

蟹座 ６／22～７／22 11月の運勢
【全体運】積極性が高まり、リーダー役を任される機会が増えるかも。意欲的に引き受けて。面倒見の良さを発揮すると吉
【健康運】健康への過信は禁物。きちんとケアして
【幸運の食べ物】ゴボウ

農業用廃プラスチック
廃棄農薬回収のお知らせ
回収のポイントを厳守の上、正しい収集処理にご協力をお願いします。
収 集 日：11月12日（日）午前９時～午後３時
収集場所：本店 資材課 資材倉庫

１．農業用廃プラスチック
ポイント１「正しく分類」

㌔

● 廃 プラは優秀なリサイクル原料

です。
次の①～⑤に分類をお願いします。
①ハウス用被覆ビニール（農ビ）
②マルチ用ポリフィルム（農ポリ）
③肥料袋
④波板・育苗箱（木箱を除く）
⑤農薬空きポリ容器（洗浄したもの）

㌔

㌔

㌔

㌔

㌔

ポイント２「異物は除去」
● 廃プラについている「泥」や「金属」
「木くず」「作物のくず」などはきれいに取り除いてくだ

さい。
（水洗いの必要なし）

２．廃棄農薬
ポイント１「正しく分類」
（処理の方法が違う場合があります）
下記の剤ごとに分類し箱詰めをお願いします。
粉剤、粒剤、水和剤、液剤、水銀剤、クロールピクリンなど
●
金属缶（スプレー缶含む）
、農薬以外のもの（動物医薬品など）、臭化メチル燻蒸剤（サンヒュー
ムなど）
、農薬名のわからないものは回収できません。
●

ポイント２「しっかりした箱に詰める」
 類ごとに、しっかりしたダンボール箱などに詰めてください。（搬入、搬出、輸送中に農薬
分
が漏れないように）
● 中身の確認のため、箱にふたはしないでください。
● 農薬が漏れていたり、状態が悪いものは回収できません。
●

３．回収経費
一般農薬は298円/㌔（税込）
● 農薬空容器類（洗浄していないもの）は750円/㌔（税込）
● 特殊農薬（水銀剤、クロールピクリンなど）は別途料金となります。
●

◎回収当日の対応
収集場所では、係員の指示で回収物の確認を受けてください。回収経費は、後日申し受けます。

「印鑑」をご持参ください。

▼

問い合わせ先

資材課

５４−２０５４

獅子座 ７／ 23 ～８／ 22 11月の運勢
【全体運】他人に干渉してもめやすい月。親切のつもりで、おせっかいを焼かないよう、ご用心。開運には趣味を満喫して
【健康運】軽く体を動かせば、体調に好影響あり
【幸運の食べ物】シシャモ

2017ー10 №521

6

年金・住宅ローン相談会

住宅ローン相談会

10月22日（日）
午前９時～午後３時
JAくろべ本店

新築・購入から「リフォーム」
「お借換え」
また、
「マイカー」
「教育資金」などにも
ご相談に応じます。
☆詳しくは、各支店または
融資課（☎54-2053）まで
お問い合わせください。

無料

当組合本店では８月27日（日）、住宅ローン相談会
と、これから年金を受給される方を対象に年金相談員
を招いての年金相談会を実施しました。今回参加され
た相談者の方からは、「不安に思っていることも気軽
に質問することが出来て良かった」と好評でした。
詳しくは各支店窓口までお問い合わせください。
南 部 支 店 54-5454 北部支店 54-0034 東 部 支 店 65-7200
三日市支店 54-0003 生地支店 56-8013 新三島支店 52-1729

