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『富富富』平成31年産の生産者募集について
富山県では、デビュー２年目となる平成31年産『富富富』の生産者を募集しています。『富富富』の高品
質・良食味生産の確保とブランド化を図るため、栽培や出荷には一定の要件があります。生産を希望される
方は以下の要件を確認し、生産者登録申請書により応募してください。

１．『富富富』のすぐれた特徴
⑴登熟期間が高温でも「白未熟が少ない」
⑵草丈が短く「倒伏しにくい」
⑶いもち病に強く「農薬使用量を削減できる」

２．生産者登録の考え方
【募集対象】
次の《栽培マニュアル》などを遵守し、ブランド化に向け、良食味・高品質生産を意欲的に行える方
《栽培マニュアルの主な概要》 ※栽培マニュアルは、平成31年２月頃配布予定
①栽培管理のポイント
育

苗

揃いの良い健苗をつくるため、育苗室（器）での加温出芽を基本とする

田 植 え

・５月15日を中心とした田植えとする
・栽植密度は、70株／坪とする

施肥体系

◆分施体系の場合
基肥：地域の慣行コシヒカリよりＮ成分を２割減肥が基本
穂肥：生育状況及びマニュアルに基づき施用
◆全量基肥の場合
『富富富』専用肥料を使用
地域の慣行コシヒカリよりN成分を２割減が基本

溝 掘 り
中 干 し

６月１半旬頃に溝を掘り、田植え後１カ月頃に中干しを行う

病 害 虫
雑草防除

地域慣行を基本に、化学合成農薬の成分使用回数を12以内とする

収

 黄化率を確認し、青未熟粒の混入や胴割米の発生に注意し、適期に収穫する（同時期の田植
籾
えでコシヒカリより３日程度遅い）

穫

調製・選別

1.9㍉のふるいで選別する

出

収穫物は区分管理し、集荷団体に全量出荷する（保有米を除く）

荷

②区分管理のポイント
〜

種子予措
育

苗

①種子は毎年更新する
②種子の譲渡及び自家採種は行わない
③育苗作業において、品種ラベルの貼り付け、品種名の確認や機器の清掃を徹底し、別品種と区分する

収

穫

①作付け圃場に、『富富富』栽培圃場の立て札を設置する
②異品種混入を防止するため、補植は行わない
③定期的に圃場を見回り、漏生稲などは確実に抜き取る
④品種が異なるごとにコンバインの清掃を徹底し、残留籾を完全に除去する

乾
調
出

燥
製
荷

①乾燥調製作業に使用する機械・ラインは、品種が異なるごとに清掃を徹底し、残留籾を完全に除去する
②乾燥機、貯留タンク、籾摺機などに品種ラベルを明示する
③米袋・フレコンは、品種ごとに明確に区分して保管・出荷する

〜

田 植 え

牡羊座 ３／ 21 ～４／ 19 12月の運勢
【全体運】興味のあることに思い切ってトライしてみたい時期。攻めの姿勢が幸運のポイントに。遠出のドライブも刺激的
【健康運】不規則な生活リズムを正すと好転の兆し
【幸運の食べ物】エリンギ
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【流通基準】
次の基準を満たすものについて『富富富』の
ロゴパッケージで販売することになります。
・化学合成農薬の成分使用回数：12以内
・検査等級
１等
玄米水分
14.5～15.0％
玄米タンパク含有率6.4%以内
  （水分15%換算値）

（

）

目標

【基本要件】
・栽培マニュアルを遵守すること
・
【流通基準（右記参照）】に基づく区分出荷・販
売に同意すること
・収穫物は区分管理し、集荷団体に全量出荷すること
・生 産技術の向上のため、生産者などで組織され
る地域協議会に参加すること

３．登録申請について
生産者登録申請書は各営農支援センターにてお渡ししております。12月19日（水）までに必要
箇所に記入・押印のうえご提出ください。

平成31年産『富富富』生産説明会の開催
平成31年産『富富富』の基本要件・栽培基準などについて下記により説明会を開催しますので、
関心のある方は是非ご参加をお願いいたします。

《日
《場

時》 平成30年11月29日（木） 午前11時より
所》 黒部市民会館（102会議室）

ご不明な点は営農指導課もしくは新川農林振興センター（☎︎52-0945）へお問い合わせください。

黒部名水 糀 み そ
注文受付中！

JAくろべ大布施味噌加工場では、黒部の
名水と黒部米コシヒカリ、地場産大豆（エン
レイ）を使い、化学調味料、合成保存料など
一切使用しない風味豊かな「黒部名水糀みそ」
の委託加工を受け付けています。

※みそ加工は㈲グリーンパワーくろべが行って
おります。初めて当JAの口座より代金の引き落
しを希望される方は口座振替依頼書の提出をお
願いします。
受注生産なので、減塩・糀多めが選択できます。
原料をお持ち込みされますと値引きになりますの
でお気軽にご相談ください。

TEL・FAX 54－2995
〆切：２月末日
3
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富富富とコシヒカリの
食べ比べ
どちらが美味しいか
アンケート

『農楽黒（のらくろ）ハーベスト』は、農業祭で富
富富と黒部米コシヒカリの食べ比べができるカレー
ライスを販売しました。実際に食べ比べをした方か
らは、富富富は噛むと甘くて美味しいという意見や、
食べ慣れた黒部米コ
シヒカリが美味しい
という意見もあり、
どちらも美味しく甲
乙つけがたいという
結果となりました。

牡牛座 ４／ 20 ～５／ 20 12月の運勢
【全体運】マイナス思考になりやすく、周囲ともめそう。意識的に笑顔を心掛けて。気分転換にはハーブを使った料理を
【健康運】ストレッチなど、ゆったりした運動が◎
【幸運の食べ物】シュンギク

を5枚
応募券 ご応募
集めて さい
くだ

JA配達灯油

下 サンクスキャンペーン
富山県
総勢1,000 名様 に 当たる!!

