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−中干しの徹底−
水管理の効率を高めるために５㍍に１本程度の溝掘りを
行い、中干しをしっかり行いましょう!!
まだ干していない圃場は早急に実施しましょう。

●中干し仕上がりの目安
中干しは田植え後１カ月頃を目安に土壌条件や生
育状況に応じて行いましょう。中干しは５～７日間
程度行い、田面に小さなひび割れが入り、足が沈ま
ない程度まで干しましょう。
生育状態や田の乾湿、土壌の深さ、転作跡田など
条件に合わせて加減することが大切です。干し過ぎ

圃場条件に対した中干しの程度
茎数が少ない・
乾きやすい
砂地の水田の場合

茎数が多い・
乾きにくい
湿田の場合

一度に強く干さず、
軽いひび程度に。

田面に大きな亀裂が
入るまでしっかり干す。

は根に障害を与えるので注意が必要です。

●溝掘りと中干しの効果

●エスアイ加里特号の施用

「溝掘り」と「中干し」は、過剰籾数の防止、根圏
の拡大、出穂後の効率的な水管理、地耐力の確保な
ど米の品質向上にはとても重要です。適期に収穫作業

６月20日頃より、エスアイ加里特号を10㌃当り15㌔
施用します。
施用後２～３日は水を溜めたままにしてください。根

ができるようにしっかり行いましょう。

の活力を高めて下葉の枯れ上がりを防ぐ役割がありま

●直播栽培の防除と施肥

す。特に一発肥料を使用している場合、カリが不足し

中干し終了後すぐに、葉いもちの防除のため、オ
リゼメート１㌔粒剤を10㌃当り１袋散布します。
肥料は太陽のめぐみを10㌃当り１袋（20㌔）施
します。

やすいので必ず施用しましょう。

●間断かん水
中干し後は間断かん水を実施しましょう。最高分げ
つ期（６月下旬）以降は、新しい根の発生が少なくな
ることから、間断かん水で根に空気と水分を補給しま
しょう。乾きやすい水田は『１日湛水・２～３日落水』
、

中干し有り 中干し無し

乾きにくい水田は『１日湛水・３～４日落水』が目安と
なります。たっぷり水を入れ、さっと落水、強い田干
しをしないことがポイントです。
なお、水はけのための溝は排水口に確実につなが

根量がこんなに
違います！

るよう、こまめに手直ししましょう。
（６下旬までしか根が下に伸びない。
）

幼穂形成期からは出穂期まで「飽水管理（足跡に
水が残る程度）」を行いましょう。

＜コシヒカリの水管理のイメージ＞
６月
20
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中
干
し

１日湛水、
２～３日落水
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７月
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幼穂形成期

出穂期

足跡に水が残る程度

出穂後から20日間は
水を切らさない

牡羊座 ３／ 21 ～４／ 19 ７月の運勢
【全体運】お調子者になりやすい気配。できもしないことを安請け合いしないよう、ご用心。運気アップには部屋の掃除を
【健康運】正しい姿勢を心掛ければ、体調に好影響
【幸運の食べ物】アユ

１

９月
10

20

収穫期
刈り取りの
５～７日前まで

2018ー６ №529

2

草刈運動期間

一斉草刈日

７月１日（日）～10日（火）

７月７日（土）～８日（日）

●草刈りの実施
今年の越冬後カメムシの発生状況は、平年と比べ並みからやや少なくなっています。イネ科雑草の穂が出
ないよう草刈りに努め、斑点米の原因となるカメムシの生息地をなくしましょう。カメムシは水田内のノビ
エ、ホタルイの穂を好み増殖するので適切な除草対策を行いましょう。

＜雑草が残った場合の対応（後期除草剤）＞
除草剤名
ノビエや
広葉雑草が
多い場合

アクシズMX
１㌔粒剤

10㌃当り
使用量

散布時期

使用上の注意

１㌔

移植後20日～ノビエ４葉期まで
(但し収穫45日前まで）

５㌢程の深水にして散布し、その後７日間は止
水管理とする。薬害を回避するため田植え後20
日以降に散布する。
落水やかけ流しはしない。
※やまだわらには使用不可

移植後７日～ノビエ４葉期まで
(但し収穫30日前まで）

５㌢程の深水にして散布し、その後７日間は止水
管理とする。
落水やかけ流しはしない。
※1.5㌔／10㌃散布するとノビエ５葉期まで。
但し、移植後25日～収穫30日前まで。

ノビエが
多い場合

クリンチャー
１㌔粒剤

１㌔

広葉雑草が
多い場合

バサグラン
粒剤

３～４㌔

移植後15日～55日まで
（但し収穫60日前まで）

落水して雑草を露出させて、晴天日を選んで散布
する。
散布後３～４日間は水を入れない。

産地品種銘柄の追加について
本年度より水稲うるちもみ及び玄米に「縁結び、つくばSD２号、富富富、ゆうだい21」の４品種
を加えた下表の品種について産地品種銘柄として農産物検査を行います。
種類