税務・法律相談日のお知らせ

お気軽にご 相談

11月10日（金） 午後２時より JAくろべ本店

くだ

贈与・遺言・相続・後見・税務・その他法律相談

さい

！

☆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

不動産管理係

☎54－2177

※フリーレント相談応じます。

いつでも内見可能です♪お気軽にお問合せください。
富山県知事（７）第1811号

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 ☆
黒部市牧野708
スカイスクエア

２LDK
62.27㎡

黒部市荒町73-2
グランディール21

２LDK
62.27㎡

黒部市田家新750-1
ヴィラ・ファミーユ

２LDK
62.27㎡

家賃：63,000円（201号・11月中旬）家賃：59,000円（402号・10月中旬）家賃：59,000円（301号・即日可）
家賃：58,000円（201号・即日可）
●共益費／3,500円
●共益費／3,500円
●共益費／3,500円
●駐車料１台目／3,500円
●駐車料１台目／3,500円
●駐車料１台目／3,500円
２台目／3,000円
２台目／3,000円
２台目／3,000円
●敷金／２カ月 礼金／なし
●敷金／２カ月 礼金／なし
●敷金／２カ月
礼金／なし
●完成／平成14年６月 ４階建
●完成／平成12年12月
●完成／平成13年12月 ３階建
総戸数／８戸
総戸数／８戸
総戸数／６戸
●交通／地鉄バス「田家口」停 徒歩２分 ●交通／地鉄バス「田家新」停 徒歩２分
●交通／黒部駅 徒歩７分
●その他費用
●その他費用
●その他費用
保健衛生組合費：年間1,000円
保健衛生組合費：年間1,000円
町内会費：年間3,000円
町内会費：なし
町内会費：年間1,900円
●備考／ケーブルテレビ、
●備考／ケーブルテレビ、
●備考／ケーブルテレビ、
火災保険
火災保険
火災保険加入必要
加入必要
加入必要
☆ペアガラスで防音対策
☆コンビニ近くで便利
☆閑静な住宅街です
☆閑静な住宅街です
☆融雪付駐車場
☆融雪付駐車場
☆融雪付駐車場

7
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乙女座 ８／ 23 ～９／ 22 11月の運勢
【全体運】コミュニケーション運が華やぐ兆し。新しいタイプの友人ができるはず。新装開店ショップにも幸運がある予感
【健康運】体重増が気になる時期。自己節制が必須
【幸運の食べ物】カブ

M ONTHLY T OPICS

みんなで
稲刈り体験！
石田小学校

収穫の苦労と喜びを感じる
小学校で体験学習田の稲刈り
市内の小学校（石田・村椿・若栗・宇奈月の４校）
で体験学習田の稲刈りが９月４日から行われました。
この体験学習田は、「食」と「農」への理解を深めて
もらおうと、JAくろべ青壮年部や地元農家の方の協
力を得て実施されています。
児童は、営農指導員から刈り方のコツや注意点など
村椿小学校

を教わり、鎌を使った手作業での稲刈りを体験しまし
た。慣れない作業に悪戦苦闘しながらも、額に汗を流
しながら一生懸命作業し、刈り取った稲が大きな音を
立ててコンバインで脱穀される様子を興味深く見入っ
ていました。
また、たかせ・桜井・中央・荻生・生地の５校では
バケツ稲作の刈り取りを行い、脱穀や籾摺りなどを手
作業で行いました。「水やりや稲の成長を観察するの
が楽しかった。一粒も無駄にしたくない」と笑顔で話
しました。

若栗小学校

中央小学校
脱穀に挑戦
宇奈月小学校

たかせ小学校
手作業で玄米を精米に

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！

天秤座 ９／ 23 ～ 10 ／ 23 11月の運勢
【全体運】興味のあることに意識を向けると、うれしい発見があるかも。気になっていた趣味や習い事を始めるのも大賛成
【健康運】疲れを感じやすいよう。しっかり休息を
【幸運の食べ物】シイタケ

2017ー10 №521
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勇ましく松明担ぐ
愛本新用水天満宮松明祭
愛本地区で黒部市無形民俗文化財「愛本新用水天満
宮松明祭」が10月５日に行われました。
この行事は、江戸時代に水不足に苦しむ愛本新地区
に用水が引かれたことを喜び、村人が松明をかざして
水を迎えたのが始まりとされています。
祭りは、地元の男衆が笛や太鼓に合わせて２本の松
明に点火し、「どっこい、どっこい」の力強い掛け声

巨大な松明を担ぐ男衆

とともに重さ約450㌔の巨大な松明を600㍍先の愛本

米作りを学ぶ

新用水天満宮まで運び奉納し、台地を潤す用水に感謝

中部魚錠㈱、㈱名古屋食糧社員研修
中部魚錠㈱の伊藤正久代表取締役社長と社員15人、
㈱名古屋食糧の社員２人が９月27日、若栗地区の圃

し、農道を練り歩きました。

倒伏なく、上々の出来
「富富富」の刈り取り

場で稲刈り体験をしました。

今月の
表紙

この日は、当組合の施設や黒部米が生産から出荷まで
の流れなどの説明を受けた後、圃場へ行き、手作業と機
械による稲刈りを行いました。伊藤社長は「農家さんの
苦労や努力を知る良い機会となった」と話しました。