暮らしにいいものプレゼント!

A

富山県産肉セット
賞 牛肉すきやき用

B

キャンペーン
期間
2018年

11月1日 木
2019年

2 月28日 木
応募締切：2019年

（日）
まで
3月3日

◎配達灯油50Ｌお買い上げ毎に応募券を１枚進呈いたします

しょうゆ・だし
賞 セット

UCCコーヒー
賞 ギフトセット

C

富山県下

富山県下

富山県下

200

50

250

名様

名様

名様

※賞品の写真はイメージです

れた方
応募さ
に
ら
ら
さ
の中か

W

食器洗剤

チャンス 500
富山県下
名様

●応募方法/キャンペーン期間中、参加JA-SSにて配達灯油50Ｌお買い上げ毎に応募券１枚
を進呈いたします。応募券を5枚集めて、応募用紙に添付してください。応募用紙１枚を
一口として「JA配達灯油サンクスキャンペーン」の応募権利獲得となります。応募用紙に
必要事項を記入し切り取ったうえで、
取扱JA-SSスタッフまでお渡しください。
※富山県下で1,000名様のご当選となります。

※おひとり様何口でもご応募できます。
●当選発表/キャンペーン終了後、応募者の中から厳正な抽選を行い、2019年3月下旬頃、
当選者にご連絡いたします。
※本キャンペーンは景品表示法に基づいて実施いたします。※ＪＡによりキャンペーンを実施していない場合がございますが、
その際はご了承ください。
※賞品の写真はイメージです。

キリトリ線

お名前
年齢
※本用紙１枚で一口とさせていただきます。
生地支店
岩田、北部支店 朴谷
応募用紙
応募券は、
のりなどで枠内にしっかり貼り付けて下さい。
さつまいもの収穫
は気をつけていても先が
応募券貼付欄
お電話
切れてしまうなど難しかった
5枚目
です。直売所への出荷作業は初
めてで良い経験となりました。
当JAでは、連続職場離脱対象の職員が
4枚目
生産者のもとで農業について学んでいます。
直売所には朝から多くの方の来
ご住所
3枚目
店 が あ り、食 の 安 全 や 新 鮮
な野菜への関心は高い
2枚目
と感じました。
1枚目
今回の農業塾 講師
金塚 淳二さん（前沢）

農 業 塾

職員の方には、さつ
まいもの収穫やアグリプラ
ザ東への野菜出荷などを体験
応募用紙を下記JA-SSまたは支店までご持参ください
してもらいました。収穫の時期
取扱いＪＡ−ＳＳ
は忙しく人手がいるので大変助か
りました。農産物の消費拡大の
ために良いアイディアをど
んどん提案していただ
きたいです。
貯金課 髙野、共済保全課 市川

※皆様からいただいた個人情報は、
本キャンペーンの当選、お得なサービスの提供のみに使用し、
適切な方法で管理します。

双子座 ５／ 21 ～６／ 21 12月の運勢
【全体運】勢いはあるものの、ちょっとしたことでペースを崩しがち。いつまでも過去を引きずらないで。芸術鑑賞につき
【健康運】リラックスしていると運気に好影響あり
【幸運の食べ物】サツマイモ

もっと 近くに
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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

30年産 黒部米と『富富富』の品質検査

第20回は、30年産の黒部米（コシヒカリ）の品質について、29年産と比較しながら見てい
きます。富山県の新品種『富富富』の検査も行いました。
こんにちは、名古屋食糧・米穀品質管理部の三浦です。今回は30
年産黒部米コシヒカリの品質について紹介していこうと思います。
全国的な傾向として、30年産のお米は猛暑、水不足の影響を受
けて未熟米が多い傾向にあります。黒部米も例に漏れず、29年産
と30年産を比較すると、明らかに未熟粒の割合が30年産の方で
多くなっています。また、千粒重に関しても１割弱昨年より小さ
い値になっています。
ただ、食味値に関しては29年産と30年産は同程度、むしろ数値
的にはそれ以上の数値ですので、食味的には良い品質と言えるので
はないでしょうか。米穀品質管理部にて行っている新米検査の官能
評価においても、30年産黒部米コシヒカリはツヤや粘りもしっかり
とあり、甘みも強く感じられて美味しいと評価させて頂きました。
今後とも美味しい黒部米を期待しております！

㈱名古屋食糧
米穀品質管理部

三浦

賢人

成分分析計

商品名（玄米）

一粒一粒見ていきます

品質判定機

スコア タンパク質 アミロース 正常粒

未熟粒

被害粒

死米

着色粒

胴割粒

千粒重

30年産黒部米コシヒカリ

83.8

6.7

18.2

81.5

15.2

0.3

0.2

0.2

2.1

21.1

29年産黒部米コシヒカリ

81.1

7.0

18.4

80.7

08.4

0.8

0.0

0.1

9.7

22.6

※名古屋食糧飛島工場で検査したデータ(10月)の平均値です。
成分分析計

商品名（白米）

品質判定機

スコア タンパク質 アミロース 正常粒

未熟粒

被害粒

死米

着色粒

30年産黒部米コシヒカリ

81.0

6.1

18.5

97.6

1.6

0.0

0.0

0.8

29年産黒部米コシヒカリ

78.9

6.3

18.7

96.9

1.8

0.0

0.0

1.3

30年産富山富富富（参考値）

81.0

6.4

18.7

98.9

0.8

0.0

0.0

0.3

『富富富』の検査

※名古屋食糧飛島工場で検査したデータ(10月)の平均値です。

すまいる 掲示板

JAくろべ職員のおすすめ品!!