必須銘柄

選択銘柄

水稲うるちもみ
及び
水稲うるち玄米

コシヒカリ、てんこもり、てんたか
く、とがおとめ、日本晴、ハナエチ
ゼン、ひとめぼれ、フクヒカリ

ミルキークイーン、あきたこまち、春陽、つくばSD１
号、夢ごこち、赤むすび、あきだわら、おわら美人、黒
むすび、どんとこい、花キラリ、みつひかり、あきさか
り、縁結び、つくばSD２号、富富富、ゆうだい21

水稲もちもみ
及び
水稲もち玄米

こがねもち、新大正糯、とみちか
ら、らいちょうもち

カグラモチ

醸造用玄米
普通小粒大麦
普通小麦
普通大豆
及び
特定加工用大豆

雄山錦、五百万石、富の香

美山錦、山田錦

ファイバースノウ

該当なし

該当なし

ゆきちから、さとのそら

エンレイ、オオツル、シュウレイ

該当なし

上表に記載が無い品種については、産地品種銘柄としての検査証明は行えません。年産及び等級の
みの証明となります。
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牡牛座 ４／ 20 ～５／ 20 ７月の運勢
【全体運】周りからの受けが良く、気付けば人気者に。飲み会などに誘われたら、気軽にOKして大いに楽しみましょう
【健康運】好き嫌いはNG。栄養バランスに配慮して
【幸運の食べ物】インゲン

事業分量配当の実施について（お知らせ）
平成30年度（平成30年２月～平成31年１月）から組合員の購買事業利用
高（肥料、農薬、農機具）を対象に当期剰余金が確保できた場合には、事業
分量配当を実施します。
なお、出資配当を含め、配当基準、配当金額などについては、当該年度の
決算状況を鑑みて、協議決定し、次年度の通常総代会（事業報告及び剰余金
処分案承認の件）において承認いただくことになります。
※対象は組合員本人の取引（組合員本人の取引と識別できる取引）
に限ります。
※事業分量配当とは、組合員の事業利用分量に応じて、剰余金を組合員に還
元（配当）する方法です。

お問い合わせは、各営農支援センターまで

６月１日よりアグリプラザ東にて

くろべの野菜スイーツ販売開始しました！
黒部の名水で育った野菜が見事にスイーツに変身しました！
桜井高校生のアイディアでネーミングやパッケージデザインを考案しました。また、セルク
ルサンク黒部(パレス扇寿)のフレンチシェフ村野氏の手により、手作りで見事に黒部野菜をス
イーツに変身させました。
地元食材をテーマに商品化の拡大をめざしていこうと考えています。

にんじんシフォンケーキ

ぜひご
賞味
くださ
い！

お問い合わせ
アグリプラザ東
黒部トリュフ（丸いも入り）

双子座 ５／21～６／21 ７月の運勢
【全体運】趣味や楽しみを持つなど、ライフスタイルの充実に意識を向けるとうれしい変化が。図書館での情報収集も刺激大
【健康運】スポーツの腕が上達しそう。励んでみては
【幸運の食べ物】イチジク

☎65-9100
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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

服部米穀店

第15回は、名古屋市昭和区に店舗を構える服部米穀店を取材しました。
<黒部米の取扱いについて>

⇒10年以上前だと思うので、2000年前後かな。名古屋市内のスーパーが「黒部米」を取扱う以前
から販売しております。黒部米について、以前は玄米でしたが、30代で店を継いでからは産地精
米で頂いています。

<お客さんの声や販売先について>

⇒５㌔の販売割合が大きくなるなかで、うちは10㌔の販売数が多い。日

黒部米コシヒカリ10㌔が
一番の売れ筋です

本料理店や焼肉店用に買いに来られるお客様も多いです。業務用のお客
さんではあるけれど、「良いもの」を「コンスタント」に使用したい、
服部社長
という声から黒部米を使用して頂いています。
また、一般のお客様の中にも一定の固定ファンがついていると思います。「良いものを食べ
たい」というお客様が黒部米を選ぶ場合も多いと感じます。店舗の周り（昭和区）がちょっと
した高級住宅街ということも要因の一つですね。「良いものだから」という理由で、お寺など
に寄付目的で購入されるお客様もいらっしゃいます。

<産地に期待すること>

⇒いくつかあるけれど、産地精米の商品はあまりパッケージを変えないで欲しいかな。デザインにファンがついている場

合も多いと感じますので。あとは新米納品時の評価が、その後一年を左右する場合もあるため、その時期の品質について
は特に注意を頂ければと思います。黒部米の認証マークについては、安心・安全の品質保証というイメージが定着してい
ると思います。こちらでのテレビ放送の効果もあると思います。イメージが崩
れないよう、これまで通り良いお米をお願いしたいです。
あとは販促物なんてあると良いかなと。昔はチューリップがもらえたりしま
したしね。黒部は「名水の里」と言われるくらいですから、水なんかでも良い
ですね。「気は心」と言いますか、お客様はちょっとしたものでも産地に興味・
愛着を持って頂けると思います。
お米屋も高齢化が進む中で、５年・10年後どうなるかは分かりません。可能な限り
販売していきますので、これまで通りのブレない品質のお米をよろしくお願いします。
店舗の様子
外観

すまいる 掲示板

画課
販売部 販売企
東
アグリプラザ

JAくろべ職員のおすすめ品!!

