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づくりは作物栽培の基本!!

～元気な土づくりが品質向上のかなめ～

土壌改良資材をしっかり施用して高品質な「名水の里

黒部米」を生産しよう

稲の生育には、「窒素・リン酸・カリ」の肥料主要３要素のほかにケイ酸、アルカリ、
鉄、苦土などの養分がバランスよく含まれる「土」が重要となります。
気象変動による収量への影響や品質低下（病虫害など）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〉
生育中に稲は土中のケイ酸を吸収し、成長するた

鉄は葉緑素の生成に必要な要素であるとともに、

め継続補給が重要となります。ケイ酸の施用は稲の

稲の根腐れを防ぐために重要な成分です。鉄分が少

茎葉や根を強くし、倒伏やいもち病に対する抵抗力

ないといもち病やごま葉枯病、下葉の枯れあがりが

を増やすほか、水分蒸散を抑制し品質低下を抑える

発生し登熟及び収量低下が懸念されます。

とともに、光合成促進による整粒・食味向上、割籾
低減による斑点米抑制にも効果があります。

また鉄分は下層土壌への流失しやすい成分であ
り、下記土壌改良資材施用に加え、天地返しや有機
物の施用による保肥力を高めることも効果的な対策

〈アルカリ〉

となります。

pHは土壌の酸性度を示す指標で、pHによって作
物の養分吸収及び土壌微生物の活動が変化します。
稲に適したpHは弱酸性ですが、近年土壌が酸性化

ごま葉枯病
肥料の流亡しやすい砂質浅耕土など、地力の低い

しており、改善が必要です。
酸性化した（pHが低い）土壌で生育する稲は、

圃場で発生が多く、同じ場所で毎年発生する傾向が

カドミウムの吸収も懸念されます。pH矯正に必要

あります。管内でも砂質浅耕土を中心に発生が増加

となるアルカリ資材の毎年施用による、稲に適した

しています。カリ、ケイ酸、鉄の養分が減少すると

土壌pHへの誘導が重要となります。

発生しやすくなります。

〈上記成分を改善する主な土壌改良資材の特徴と施用量〉

↓ごま葉枯病の病斑

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

アサヒニューテツ

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。

100㌔

シリカロマン

ケイ酸、リン酸、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】考え方が後ろ向きになりやすい期間かも。意識的に笑顔を心掛けましょう。また、感謝できることを探すと開運に
【健康運】良好。運動で体を動かすと、なおグッド
【幸運の食べ物】カボチャ
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稲の生育において必要な要素である水と養分は主に根から吸収されます。根は稲の地上部を
支え、土壌は稲の生育において必要な水と養分を保持します。根の伸長とその機能に適した良
い土壌環境をつくるためには、有機物資材や土づくり資材の施用、深耕・排水対策などがとて
も効果的です。

●有機物の施用

〈堆肥の秋施用の例〉

〈腐植〉
腐植は土中の有機物全般を意味します。腐植その
ものは養分として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持っています。
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､