あげらく天

アグリプラザ東で
購入できます！

（天ぷら粉）

100㌘×10袋
…518円（税込）

企画総務部
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管理課
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齋藤

あげらく天は、
食材
がカラッと揚がりサクッ
とした天ぷらに仕上がりま
す。
水に溶けやすくダマになら
ないので使いやすい点もおすす
め！また、
ドーナツやお好み焼き
など他の料理にも活用できる
優れものです。
総務課

能沢

蟹座 ６／ 22 ～７／ 22 12月の運勢
【全体運】あれこれ考え過ぎてしまいそう。悩むより、ぶつかってみるのがベストです。開運には部屋の掃除や整理整頓を
【健康運】スポーツに励むと、大いに楽しめるはず
【幸運の食べ物】イイダコ

特集

JAくろべ

自己改革の実践！
̶ 事業分量配当の実施 ̶

JAくろべ

第３回

たくさん
のご来場
ありがと
うござい
ました！

農業祭

に

多くの出演者
大歓声！

JAくろべでは「第３回農業祭」を11月３・４日、本
店構内で開催しました。両日とも開場前から来場者が集
まり、新鮮な農産物などを買い求める方や、各コーナー
の催しを楽しむ方で賑わいました。黒部市農業振興協議
会が主催する黒部市農産物品評会が開催されたほか、児
童や女性部員による作品展では力作が揃いました。
特設ステージでは、歌謡ショーやお笑いショーをはじ
め、女性部演芸会や子どもたちによるダンスなど今年も
多彩なイベントが行われ、会場は笑顔と大きな歓声に包
まれました。

獅子座 ７／ 23 ～８／ 22 12月の運勢
【全体運】楽しいことに縁がある時期。遊びや旅行のお誘いには快くOKして、出掛けて。アートに触れるプランもグッド
【健康運】歩くなど、ちょっとした運動がラッキー
【幸運の食べ物】ハクサイ
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職員が顧客の使者または代理人となる取引の禁止について
当JAでは、平成30年９月18日より、「公私混同」「職務専念義務」の観点から不祥事未然防止策の一
環として、「職員が顧客の使者または代理人となる取引」を禁止させていただいております。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。
※「顧客の使者または代理人となる取引」には、町内会等の会計も含まれます。

【渉外業務における、お客様への受取書等の交付について】
●必ず行います●

●お客様へのお願い●

▶当
 JA職員が、訪問先または店舗窓口において、お客様
から現金、通帳・証書、払戻請求書等の重要物をお預
かりする際は、当JA所定の「受取書」または「定期積
金掛込専用受取書」をお渡しします。

▶「受取書」

「定期積金掛込専用受取書」
の記載内容・お取引日に誤りがない
か十分ご確認ください。
▶当
 JA所定の「受取書」は、お客様へ
現金お届けや重要書類等をお返しす
る際、引き換えに回収しますので、
それまで大切に保管してください。

▶定
 期積金の掛金をお預かりする際には、当JA所定の「定期
積金掛込専用受取書」をお渡しし、定期積金証書の裏面の
掛込領収欄に、お取引日の領収日・領収印を押印します。
▶ 例外なく、定期的な担当者の変更を実施します。

▶通
 帳・証書等をお受け取りの際は、
内容に誤りがないかご確認ください。
通帳は、少なくとも月１回はご記帳
いただくことをお勧めいたします。
ご記帳は最寄りのJAのATM、窓口を
ご利用ください。

●決して行いません●
▶当
 JA職員が当JA所定の「受取書」または「定期積金掛
込専用受取書」以外の名刺やメモ等を受取書の代わり
として現金、通帳・証書、払戻請求書等の重要物をお
預かりすることはありません。

▶当
 JA職員が、万一、受取書をお渡し
しない等、お客様との対応について、
ご不明・ご不審な点がございました
ら、担当者にお問い合わせせず、直
接当組合にお問い合わせ・相談窓口
までご連絡ください。

▶お
 客様のご印鑑をお預かりすること、キャッシュカー
ドの暗証番号をお聞きすることはありません。
▶お
 借入の担保品となる場合を除き、通帳・証書等の重
要物を長期にわたりお預かりすることはできません。

【お問い合わせ先】貯金課

☎54-1307

☆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 12月の運勢
【全体運】余計なおせっかいからトラブルを招きがち。見守る気持ちを大切に。趣味や好きなことに励む時間を持ってみて
【健康運】生活リズムを整えること。寝不足はNG
【幸運の食べ物】ナガイモ

