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平成30年産コシヒカリ

１等米比率92.5％

（JAくろべ管内11月28日現在)

作況・等級比率の推移

富山県 JAくろべ

作

況

コシヒカリ
１等米比率

てんたかく
１等米比率

てんこもり
１等米比率

富富富
１等米比率

Ｈ30

102（やや良）

Ｈ29

100（平年並み）

Ｈ28

106（良）

○気象経過および生育状況

田植えの盛期は５月11日頃で終期は５月23日頃となりま
した。５月10日以降の田植えの実施率は77％となり、高温
登熟を回避するための田植え時期に概ね行われました。５
月中旬から下旬の高温多照により活着や初期生育は良好と
なり、幼穂形成期はコシヒカリで７月13日頃となりました。
梅雨明け後は猛暑となり、出穂期はコシヒカリで７月31日
頃で、平年より３日程度早くなりました。今年は、７月13
日から８月８日まで降雨がなく高温傾向で推移し、成熟期は
９月７日頃となりました。

Ｈ30

89.5％

92.5％

Ｈ29

90.0％

92.9％

Ｈ28

91.4％

97.0％

Ｈ30

89.8％

95.8％

Ｈ29

95.2％

95.7％

Ｈ28

93.6％

91.4％

Ｈ30

96.9％

94.1％

Ｈ29

96.1％

93.1％

○次年度に向けて

Ｈ28

97.6％

99.9％

H30

99.1％

97.5％

本年は、登熟期間（出穂後20日間）の気温が27.4℃と著
しい高温にはならなかったことや、５月15日中心の田植え、
適切な水管理の徹底により富山県・黒部市ともに品質は良好
となりました。しかし、出穂後の日照時間が少なかったこと
から、心白粒の発生や登熟不良による屑米の増加など粒厚が
薄い傾向にありました。
また、コシヒカリの等級格下げ要因では、２等以下となっ
た要因として心白粒や除青未熟粒が66.3％、カメムシなど
による斑点米による格下げが13%ありました。
高温期の出穂を回避するために、５月15日を中心とした
田植えを行い、８月４日頃に出穂を誘導し白未熟粒の発生を
抑えましょう。また、ケイ酸質資材の施用も重要です。白未
熟粒はでんぷんの蓄積が不完全になることで発生するため、
登熟期の光合成能力を低下させないために稲体のケイ酸濃度
を高めましょう。ごま葉枯れ病も増加傾向にあるため、土づ
くり資材の継続的な施用を行いましょう。品種構成の見直し
や、直播栽培の導入など刈遅れによる胴割米の軽減、適切な
基肥量施用や水管理による稲体の活力維持など基本技術を徹
底し、次年度も品質の維持向上を図りましょう。

（県数値は９月末現在）

○作況および品質結果
富山県における平成30年度の水稲の作柄は、作況指数が
102（やや良）、単収は552㌔/10㌃となりました。穂数が
「やや多い」、一穂当たりの籾数が「平年並み」となり、全籾
数が「やや多い」、登熟が「やや不良」となりました。
また、県内の１等米 比 率（９月末 現 在）は、コシヒカリ
89.5％、てんたかく89.8％、てんこもり96.9％、富富富99.1%
となっています。当JA管内ではコシヒカリ92.5％、てんたかく
95.8％、てんこもり94.1％、富富富97.5％となっています。

牡羊座 ３／ 21 ～４／ 19 １月の運勢
【全体運】できる人と比べ、落ち込みやすい傾向がチラリ。「人は人」と割り切って。リフレッシュするには神社散策が吉
【健康運】食生活が乱れがち。特に暴飲暴食に注意
【幸運の食べ物】タラ
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黒部特産の丸いもの販売が始まりました ! !
自然薯よりも粘りが強く、「サポニン」という成分
が体内を浄化し、消化吸収を助けます。
黒部の味を親しい方への贈り物にいかがですか？

規格
２㌔箱
３㌔箱
10㌔箱

販売価格（税込）

SS

1,500円

良A

2,100円

優

2,600円

良A

5,400円

優

7,600円

、

にくく
変色し
と
る
と比べ
旨みが
☆山芋
濃厚な
と
気
り
強い粘
す!!
特徴で

【販売・ご注文はこちら】
アグリプラザ東 ☎ 65-9100

☆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㎡ 黒部市牧野860 ユーミーオーシャンビュー ２LDK

家賃：50，000円（402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 ☆融雪付駐車場です
ルテレビ、火災保険加入必要
☆インターネット無料
Ｈ30.５

和室→洋室へリフォーム

黒部市岡559-1 スイートテラス

☆閑静な住宅街です

２LDK

62.27㎡

家賃：64,000円
（302号・12月下旬可）
●共益費／3,500円●駐車料／１
台目3,500円 ２台目 3,000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／電鉄石田駅 徒
歩５分●その他費用／町内会費： ☆融雪付駐車場です
年間12,000円●備考／ケーブルテ ☆コンビニ近くで便利
レビ、火災保険加入必要
3
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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： ☆融雪付駐車場です
共益費に込●備考／ケーブルテ ☆コンビニ近くで便利
レビ、火災保険加入必要
入善町上野7200-1 スカイコート入善

２LDK

62.27㎡

家賃：62,000円
（101号・12月下旬可）
●共益費／3,000円●駐車料／１
台目 3,000円 ２台目 3,000円●
敷金／２カ月 礼金／なし●完
成／平成19年３月 ３階建 総
戸数／６戸●交通／入善駅 徒 ☆融雪付駐車場です
歩25分●その他費用／町内会費： ☆オール電化仕様
600円 ／ 月 水 道 料：2,000円 ／ ☆ス ー パ ー 横 で 買
月●備考／火災保険加入必要
い物便利