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〉

各養分の保持力向上による登熟、品質（整粒）の安

土壌改良資材や有機物のすき込みのほか、稲わら

定を図ります。生育期間中の稲体活力維持、品質収

などの分解及び腐熟促進のためにも重要な作業で

量の安定向上のためには、腐植含量を高めることが

す。分解腐熟は地温が高いほど促進されるため地温

重要です。有機物の施用を積極的に行いましょう。

の高い秋に行いましょう。

毎年の継続施用が重要であり、土壌改良資材と併

〈深耕〉

せて施用しましょう。

作土層が浅いと根が十分に伸長しないため、気温

●土壌分析をしよう

や水分変化の影響を受けます。同量の基肥量でも深

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

耕の場合は生育後半の凋落は無く、収量・品質も安
定します。全胴割率も浅耕に比べ減少。

実施しましょう。全農とやまの農産物分析センター
では腐植含量、pH、有効態ケイ酸・リン酸、遊離
酸化鉄などの項目について分析できます（有料）。

〈排水〉
秋起こしによる腐熟の促進と土壌改良資材及び有

分析を希望される方は、各営農支援センターへご相

機物の施用効果を高めるためにも、雨水の停滞が無

談ください。

いよう深い排水溝を設置しましょう。

「秋の

づくり運動」実施期間

黒部市農産物品評会

９月15日～11月15日

出品募集

11月３日（土・祝）､ ４日（日）の黒部市農協農業祭にて黒部市農産物品評会が開催され
ます。皆様が丹精込めて生産した農産物の出品をお待ちしております。
出品規格・出品申込・出品物搬入期限などの詳細は各営農支援センターへ問合せください。
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牡牛座 ４／ 20 ～５／ 20 11月の運勢
【全体運】あれこれ余計なことまで気にして動けなくなり、つきを逃しがち。開き直りの気持ちを大切に。花を飾るのも吉
【健康運】ストレスを感じそう。スポーツで発散を
【幸運の食べ物】ヒラメ

農閑期の店舗営業について
期間:平成30年10月１日
（月）〜平成31年３月22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

今回のご契約で新た
にお車の保障を充実
させたご契約者の方
に素敵なプレゼント！

９：00～16：00

専⽤応募⽤紙に必要事項を記⼊の上、
ＪＡ職員にお渡しください。

※ご提供いただいた個人情報は、ＪＡ及びＪＡ共済連の事業及び各種サービスのご提供・充実等の目的以外には利
用いたしません。また、ＪＡ共済は「個人情報の保護方針」を定め、個人情報の保護に努めてまいります。※上記賞
品の画像はイメージです。また、デザイン・仕様・機種等は変更となる場合がございます。
※当選の権利を他人に譲渡もしくは金品に交換することはできません。
※数に限りがございますので、なくなり次第終了となります。

双子座 ５／21～６／21 11月の運勢
【全体運】うわさに興味を持つのは避けた方が無難です。それより、自分が好きなことに意識を向け、それを満喫するのが正解
【健康運】楽しく体を動かせば体調アップの呼び水に
【幸運の食べ物】エノキタケ
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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

中部魚錠 株式会社

第19回は、寿司業態をメインとする中部魚錠 株式会社の営業企画部次長に、黒部で行われ
た稲刈り研修についてインタビューしました。
＜稲刈り研修について＞

⇒毎年恒例となっている稲刈り研修を今年も実施
していただきました。農家様や農協職員様より熱
のこもったご指導をいただき、黒部米が手塩にか
けて作られていることを改めて強く感じました。
お米一粒一粒を無駄にしないよう心がけて作
業を行いました。お忙しい中、ご対応いただき
ありがとうございました。
中部魚錠 株式会社
営業本部営業企画部 次長

鈴木

隆幸 様

＜黒部米について＞

地元農家の圃場で研修

⇒黒部米については、コシヒカリ・てんたか
く・てんこもりをブレンドし、10年程前から取り扱っております。シャリにしても負
けないしっかりとした味・粒感を持っていると感じています。昨今の業界の流れとなっ
ておりますが、私どももお客様に産地のイメージを伝えたいと考えております。
ネームバリューのある「黒部」を消費地に伝えるべく、産地サイドからの情報発信
も増やしていただきたいと思います。今後ともよろしくお願いします。

コンバインの試乗

教えていただきながら手作業で束ねる

すまいる 掲示板

JAくろべ職員のおすすめ品!!