M ONTHLY T OPICS
生地チームが優勝
第３回JAくろべゴルフ大会
第３回JAくろべゴルフ大会が10月26日、魚津国際
カントリークラブで開かれ、組合員ら92人が参加し
ました。
参加者は年齢や地区が混合した３・４人グループで
各コースを回り、親睦を深めながら熱いプレーを行い
ました。団体の部は19チーム（地区・協賛など）対
抗で行われ、優勝は生地チームでした。個人の部で
は、大窪秀夫さん（田家）、シニア・レディースの部
では、伊東喬さん（大布施）が優勝を飾りました。成

優勝した生地チームと福島組合長
（左から、市六さん、吉田さん、笹原さん）

績は次の通りです。
【個人の部】

【団体の部】
優勝

生地チーム

優勝

大窪

秀夫さん

次勝

内山チーム

次勝

池田

一男さん

参勝

協賛チーム

参勝

稲場

朋秋さん

【シニア・レディースの部】
優勝

伊東

喬さん

次勝

能登

健さん

参勝

吉本

信一さん

地元の魚をさばいてみよう
第３回JAくろべ料理教室

個人の部
優勝の大窪さん

シニア・レディースの部
優勝の伊東さんと福島組合長

新ブランド米「富富富」に行列
女性

部

「富富富」販売開始
富山県の新ブランド米「富富富」の販売が10月
11日、県内外で一斉に始まりました。
同日に「富富富」を発売した当JA農産物直売所
アグリプラザ東では、新ブランド米をいち早く購入
しようと開店前から20人以上の行列ができ、販売
開始とともに好調な売れ行きとなりました。直売所
内の販売スペースでは、職員による炊きたての「富
富富」の試食も行われ、来店者に新たな富山県産ブ
ランド米をPRしました。

丁寧に教わりました

第３回JAくろべ料理教室「魚のさばき方講習会」が10
月13・15日、生地コミュニティセンターにて行われました。
今回は獲れたての太刀魚とフクラギを使って刺身を
作りました。講師の方から魚をさばく際のポイントや、
包丁使いのコツを学んだ学級生は「太刀魚のような高価
な魚を自分で刺身にする機会がないので、今回の講習
会は貴重な体験になった」
、
「今までは魚を自己流でさば
いていたが、丁寧に教えていただいたことで綺麗にさば
くことができた」と有意義な体験に満足した様子でした。

開店から続々と「富富富」を購入
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 12月の運勢
【全体運】コミュニケーション能力が活性化。誰とでも気軽に親しくなれそう。グループレジャーを企画すると良い刺激に
【健康運】暴飲暴食に注意。よくかんで食べること
【幸運の食べ物】ブリ
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身近な道具を使って脱穀
バケツ稲作の刈り取り体験
市内の小学校（たかせ・中央・荻生・生地の４校）で
バケツ稲作の刈り取り体験が10月11日から行われました。
このバケツ稲作は体験学習田と同様に、子ども達に

た か せ 小 学校

「食」と「農」への理解を深めてもらうことを目的に
実施されています。子ども達は営農指導員から説明を
受けながら、プラスチック容器や板を利用して手作業
の脱穀に挑戦しました。子ども達は「一粒も無駄にし
ないように」と、一粒一粒を丁寧に集め、稲が白い米
になるまでの過程をじっくりと観察していました。
生地小学校

地域農業の発展に向け
「株式会社アグリとりの原」設立総会

良質なりんごをめざして
りんご園巡回
黒部市果樹振興会は10月24日、市内のりんご園
を巡回し、各品種の生育状況を確認しました。
果樹振興会の会員は５カ所の園地を回り、玉の状
態や着色具合などを見ながら今後の管理方法につい
て意見交換を行いました。今年は夏から秋にかけて
複数の台風が接近し、強風の影響により市内では落
果などの被害がありましたが、実の生育は順調に進
んでおり、硬度・糖度は平年並みとなっています。
各品種の収穫へ向けて、今後は病害予防などの管理
を徹底していくことを確認しました。

株式会社アグリとりの原の関係者

株式会社アグリとりの原の設立総会が10月14日、
うなづき友学館で開かれ、関係者が出席しました。
株式会社アグリとりの原は、地域農家の高齢化・後継
者不足や放棄田問題について、農業生産の協業化に取り
組み、生産性の向上や利益増進を図ることを目的に設立さ
れました。農畜産物の生産販売をはじめ、地域農家を対
象とした農業用機械の賃貸や農作業の受託、資材の販売
などの事業を計画しています。現在は加入戸数90戸、作
付面積36.2㌶で、今後も面積増加が見込まれています。

各品種の状態を確認

「見える化」で安心と信頼を

新川地区畜産振興会連絡協議会研修会

新川地区畜産振興会連絡協議会は10月25日、新川地区の畜産農家
や関係機関を対象とした研修会を開きました。
農場HACCP（危害要因分析管理手法）やJGAP（農業生産工程管理）
などをテーマに、畜産農場における衛生管理の向上や、より安全な製
品生産の重要性についての講義が行われました。また、消費者ニーズ
にも焦点を当て、農場HACCPをはじめとした国際認証による生産工
程の「見える化」が求められている現状について確認しました。
9

2018ー11 №534

畜産関係者が参加

蠍座 10 ／ 24 ～ 11 ／ 22 12月の運勢
【全体運】やるべき作業を早めに片付け、自分の時間を満喫したい月。やったことのない趣味を始めるのにも向いています
【健康運】体を動かすことで、元気が上向く時期
【幸運の食べ物】芽キャベツ