名水黒部のねぎ油
130㍉㍑…864円（税込）

アグリ
プ
購入で ラザ東で
きます
！

黒部産のねぎを使ったね
ぎ油です！風味豊かでサラッとし
ていて料理に大活躍します。
チャーハ
ン・卵かけご飯・炒め物・ラーメン・パ
スタなどのかくし味としてお試
しください！
北部支店
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共済渉外係

【左から】
販売企画課
アグリプラザ東 島・中島店長・西浦・芦崎

アグリプラザ東では、生産者が丹精込め
て作った新鮮な野菜を地域の皆さんに提供
できるよう品揃え豊富に努めてまいります。
お気軽にご来店ください！
木澤

〒938-0862 黒部市宇奈月町浦山 806-1

蟹座 ６／22～７／22 ７月の運勢
【全体運】自己アピールに向いています。やってみたいことがあるなら積極的に動くとグッド。新しいことを始めるのも吉
【健康運】冷房の効き過ぎは×。上手に体温調節を
【幸運の食べ物】ラッキョウ

農業用廃プラスチック回収のお知らせ
収 集 日：６月23日（土）AM９：00～PM３：00
収集場所：本店構内

資材倉庫

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。
ポイント１「正しく分類」
※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）
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」等はきれいに取
り除いてください。
（水洗いの必要なし）
◎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。

お問い合わせ

▼



資材課

☎54-2054

乾燥機の事前点検の実施について
乾燥機の火災防止や故障箇所等の事前点検整備を下記の要項に基づき実施いたします。
記
１．予約受付期間

６月11日～６月末

２．実 施 期 間

７月上旬～９月末

３．基 本 点 検 料（１台、税込）12,960円（６月受付）
16,200円（７月以降受付）
４．対 象 銘 柄

大島・サタケ・ヰセキ・静岡（施設は除く）

５．事前点検整備項目
①燃料漏れの点検及びパイプの点検
③ベルト関係の点検
⑤熱風路の清掃

②バーナー（ポット式）の分解・清掃
④配線及び安全装置の点検
⑥スロワーの点検

※乾燥機の修理・補修部品供給年限は、基本的に生産（製造）終了後12年となっております。

お問い合わせ

農機課

☎ 54-0442

獅子座 ７／ 23 ～８／ 22 ７月の運勢
【全体運】面倒見の良さを発揮すれば、円滑な人間関係が築けそう。快く身近な人をフォローして。気分転換には温泉が◎
【健康運】極端な健康法は厳禁。自然な生活が一番
【幸運の食べ物】ウナギ

FAX 54-0443
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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

公益社団法人富山県宅地建物取引業協会会員

☎54－2177
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 ☆
黒部市荒町73-2
グランディール21

２LDK
62.27㎡

家賃：54，000円（402号、
302号・即日可）
53，000円（202号・６月下旬可）
●共益費／3,500円●駐車料／２台分6,500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
☆融雪付駐車場です
☆インターネット無料
☆閑静な住宅街です

Ｈ30.５
和室→洋室へリフォーム

黒部市牧野860
ユーミーオーシャンビュー

２LDK
62.27㎡

家賃：63,000円（202号・即日可）
●共益費／5,000円●駐車料／
１台目3,500円 ２台目 無料●
敷金／２カ月 礼金／なし●完
成／平成12年３月 ３階建 総
戸数／６戸●交通／黒部駅 徒
歩10分●その他費用／水道料：
共益費に込●備考／ケーブルテ ☆融雪付駐車場です
☆コンビニ近くで便利
レビ、火災保険加入必要
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黒部市田家新750-1
ヴィラ・ファミーユ

２LDK
62.27㎡

家賃：54,000円（301号・即日可）
家賃：53,000円（201号・即日可）
●共益費／3,500円●駐車料／２台分6,500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
☆融雪付駐車場です
☆インターネット無料
☆ペアガラスで防音対策
☆コンビニ近くで便利

黒部市牧野708
スカイスクエア

Ｈ30.４
和室→洋室へリフォーム
２LDK
62.27㎡

家賃：63,000円（201号・即日可）
●共益費／3,500円●駐車料／
２台分6,500円→無料●敷金／
２カ月 礼金／なし●完成／平
成12年12月 ４ 階 建 総 戸 数
／８戸●交通／黒部駅 徒歩
７分●その他費用／町内会費： ☆融雪付駐車場です
年間3,000円●備考／ケーブル ☆駅近くで交通便利
☆駐車料無料
テレビ、火災保険加入必要

乙女座 ８／ 23 ～９／ 22 ７月の運勢
【全体運】知的好奇心がムクムク湧いてくる予感。知りたいことがあるならトコトン調べて。カルチャーセンターにもツキ
【健康運】疲労をため込まないよう、適度に休養を
【幸運の食べ物】モロヘイヤ

