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適切な田植え作業計画から健苗育成・初期生育の確保へ誘導し
「高品質で良食味な黒部米」の安定生産を！
＜田植えに合わせた育苗作業
消

毒

浸

種

～播種から田植えまでは20日程度が目安～＞

催

芽

播

種

ハウス搬出

完

成

４月７日

４月８日

４月16日

４月18日

４月21日

５月10日

４月15日

４月16日

４月23日

４月25日

４月28日

５月15日

●播種～出芽
播種量は１箱当たり乾籾で120㌘（催芽籾は容積190～
200㍉㍑）とします。事前に空苗箱で試し播きを実施して播
種量を確認しましょう。
育苗器は、使用前にサーモスタットや温度計を点検してお
きましょう。出芽は30℃で２日半ほど加温します。加温中の
温度もこまめにチェックしましょう。鞘葉を覆土上に約１㌢
出芽させましょう。

●ハウスへの搬出と管理
低温時にハウス内へ搬出すると生育が不順となるため、ハウス内の温度が上がらない日の搬出は控えましょ
う。また、苗箱の温度が急激に下がるのを防ぐため、搬出後の水やりは覆土が落ち着く程度としましょう。
４月下旬の育苗期間は日中の気温が高めとなり軟弱徒長しやすく、細菌性病害も発生しやすくなるので、
ハウスの温度と水管理に十分注意しましょう。
ハウスに搬入後は、寒冷紗を掛けて強い日差しを避けますが、掛けっぱなしにしないよう３日ほどで除去
します。また、水不足でヤケ苗がでないように乾きに応じたかん水を行いましょう。但し午後３時以降のか
ん水は床土の温度が下がり、湿りがちになって徒長したり、急に冷え込んだときは立枯病の原因となるので
避けましょう。

＜苗の生育経過と温度管理＞
昼

夜

注

意

点

緑 化 期（３日間）

25℃

10℃以上

日中30℃を超える場合は換気する。

硬化初期（６日間）

25℃以下

10℃以上

日中は積極的に換気する。
夜は10℃を下回らないよう保温。

硬化後期（８日間）

15〜20℃以下

10℃以上

日中は25℃を超えないよう積極的に換気。
田植え10日前からは日中に、４日前からは
夜も外気に慣らしていく。

※ハウス内の露に注意する。
※かん水は朝十分にやり、昼に乾くようであれば２度目のかん水を行う。
※天気予報を確認して「晴れ」なら朝から換気しましょう。
牡羊座 ３／ 21 ～４／ 19 ５月の運勢
【全体運】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
【健康運】栄養バランスに配慮すると、さらに好転
【幸運の食べ物】トリガイ
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目標とする苗の姿（稚苗2.5葉）

草丈

12～13㌢。

葉身広く、鮮緑。
第２葉
草丈
12～13㌢

第３葉

第１葉

第１葉鞘高
3.0～3.5㌢

２葉の葉鞘高約５㌢。１箱中で高さが揃う。葉身幅広
く、長さ約２㌢。
１葉は４㌢止まり。腰が太く、幅広く２㍉あり、ガッシ
リしている。
鞘葉１㌢。
第１節根（活着根）原基がのぞいていて根帯が太い（７
～８本）。
メソコチルの伸びはわずか（２㍉まで）。
籾の中の胚乳はわずか（５～８％）残存。

乾物重
14～16㍉㌘/本

生体重
70～75㍉㌘/本

種子根と鞘葉節冠根（５本）がよく伸び、太く、箱底に
トグロを巻いている。分枝根も多い。

田植えは適期に実施！

育苗日数が長く葉齢の進んだ老化苗を
移植すると、初期の勢いのある分げつの
発生が少なくなり、出穂期も早まる傾向
＜８月５日の出穂に合わせた田植えの目安期間＞
がありますので育苗期間が長くならない
地
区
田植えの目安 出穂期
成熟期
よう注意しましょう。
コシヒカリの田植えは５月15日を中
東布施（山手）、前沢（山手）、愛本
５月10日 ８月５日 ９月19日 心に行ってください。これは、出穂期
（稲穂の約半分が出る頃）を８月５日以
浦山、下立
５月12日 ８月５日 ９月16日 降にするためです。登熟期に27℃以上
の高温が続くと乳白米等の白未熟粒の発
生の原因となり品質低下を招きます。そ
東布施（平場）、田家、石田、前沢（平場）、
５月15日 ８月５日 ９月15日 のため高温登熟を避けるために田植えは
大布施、荻生、村椿、若栗、三日市、生地
適期に行いましょう。