地域農業の振興に寄与

アレンジレシピに挑戦しよう
集落講習会

富山県農林漁業功労者表彰式

女性

部

JAくろべ女性部では10月25・26日、若栗・浦山、
前沢、村椿・大布施、東布施の４会場で集落講習会を
開き、女性部員71人が参加しました。
講習会では、厚生産業㈱の木村英幸氏から、Aコー
プ商品の塩こうじパウダーを使ったアレンジレシピを
学びました。実際に講師の指導を受けながら、塩こう
じパウダーを使用した「えび餃子」の調理と試食を行
いました。参加者は「色々なアレンジ方法を教わった
ので、ぜひ家でも作ってみたい」と話をしながら学ん
表彰を受けた川﨑俊一常務理事

でいました。

平成30年度富山県農林漁業功労者表彰式が10月
27日、富山産業展示館（テクノホール）で行われ、
関係者が出席しました。
表彰式では、富山県農林漁業振興会より、当JA
の川﨑俊一常務理事が表彰を受けました。長年にわ
たって農業関係団体の要職にあたり、高品質米の生
産や農業者の所得向上に尽力するなど、地域農業の
振興に寄与してきたことが評価されました。

今月
の
表
紙
前沢保育所 さつまいも掘り

餃子を包む参加者

秋の味覚に大はしゃぎ

地元の郷土料理を販売
越中とやま食の王国フェスタ2018

女性

部

「越中とやま食の王国フェスタ2018～秋の陣～」が10
月27・28日、富山産業展示館（テクノホール）にて行
われ、県内のJAを含む団体や企業などが参加しました。
JA富山県女性組織協議会の企画「第２回JA女性ま
つり」では、県内のJA女性部が集まり、各地域のオ
リジナルおにぎりや特産品などの販売を行いました。
JAくろべ女性部は、黒部の郷土料理「くるみ・黒豆
入りの紅白押し寿司」や「黒部産山菜の煮物」など６
大きなさつまいもを収穫

前沢保育所の年長・年中の園児24人が11月１日、

品を販売し、来場者は「料理の種類が豊富で、どれも
美味しそう」と郷土料理を楽しみました。

保育所近くの畑でさつまいも掘りを行いました。
５月に園児が植え付けた苗は、順調に生育し収穫
時期を迎えました。JAくろべ青壮年部と営農指導
員が中心となって掘り方の指導をし、園児はシャベ
ルを使ってお互いに協力しながら大きく育ったさつ
まいもを収穫しました。作業が終わると、作りたて
の焼きいもが全員に振る舞われ、園児は「ホクホク
でとても美味しい！もっと食べたい」と秋の味覚に
大喜びでした。

地元の食材を使った料理を振る舞う女性部員

射手座 11 ／ 23 ～ 12 ／ 21 12月の運勢
【全体運】気力が増し、いろいろなことにチャレンジしたくなる予感。どんどん動いていけば、確かな手応えを得られそう
【健康運】体力的な無理は避けて。休みも必要です
【幸運の食べ物】ユズ
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ちいきの

暮らしいき いき
ネットワーク
時短！
鶏から揚げの酢豚風

市販のから揚げを使うので、
油で揚げる手間を無くし、短時
間で作ることができます。

■材料（２～３人分）
鶏から揚げ（市販のもの）… ……８個
ピーマン……………………………４個
玉ねぎ（中）… ……………………１個
にんじん……………………………１本
たけのこ（水煮）… ………… １/２本
砂糖………………………大さじ５～７
醤油……………………………大さじ５
Ａ
酒…………………… 大さじ１と１/２
らっきょう酢……… 大さじ２と１/２
油………………………………大さじ６
片栗粉……………… 大さじ１と１/２
水………………………… ２/３カップ

（

■作り方

東布施支部

中田

まきさん

❶ピーマンとたけのこは一口サイズ、玉ねぎはくし切
り、にんじんは乱切りにする。
❷フライパンに油を入れ強火で熱する。
❸にんじんに火を通し、他の野菜は色が鮮やかになる
程度に炒める。
❹野菜にAを加えて煮立たせる。
❺片栗粉を水で溶き加え、ムラにならないようによく
混ぜる。
❻とろみが出始めたらから揚げを入れ、全体を絡めた
ら出来上がり。

◇ 行 事予定 ◇ 11月下旬～12月中旬

『家の光』『ちゃぐりん』
12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

11月
22（木）

27（火）定例理事会

23（金）勤労感謝の日

28（水）

24（土）
25（日）

日帰り人間ドック
29（木）

（東布施）

26（月）

30（金）

『家の光』
≪特集≫
・ちょっとのコツでこの違い

すご技おせち
・お掃除プリンス石ちゃんの

激ピカ掃除術
・地大豆列島ニッポン
12月号

12月

定価1,008円（税込）

１（土）

11（火）

２（日）

12（水）

３（月）

13（木）

４（火）

14（金）

・おせちに役立つ

簡単かざり切り

日帰り人間ドック 15（土）
５（水）
（全地区） 16（日）

・だいこんせんせいの

ダイコン丸ごと講座

日帰り人間ドック
ファミリー活動
６（木）
17（月）
（～25日）
（宇奈月温泉・音澤）

12月号

『ちゃぐりん』

定価483円（税込）

税務・法律相談日 18（火）
７（金）
（午後２時～／本店） 19（水）
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８（土）