和風だし

（分包使いきりタイプ）

7.5㌘×25袋…1,382円（税込）

化学調味料を使ってい
ないので安心です。お味噌汁
やおでんなどのだしとして使う
も良し、パックを開封して粉末だ
しとして使うも良し。とっても万
能な和風だしパックです。主
婦の頼もしい味方！

で
アグリプラザ東
購入できます！
生地支店共済係
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岩田

蟹座 ６／22～７／22 11月の運勢
【全体運】クリエーティブな能力が開花しやすい月。絵を描くなど、やってみたいことに注目を。お芝居を見に行くのも◎
【健康運】運動不足になりがち。小まめに動くこと
【幸運の食べ物】野沢菜

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10日（土）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」

●廃プラは優秀なリサイクル原料です。下記①～⑤に分類してください。

＜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）

☆回収の対象となるもの☆
（①～⑤に分類してください）

㌔

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

※回収できないもの※
●正 しく分類、梱包、箱詰めされ
ていないもの
●異物が混入しているもの

㌔

㌔

㌔

㌔
㌔

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」

●分類ごとに、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、口座より徴収させ
ていただきます。

問い合わせ先

▼

当日は必ず「印鑑」をご持参ください。

獅子座 ７／ 23 ～８／ 22 11月の運勢
【全体運】思い込みが激しくなりそう。人の話を早のみ込みしないよう、ご用心。気分リフレッシュには手作りにトライを
【健康運】上質な睡眠をめざして。心身とも元気に
【幸運の食べ物】ゴボウ

資材課

☎︎５４−２０５４
2018ー10 №533
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〈平成30年４月１日～平成31年３月29日〉
【商品名】
年金定期貯金
「結いの恵み」
【ご利用いただける方】
個人の方で、
次の条件のうちいずれかに該当される方
（1）
JAで年金を受給さ
JAへ年金受給口座の指定を予約された方
【対象となる年金・年金予約】
お近くのJAにご確認くださ
れている方
（指定手続き中を含む）
（2）
い。
【商品の種類】スーパー定期貯金1年もの（単利型）または大口定期貯金1年もの（単利型）自動継続方式（元金または元利金）＊自動継
続後は、
スーパー定期貯金1年もの
（単利型）
または大口定期貯金1年もの
（単利型）
としてお預かりします。
＊ATMからのお預け入れはで
きません。
【預入金額】
50万円以上＊新規お預け入れに限ります。
【適用金利】
お近くのJAにご確認ください。
お利息には、
国税15.315％、
【抽選権】
50万円につき、
1口の抽選権をおつけします。＊自動継続後の定期貯金には抽選権は付与され
地方税5％の税金がかかります。
ません。＊抽選番号（抽選券）は発行いたしませんのでご了承ください。
【中途解約】この定期貯金は原則として期限前に中途解約するこ
とはできません。
抽選前に中途解約するときは、
抽選権がなくなります。
また、
中途解約の場合は、
JA所定の解約利率が適用されます。
ご注意事項：申込時における各期の抽選につき、
お一人さまあたり当選は1口とします。
JAタウン
「結いの恵み」
ギフトカードの有効期限は約1年間です。
所定の期間内に、
カタログのお申込みが
ない場合は、
JAタウン
「結いの恵み」
ギフトカードをお届けします。
懸賞品は一時所得と考えられ、
確定申告が必要な場合があります。
詳しくは税理士等の専門家にご相談のうえご確認ください。
【当選者の発表】
賞品の送付をもって、
当選者の発表とさせていただきます。
【賞品のお届け先】
賞品は当JAへ届け出されている住所にお届けします。
カタログからお選びいただいた商品は、
ご指定いただいた第三者
（お子さま、
お孫さま等）
にお届けすることもできます。
お客さまの転居先不明等によりお届けできない場合は、
当選が無効となる場合があります。
【個人情報の取扱
いに関する重要事項】
（1）
お客さまとお取引のある農業協同組合は、
当該農業協同組合が所在する都道府県の信用農業協同組合連合会、
農林中央金庫
（農業協同組合を含めて
「JAバンク会員」
といいます。
）
にお客さまの以下3項目の個人情報を提供し、
JAバンク会員は以下の目的のために当該個人情報を利用いたします。
●賞品等の進呈対象者の確認および賞品等の発送●訪問、
JAバンク会員については、
次のホームページからご確認いただけます。
電話、
宣伝物・印刷物の送付等による各種商品等のご案内●新商品・新サービスの開発等のための市場調査・分析
（2）
http://www.jabank.org/
（平成30年3月現在）
（3）
JAバンク会員は、
以下の情報について、
安全管理措置を講じたうえで取得・保有・利用いたします。
氏名、
住所、
電話番号、
口座番号等
（4）
農林中
央金庫は本懸賞企画業務・発送業務の一部を外部業者に委託いたします。
【その他】
本商品は貯金保険の対象です。
同保険の範囲内で保護されます。
詳しくはお近くのJAでご確認ください。