●田植え
苗箱に、前半の病害虫防除としてDr.オリ

◆「米づくりノート｣ は強い味方

水稲農家の皆様には、「米づくりノート」をお届けし

ゼフェルテラ粒剤を１箱当たり50㌘散布し、

ています。作業に欠かせない技術情報が掲載されていま

水をまいて土の表面に落ち着かせます。

すので、今後発行される農作業特報と併せて活用しま

植え付けは、１株３～４本、坪当たり70株

しょう。

です。分げつの遅れを防止するため、深植え
（３㌢以上）しないよう注意しましょう。

◆作業内容はすぐ記帳を

夏に配布される栽培管理記録用紙には、肥料や農薬

●除草剤

の使用日と使用データ記入欄があります。また、OCR

田植え後の除草剤は、圃場の条件によって

カード裏面には、黒部米GAP（稲作工程管理）チェッ

使用する剤を選択します。それぞれ散布の時

ク票がありますので、それも併せて記帳して今後の生産

期が異なりますので、ラベルを事前に確認し

活動の改善に役立てましょう。

てから散布しましょう。使用基準を遵守する
とともに散布が遅れないようにしましょう。
除草効果を保つため、散布後７日間は落水や
掛け流しをしないようにするなど、適切な水
管理を徹底しましょう。
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牡牛座 ４／ 20 ～５／ 20 ５月の運勢
【全体運】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
【健康運】体力アップを図る好機。より健康体に
【幸運の食べ物】ゼンマイ

双子座 ５／21～６／21 ５月の運勢
【全体運】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
【健康運】軽いスポーツを楽しむと体調に好変化が
【幸運の食べ物】キャベツ
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企画編集／

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！

今月は

RCTと黒部市農協様合同開催

黒部フェア（＠タイ・フジスーパー）

RCTとは…？

名古屋食糧の子会社であるタイ現地法人
Rice Creation
（THAILAND）
Co.,Ltd.の略称。
弊社の企業理念である「Rice Creation」が
社名の由来。現地での日本米の生産指導、精
米事業、流通網の構築を行っており、日本か
ら輸出された日本米の販売も行っている。

第13回は、名古屋食糧子会社であるRCTが黒部市農協様ご協力のもと実施した、タイ・バンコクでの黒
部フェアの様子をお届けします。
<販売振り返り>

⇒産地の皆様にご協力を頂いた２日間のイベント期間で、精米商品２㌔を85本も販売することが出
来ました。タイ国内において日本産米は高級食材に位置づけられているため、通常だと土日でも５本
前後しか販売はありません。春休み期間で多くの駐在日本人が帰国しているという状況を含めても、
非常に優秀な数字だと思います。
（農協役職員様、市役所職員様本当にありがとうございました！）

<イベントの様子>

⇒炊きたてはもちろん、冷めた後でも、モチモチ感と粘りがしっかりと感じら

れておいしいとの声を多くのお客様から頂きました。現地スーパーでも日本産
米の販売はありますが、精米日が半年以上前のものが販売されているなど、売
場には改善の余地がまだまだあります。今回の試食販売を通じて分かったこと
ですが、「日本産米＝精米日が古い」というイメージを持たれているお客様も
多かったように感じます。黒部市農協様と弊社が協力することで、このような
問題も解決出来ると考えております。
また、試飲頂いた玄米茶やりんごジュースもかなり好評で、是非購入したい
との声が多かったです。

RCT
営業担当
橋本 晴斗

【試食販売会場】
産地をアピール
しました

<実施中に感じたこととタイの現状>

玄米茶も好評でした 購入者様とカレーを賭けた
じゃんけん勝負

⇒競合するタイ産日本米と日本産日本米の価格差は依然大きく、２～３
倍の差があります。品質などを見てもかなりお買い得だとは分かってい
ても、価格面で購入に至らなかったというケースも実際にありました。
また、タイ国内でのお米の消費シーンは、９割が外食・中食という現実
もあります。「おいしいし、欲しいけれど家に炊飯器がない」という声
も聞かれました。このあたりの意見はタイ独特かもしれません。

<今後期待すること>

⇒今回のイベント実施において黒部に関するポスターなどを見て、足を止める方が非常に多く、改めてタイの方の日本に対

する興味の深さに気づかされました。タイ国内において、おいしいお米の需要は必ずありますが、なかなか精米商品だけで
シェアを拡大することは難しいです。黒部米のおいしさや黒部に対する興味を刺激する商品開発、外食・中食で使用出来る
お米の生産も視野に入れて頂き、海外にも目を向けて頂ければと思います。

すまいる 掲示板

「農作業メモ」を
ラジオで放送します!!

JAくろべ職員のおすすめ品!!

米や大豆、大麦、園芸の栽培に関する基本技
術や適期作業をラジオで放送します。

くだものを
漬けて飲みま酢

で
アグリプラザ東
購入できます！

500㍉㍑…409円（税込）
お酢には、血糖値の上昇を
穏やかにし、疲労回復効果も
期待できます♬水や炭酸水で
薄めることで飲みやすくなる
ので、ぜひ毎日の健康管理に
取り入れてみてください！
生地支店
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放送周波数：648kHz
（NHKラジオ第一放送）
放 送 時 間：月曜日から金曜日の
午前11時50分～12時までの時間帯
にて１分間放送
放 送 期 間：４月２日～ 10月31日

ぜひ聞いて
！
みてください

金融渉外係

岩井

坂野

蟹座 ６／22～７／22 ５月の運勢
【全体運】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
【健康運】スキンケアを丁寧に。調子が上向きそう
【幸運の食べ物】カツオ