刈り取りを行う大川さん

富山県が今回、試験栽培にあたった県産新ブランド米
「富富富」の刈り取りが９月15日、大川豊作さん（大布施）
の圃場で行われました。
５月中旬に田植えをした大川さんの圃場では稲が黄金
中部魚錠㈱の新入社員も参加

色に育ち、収穫の時期を迎えました。
「富富富」は草丈
がコシヒカリより短く、高温にも強いのが特徴です。大

新しい霊柩車を導入
カトレアホールやすらぎ

入魂式

カトレアホールやすらぎでは10月３日、霊柩車
１台を更新し、入魂式を行いました。

川さんは「草丈が短く倒伏がなかった。また肥料も少な
く済むので、大変育てやすい。しかし、生産者が良くて
も消費者に旨いと判断してもらえるかは別の話。どう反
応してもらえるか今後に期待したい」と話しました。来

安全運転の徹底と真心を込めた運行を行います。

年度は黒部市内で50㌶の栽培を目標としています。

10月下旬～11月下旬

10月

22日（日） 住宅ローン相談会
27日（金） 定例理事会

11月
新車両を納車
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３、４日（金・祝、土） 農業祭
10日（金） 税務・法律相談日（午後２時～／本店）
15日（水） ファミリー活動（～23日）
20日（月） 日帰り人間ドック（大布施・荻生地区）
24日（金） 日帰り人間ドック（村椿・生地地区）
29日（水） 日帰り人間ドック（東布施地区）
蠍座 10 ／ 24 ～ 11 ／ 22 11月の運勢
【全体運】未体験ジャンルに挑戦するのに向いています。知らない世界でも果敢にぶつかってみて。リベンジも成功しそう
【健康運】食事リズムが乱れがち。調整を心掛けて
【幸運の食べ物】カリン

高岡の歴史と農家レストラン
～第２回JAくろべ女性大学～

第２回JAくろべ女性大学
では９月27日、現地研修会
を行い、25人が参加しまし

重要文化財 菅野家の歴史を学ぶ参加者

朝ごはん毎日食べようね!!
～JA富山県女性組織協議会～

女性部の
ひろば

た。最初に棟方志功記念館（南砺市）を訪れ
歴史を学んだ後、農園カフェ農工房長者（砺
波市）に行き旬の野菜を使った料理を味わい
ました。最後は金屋町など高岡の街並みを説
明してもらいながら見て回り、参加者は「す
ごい歴史ある建物と美味しい昼食を食べられ
て良い思い出になり、楽しい時間を過ごせま
した」と話していました。

心も体もリフレッシュ

～香りのワックスバー作り体験～

JA富山県女性組織協議会の「朝ごはん食べよう
運動」が９月26日、あいの風とやま鉄道黒部駅前
で行われました。
JAくろべ女性部では、黒部産の米を使ったおに
ぎり200個を「朝ごはん食べようね！いってらっ
しゃい」とひとりひとりに声をかけながら通勤・通
学客に手渡しました。

混ぜ方によって色々な癒しの香りに変身

朝食をとることの大切さをアピールしました

村椿支部では９月12日、火を灯さないキャンド
ルアロマワックスバー作りを村椿公民館で行い、
20人が参加しました。今回は岡本真紀さんを講師
に招き、３種類の香りを混ぜたオリジナルのアロマ
ワックスバーを作りました。参加者は「良い香りが
して心が休まる」と、香りに癒されながら楽しいひ
とときを過ごしました。

水引にチャレンジしてみませんか？
女性大学の第３回は11月22日開催予定です。テーマは
『簡単・水引で作るオリジナルぽち袋』!!お正月のお年玉袋
をちょっとアレンジ☆
普段の封筒にひと手間加えるだけで、可愛い心のこもった
封筒が完成しますよ！初めての方でも簡単に作れます♪皆さ
水引はアレンジ色々です

ん、オリジナルのぽち袋を作ってプレゼントしてみませんか？

射手座 11 ／ 23 ～ 12 ／ 21 11月の運勢
【全体運】優しさをアピールすれば自然と人気運が上向く気配。持ち前の面倒見の良さを前面に出して。掃除もお勧め
【健康運】比較的穏やか。適度な体操を忘れずに
【幸運の食べ物】フグ