詳しくは、お近くの各支店窓口まで

☆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（８）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 ☆
黒部市荒町73-2
グランディール21

２LDK
62.27㎡

家賃：50,000円
（402号、302号、202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

黒部市牧野860
ユーミーオーシャンビュー

２LDK
62.27㎡

家賃：58,000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
テレビ、火災保険加入必要

402号
Ｈ30.５ 和室→洋室へリフォーム

☆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
7
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☆融雪付駐車場です
☆コンビニ近くで便利

乙女座 ８／ 23 ～９／ 22 11月の運勢
【全体運】人脈のネットワークを広げる好機。飲み会などの誘いには気軽にOKを。初対面の相手でも気さくに話し掛けて
【健康運】健康術に凝り過ぎ。ほどほどがベストです
【幸運の食べ物】ミカン

M ONTHLY T OPICS

稲刈りにチャレンジ！

若栗小学校

今月
の
小学校で体験学習田の稲刈り 表紙

楽しみながら一生懸命に収穫

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。
石田小学校

児童は、農家や営農指導員から刈り方のコツや注意
点などを教わり、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、協力
しながら一生懸命に取り組みました。刈り取った稲は
コンバインで脱穀され、児童は機械の動きに興味津々
の様子で見入っていました。児童は、「初めての稲刈
りはとても楽しかった」、「機械を使うと早いけれど、
手作業で刈っていた頃の苦労を知ることができて良
かった」など、笑顔で感想を話しました。
作業が終わると営農指導員から黒部米で作った「黒

村椿小学校

部米茶」とおにぎりが配られ、地元で育った米をみん
なで味わいました。

黒部米茶で喉を潤しました

宇奈月小学校
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】頼まれ事など、まずは必要な作業から手を付けましょう。その後、プライベートの充実を図ると喜びが倍増
【健康運】快適に過ごせます。アクティブに行動を
【幸運の食べ物】レンコン

田んぼには生き物がいっぱい！
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松明担ぎ練り歩く
愛本新用水天満宮松明祭
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、愛本地区で行われました。
この行事は、江戸時代に水不足に苦しんでいた愛本
新地区に用水が引かれた際に、それを喜んだ村人たち
が松明をかざして水を迎えたことが始まりとされてい
ます。
日が暮れてから始まった祭りでは、重さ約450㌔の
巨大な松明２本に火が灯され、地元の男衆が笛や太鼓
に合わせてそれらを担いだり引いたりしながら用水沿

巨大 な 松 明 を 担 ぐ 男 衆

いを練り歩きました。男衆は「どっこい、どっこい」の
力強い掛け声とともに１時間ほどかけて大松明を運び、

手作業の稲刈りを体験
中部魚錠㈱、㈱名古屋食糧社員研修

約600㍍先にある愛本新用水天満宮に奉納しました。

中部魚錠㈱の伊藤正久代表取締役社長と社員15

新鮮な甘みを味わって

人、㈱名古屋食糧の社員２人が９月19日、下立地

大布施地区

ぶどうの収穫

区の圃場で稲刈り体験を行いました。
中部魚錠㈱は、中部地方で鮮魚の卸売りや回転寿
司などの外食産業を展開しており、㈱名古屋食糧を
通じて購入した黒部米（年間約240㌧）をグループ
内の店舗で提供しています。
当JA営農センターで行われた説明会では、実際
にカントリーエレベーターや精米施設を見学し、黒
部米の生産から出荷までの流れについてJA職員か
ら説明を受けました。その後訪れた圃場では、参加
者たちが地元農家から細やかな指導を受けながら、
鎌を使った手作業の刈り取りとコンバインの操縦を
体験しました。昔ながらの稲の束ね方や乾燥・脱穀
の方法などを学んだ参加者たちは、作業を楽しみつ
つ熱心に取り組みました。
この農業体験は主に新入社員を対象とした研修
で、社員が黒部について知ることで自信を持って黒
部米を提供できるよう、５月頃の田植え体験と合わ
せて毎年行われています。