地域農業の活性化に向けて
『名水の里

産地

黒部』生産者大会

黒部市農業再生協議会と当JAが合同で
３月３日、『名水の里

産地

米市場の動向を理解し、計画的な生産の重要性を学ぶ

黒部』生産

者大会をホテルアクア黒部で開き、来賓
の堀内黒部市長をはじめ市内農業者や農
業関係者など177人が参加しました。
富山県農業協同組合中央会農業対策部の山本康雄部長に
よる「平成30年以降の米政策とJAグループの取り組み」に

私たちの真心を届けます

ついての研修があり、米政策の変動や水田利活用・生産者

愛の米一握り運動

女性

部

の所得増大に向けた取り組みについて学びました。
また、株式会社セブン＆アイ・ホールディングスのグルー
プMD管理部加工食品兼グループシナジーオフィサーの相
澤良太氏による「業務用米の需要動向について」と題した
記念講演も行われ、参加者は熱心に耳を傾けていました。

話題の農業機械やエコカーを多数展示
2018

春の農機具・自動車フェア

真心を届けました

JAくろべ女性部は３月１日、「愛の米一握り
運動」として黒部市社会福祉協議会にコシヒカ
リ玄米とタオルを贈りました。
この運動は、収穫への感謝の気持ちを表そう
と、平成６年より実施しており、今回は玄米
JA職員らの説明を聞きながら品定め

当JAとJAくろべサービス株式会社が合
同で３月２・３日の両日、2018春の農機
具・自動車フェアを本店構内で開き、合わ
せて191人が来場されました。

60㌔とタオル200枚の真心が集まり、JAくろ
べ女性部髙本一恵部長はじめ役員２人が黒部市
社会福祉協議会に贈呈しました。
寄付したものは、市内の生活困窮者に配布さ
れます。皆様、ご協力ありがとうございまし

会場では農機具や各種自動車、除草剤などの展示・販売

た。また、平成29年度は福祉活動などを10年

が行われ、農繁期に向けて農機具を買い求める来場者で賑

にわたり続けてきた功績が讃えられ、顕彰状が

わいました。

授与されました。

獅子座 ７／ 23 ～８／ 22 ５月の運勢
【全体運】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
【健康運】無理をしがち。疲れたら、十分な休息を
【幸運の食べ物】ワカメ
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未来につなぐ農山漁村の実現をめざして
富山県農山漁村
女性
部
男女共同参画チャレンジフォーラム

M ONTHLY T OPICS
高品質・高収量を目標に
黒部秋冬ねぎ生産組合通常総会
平成29年度黒部秋冬ねぎ生産組合通常総会が３
月６日、ホテル黒部で開かれ、出荷先であるセント
ライ青果の藤本泰幸課長代理を招き、組合員、関係
機関など41人が出席しました。
総会では、能登吉則組合長の挨拶の後、平成29
年度事業経過報告及び収支決算や平成30年度の事
業計画及び収支予算案について提案され、全議案
が承認されました。また、平成29年度の生産者表

様々な話し合いが行われました

平成29年度富山県農山漁村男女共同参画チャレンジ

彰が行われ、最優良生産者として朝倉統治さん（前

フォーラムが３月12日、富山県民会館で開かれました。

沢）、優良生産者として野畑宣久さん（浦山）が選

会では「仲良く、ふふふと笑って働くコツ」と題した

ばれました。研修会では、品質・収量向上について

講演が行われ、男女の考え方の違いなどを楽しく学び

新川農林振興センターより説明があり、活発な意見

ました。講演後はパネルディスカッション「農山漁村

交換が行われました。

に働き方改革は必要か!?～考えよう！未来につなぐ農
山漁村づくり。それぞれのフィールドの声から～」と題
して各分野の代表者による意見交換が行われました。

野菜の育て方を学ぼう
第３回くろべ営農生活講座

暮らし
議案を審議する組合員ら

応募多数に感謝
JA配達灯油サンクスキャンペーン
JAくろべサービス株式会社では３月９日、平成
29年度JA配達灯油サンクスキャンペーンの抽選会
を行いました。
このキャンペーンは、配達灯油を購入すると富山

野菜の栽培方法を学ぶ受講生

黒部地区農村女性グループ連絡協

県産牛肉などがもらえるというもので、平成29年

議会・JAくろべ女性部・JAくろべア

12月～平成30年２月末までに配達灯油50㍑お買い

グリプラザ東農産物直売所の三団体

上げ毎に応募券を１枚進呈。応募券５枚１口として

合同の第３回くろべ営農生活講座が

集まった応募用紙は、約1，000枚でした。ご利用・

３月13日、黒部市国際文化センターコラーレで開か

ご応募、ありがとうございました。なお、当選者へ

れ、61人が参加しました。

は発送をもってご案内させていただきます。

講習会では、黒部市の園芸振興について、消費者に
喜ばれる・選ばれる野菜作りや農と食の未来をつくる
地産地消の取り組みについて説明がありました。受講
生は「野菜を育てるときはどこを工夫したら美味しく
育ちますか」と春から始まる野菜栽培に向けて積極的
に質問をするなど、終始熱心に聞き入っていました。
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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厳正なる抽選を行う