※女性大学は毎年、
年度始めにみずほな
どで募集をかけ、参
加申し込みがあった
方対象で活動してお
ります。
問い合わせ先
資材課 ☎54-2054
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黒部名水ポークスペアリブの甘酢煮
■材料（４人分）
スペアリブ………………８本
酢…………………… 500cc
水…………………… 100cc
砂糖………………………80g
コンソメ…………………１片
ニンニク…………………少々
サラダ油…………………少々
ネギ（白髪ネギ用）
…… お好みで
ゆで卵………………お好みで

■作り方

夏バテの体力回復に、お誕
生日会、ハロウィン、クリス
マスパーティーなどの一品に
どうぞ♪

前沢

杉本 佳奈さん

❶スペアリブをグリルで焼く。
❷フライパンにサラダ油少々を入れ、ニンニクを炒める。
❸スペアリブ、酢、水、砂糖、コンソメを入れ、中火で時々あ
くをとりながら、煮汁が少なくなるまで40分程煮る。（あめ色に
なってくるまで）
❹③を器に盛り、白髪ネギ、ゆで卵をトッピングして完成。

『家の光』
11月号の
読みどころ

『ちゃぐりん』
11月号の
読みどころ

≪特集≫
わたしと本の物語
読者のみなさんや著名人の、人生を変え
た一冊はなに？
「その一冊」のエピソード
とともに、東日本大震災の被災を乗り越え
オープンした私設絵本図書館の物語や、読
書や読み聞かせが脳に与える効果なども紹
介します。

おうちでおいしい
石焼～きいも♪おいも♪

食欲の秋が来た！あぐりスクールや学
童農園などで植えたサツマイモがいよい
よ 収 穫 の 時 期 を む か え る よ。 オ ー ブ ン
トースターや土なべなど、家にある道具
を使ったおいしい石焼きいもの作り方を
紹介。ほっくほくの石焼きいもを楽しん
でね♪また、皮や中身の色、食感、甘さ
のちがいなど、たくさんあるサツマイモ
作ってみよう！ねっとり濃厚な干しいも
のなかでも特ちょうのある品種について
食物繊維が豊富で腹もちがよく、長期保存
ができる干しいもは、防災食にもぴったり。 取り上げるよ。みんなもいろいろ調べて
産地の農家に、自宅でできる作り方を教わり みよう！
カワッパ博士のリバー探検隊～秋～
ます。
「川はアート作品でいっぱい」
11月号

定価617円（税込）
●

11月号

定価483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 11月の運勢
【全体運】１人でいるより、気の合う仲間たちと行動した方がつきに恵まれそう。旅行や飲み会の誘いには気軽に応じて
【健康運】ストレスを感じやすいかも。気分転換を
【幸運の食べ物】ニンジン

今月

み ん な の
の

広 場

っ子
部
黒

さくら幼稚園（たいよう組）
元気ハツラツ!!

２学期が始まり、かけっこ・フープ・縄と
び・鉄棒・リレーなど色々な運動遊びに興味
をもって取り組んできました。できるように
なった喜びが自信となり、ますます園のリー
ダーとして力を発揮しています!!

黒部愛児保育園（ひよこ組）
お外は気持ちがいいね～
０歳児ひよこ組の０歳チームです。
「わたし、早く滑り台やぶらんこに乗り
たいなぁ」「ぼくは、園庭をはだしで
いっぱい走るよ！」みんな仲良く遊び
ましょうね。

わが町の
げんき印

ゆう わ

“友輪”を大切に

私たちは、老人クラブの会員相互の
交流と親睦・健康維持を目的に活動し
ています。
勝敗にこだわることなく、ワイワイ
と声を出して楽しんだり、上級者が初
心者に教えてあげたりと、気軽に参加
しやすい雰囲気づくりを心掛けていま
す。
今後も、地区内や大会の参加者との
交流を大切にしながら、いろいろな大 〈練 習〉
＊日時＊５月～11月（第２・４木曜日）午後１時30分～４時
会に参加して、さらに参加者が増える ＊場所＊中ノ口緑地公園パークゴルフ場
よう努力したいです。
＊メンバー＊男性12人、女性５人