宇奈月小学校

泥の感触を楽しむ！

M ONTHLY T OPICS

田植え体験

田植えから「食」と「農」の大切さを学ぶ
小学校で体験学習田実施
市内の小学校で体験学習田（石田、村椿、若
栗、宇奈月の４校）の田植えが、５月８日から
21日にかけて行われました。
学習田では最初に、営農指導員から植え付け
る深さや苗の本数などを教わり圃場で手作業による田植えを体験
しました。参加した児童の多くは裸足で田んぼに入るのが初めて
とあって、泥の感触に歓声を上げながら、田面につけられた目印

若栗小学校

に苗を植えていきました。
また、５月24日から６月１日にかけて行われたバケツ稲作（た
かせ、中央、荻生、生地の４校）では、種播きに挑戦しました。
児童は営農指導員から育て方を教わった後、各自で芽出しした種
もみをバケツに入った土へ播きました。今後は、苗の生育を観察
し、秋には稲の収穫体験も予定されています。

石田小学校

荻生小学校
バケツ稲作の様子

中央小学校

村椿小学校

天秤座 ９／ 23 ～ 10 ／ 23 ７月の運勢
【全体運】プレッシャーに弱くなる傾向が大。深刻になり過ぎないこと。自然豊かなスポットに出掛け、リフレッシュして
【健康運】元気に過ごすとツキが。運動を楽しんで
【幸運の食べ物】キュウリ
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初めてのかんぴょう植え！
地産地消運動

女性

部

オリジナルハーバリウム作り
第１回JAくろべ女性大学

女性

部

JAくろべ女性部では５月９日、地
産地消運動の一環として、かんぴょ
うの種播きを行いました。
参加した女性部員はポットに手作
業で丁寧に種を播きながら、「収穫が楽しみ」と元気
に育つのを心待ちにしていました。
今後は女性部員が栽培を管理し、収穫したかんぴょ
うは料理に使う予定です。
花を選んで自分好みに

第１回JAくろべ女性大学では５
月18日、「ハーバリウム作り」を行
い、学級生24人が参加しました。
今回は、フラワーデザイナーの原
恵美さんを講師として招き、ドライフラワーを使った
ハーバリウム作りに挑戦しました。好きなドライフラ
ワーを選び、仕上がりをイメージしながら瓶に専用

種播きをしました

楽しみながら触れる黒部米作り
中部魚錠㈱、㈱名古屋食糧社員研修
愛知県にある中部魚錠㈱と㈱名古屋食糧の社員ら
19人が５月23日、下立地区で田植え体験をしました。
中部魚錠㈱は、中部地方で鮮魚の卸売業や回転寿司

のオイルを入れてオリジナルの作品が完成しました。
学級生は「好きな花を選んで作ったので、自分の
作品が一番お気に入りです」と話していました。

元気に夏を迎えよう
JAくろべ

お酢の講習会

女性

部

などの外食産業を展開しており、㈱名古屋食糧を通じ
てグループ内で使用する米の全量（年間約240㌧）を
黒部米にこだわり購入されています。
黒部市や当JAの概要などの説明を受けた後、圃場
で手作業と機械による田植えを行いました。この農業
体験は、主に新入社員を対象に黒部のことを知っても
らい、自信をもってお客様に黒部米を提供するための
現地研修として毎年行われています。

商品と調理の方法を学ぶ参加者

お酢を使った料理講習会が５月24
日から25日にかけて前沢・東布施・
村椿・若栗・浦山の５会場で開かれ、
女性部員87人が参加しました。
大興産業㈱の鳥越和泉氏より、エーコープの新商
品である「ほめられ酢」を使った即席漬けや、
「らっ
きょう酢」を使った美味しいらっきょうの漬け方を学
びました。参加者からは「色々な料理に使えるから
味付けも楽で便利」と好評でした。そのほかにも夏

手作業での田植えに奮闘
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！

9

2018ー６

№529

バテ防止にぴったりな「くだものを漬けて飲みま酢」
などの商品についてわかりやすく説明されました。

蠍座 10 ／ 24 ～ 11 ／ 22 ７月の運勢
【全体運】ポジティブな気持ちになり、全ての事柄に対して前向きになれるはず。やりたいことはどんどん試すのが正解
【健康運】やや不注意になりやすい。行動は丁寧に
【幸運の食べ物】葉ショウガ

着物リメイクに挑戦
村椿支部

女性

部

高品質・安定生産に向けて
春播き加工用キャベツの生育状況調査
平成30年産春播き加工用キャベ
ツの生育状況調査が５月25日、管
内の圃場３カ所で行われ、関係の
職員約10人が参加しました。
当JAでは、３年前より加工用キャベツの作付け
推進を始め、今年度は黒部管内で５経営体が春播き
加工用キャベツを作付けし、出荷予定重量は約24
㌧を見込んでいます。
今回の巡回では、各圃場の生育状況を確認し、病

みんなでお披露目会

害虫の発生の有無などを調査しました。

村椿支部では５月28日、着物をリ
メイクして作ったもんぺの完成お披
露目会を村椿公民館で行いました。
使わなくなった着物をリメイクす
ることを目的として、５月６日からもんぺ作りを始め
ました。それぞれ完成したオリジナルのもんぺを着た
参加者は「すごくかわいい。はきやすいわ」と話しな
がら、美しい仕上がりに満足していました。
病害虫の発生の有無、結球の肥大状況などを調査