乙女座 ８／ 23 ～９／ 22 ５月の運勢
【全体運】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◎
【健康運】快適に過ごせます。大いに体を動かして
【幸運の食べ物】ニンニク

女性部の更なる
発展をめざして

女性

部

JAくろべ女性部定期総会

今月
の
表
紙
とやまシード・オブ・ザ・イヤー

大海寺毅さん大賞に輝く

平成29年度JAくろべ女性部定期総会が３月24日に
黒部市国際文化センターコラーレで開かれ、女性部員
ら126人が出席しました。
髙本部長のあいさつの後、来賓の堀内黒部市長、伊
東黒部市議会議長、福島組合長より祝辞をいただきま
した。
総会では平成30年度の事業計画などが協議されま
した。今年度は菜の花まつりや地産地消運動、グリー
今回受賞された大海寺さん（中央）

ンツーリズムなどの事業が計画されており、組織の強
化・活性化に向けて活動することを申し合わせました。
総会の後、一般財団法人黒部市施設管理公社理事長

平成29年度「とやまシード・オブ・ザ・イヤー」
の授賞式が３月19日、富山県JA会館で行われ、前

である上田洋一氏による「人こそ財産～忘れ得ぬ人々

沢採種部会（松田俊二会長）の大海寺毅さん（前沢）

～」と題した講演が行われました。

が最も優秀な成績を収められたとして「大賞」を受
賞されました。
富山県は種籾の県内外出荷量日本一を誇ってお
り、富山県主要農作物種子協会では、県内５カ所の
種子場で発芽率や外観品質などを基準に基づき厳格
な審査を行い、収穫された種子の最高品を選ぶコン
テストとして毎年実施しています。
大海寺さんは高品質で商品性の高い種子の生産に
優れた成果を挙げたことが評価され、今回の受賞と

人との結びつきの大切さを話す上田洋一氏

なりました。

良食味米の安定生産に向けた生産技術を学ぶ

「富富富」育苗研修会
「富富富」育苗研修会が３月27
日、黒部市民会館で行われ、生
産者や関係職員約40人が参加し
ました。

研修会では、新川農林振興センターの土肥班長よ
り「育苗管理のポイント」と題して、育苗の作業目
安や健康な苗を育成するためのポイント、管理上の
留意点などの説明があり、参加者は熱心に聞き入っ
ていました。
また研修会の後、新川農林振興センターの尾島農
業普及課長は「富富富の栽培は初めてのことばかり
温度管理や病害対策の重要性を学ぶ

で不安や期待いっぱいだと思いますが、不安なこと
は関係職員にすぐ報告していただき、良い緊張感を
持って栽培に取り組んでほしい」と挨拶されました。
今後は田植えの後に青田廻りや研修会を行う予定
です。

天秤座 ９／ 23 ～ 10 ／ 23 ５月の運勢
【全体運】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
【健康運】小さなけがに注意。慎重に行動すること
【幸運の食べ物】モズク
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ちいきの

暮らしいき いき
ネットワーク

サバ缶の炊き込みご飯
■材料

２合（４人分）

■作り方

  ごぼう…………………………１/２本
  ニンジン………………………１/４本
  しいたけ………………………… 適量
  えのき…………………………… 適量
  大豆（一晩水につける）
… …… 適量
  サバの水煮缶…………………… １缶
  酒…………………………… 大さじ１
  塩・かつおだし・しょうゆ……… 少々
  米………………………………… ２合

❶ごぼう、ニンジンはささがきに、しいたけ
は食べやすい大きさに、えのきは２㌢の長さ
に切る。
❷鍋に水と大豆を入れ柔らかくなるまで煮る。
❸米を通常通りに準備し、①、②、サバの水
煮缶と調味料を入れて炊く。
手軽なサバの水煮缶を使って美味しく
炊きあげました。サバの風味があり、大
豆の食感が食べごたえがあります！多方
面に使えるサバの水煮缶。みなさんもオ
リジナル料理を作ってみてはいかがです
か？美味しいですよ♪
浦山

◇ 行 事予定 ◇ ４月下旬～５月中旬
４月
22（日）

27（金） 定例理事会

23（月）

28（土） 第３回通常総代会

24（火）

29（日） 昭和の日

25（水）

30（月） 振替休日

中

『家の光』『ちゃぐりん』
５月号の読みどころ
● お申し込み・問い合わせ ●
お近くの営農支援センターまで

『家の光』
≪特集≫

・暮らしの達人大集合！
・育ちに差がつく夏野菜の

植え合わせ

26（木）
５月号
定価906円（税込）

５月
１（火）

13（日）

２（水）
４（金） みどりの日
５（土） こどもの日
６（日）
７（月）
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『ちゃぐりん』