たわわに実ったぶどうを収穫

ボッサファーム（大布施）で、８月中旬からぶどう
の収穫と販売が始まっています。
ボッサファームでは約20種類のぶどうを化学肥料
不使用で草生栽培しており、収穫後のぶどうは果樹園
に併設された直売所で販売されています。また、ぶど
うの摘み取り体験も行っており、直売所のイートイン
スペースで新鮮なぶどうを味わうことができます。
代表の御囲大介さんは、「今年は７月の猛暑対策に
追われ、台風による葉への被害もありましたが、平年
通り順調に実っています。今後はさらに栽培面積を拡
大し、生産量を増やしていければと考えています」と
話しました。収穫は10月下旬まで行われ、直売所で
は赤嶺（せきれい）やマスカットベーリーAなどの品
種が販売予定のほか、ボッサファーム自家製の干しぶ
どうも冬にかけて販売されています。

手作業で稲を束ねる社員

9
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ボッサファーム ☎︎52-1028（営業日：土日祝日ほか）

蠍座 10 ／ 24 ～ 11 ／ 22 11月の運勢
【全体運】幸運期。自分の考えやアイデアなどを思い切ってオープンにすると好結果に。新しい世界に飛び込むのも大賛成
【健康運】適度に休息を取り、英気を養いましょう
【幸運の食べ物】タラコ

特産品を使ったアレンジ料理
JAくろべ女性部

前沢支部

女性

部

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

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19日、あいの風とやま鉄道黒部駅前で行われま
した。この運動は、朝食を抜く人が増えている現状を
見直してもらおうと、朝食の重要性やメリットなどを
伝えることを目的として毎年行われているものです。
JAくろべ女性部では、黒部産の米を使ったおにぎ
り250個を通勤・通学客に配りました。女性部員たち
は、「朝ごはん食べようね！いってらっしゃい」と一
人ひとりに声をかけながらおにぎりを手渡し、朝食を
楽しく調理しました

とることの大切さを呼びかけました。

前沢公民館では９月21日、前沢支部の料理教室
が開かれ、17人が参加しました。
「黒部の丸いも」をテーマとしたメニューが他支
部で好評だったため、豚肉と野菜の丸いもつみれ汁
などの丸いも料理と、ホットケーキミックスを使用
して簡単にできるもっちりドーナツを作りました。
参加した受講生は「丸いもの調理の仕方がわからな
かったので、とても参考になった」と話しました。

ガス関連製品をアピール
くろべフェア2018

朝食をとることの大切さを呼びかけました

楽しく料理を作ろう!!
ふれあい組織ひまわり会「茶話会」

女性

部

JAくろべふれあい組織ひまわり会の荒俣地区は９
月19日、ミニデイサービス「茶話会」を荒俣公民館
で開き、19人が参加しました。
荒俣地区の「茶話会」は、楽しく料理を作って参加
者同士が交流を深めることを目的としており、今回は
ガスコンロについて説明するJA職員