収穫の秋が待ち遠しい!!
さつまいもの苗の植え付け

鳥害・雑草防除対策で収量アップ
鉄コーティング直播栽培研修会
鉄コーティング直播栽培研修会が
５月28日、石田地区の圃場で行わ
れ、関係職員など約30人が参加しま
した。
㈱クボタ アグリソリューション推進部技術顧問の
渡辺さんより播種後の水管理や除草剤の散布時期、
今後の管理方法などの説明があり、参加者と実際に
播種した圃場の生育状況を確認しました。

教わりながら楽しく植え付け

今年度の管内作付けは約150㌶です。

前沢保育所の年長・年中の園児24
人は５月29日、保育所近くの畑でさ
つまいもの苗を植え付けました。
さつまいもの苗の植え付けは毎年
行っていましたが、今回初めてJAくろべ青壮年部が
中心となって植え方を指導しました。植え方を教わっ
た園児は、初めての作業に夢中で取り組み、畝６本に
しっかりと植え付けました。作業の後、自分たちで植
えた苗を眺めながら、今から秋が待ち遠しい様子でし
た。収穫は10月頃を予定しています。

直播栽培における鳥害・雑草防除対策を確認

射手座 11 ／ 23 ～ 12 ／ 21 ７月の運勢
【全体運】あれもこれも……と手を広げるものの、どれも中途半端になりやすい時期。持久力を身に付ける必要がありそう
【健康運】気晴らししたいなら、軽く体を動かして
【幸運の食べ物】梅干し
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ちいきの
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ネットワーク

キャベツとあさりの重ね蒸し
■材料（４人分）
キャベツ ……………………… 200ｇ
あさり ………………………… 250ｇ
オリーブオイル …………… 大さじ２
ニンニク …………………… １/２かけ
酒 ……………………… 大さじ２
Ａ
赤唐辛子 …………………… ２本
塩・粗挽き胡椒 ………………… 少々
イタリアンパセリ ……………… ２本

（

■作り方

全ての材料をフライパンに
入れ、蒸すだけの簡単料理。春
キャベツのシャキシャキした食
感と甘みを活かした一品です。
大布施支部

藤澤

淳子さん

❶あさりは砂抜きし、キャベツはざく切りにする。
❷フライパンにオリーブオイルを入れニンニクを炒め、①のあさり、
キャベツ、Aを入れ蓋をして中火にかける。
❸あさりの口が開くまで３分程蒸し煮し、塩・粗挽き胡椒で味を調える。
仕上げにイタリアンパセリをのせる。

◇ 行 事予定 ◇ ６月下旬～７月中旬
６月
22（金）
夏の総合フェア
（午前９時〜）

営農生活講座
26（火）
（午後１時30 分〜）

日帰り人間ドック
27（水）
23（土）
（石田・田家地区）
廃プラスチック回収
（午前９時〜）
28（木）定例理事会
24（日）

29（金）

25（月）

30（土）

『家の光』『ちゃぐりん』
７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≫
・もしものときは、
わたしたちの出番！
防災力を高めよう
７月号

７月
１（日）

『ちゃぐりん』

13（金）

食＆農特集はこちら！
・日本の食器のひみつ

日帰り人間ドック 14（土）
２（月）
（石田地区） 15（日）
16（月）海の日

３（火）
４（水）

特別企画はこちら！
・カワッパ博士の
リバー探検隊
〜水について考えよう！〜

ファミリー活動
（〜22日）

17（火）

５（木）

税務・法律相談日
日帰り人間ドック
18（水）
６（金）
（午後２時〜／本店）
（田家地区）

７月号

７（土）農機フェア
日帰り人間ドック
19（木）
（全地区）
８（日） （午前９時〜）
９（月）

20（金）

10（火）

21（土）報恩 人形供養

日帰り人間ドック 22（日）
11（水）
（東布施地区）
日帰り人間ドック
12（木）
（三日市地区）
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定価906円（税込）

定価483円（税込）

【みずほ５月号の訂正（お詫び）】
みずほ５月号の９ページに掲載した「明日の稚
児舞」でお名前に誤りがありました。訂正しお
詫びいたします。
誤）徳光翼さん→

正）徳道翼さん

山羊座 12 ／ 22 ～１／ 19 ７月の運勢
【全体運】いろいろと迷いが生じやすい期間です。１人で悩まず、信頼できる相手に相談を。地に足の着いた行動が大事
【健康運】暴飲暴食になりやすいかも。節制が必要
【幸運の食べ物】昆布

みんなの広 場
今月の

子
っ
部
黒

田家保育所（ゆーほー組）

☆元気いっぱい☆
友達を誘い合って鬼
ごっこやドッジボール、
園庭では砂場でのダム
作 り、 鉄 棒 な ど 活 発 に
遊 ん で い ま す。 先 日、
園庭の畑に地域の方々
と一緒に植えた夏野菜
やさつまいもの苗の生
育と収穫を楽しみにお
世話をしています。