日帰り人間ドック

３（木） 憲法記念日

真須美さん

≪特集≫

14（月）
（愛本地区）

日帰り人間ドック

（下立地区）
15（火）
ファミリー活動

（～22日）

８（火）

日帰り人間ドック
16（水）
（浦山・若栗地区）

９（水）

17（木）

10（木）

18（金）

５月号
定価483円（税込）

・名人に教わるはじめての

バケツ稲
・小島よしおの野菜は

トモダチ！

第３回通常総代会開催

19（土）
税務・法律相談日
11（金）
（午後２時～／本店） 20（日）

日 時：４月28日（土） 午後１時30分

12（土）

多 く の 総 代 の 出 席 を お 待 ち し て お り ま す。
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場 所：黒部市国際文化センターコラーレ

蠍座 10 ／ 24 ～ 11 ／ 22 ５月の運勢
【全体運】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
【健康運】ストレス解消には軽い体操が効果的です
【幸運の食べ物】コゴミ

みんなの広 場
今月の

子
っ
部
黒

荻生保育所（ぞう組）

当番がんばるぞ!!
保育所で一番大きな
お 兄 さ ん、お 姉 さ ん に
なり大はりきり!!昨年の
年長さん から引き継い
だ色々な当番活動に意欲
的に取り組んでいます。
広い園庭で鬼ごっこに夢
中のぞう組18名です。

今 青春

夢に向かって新生活スタート
「父と兄の影響で、気が付いた時にはもう野球をやっていま
した」と話す竜也さんは小学校２年生から野球を始め、中学校
野球部でのポジションはショート。
「広島東洋カープに所属す
る菊池涼介選手のような完璧な守備が目標です」と話します。
「普段から体を動かすことが好きで、よく家の周りを走っ
たり、ストレッチをしたりしています。そのお陰で中学校３
年間は皆勤賞でした」と笑顔で話す竜也さんは今年の３月
に中学校を卒業しました。「高校へ行ったらまず野球部でレ
ギュラーをめざし、甲子園に行くのが目標です！新しい友達
もたくさんつくりたいですね」と、これから始まる新しい高
校生活に期待を膨らませます。

くつ

沓

かけ

掛

射手座 11 ／ 23 ～ 12 ／ 21 ５月の運勢
【全体運】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
【健康運】運動不足で太りやすい。クヨクヨもNG
【幸運の食べ物】ジャガイモ

りゅう

竜

や

也さん（石田・15歳）
2018ー４
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わが家の
愛 アイドル

果物大好き～!!
やまもと

山本

えいいちろう

栄一朗くん（長男

お父さん

淳一さん

お母さん

２歳２カ月）

栄里子さん

写真を撮られると分かるや、ポーズ
を決めおどけます。バナナやみかんな
ど、果物が大好きで１日１回は果物を
食べています。

下立地区
（下立４区）

農業
図鑑

「いかにイノベーション
（技術革新）
するか」
しろねぎやねぎたん♩♩を中心に水稲、加工用キャベ
ツを栽培しており、今年から白菜も栽培する予定です。
長年勤めた㈱日立製作所を退社し、就農して６年目。
農業は働いた分だけ実績が出て、作物の成長が目で見て
分かるところが面白いです。石田地区は海が近いので潮
風に当たらないように工夫していますが、農業は自然相
手のため台風の被害は避けられません。土寄せするなど
管理対策を徹底して行い、品質向上をめざします。
そしてこれからは、今までの固定観念にとらわれず、
地域農産物のブランド化を推進することが重要だと考
えています。まずはしろねぎをブランド化し、海外輸出

吉則

（香港、深圳、上海、ドバイ）を視野に入れて取り組み

作付状況：ねぎ、水稲（コシヒカリ）、

たいです。今後も販路拡大や売り上げ向上のため黒部市

キャベツ、白菜
面

全体で盛り上がっていければいいですね。

お便り
お待ちしています！
郵 送 〒938-0042 黒部市天神新210-1
JAくろべ みずほ編集委員会 行
F A X 54-4334
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積：2.2㌶（黒部市堀切）

広報誌みずほは「組合員の方に親しまれる広報誌」をテーマに発行
しています。皆さまから季節の話題・絵手紙・イラスト・写

真（農作業風景や野菜、ペットなど）を募集し、広報誌に
掲載します！投稿の際は①住所②氏名（ペンネーム）
③電話番号④ご

意見・ご感想・作品のコメント（30字程度）をご記入ください。

注意事項
・誌面の都合上、投稿いただいた作品の全てを掲載できません。
・投稿いただいた作品は返却いたしません。
・ご応募いただいた意見、コメントなどは編集して掲載させて
いただく場合がございます。予めご了承ください。
※個人情報の取り扱いについて…皆さまからいただいた個人情
報については、厳重に管理するとともに、ご応募の目的以外
では使用いたしません。

山羊座 12 ／ 22 ～１／ 19 ５月の運勢
【全体運】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
【健康運】適度な気晴らしが健康キープのポイント
【幸運の食べ物】ゴボウ

厚生連からのお知らせ

厚生連滑川病院に

最新鋭MRI装置が導入されました!!