黒部市内の商工業の祭典「くろべフェア2018」
が９月22・23日、黒部市総合体育センターで開か

里芋のおはぎ、秋野菜のてんぷらや冬瓜のお吸い物の
作り方を学びました。参加者たちは完成した料理を味
わいながら、笑顔で会話を楽しみました。

れました。
くろべフェアは黒部商工会議所と市が産業振興を
目的に主催しているもので、企業・団体が製品や技
術をPRするコーナーや、市内の飲食店による飲食
コーナーなどが設けられました。黒部エルピーガス
協会によるガス関連製品の展示販売ブースでは、当
JA職員がガスコンロやガス調理器具などについて来
場者に説明しました。また、会場では姉妹都市の特
産品なども販売されたほか、
「働く車」の展示会やバ
ルーンアートコーナーは子どもたちで賑わいました。
射手座 11 ／ 23 ～ 12 ／ 21 11月の運勢
【全体運】サービス精神を見せることで、周囲と円満な関係を築ける時期。縁の下の力持ち的役割も快く果たし、人気者に
【健康運】耳寄りな健康情報をゲット。試してみて
【幸運の食べ物】ユリ根

里芋のおはぎを調理
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ちいきの

暮らしいき いき
ネットワーク
しいたけの

ハンバーグ詰め
■材料（４人分）

鶏挽肉……………………… 300ｇ
しいたけ……………………… ５個
コーン…………………… 大さじ４
パプリカ………………… １/２個
しめじ………………………… １袋
まいたけ……………………… １袋
かぼちゃ………………… １/８個
チンゲン菜…………………… １束
ミニトマト…………………… ５個
塩、コショウ………………… 少々
醤油……………………… 小さじ１
Ａ 酒………………………… 大さじ２
砂糖……………………… 大さじ１
B ―― 醤油、酒、砂糖…… 大さじ１ずつ
サラダ油………………… 大さじ２
片栗粉………………………… 適量

（

■作り方

❶きのこ類は石づきを取っておく。しいたけ、
まいたけの軸を細かく刻み、コーン半分と一
緒に鶏挽肉に混ぜ、塩とコショウを加える。
❷ビニール袋にしいたけと片栗粉を入
れ、袋を振ってまぶす。
❸しいたけに挽肉を詰めて、フライパンに
大さじ１の油をひき両面をしっかり焼く。
❹挽肉に火が通ったら、Aを入れて絡める。
❺しめじとまいたけ、チンゲン菜は食べ
やすい大きさに、パプリカは１センチ幅
に、かぼちゃはくし形に切る。
❻フライパンに大さじ１の油をひき、⑤
とコーン半分を塩とコショウで炒める。
❼全体に火が通ったらBを入れて、ミニ
トマトを飾る。

◇ 行 事予定 ◇ 10月下旬～11月中旬
27（土）

23（火）

28（日）

24（水）

29（月）

25（木）定例理事会

30（火）

若栗支部

岡田

昭子さん

『家の光』『ちゃぐりん』
11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

10月
22（月）

しいたけ、まいたけの軸
の部分を刻んで肉だねに入
れることで栄養素も取ること
ができ、子どもも大人も満足
のできる一品になります。

『家の光』
≪特集≫
・2019 未来にのこす
わたしノートの勧め

第３回 JA くろべ 31（水）
26（金）
ゴルフ大会

・時短クッキングに！

秋のキノコ玉
11月号

11月
１（木）

13（火）

税務・法律相談日 14（水）
２（金）
（午後２時～／本店）
ファミリー活動
15（木）
（～22日）
３（土）文化の日／農業祭
４（日）農業祭

16（金）

５（月）

17（土）

６（火）

18（日）

７（水）

日帰り人間ドック
19（月）
（大布施・荻生）

８（木）
９（金）

11

『ちゃぐりん』
・お寺のごはんを

のぞいたよ
・「キンモクセイ」で

かおりのアート

10（土）廃プラ・廃棄農薬回収

日帰り人間ドック
20（火）
 （村椿・生地）

11（日）

21（水）

12（月）

22（木）

2018ー10 №533

定価617円（税込）

11月号

定価483円（税込）

山羊座 12 ／ 22 ～１／ 19 11月の運勢
【全体運】知的好奇心が旺盛になる兆し。調べてみたいことがあれば、じっくり探究して。サークルやグループ活動にもつき
【健康運】暴飲暴食はNG。食事の中身にも考慮を
【幸運の食べ物】リンゴ