20（木）

９（日）

21（金）

10（月）

22（土）
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山羊座 12 ／ 22 ～１／ 19 12月の運勢
【全体運】優しさや思いやりを大切にすることで、人間関係にうれしい変化が。気分リフレッシュにはフットケアがお勧め
【健康運】軽い体操で体のリズムを取り戻せそう
【幸運の食べ物】フグ

みんなの広 場

今月の

子
っ
部
黒

うらやま保育園（らいおん組）

まんまるおい
きな
も
大
！

☆たくさん収穫したよ☆
いつも元気いっぱいのらいおん組の子ども達。おらはうす宇奈月
グループホームのご利用者さんと一緒に、でぶいもちゃん・ちびいも
ちゃん・まんまるおいもなどたくさんのさつまいもを収穫しました。
保育園でもチャイルドクッキングでスウィートポテトを作ります。

農事組合法人
なめりかわ

代表者名：滑川

「組合員総員による経営・管理」

吉田営農
たか し

隆志

吉田営農では、水稲を中心に大麦も栽培して
います。組合員は主に兼業農家で構成されているため、
比較的手間の掛からない作物を栽培し、収穫後の調製作
業を全て農協に委託することで省力化を図っています。
吉田地区の水田基盤整備後、個人の労力や機械導入費
用の軽減を図り、農業の共同化・協業化をめざして組合
が発足しました。当初より、水や畦畔の管理及び除草対
策を地主に委任し、組合が作業料金を支払う仕組みを継
続してきています。
私たちは、営農を次世代の若者にどう受け継ぐかとい
う課題の中、大型機械免許の取得にかかる技術的指導な
どを行いながら後継者を育成し、農地維持の重要性につ
いて認識してもらえるように働きかけています。不安も
ありますが、今後も組合員が協力し吉田営農が継続でき
るように努めていきます。

組合員数：38戸
面
積：33.2㌶（黒部市吉田）
作付状況：水稲（コシヒカリ）、大麦

来月号の掲載予定

今月の黒部っ子「さくら幼稚園・黒部愛児保育園」

チャイルドギャラリー「桜井小学校」

農業
図鑑

わが家のアイドル「前沢地区」

青春・キッズ・げんき印「若栗地区」

水瓶座 １／ 20 ～２／ 18 12月の運勢
【全体運】知的ジャンルに興味を持つと、新鮮な驚きや出会いがあります。講演会に行ったり、体験教室に参加したりして
【健康運】運動不足は体重増のもと。日頃から運動を
【幸運の食べ物】小豆

農業図鑑「東部営農支援センター管内」
※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

元気な癒し系コンビ♪
ペコちゃん（
 フレンチブルドッグ

３歳）

ポコちゃん（フレンチブルドッグ

１歳）

【右】
【左】

飼い主

吉松

健さん

お転婆なペコ！わんぱくなポコ！でもわが
家の癒し担当の２人です！

石田地区
（    新町   
）

チャイルド
ギャラリー

「光に集まる深海生物たち」

わたしがこの作品でがんばった
ところは、くりたちをカラフルに
することです。おもしろい形や表
情のくりたちをぜひ見てください。

探査船に集まる生物をかきまし
た。より魚らしい色を出すために重
ねぬりをしました。楽しい絵になっ
てうれしかったです。

ぎゅぎゅっとお茶碗に栗をつめ
込んだ様子がとてもうまく描けて
います。色も鮮やかで顔の表情が
おもしろいです。 （先生より）

深海生物の形と色をどのように並
べたり組み合わせたりしたら楽しいか
を考えて描き、動きのある作品に仕
上げることができました。
（先生より）

よし だ

吉田

あや ね

絢音さん

（４年）

生 産 者：能登

中央小学校

「カラフルなくりたち！」

い とう

伊東

けいすけ

啓佑くん

（４年）

吉則

作付状況：ねぎ、水稲（コシヒカリ）、

キャベツ、白菜
日頃の楽しみを大切に
面       積：2.2㌶（黒部市堀切）

むら た

村田

としひこ

俊彦さん
（東布施・90歳）
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わが町の
げんき印

「長寿と言われる年齢になりましたが、以前から続けている農作業が
日頃の楽しみです。しっかり休憩を取りながら、自分にとって適度な
力で無理せず取り組むことが大切ですね」と話す俊彦さんは御年90歳。
数年前まで趣味として水墨画を描いていたという俊彦さんのお宅には、
今でも数多くの作品が飾られています。
「退職してから、学生時代に得意
だった絵を始めました。通信教育を利用して技術を学び、本や写真も参考
にしながら水墨画を楽しんだものです。視力が落ちてからは描いていませ
んが、作品を知り合いやデイサービスなどに譲ることもありますし、自宅
では気分によって飾る作品を替えて眺めています」と楽しげに話します。
「現在の趣味といえば畑での農作業になりますね。季節ごとに色々な
野菜を栽培し、雑草の生えない綺麗な畝づくりを心掛けています。今
年の夏は暑かったので、より丁寧な水管理に気を配りました。野菜の出
来が良いと嬉しいし、もっと良いものを育てようと思えます。これから
も続けていきたいですね」と、畑を見ながら笑顔で話す俊彦さんです。

魚座 ２／１9 ～３／ 20 12月の運勢
【全体運】ストレスを感じやすいかも。１人の時間を持つなどして、心を穏やかにキープして。鉢植え植物の世話につき
【健康運】疲労の解消を。リラックスタイムが大事
【幸運の食べ物】シシャモ