最近はテレビなどでもよく聞くようになったMRI検査。頭・首や腰・肩や膝などの関節・お腹など全身の検
査に使われ、CT装置などと比べてX線被ばくがない検査として年々MRIの担う役割は増してきています。
当院放射線科では、患者さんによりよい医療を提供するため、導入後14年経過していたMRI装置を2018
年４月より最新型に入れ替えます。今回入れ替えるMRIは北陸では初めてとなる最も新しい装置となり、こ
れまでよりも快適にきれいな画像を撮ることができるMRIとなっています。

より快適に
MRI検査を受ける時は、円形のトンネル内に入って検査しますが、これまでのMRIは内側が狭いために患
者さんにとって窮屈な検査になっていました。新しい装置ではこれまでに比べて内側が10㌢広くなってお
り、より開放感の高い状態で検査を受けることができます。
また、年齢を重ねることで首がまっすぐに伸ばせない患者さんには首が前に曲がった状態でも痛くない姿
勢で検査に入って頂くこともできます。このような患者さんは放射線科スタッフまでご相談下さい。

よりきれいに
MRIは大きな磁石を使って患者さんの体の中を画像化しますが、この磁力が強いほうがきれいに撮れると
いう特長があります。新しい装置では磁力がこれまでの1.5T
（テスラ）の２倍で、医療用として認可されて
いる中では最大の強さを持つ3.0T（テスラ）装置になりますので、これまでより鮮明な画像が撮れるように
なります。
腰が痛い・肩が痛い・頭のMRIを撮っておきたいなど、最新の装置でMRI検査を受けようと思われる方は、
厚生連滑川病院放射線科にてお待ちしております。

厚生連滑川病院
〒936-8585 富山県滑川市常盤町119番
TEL 076-475-1000（代）
FAX 076-475-7997
水瓶座 １／ 20 ～２／ 18 ５月の運勢
【全体運】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
【健康運】開運には不規則な生活習慣の改善が必須
【幸運の食べ物】メロン
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平成29年産備蓄米共同計算の最終精算について
３、精算単価

１、対象米穀：平成29年産備蓄米
２、お支払日：平成30年３月29日（木）
※右のとおり精算致しました。
米穀代金決済口座をご確認ください。

品種
コシヒカリ
てんたかく
てんこもり

（60㌔あたり税込）
等級

支払済の
概算金単価
（A）

今回の
精算金単価
（B）

生産者
支払単価
（C）＝（A）+（B）

１等

8,300円

2,724円

11,024円

２等

7,652円

2,724円

10,376円

３等

6,572円

2,724円

09,296円

春から夏にかけてシロアリが活動する季節です

シロアリからあなたの家を守ります。

シロアリ診断

無料

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 資
材
課
54-0445
専門業者が診断致します。お問い合わせは各営農支援センターまたは資材課まで!!
ベランダでできるキッチンガーデン

オクラ（アオイ科フヨウ属）
英語のオクラの語源は、オクラを意味するア
フリカ・ガーナ地域の言葉「ンクルマ」だとい
われています。
アオイ科フヨウ属のオクラは、同科同属のハ
イビスカスに似た黄色の花を咲かせます。野菜
の花の中でオクラの花は人気上位です。オクラ
は花観賞用としても秋まで長い間楽しめます。
開花は早朝から始まり、午後にはしぼみます。
日当たりの良いベランダでしたら、オクラは
鉢栽培もできます。オクラはアフリカ原産で暑
さには特に強いですが、寒さには弱いです。発
芽適温も生育適温も25～30度なので、種まき
は５月中旬以降にします。
オクラは草丈が１㍍以上にもなるので、10
号（30㌢）以上の鉢を用意します。市販の培
養土を鉢に入れ、真ん中に４～５粒種まきし、
１㌢ほど覆土し、軽く鎮圧します。オクラの種
は表皮が堅く吸水しにくいので、一昼夜水に浸
してから種まきすると発芽が早まります。
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土壌医・藤巻久志

子葉が出たらはさみで切って２～３本に、本
葉３～４枚で１本立ちにします。草丈が30㌢
以上になったら、120㌢ぐらいの支柱を立て
て、倒伏を防止します。
株元に腐葉土やわらを敷き、乾燥を防ぎます。
過湿に気を付け、毎日適量の水やりをします。
追肥は１週間に１度、1000倍の液肥を施します。
開花後３～５日の若
いさやをはさみで切っ
て収穫します。取り遅
れると、すぐにさやが
堅くなってしまうの
で、小まめに収穫しま
す。収穫したさやの下
の葉は、順次はさみで
切っていきます。
オクラ納豆、天ぷら
など、夏の味覚をお楽
しみください。

魚座 ２／１9 ～３／ 20 ５月の運勢
【全体運】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
【健康運】姿勢を正せば健康面にうれしいご褒美あり
【幸運の食べ物】アジ