下立四区パークゴルフを楽しむ会

来月号の掲載予定

今月の黒部っ子
「三島保育所」
チャイルドギャラリー
「たかせ小学校」

わが家のアイドル
「若栗地区」
青春・キッズ・げんき印
「三日市地区」

農業図鑑
「東部営農支援センター」

水瓶座 １／ 20 ～２／ 18 11月の運勢
【全体運】できる人と比べ、何かと落ち込みやすいかもしれません。「人は人」と割り切って。柔軟な発想が幸運の鍵に
【健康運】動くことで体力上昇。元気に過ごせます
【幸運の食べ物】ハクサイ

※変更になる場合があります
2017ー10 №521 12

わが家の
愛 アイドル

みんなのアイドル♪
じん

甚くん（トイプードル
飼い主

山本

８歳）

俊子さん

とても人懐っこく、近所の方たちから
も可愛がられる甚くん。そばにいてくれ
るだけで毎日楽しく、たくさん元気をも
らいます。長生きしてね！

「りんごをたべる
きょうりゅう」

リトルホーンは、木のしたをく
ぐってえものをつかまえます。あ
かいろをたくさんつかって、やさ
しさをあらわしてみました。

たたかっておなかがへったきょう
りゅうは、りんごをたべています。
パワーがでているようすをオレンジ
いろであらわしました。

大きな体と太い足が力強さを、赤色
やオレンジ色の暖かみのある色合いで
かわいらしさをうまく表現しています。
笑った顔も素敵です。
（先生より）

細い線をくねくねと描き、恐竜の表
皮の質感をうまく表現しました。所どこ
ろ入れたオレンジ色がアクセントになっ
（先生より）
ています。

農業
図鑑

よこ た め あ り

横 田愛亜莉さん
（１年）

「新体制で一致団結!!」

農事組合法人

生地小学校

「ちからもちの
リトルホーン」

（東布施地区
田籾 ）

たけくま

武 隈 ちよさん
（１年）

寺坪営農組合

代表理事組合長：米山

毅

設
立：平成元年２月（法人化平成19年５月）
所 在 地：黒部市荻生2421-1

水稲を中心に大豆も栽培しています。今年３月の
総会で役員が代わり、これまでのやり方や経営面の
見直しを図っています。良いところは継続しなが
ら、施設設備の修繕や安全対策の改善も進め、限ら
れた資源を有効活用しています。
年々高齢化や耕作面積等の縮小が進んでいます
が、今後も組合員同士の繋がりや他の農業者の方と
の情報共有を大切にし、後継者の育成に力を入れて
いきます。さらに、組合員の年代や生活環境が異な
るため、より働きやすい職場環境に整備し、それぞ 組合員数：13名
積：919㌃
れの得意分野を活かしながら、新しいことにも挑戦 面
作付状況：水稲（コシヒカリ）、大豆
していきたいです。
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 11月の運勢
【全体運】アクティブに活動できる好調期。守りより、攻めの姿勢でガンガン動いてみて。思い切った行動にチャンスあり
【健康運】運動不足になりやすい。歩くと好変化大
【幸運の食べ物】柿

交通事故防止に役立てて！
JA共済のカーブミラーを市に寄付

当組合では交通事故対策活動の取り組みの一環として、今年度２基のカーブ
ミラーを市内に設置しました。共済事業に取り組む中で、交通事故防止対策を
強化し、今後も地域の交通安全運動に協力していきます。

愛本地区（愛本新下区公民館前）

三日市地区（桜井小学校前）

見通しの悪い交 差点などでの、
出合い頭の衝突事故防止に役立っています。

富山県
限定

A賞

2期

第

W

B賞

ダイソンクリーナー

合
計

是非、
この機会に
ご相談ください。

30

（各期10名様）

名様

チャンス賞

磯はなび ご利用券３万円分

合
計

30

快適珪藻土バスマット

先
着

（各期10名様）

名様

31

3期

第

1,000名様

お問い合わせは…

JA くろべ 共済普及課

☎５４－０５２４

お気軽に各支店窓口までお問い合わせください

【①万一保障提案】 終身共済・一時払終身共済（平28.10）
・引受緩和型終身共済・養老生命共済（一時払養老生命
共済を除く）
・定期生命共済の新規契約の保障設計書を作成依頼され、説明を受けた方。
【②生存保障提案】 医療共済・がん共済・引受緩和型医療共済・介護共済・一時払介護共済の新規契約の保障設計
書を作成依頼され、説明を受けた方。
【③Ｗチャンス賞該当条件】 上記①の共済種類の１つと、上記②の共済種類の１つの保障設計書を同時に作成依頼された方。