20

月 日（木）

することを報告しました。
［開催日］
月度
平成 年 月 日（木）
１月度
平成 年１月 日（木）
十一、第四十七回ＪＡ富山
県大会の参加について
県大会の日程について
報告し、当日の参加につ
いて確認しました。
［開催日］
平成 年 月 日（火）
［開催場所］
富山県ＪＡ会館
十 二、 山田としお国政報告
会・励ます会の参加について
国政報告会・励ます会
の 日 程 に つ い て 報 告 し、
当日の参加について確認
しました。
［開催日］
平成 年 月 日（水）
［開催場所］
ホテルグランテラス富山
十三、宮腰衆議院議員の大
臣就任への対応について
大臣就任のお祝い対応
について報告しました。
十四、資金運用に関する報
告について
十五、事故等の概要報告に
対する経緯及び最終報告
について
事故等の概要報告に対
する経緯と富山県中央会
へ報告した報告書の内容
について報告しました。

19

理事会だより
てＪＡ内 部 監査基準が改正
されたことに伴い、内部監査
規程の一部改正について協議
し、原案通り承認しました。
第４号議案 資産査定要領
の一部改正について
今後の会計監査人監査を
考慮し、県下農協の統一的
な表記に整備するため、資
産査定要領の一部改正につ
いて協議し、原案通り承認
しました。
第５号議案 農林中央金庫に
対する後配出資拠出および永
久劣後ローン貸付について
農林中央金庫より、昨今
の金融規制等を踏まえた資
本の質向上を図る観点から
既 往 劣 後ローンの償 還と後
配出資拠出および永久劣後
ローン貸付の協力要請があり
ましたので、後配出資拠出お
よび永久劣後ローン貸付につ
いて協議し、承認しました。

平成 年３月 日
該当件数 ０件
六、農業資金融資要項の一
部改正について
農業資金融資要項に
おける「ＪＡ農 機ハウス
ローン」の貸 付 年 齢、貸
付金額等の見直しを行い、
組合員の利用促進を図る
ため、要 項 を一部 改 正し
たことを報告しました。
七、融資報告について
平成 年８月理事会に
て承認した融資案件につ
いて、貸出実行したこと
を報告しました。
八、平成三十年度ＪＡ共済
コンプライアンス点検結
果について
点検の結果、適正に取
り組まれていた点検項目
については、その取組み
を継続することとし、要
改善となった点検項目に
ついては、改善方策を策
定し改善に取り組んでい
ることを報告しました。
九、三日市支店新築工事の
報告について
三日市支店新築工事が
完了しましたので、工事
経過、工事費等を報告し
ました。
十、事業計画検討会の開催
日程について
新年度の事業計画策定
にあたり、理事と監事合同
の事業計画検討会を開催

20

11

12

12

17

30

30

31

30

30

30
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◆報告事項

１６４，２２５千円
［３２２・４％］
▽税引前当期剰余金
２１９，２５８千円
［３０２・７％］
三、平成三十年産米買入状
況について
月 日現在の米の買
入状況を報告しました。
（うるち買入数量）
８９，０７３・０俵
［契約数量対比９０・１％］
（うるち等級比率）
１等＝９４・１％
［コシヒカリ＝９３・８％］
［富富富＝９９・２％］
四、平成三十年産・二十九年
産米販売数量報告について
９月末現在の平成 年
産米及び 年産米の販売
状 況 に つ い て 次 の 通 り、
報告しました。
（ 年産販売数量累計）
７，０３９・５俵
［前年対比８６・４％］
（ 年産販売数量累計）
９４，４０２・５俵
［前年対比８５・８％］
五、平成三十年度ＣＣＳ（顧
客属性照会システム）定期
確認実施結果報告について
反社会的勢力等取引排
除に関する事務手続きに
基づき、顧客属性照会シ
ステムにより定期確認を
実施した結果について報
告しました。
（実施基準日）
16

29

◆付議事項

17

10
一、組合員の加入及び脱退
について
二、九月度の事業実施状況
について
［ ］内は計画対比
▽事業総利益
９８５，１３４千円
［１０３・２％］
▽事業利益

10

30

29

31

25

第１号議案 平成三十年度
上半期業務に対する監事監
査報告について
代表監事から上半期業務
に対する監事監査の結果に
つ い て 次 の 通 り 報 告 さ れ、
承認しました。
（監査基準日）７月 日
（監査実施期間）８月 日～
８月 日
（監査項目）全県一斉監事
監査重点項目のほか、必要
と認めた事項
（監査対象）子会社含む
部署
・勧告事項＝勧告すべき事
項はなし
・改善を要する事項＝改善
を要する事項はなし
第２号議案 役員選任選挙
の日程について
平成 年４月の役員任期
満了に伴う次期役員選任選
挙の日程について、原案通
り承認しました。
第３号議案 内部監査規程
の一部改正について
全国監査機構監査から会
計監査人監査への移行、ＪＡ
内部統制システム基本方針
の提 起、ＪＡ監事 監査基準
の改正、内部管理態勢にかか
る指導基準改正等を踏まえ
30