▽事業損失
１４，０３５千円
▽税引前当期損失
６，３９０千円
三、平成二十九年度内部監
査に関する内部評価結果
について
内部監査の品質管理活
動の一環として実施した
内部評価について、改善
が必要な項目は認められ
なかったことを報告しま
した。
四、平成二十九年産米販売
数量報告について
２月末現在の平成 年
産米の販売状況につい
て、次のとおり報告しま
した。
（ 年産販売数量累計）
４４，４４３・５俵
［前年対比９３・６％］
五、 二 〇 一 八 春 の 農 機 具
フェアの実績について
▽成約実績５８，
７８０千円
［目標対比９８・０％］
六、正組合員の耕作面積等
現況確認結果報告につい
て
昨年 月に現況確認を
行いました正組合員の耕
作面積等について、報告
しました。
七、資金運用に関する報告
について
八、ローン融資要項の一部

改正について
ローン融資要項におけ
る各種商品について、顧
客の利便性向上の観点か
ら要項の一部を改正する
ことを報告しました。
九、住宅ローンにおける団
体信用生命共済の誤った
事務処理について
当該案件（２件）につ
いて経過等を報告し、今
後の対応方法についても
報告しました。
十、農業法人等の破産手続
開始決定について
当該法人等にかかる破
産手続開始決定の内容等
について報告しました。
十一、その他
遊休資産の処分につい
て、購入希望者との交渉
状況等について報告しま
した。

総務・信用委員会

「開催日 平成 年３月 日」

◆協議事項

一、住宅ローンにおける団
体信用生命共済の誤った
事務処理について
当該案件（２件）につ
いて経過等を報告し、今
後の対応方法等を協議し
ました。

28

10

11

29

29
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理事会だより

第９号議案 労組要求につ
月 日（水）
い
て
賃上げ等、労働組合の要
５７３千円
求について対応策を協議し

１２・０％）
（計画対比
ました。

▽㈲グリーンパワーくろべ
第 号議案 信用事業方法
５，９８５千円
書の一部改正について

（計画対比 ２ ７７・９％）
新三島支店と三日市支店
▽ＪＡくろべサービス㈱
との店舗統合に伴い、信用
６８千円
事 業 方 法 書（ 内 国 為 替 取

２・２％）
（計画対比
引）、（金銭債権の取得又は

第５号議案 平成二十九年
譲渡及びこれに附帯する事
度剰余金処分案について
業）に記載の事務所から新
第３回通常総代会に付議
三 島 支 店 を 削 除 す る た め、
する剰余金処分案（処分額
信用事業方法書の一部改正
６ ２ ６，６ ９ ０ 千 円 ） を 決
について協議し、承認しま
定しました。
した。
第６号議案 平成二十九年 （改正施行日）
度部門別損益計算書につい
平成 年４月 日
て
第 号議案 ＪＡグループ
平成 年度の部門別損益
の自己改革実践の加速化に
計算書について協議し、第
関する特別決議（案）につ
３回通常総代会に報告する
い
て
ことを決定しました。
第３回通常総代会に付議
第７号議案 平成三十年度
する特別決議（案）を協議、
総合資金計画について
決定しました。
平成 年度の総合資金計
◆報告事項
画（貸借対照表）を協議し、
決定しました。
一、組合員の加入及び脱退
第８号議案 第三回通常総
について
代会付議議案について
二 、二月度の事業実施状況
４月 日に開催する第３
について
回通常総代会に付議する議
［ ］内は計画対比
案（ 議 案 、 報 告 事 項 ２、
▽事業総利益
特別議案１）を決定しまし
６０，７０９千円
た。
［６８・５％］

30

29

30

28

10

◆付議事項
第１号議案 平成二十九年
度末ＪＡ全国監査機構監査
報告について
ＪＡ全国監査機構の平成
年度財務諸表等監査結果
について承認しました。
（改善を要する事項）
特に重要な事項は認めら
れない
第２号議案 平成二十九年
度決算期監事監査報告につ
いて
平成 年度末を基準とす
る監事監査報告について承
認しました。
（監査結果）
勧告すべき事項及び改善
を要する事項はなし
第３号議案 平成二十九年
度事業報告について
第３回通常総代会に付議
する平成 年度の事業報告
書（案）を協議、決定しま
した。
第４号議案 平成二十九年
度決算について
（当期剰余金／純利益）
▽黒部市農協
 ２０２，０８２千円
（計画対比 ２ ２８・１％）
▽ＪＡくろべ興産㈱
29

３

28

30

28

29

12

29

みずほ文芸

短歌





上田 洋一

石田阿畏子

選

選

角井 孝通
丸田美恵子
木野本靖子
朝倉 政次
若林由紀子

のろのろの車列横目に「かがやき」は
藤原 尚子
雪煙上げ早月渡る
お
逃げ込みし柴犬追う男わが庭に
中村よしゑ
照れ笑いにも春の陽穏し
豪雪の一月は行き二月逃げ
新村ます子
春の訪れかみしめ三月
ドライブのみちすがら寄りし生地駅
しょう ず
清水まろやかにのみどを下る 女川 節子
これはもう若作りかしら捨て難い
石浦 好代
桃色セーター春の雪降る
あかね空にいつのまにやら満月も
上野 光子
雛の宵とて薄化粧せり
たら ち ね
垂乳根の母の米寿を言祝ぐと
若林由紀子
姉妹で集う越後路の宿