農業
図鑑

農事組合法人 ファームとちや
代表者名：林

正芳

設 立：1998年（2005年法人化）
所在地：黒部市宇奈月町栃屋

「安定的な生産をめざす！」
水稲を中心にねぎや大豆を栽培しています。水稲は、
播種・育苗の省力化のため、法人化後直播用の田植え機
を導入し直播栽培を本格化しました。大豆は２品種栽培
することによって作業時期の分散を図っており、経営の
複合化に取り組んでいます。
組合員：57戸 従業員：５人 面 積：約42㌶
作付状況：水稲（コシヒカリ15.6㌶・直播コシ9.3㌶・
てんたかく3.9㌶・富富富3.0㌶）
、大豆約8.4㌶
（エンレイ・シュウレイ）、ねぎ約1.5㌶

来月号の掲載予定

今月の黒部っ子「東布施保育所・若栗保育所」

チャイルドギャラリー「荻生小学校」

今年は暑い日が多くハウスの育苗管理から目が離せない時
期もありました。農作業は体力勝負なところが多く、また天
候次第で豊作か不作かが左右されるなど大変な仕事ですが、
安定的に生産することを目標に今後も努力していきたいです。

わが家のアイドル「愛本・内山地区」

農業図鑑「南部営農支援センター管内」

青春・キッズ・げんき印「生地地区」

水瓶座 １／ 20 ～２／ 18 ７月の運勢
【全体運】物事をマイナス方向に受け止めがち。悪い面ではなく、長所に意識を向けて。リラックスには、ハーブティーを
【健康運】穏やかに過ごせば、運気回復の呼び水に
【幸運の食べ物】カマス

※変更になる場合があります
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わが家の
愛 アイドル

おでかけしようね♬
松井

優奈ちゃん（
 長女

２歳３カ月）

利奈ちゃん（
 次女

２カ月）

お父さん

優尚さん

お母さん

若奈さん

３月に妹が生まれ、２人姉妹になりました。お
姉ちゃんは、妹が泣いたら涙を拭いてくれたり、
おむつを準備してくれたりと頑張っています。
これからみんなでたくさんおでかけしようね。

（ 大布施地区
植木 ）
チャイルド
ギャラリー

﹁ 青 葉 ﹂

宇奈月小学校

部分どうしの位置や大きさ
の 関 係 を 意 識 し て 書 き ま し た︒
特に青の上の部分を意識した
の で︑ バ ラ ン ス よ く 書 く こ と
ができました︒

「ボールを投げるぞー！」
今年ぼくは６年生になったの
で、何にでもちょう戦したいとい
う思いをこめて「ボールを投げる
ぞー！」の作品をかきました。
部分同士の位置や大きさに気をつ
け て、 丁 寧 に 書 い て い ま し た。 落
ち着きのある整った文字が書けま
したね。
（先生より）

つじ

わ か な

辻 和香奈さん
（６年）

「最高学年」に力強い一歩を踏
み出した治生さん。絵のように力
強く挑戦を続けていってくれるこ
とを期待しています。
（先生より）

生 産 者：能登

ふなもと

はる き

舟 本 治生さん
（６年）

吉則

作付状況：ねぎ、水稲（コシヒカリ）
、
わが町の

キャベツ、白菜
足腰丈夫で病気
なし！
面

げんき印

積：2.2㌶（黒部市堀切）

「好き嫌いせずに食べて、薬用酒を毎晩かかさず飲んでいるのが
健康の秘訣ですかね」と、はにかんだ笑顔を浮かべるすぐるさん
は御年94歳。「昔は父のいとこの病院で働き、薬瓶の消毒などをし
ていました。その後戦争が始まると、海軍の軍需工場である海軍
工 廠 で潜水艦の部品製造に携わりました。毎日職場のみんなで兵
隊のように整列して、緊張しながら通勤していたことを覚えてい
ます」と話します。
「普段は朝食を食べた後に20〜30分ほど近所を歩いています。
幼い頃からよく自転車に乗っていて、今でも農協やスーパーまで
は自転車で行きます。そのお陰か足腰は丈夫で病気もありません。
好きなことと言えば、以前は畑仕事を楽しみにしていましたね。
おお や

大屋

毎日手入れをした野菜が大きく育ってくれると嬉しいものです。

すぐるさん

（三日市・94歳）
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若い頃は歌も好きで、よく村の宴会で歌謡曲を歌っていたんです
よ」と笑顔で楽しげに話すすぐるさんです。

魚座 ２／１9 ～３／ 20 ７月の運勢
【全体運】創造力が豊かになる月。クリエーティブな分野に関心を持ってみて。ギャラリーや美術館巡りをするのも幸運
【健康運】食事が不規則になりがち。体調の管理を
【幸運の食べ物】パプリカ

「不祥事件の事業区分にか
規程の一部改正について
理事会だより
かる判断基準」を追加
平成 年度における農林
５月 日（火）
・日常業務における留意事
中
央
金
庫
富
山
支
店
の
施
策
と