みんなの広 場
今月の

子
っ
部
黒

石田こども園（ぞう組）

☆運動会頑張ったよ☆
な わ と び、 か け っ こ、 玉
入 れ、 リ レ ー な ど 色 々 な 運
動遊びに挑戦してきました。
「やった！できた」という経
験が自信となり、諦めずに頑
張る力がついてきたぞう組の
子ども達です。こども園で最
後の運動会も元気いっぱいに
取り組みました。

農 業 塾
当JAでは、連続職場離脱対象の職員が
生産者のもとで農業について学んでいます。

東部支店 支店長代理 橋本

人がやっているのを
見ているだけでは農業の大
変さはわからないと思います。
実際に体験して、普段私たちが
今回の農業塾 講師
どんなことを考えながら作業
農事組合法人ひばり野ファームの皆さん
しているのかを知ってもら
えると嬉しいです。

稲刈りの準備やコンバイン
の運転などを体験させていただきまし
た。農作業経験のない私には農業を身近に
感じる良い機会となりました。普段の業務で
は聞くことのできない農業を続けていくこと
の大変さを伺い、今後、農協として何がで
きるのかを考えさせられました。

来月号の掲載予定

今月の黒部っ子「うらやま保育園」

わが家のアイドル「石田地区」

チャイルドギャラリー「中央小学校」

青春・キッズ・げんき印「東布施・田家地区」

農業図鑑「北部営農支援センター管内」

水瓶座 １／ 20 ～２／ 18 11月の運勢
【全体運】やたらとプレッシャーを感じる暗示。誰かと比べず、自分らしさを大切に。気晴らしにはハーブティーを飲んで
【健康運】自然の中を散歩すると体調に好影響あり
【幸運の食べ物】こんにゃく

※変更になる場合があります
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ほり

堀

え

れ

な

愛怜菜ちゃん（
 長女

９歳９カ月）

ゆう ひ

優陽くん
お父さん

春紀さん

（長男

７歳５カ月）

お母さん

彩子さん

毎日ママの手伝いをたくさんしてくれ
る愛怜菜。いつも元気でみんなを笑顔に
してくれる優陽。これからもずっと仲良
しでいてね♡

わが家の
愛 アイドル

とっても仲良し♪

（生地地区
神明町 ）
チャイルド
ギャラリー
村椿小学校

「楽しかったはじめての遠せい」

「トマトとたまねぎ」
わたしが日本画でがんばったと
ころは、トマトのへたの部分です。
少し黄色を入れてみました。

この絵は、ぼくがバスケの遠せい
でシュートを２本きめたときの絵で
す。そのときにうれしかったのでこ
の絵をかきました。

水を混ぜる量や色のバランスを
工夫して、細部まで色を着けること
で、美しい色合いの作品に仕上げる
ことができました。 （先生より）

バスケットボールでシュートを打
つ様子を細かなところまでしっかり
描くことができていて、選手の躍動
感が伝わってきます。 （先生より）

お ぐら

小倉

ち

か

千佳さん

（５年）

いけむら

池村

生 産 者：能登

たく じ

擢志くん

（３年）

吉則

作付状況：ねぎ、水稲（コシヒカリ）
、
わが町の
げんき印
キャベツ、白菜

バレーボールが人と心を繋ぐ
私たち椿クラブは、バレーボールが大好きなメンバーが集
まるバレーボールチームです。年齢層も広く家族のような雰
囲気で、仕事や家事をやりながら参加している方が多いで
す。練習ではパスなどの基本的なことから、２チームに分か
れて試合形式のプレーなどを行っています。時には小学生が
一緒にコートに入ってプレーすることもあり、いつも賑やか
な声が体育館に響いています。
ママさんバレーボールの公式大会は年に８試合ほど開催さ
れます。今年は若いメンバーが加わったおかげで、４月の大
会から数えて４度の優勝という今までにない成果が出ていま
す。８月には全国ママさんバレーボール大会（兵庫県）への
出場を果たし、現在は12月の全国ママさんバレーボール冬季
大会（福島県）の初戦突破に向けて猛練習をしています。
バレーボールが好きな方、いつでも仲間募集中です。