俳句


中学二年 板澤 しほ
優実

中学二年 細川

鋲ヶ岳の稜線あをし梨の花
雛ぼんぼり灯して山の蕎麦処
日永さや納戸の奥の背負紐
おし寄せて風のさざ波麦青む
咲ききつて惜しみなく散るさくらかな

子ども俳句

鳥のくる枝垂桜の遊園地
雨上がりつぼみふくらむ桜かな

俳句短歌募集します。
送り先
子どもの俳句を引き続き募集しています！ ＪＡくろべ総務課
テーマは自由です。どなたでも自由な発想で 〆 切
四月二十七日（金）
ご応募ください。

俳句って楽しい…

一緒に俳句を詠みましょう
どなたでもお気軽にご参加下さい（初心者歓迎）
日時：五月十二日（土）九時三十分〜
場所：三日市公民館第一研修室 講師：石田阿畏子

まちがいさがし
※締切
月

５

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】タケノコ
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30年３月末日）

（

JAくろべ総務課行

）は前年同月比

正組合員数
5,045人 （－146人）
（正組合員戸数 4,106戸）（－188戸）
准組合員数
4,958人 （＋ 6人）
（准組合員戸数 3,513戸）（＋ 16戸）
みなさまの貯金高
990億3,546万円（100.4%）
みなさまへの貸出金 179億8,014万円（100.4%）
長期共済保有高
2,171億7,512万円（ 96.0%）
購買品供給高
4億3,058万円（ 69.7％）
販売品販売高
1億6,184万円（ 82.5％）

依願退職
15

３月31日付
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営農部
営農部

営農指導課
営農指導課

FAX 54-4334

編 集 後 記
今月の表紙はとやまシード・オブ・ザ・イヤーで大賞を受
賞した大海寺さんです。今回の大賞受賞は黒部として４年
ぶりの快挙となりました。実は富山県が日本一の種籾産地
であることを知っていますか？富山の種籾は全国各地で評
価されており、さまざまな品種の種籾を受託生産し42都府
県へ出荷しています。種籾を育てる田んぼは、現在富山県
内に５つあり、その中でも前沢の種籾は、冷害や風害に強く
人気が高いです。地元の土地で育てられた種籾が日本全国
の米づくりを支えていると思うと誇らしいですね！〈Tobita〉
中尾
瀬川

圭佑
雄佑

営農部
販売部

営農指導課
農機課

細見
片山

達志
純希

ゴールデンウィーク

GW中にATMをご利用されるみなさまへ
設置
場所

日付

キャッシュコーナー
（JAくろべ提携ATM） コンビニATM

キャッシュコーナー（JAくろべATM）
南部支店・北部支店
東部支店・生地支店
メルシー店

三日市支店

旧石田支所
村椿コミュニティーセンター

市民病院

４/28
（土）

29

休

（日）

止

昭和の日

８：45～17：00
稼働時間内
手数料０円

休

止

30

（月）
振替休日

５/１
（火）

８：00～21：00
稼働時間内
手数料０円
８：30～16：00
稼働時間内
手数料０円

２

休

（木）

止

憲法記念日

４

（金）

セブン銀行
JR黒部宇奈月温泉駅 イーネットATM
ローソンATM
９：00～19：00
うち ９：00～14：00
 手数料 ０円
 その他時間帯
 手数料108円

８：00～21：00
うち ９：00～14：00
 手数料 ０円
 その他時間帯
 手数料108円

９：00～19：00
終 日
手数料108円

８：00～21：00
終 日
手数料108円

８：45～19：00
稼働時間内
手数料０円

９：00～19：00 ８：00～21：00
８：45～17：00 うち９：00～18：00 うち８：45～18：00
手数料 ０円
手数料 ０円
稼働時間内
その他時間帯
その他時間帯
手数料０円
手数料108円
手数料108円

８：45～17：00
稼働時間内
手数料０円

９：00～19：00
終 日
手数料108円

（水）

３

ⓒちょリス

休

止

８：00～21：00
終 日
手数料108円

※電算システムの更改にともない、休止させていただきます。

みどりの日

５

（土）
こどもの日

６

８：00～21：00
稼働時間内
手数料０円

休

止

８：45～17：00
稼働時間内
手数料０円

休

止

９：00～19：00
終 日
手数料108円

８：00～21：00
終 日
手数料108円

（日）
キャッシュカード・通帳の盗難、紛失などの緊急連絡先は

０１２０－７９４－５５１

三日市支店ATM稼働時間 変更 のお知らせ
店舗の統合による工事のため、

５月１日から７月末まで※

平

日

８：30～16：00

三日市支店のATMの稼働を窓口営業時間内と
させていただきます。ご迷惑をおかけします
が、ご理解とご協力をお願いいたします。

土・日
祝祭日

終日休止

※工事の進捗状況により期間が前後する場合があります。
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