項にかかる所要の修正
して、農 業 融 資 等の貸 出 強
◆付議事項
化が１つの柱となっており、 ［改正日］
第１号議案 平成二十九年
平成 年５月 日
金融渉外係の指導・管理業務
度ディスクロージャー誌に
を金融部貯金課から金融部
◆報告事項
ついて
融資課へ移行するため、職制
一、組合員の加入及び脱退
農協法等の定めに従
業務分掌規程の一部改正につ
について
い、当組合のディスクロー
いて協議し、承認しました。
二、四月度の事業実施状況
ジャー誌「ＪＡくろべの現 ［改正内容］
について
況 」（ 平 成 年 度 黒 部 市 農
・「別表２」業務分掌表の金
融部貯金課貯金「７．金融渉
三、第１四半期内部監査中
業協同組合ディスクロー
外係の指導・管理」業務を金
間報告について
ジャー誌）について承認
融部融資課融資業務へ移行
第１四半期において内
し、 組 合 員 等 へ の 閲 覧 対
・「別表３」職務権限表の金
部 監 査 を 実 施 し た 結 果、
応、ホームページに掲載す
融部貯金課貯金「７．金融渉
改善等を要する事項が３
ることとしました。
外係の指導・管理」業務を金
件あり、改善指示したこ
第２号議案 農産物検査業
融部融資課融資業務へ移行
とを報告しました。
務規程の一部改正について
四、第１四半期決算につい
農 産 物 検 査において、検 ［改正日］
平成 年５月 日
て
査場所の環境の適正な維持・
第４号議案 コンプライア
［ ］内は計画対比
管理の必要性から国の「農産
黒部市農協
物 検 査に関する基本 要 領 」
、 ンス・マニュアルの一部改
正について
▽事業総利益
県の「 農 産 物 検 査に関 する
不祥事件の事例と事業区
３４８，１４５千円
事務処理要領」が改正され
分にかかる判断基準の追加、
［１０４・３％］
たこと、新品種「富富富」等
日常業務における留意事項
▽事業利益
の産地品種銘柄の追加に伴
にかかる所要の修正等を行
６７，７１４千円
い、規程の一部改正について
うため、コンプライアンス・
［１９１・５％］
協議し、承認しました。
マニュアルの一部改正につい
▽税引前当期剰余金
［主な改正内容］
て協議し、承認しました。
７１，１６８千円
・検査場所環境点検の追加
［主な改正点］
［１８３・９％］
・産地品種銘柄の追加
・コンプライアンスにかかる
ＪＡくろべ興産㈱
（詳細は３ページ参照）
情勢等の見直しを行うほか、
▽売上総利益
・ 検査用等級証印、検査員
ＪＡグループで多く発生して
２１，２８０千円
認印の保管管理責任者の改正
いる不祥事件の事例等を追加
［７３・９％］
［改正日］
・「 不 祥 事 対 応・ 未 然 防 止
▽営業利益
平成 年５月 日
の手引き」に記載している
１，４５１千円
第３号議案 職制業務分掌
30

29

29

29

30

30

29

30

29

29

夏の総合フェアを６月

「夏の総合フェア２０１８」
七、
開催要領について

（販売金額［直売品］）
６，８２９千円
［前年対比１１５・１％］

ザ東第１四半期実績について

［１９・０％］
▽税引前当期純利益
１，４２７千円
［１８・９％］
㈲グリーンパワーくろべ
▽売上総利益
３，３０１千円
［９５・７％］
▽営業損失
４，１７８千円
▽税引前当期純損失
２，５２９千円
ＪＡくろべサービス㈱
▽売上総利益
２４，４６４千円
［９８・６％］
▽営業利益
５，３６８千円
［１１３・４％］
▽税引前当期純利益
６，０４１千円
［１２２・４％］
五、平成二十九年産米販売
数量報告について
４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）
６０，２５２俵
［前年対比９５・０％］
六、 平成三十年度アグリプラ
29

日（土）に本店構内に
おいて開催することな
ど、その開催要領につい
て報告しました。
八、第三回通常総代会質疑
取りまとめについて
通常総代会の質疑内容
について、報告しました。
九、第１四半期相談・苦情
等対応について
２月から４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、４件の
苦情と４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。
十、第１四半期事務ミス等
の発生状況について
２月から４月までに発
生した３件の事務ミスに
ついて、発生原因、事後
対応、再発防止策につい
て報告しました。
十一、第１四半期自主検査
報告について
第１四半期の自主検査
において、改善すべき事
項はなかったことを報告
しました。
十二、資金運用に関する報
告について
４月末の資金（貸出金・
預金など）の運用状況と第
２四 半 期の運 用 方 針・計
画について報告しました。
十三、融資報告について
融資先（１先）への貸出実
行について、報告しました。
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みずほ文芸