31

30

31
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みずほ文芸
短歌 

まる

四字熟語「〇方〇土」おらほの子
みんな答える「北方領土」と
終電の灯は遠ざかる闇の中
そこはかとなく木犀香る
こだわりの解けざる一日の黄昏を
木犀の香にほぐされて行く
すっと来てわが肩先に赤とんぼ
悩める同志のように翅下ぐ
すきま風エアコン効かぬ古家なれど
虫の音響くここぞ住み良き
今年またおせちのチラシに目移りし
決めたおせちが去年と同じ
すみ か
道端を住処と決めてひと粒は
日日草となる凛として
そら
つむじ風はアキアカネ宙に飛ばさんと
すれども群は軒に逃れ入る

俳句

まる



濱田

上田 洋一

節子

榮子

選

笑味ちゃん
©みんなの
よい食プロジェクト

女川

法子

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！

５

美子

立田

良子

９

福島

佐渡

洋子

日

８

ルール
⑴ 空
 い てい る マ ス
に、１から９まで
の 数 字 のどれ か
を入れます。
６
⑵ タ
 テ 列（ ９ 列 ）
、
ヨ コ 列（ ９ 列 ）
、
太 線 で 囲まれ た
７
３×３のブロック
（それぞれ９マス
あるブロックが９
つ）のいずれにも
１から９までの数
字が１つずつ入り
ます。
９

敏子

法原

順子

月

合計はいくつ？

西島

中村

選

内橋はるみ
角井 孝通
木野本靖子
丸田美恵子
朝倉 政次

石田阿畏子


しほ
優奈

※締切

12 二重枠に入った数字の
10

裏庭を好きらし蜻蛉群れ来たり
菊の香や御堂に謡ふ恩徳讃
秋祭り禰宜青空を連れ歩く
留守の間にすぐり菜置かる秋の暮
秋まつり獅子舞の子等に未来あり

ジュニアの部

中学二年 板澤

中学二年 柳川

みずほ一月号のお知らせ

みずほ一月号（平成三十
一年一月発行）掲載のみ
ずほ文芸の〆切は、十二
月七日必着とさせていた
だきます。

自転車を降りて夜露を踏みにけり
下校道雲の切れ間に秋の虹

十一月末日必着

ＪＡくろべ総務課

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。

切

送り先

〆

ナンバープレイス

【まちがいさがし・前回の答え】
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。

答え
２……… 落ち葉が違う
４………鳥の数が少ない
５……… 犬の耳が上がっている
７………ワッペンの文字が違う
12……おたまの持ち手が長い

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10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
4,952人 （－168人）
（正組合員戸数 4,034戸）（－122戸）
准組合員数
4,980人 （＋ 29人）
（准組合員戸数 3,537戸）（＋ 31戸）
みなさまの貯金高 1,028億7,355万円（100.0%）
みなさまへの貸出金 201億6,597万円（111.5%）
長期共済保有高
2,115億5,570万円（ 95.8%）
購買品供給高
30億8,077万円（101.4％）
販売品販売高
20億3,683万円（104.6％）
15
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FAX 54-4334

第３回農業祭へご来場いただきありがとうござい
ました。今年は両日とも天候に恵まれ、各コーナー
ごとの催しや作品展、ステージイベントなど、大変
賑やかな２日間となりました。来年も皆様に楽しん
でいただけるようなイベントにできればと思いま
す！農業祭ではたくさんの農産物や特産品が並びま
したが、寒い冬に向けて美味しい秋の味覚を食べて
元気に過ごしたいですね。

〈SHIN〉

最

新

完全自動
飛行
ドローン

型

多数展示！
！
コーナー

●主穀作用大型機械
（トラクター、田植機、コンバイン、
Ｉ
ＣＴ関連）
●ドローン
●作業機・調製機
●第 4 次排ガス規制対応前機、実演機
●園芸関連機械
●営農情報
●生産資材コスト引き下げ
●小物販売
●講演・研修会

担 い 手 向 け 農 業 機 械 展 示 会

アグリ
チャレンジ

析
食味分
イン
コンバ

生産者×
JA

共同購
入
トラクタ
ー

2018

直進キープ
田植機
秋

14金 ～15土

12/

冬

エアーコンプレッサー

西館 富山市友杉 1682

お問い合わせ
11月号 №534
平成30年11月15日発行
発行部数 7,400部

JA全農とやま 農業機械課

グループ・

全農とやま

除雪機

キャンペーン対象メーカー

10 : 0 0 ～ 16 : 0 0 （15 日は 15:00まで）

（テクノホール）
富山産業展示館

4つのキャンペーン実施中!

キャンペーン対象メーカー

クボタ

井関・クボタ・
ヤンマー・
やまびこ

整地ダンプ

粗選機
光選別機
精米機
キャンペーン対象メーカー

サタケ

キャンペーン対象メーカー

熊谷・イガラシ・冨士トレーラー

TEL 076-429-8193

協賛／出展農業機械・肥料農薬メーカー各社
後援／富山県農業者協議会・富山県企業稲作経営者協会・富山県農業法人協会
富山県青年農業者協議会・
ＪＡ富山県青壮年組織協議会
富山県園芸振興推進協議会・農林中央金庫・
ＪＡ三井リース株式会社

JA全農とやま 農業機械課 TEL 076-429-8193
210-1 ■編 集 み ず ほ 編 集 委 員 会
■発 行 黒部市農業協同組合 〒938-0042 富山県黒部市天神新
TEL 54-2050 FAX 54-4334
soumuka@ja-kurobe.or.jp ■印 刷 株 式 会 社 す が の 印 刷
お問い合わせ

ホームページをご覧下さい

題字：福島 孝組合長 筆