抽選方法 厳正な抽選の結果、当選者を
決定します。なお、当選者の
発表はＪＡからのお届けをもってかえさせ
て頂きます。キャンペーン賞品（A 賞・B 賞）
は、応募者１名につき１つのみの当選です。

※本キャンペーンにご応募頂いた場合であっても、法令等によりJA共済にご加入頂けないことがございます。
※ご提供頂いた個人情報は、JA・JA共済連の事業及び各種サービスのご提供・ご案内等の目的以外には使用しません。
※写真はイメージです。賞品の色・デザイン・仕様・機種等が変更となる場合もあります。あらかじめご了承願います。
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みずほ文芸

短歌





上田 洋一

法原

選

洋子

中村よしゑ

桂子

敏子

山口

律子

西島

新酒

光子

平岡田鶴子

上野

稔

選

若林由紀子

河田

石田阿畏子

角井 孝通
村椿 悦子
丸田美恵子
木野本靖子
朝倉 政次
若林由紀子
石
  田阿畏子

ＪＡくろべ総務課

十月末

ひとしきり我を気遣い発つ朝の
別人となる子らに手を振る
手を合わす孫のポニーテールほっこりと
うなじ
項あかるし夫の奥つ城
見渡せば実る稲穂の頭を垂れて
災害なかりし空に謝しおり
サワサワと稲穂が揺れる不規則に
創作ダンス踊るよ踊る
シャワーではなくて湯船に浸かりたし
今日は二学期始業式なり
夏去りし九月の海は静かなり
釣り船白く遠くうかびて
城山の丘に座りてふもとより
風に乗り来るおわら聞きたし
シニアさんと呼ばれて嬉し園児らは
とびきりの笑顔見せて戯る 
息とめてレコード盤に針を置く
音の潮がどどどと寄せ来る 

俳句

切

送り先

〆

秋風を招じて舞へり薪能
祖母の忌を修してよりの野菊晴
夕風が散らすひとひら柿もみぢ
枝豆のはじけて青し有磯海
空高く湧く赤とんぼ夕まぐれ
弟てふ縁新米とどきけり
「聞香」とありて佇む萩の門 選者詠

俳句短歌募集します。

まちがいさがし
※締切
月

11

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】アキマツリ
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９月末日）

（

JAくろべ総務課行

編 集 後 記
）は前年同月比

正組合員数
5,127人 （－119人）
（正組合員戸数 4,161戸）（－178戸）
准組合員数
4,953人 （＋ 26人）
（准組合員戸数 3,507戸）（＋ 26戸）
みなさまの貯金高 1,020億6,580万円（101.8%）
みなさまへの貸出金 180億8,590万円（ 97.2%）
長期共済保有高
2,217億7,996万円（ 95.9%）
購買品供給高
26億4,063万円（ 94.2％）
販売品販売高
14億 118万円（ 96.7％）

15
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FAX 54-4334

今月号の表紙は富山県の新ブランド米「富富富」の刈
り取りです。来年度より本格的な栽培が始まる「富富
富」に期待が高まります。10月は新米などの秋の味覚
が美味しい季節です。新米を美味しく食べるためには、
炊く時の水の量をいつもより少なめにし、冷たい水を
使用することがポイントです。皆さんは新米に何を合
わせて食べますか。秋は秋刀魚などお魚も美味しい季
節。私はいつもより少し高級な卵を使って、卵かけご
飯にして食べるのが楽しみです。〈Tobita〉

袋
各日 50kg）
（２
定
限

皆さまのご来場を心よりお待ちしております！
10月号 №521
平成29年10月15日発行
発行部数 7,600部

■発 行 黒部市農業協同組合 〒938-0042 富山県黒部市天神新210-1 ■編 集 み ず ほ 編 集 委 員 会
TEL 54-2050 FAX 54-4334
soumuka@ja-kurobe.or.jp ■印 刷 株 式 会 社 す が の 印 刷
ホームページをご覧下さい

題字：福島 孝組合長 筆