尚子

選

藤原

好代

上田 洋一

石浦

稔

中村よしゑ

河田

日

【前回のナンバープレイスの答え】 13
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。

良子

月

笑味ちゃん
©みんなの
よい食プロジェクト

佐渡

順子

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

10

若林由紀子

中村

律子

選

新酒

石田阿畏子

木野本靖子
角井 孝通
内橋はるみ
丸田美恵子
伊集院 信
若林由紀子
村椿 悦子

Ａ～Ｆの二重枠に順に並べてできる言葉は何でしょうか？

７

短歌





荒れ果てし限界集落の高台に
黒く苔生す戦士のみ墓
コンビニに抹茶のお菓子並びたり
店の中外緑の季節へ
湾の先おぼろに伸びる蜃気楼
実らぬ遠き思いがよぎる
ＬＥＤの色暖かき街灯の
ともる湯の町下駄の音する
風邪引きし孫を負ぶれば我が肩に
重み伝わり熱まで伝わる
マジ、マジか、ヤバイヤバイと
スマホ漬け言葉忘れし若者たちは
ひと ひ
つごもりは雨の一日に逝かんとす
たま
庭には次なる紫陽花の珠
水張り田は逆さの山をくっきりと
日ごとに変わる雪絵を映す

俳句

梅雨晴や彫師の飛ばす木屑の香
代掻くや田づらに鳥の群がりて
外覗く猫にも春の愁かな
初つばめ新築の家めざし来る
風景も我もゆらゆら蜃気楼
早苗饗に睦ぶ習いもうすれゆき
山独活がいつぽん笊に朝厨

ジュニアの部

夏つばめプラットホームを行き来する
中学二年 板澤 しほ


俳句短歌募集します。子どもの俳 送り先
〆 切
ＪＡくろべ総務課 六月末日
句を引き続き募集しています！

県俳句連盟春季大会において石田先生が六位に入賞さ
れました。おめでとうございます！

クロスワードパズル

【タテのカギ】
①酒を飲むための小さな器
④整形――で膝の関節を診てもらった
⑥料理をのせます
⑦今度来た新人は仕事の――が早いね
⑨ラストスパートです
⑪本能寺の変を起こした――光秀
⑫乱れたものをきちんと直すこと
⑭親から子へ受け継がれます
⑯こういうことはここじゃあ日常――だよ
⑱虫をよけるため布団の周りにつります
⑳アウトの反対語
21 サッシと呼ばれることも
○
【ヨコのカギ】
①七夕の飾りに使う植物
②歌うことを楽しみに行きます
③シイタケ、シメジ、エリンギなど
④お酒が飲めません
⑤ピカッ、ゴロゴロゴロ
⑧音を遮断したいときにはめます
⑩社会の――として地域に貢献する
⑪カタツムリが似合いそうな花。
鎌倉の明月院は――寺と呼ばれます
⑬輪島市や加賀市や金沢市はこの県の市
⑮鎖国中にも貿易が行われた場所
⑰書類や伝票につきます
⑲俳優が演じたり入り込んだり

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

協同の力

編 集 後 記
（平成30年５月末日）（

）は前年同月比

正組合員数
5,018人 （－155人）
（正組合員戸数 4,087戸）（－107戸）
准組合員数
4,966人 （± 0人）
（准組合員戸数 3,520戸）（＋ 10戸）
みなさまの貯金高 1,023億4,716万円（100.9%）
みなさまへの貸出金 201億3,635万円（109.6%）
長期共済保有高
2,162億4,626万円
（ 96.1%）
購買品供給高
14億 762万円
（ 97.8％）
販売品販売高
3億1,636万円
（ 93.8％）
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季節は梅雨へと移り変わり、田植えを終えた田んぼで
は苗が青々と揺れています。私は今月号より新たに「み
ずほ」の制作に加わり、小学校の体験学習田を取材させ
ていただきました。初めて入る田んぼで楽しげに苗を植
える子ども達を見ていると、かつて自分も同じように田
植え体験をした時の記憶が思い出されます。自分達で一
生懸命植えた苗ですから、収穫ができる秋が待ち遠しい
ことでしょう。子ども達には、今後もこのような体験の
場を持ってほしいですね。
〈SHIN〉

合フェア
夏の総合
2 0 1 8 J Aくろ べ

日ごろのご愛顧に感謝を込めて、ふれあいの輪を広め、
暮らしに役立つ商品をお値打ち価格でご提供致します。
ご成約者 農機具20万円以上
生活用品など５万円以上ご成約の方に
特典

くろべ牧場まきばの風
カップジェラート12個入り
プレゼント！
展示品

ご来場
特典

６/23（土）

AM９:00 ～ PM５:00

JAくろべ本店

構内

総合フェアのチラシを
ご持参の方は焼きそばや
から揚げなど一品引換!!

12個入りセット

農機具・自動車・仏壇・キッチン水まわり用品
コンロ・太陽光発電・メガネ・補聴器など

ご家族・みなさまのご来場をお待ちしております‼

JAくろべ カトレアホールやすらぎ

報恩 人形供養
〜人形たちに感謝の気持ちを込めて、供養しませんか〜

平成30年７月21日（土）
●受

付：AM９：00～10：00
※当日の受付時に人形をお持ちください。

●法

要：AM10：00～

●三日市保育所園児の歌とお参りもあります。
●供養料：組合員・カトレア会員

1,000円

組合員外

1,500円

※お寄せいただいた供養料は、全て社会福祉事業に
寄付させていただきます。

お問い合わせ

カトレアホール

６月号 №529
平成30年６月15日発行
発行部数 7,500部

☎52-4900

■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