13
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面

積：2.2㌶（黒部市堀切）

椿クラブ（バレーボールチーム）

登録メンバー：25名
場所：村椿小学校体育館
活動日時：毎週金曜日 20:00～21:45

魚座 ２／１9 ～３／ 20 11月の運勢
【全体運】開放的な気分になれる予感。過去に駄目だった挑戦にリベンジできそう。海外に関することにも幸運があるはず
【健康運】生活ペースが乱れがち。リズムを整えて
【幸運の食べ物】そば

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。

若栗地区（八社交差点付近）

三日市地区（八心大市比古神社付近）

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。
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石田阿畏子

秋空と秋の雨吸い秋茄子は
ぽったり煮座るふくらぎの横
決勝戦のウイナーなれど
「ごめんなさい」
なおみの頬に光るひと筋
酷暑にも気温十二度は別天地
宇奈月ダムの貯蔵酒うまし
猛暑の日猫も入り来て冷房の
部屋に寝そべり昼やり過ごす
蝉の音の降りくる夏帽林道に
かぶりなおせば秋がそろりと
影としか撮れぬと言いつつポーズ指す
湾の夕日を孫の背に載せ
大雨と酷暑を凌いだ稲たちは
黄金に波打ち収穫を待つ
無花果を丸ごと一個咥えたる
カラス食べ終え悠然と去る

俳句



切

中学二年 柳川 優奈
しほ

中学二年 板澤

〆

俳句短歌募集します。
応募作品はお一人につき三つ
ま で（ 掲 載 は 一 つ ）
。子ども
の 俳 句 を 引 き 続 き 募 集 して い
ます！自由なテーマでどなた
でもご応募ください。

送り先

ＪＡくろべ総務課 十月末日必着

晩節の家路を急ぐ秋の暮
よく笑ふ赤ん坊なり赤のまま
かくれんぼの子等のズボンに草虱
栗飯や家族みんなが幸せで
ひとり居に夜風が誘ふ虫の声

ジュニアの部

星月夜街と私を照らしてる
曇り空金木犀の散りゆけり

初心者のための俳句教室

一緒に俳 句 を 詠みましょう。初 心 者
向けの教室を開催いたします。初め
ての方でもお気軽にご参加ください。
日 時：十一月十七日（土）十時～
（二時間程度）
場 所：三日市公民館 第一研修室
参加費：百円（資料代として）
講 師：石田 阿畏子

※当日は参加費・筆記用具をご持参ください。

まちがいさがし
※締切
月

11

日
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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！

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。

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 JAくろべ総務課行 FAX 54-4334

協同の力 （平成30年９月末日）

（

【８月号のナンバープレイスの答え】
11
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した。

編 集 後 記
）は前年同月比

正組合員数
4,958人 （－169人）
（正組合員戸数 4,039戸）（－122戸）
准組合員数
4,980人 （＋ 27人）
（准組合員戸数 3,535戸）（＋ 28戸）
みなさまの貯金高 1,021億5,699万円（100.1%）
みなさまへの貸出金 202億3,282万円（111.9%）
長期共済保有高
2,120億8,868万円（ 95.6%）
購買品供給高
26億6,336万円（100.9％）
販売品販売高
13億8,156万円（ 98.6％）

すっかり秋になり、肌寒い日も増えてきたように感
じます。10月から11月にかけては紅葉シーズンで、
イチョウやカエデなど色とりどりの木の葉が見られ
ますね。そんな秋深まる中、11月３・４日にはJAく
ろべで毎年恒例の「農業祭」が行われます。今回も、
苗木や農機具の展示販売や、各支店による出店、ス
テージイベントなど様々な催しが予定されています。
ご家族やお友達を誘って足を運んでみてはいかがで
しょうか。ご来場をお待ちしております♪ 〈SHIN〉
※今月の「理事会だより」はお休みさせていただきます。
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