牡牛座 ４／ 20 ～５／ 20 １月の運勢
【全体運】前向きな気持ちになれる月です。やってみたいことがあるなら、積極的に取り組んでみて。新チャレンジも幸運
【健康運】体を軽く動かすことで気力回復の兆し
【幸運の食べ物】伊予カン

2019年

１月27日（日）

●日時…



９：00～13：00

●会場… JAくろべ本店
（黒部市天神新210-1）
※事前にご希望の時間をお知らせください。

南 部 支 店 ☎54-5454
三日市支店 ☎54-0003

相談会は事前予約制となっております。最寄りの支店窓
口までお問い合わせください。また、お電話によるお申し
込みも受け付けております。
当日は以下のものをご持参いただくと、より具体的なご
相談ができます。

・「ねんきん定期便」
・年金基礎番号記載書類

北 部 支 店 ☎54-0034
生 地 支 店 ☎56-8013

・給与明細
・認印

東 部 支 店 ☎65-7200
本店貯金課 ☎54-1307

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。

実際の農業現場を経
験してもらうことは良いこ
とだと思います。男性職員の
方には力仕事をお願いする
ことができて大変助かっ
ています。

今回の農業塾 講師
能澤 未菜さん（村椿）

実際作業してみ
ると大変さがよく分かり
ます。普段の食卓に出る野
菜のありがたみを改め
て感じました。

東部営農支援センター
岩上
貴

双子座 ５／ 21 ～６／ 21 １月の運勢
【全体運】物事を邪推しやすく、不要なトラブルを招く原因に。余計な発言は控えるべき。開運には窓や鏡を磨くと効果大
【健康運】ストレスを感じそう。十分な休息が大事
【幸運の食べ物】ナバナ

営農指導課
西中 寛貴
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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

おおやまホルモン

第21回は、一宮市に店舗を構える「おおやまホルモン

萩原店
萩原店」様にインタビューしました。

＜黒部米の取り扱いについて＞

⇒お店を開いてから13年目になりますが、取り扱いは10
年程になるでしょうか。品質の関係で、一時期ほかの銘
柄を使用したこともありましたが、現在は黒部米コシヒ
カリを使用しています。

＜黒部米に対して思うこと＞

加藤 雄一 オーナー

⇒食材に関しては、お客様から「美味しい」と言われる
ことが当たり前だと考えています。黒部米コシヒカリは
粒がしっかりしていて焼肉に合うため、高い評価を得て
いると感じています。

おおやまホルモン

萩原店

＜産地である黒部にこれから期待すること＞

⇒例えばですが、お米を炊く際、季節・水温によって水加減を調整しています。これは、食品を提供するプロとし
ての自覚があるからです。安定供給はもちろんお願いしたいのですが、プロの方々が生産している以上は、高い品
質の維持やさらなる向上をお願いしたいです。今後とも美味しい黒部米を期待しています。よろしくお願いします。

おおやまホルモン

萩原店

住所
愛知県一宮市萩原町串作字才勝1463-1
電話
0586-69-4129
提供している焼肉と黒部米

店内の様子

すまいる 掲示板
JAくろべ職員のおすすめ品!!

名水黒部の
マイらー油（増量）
130㌘…864円（税込）

※月曜日は定休日

卵かけご飯やラーメン、
餃子、
パ
スタなど、
色んなメニューに相性バッチ
リ！ピリッとした辛味がアクセントとなり、
お料理をさらに美味しくしてくれます。
辛い
物好きな方には嬉しい増量タイプ！是非
一度ご賞味ください。
ッと
ピリ ～い！
辛

アグリプラザ東で
購入できます！
金融部

5
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融資課

大田

龍徳

貯金課

川西

由起子

蟹座 ６／ 22 ～７／ 22 １月の運勢
【全体運】勢いがある半面、不注意になりそう。小さな失敗にクヨクヨせず、サッと切り替えましょう。観劇が良い刺激に
【健康運】運動を満喫して。心身共に良い影響が
【幸運の食べ物】長ネギ

平成30年分所得税・個人消費税・贈与税の

確定申告書を提出される方へ
〜魚津税務署からのお願い〜

獅子座 ７／ 23 ～８／ 22 １月の運勢
【全体運】いつになく神経質になってしまうかも。深刻に受け止めやすいので、気楽に構えること。深呼吸でリラックスを
【健康運】温活に力を入れると、順調に過ごせます
【幸運の食べ物】おから
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農業者年金の特徴

１．農業に従事されている方は広く加入できます。
２．保険料は自分で選べ、いつでも見直しできます。
３．税制面で大きな優遇措置があります。
４．少子高齢時代に強い年金。年金資産は安全性を重視して運用しています。
５．終身年金です。80歳までにお亡くなりになった場合、死亡一時金があります。
６．認定農業者など一定の要件を満たす方には、保険料の国庫補助があります。
独立行政法人農業者年金基金HPアドレス

お問い合わせは…JAくろべ本店 ☎54-2050
三日市支店 ☎54-0003
7
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南部支店 ☎54-5454
生地支店 ☎56-8013

北部支店

☎54-0034 東部支店 ☎65-7200
または、黒部市農業委員会まで

乙女座 ８／ 23 ～９／ 22 １月の運勢
【全体運】レジャー運が盛り上がる予感。気の合う仲間たちとにぎやかに過ごして。新年会などの幹事役は進んで引き受けて吉
【健康運】無茶なダイエットは×。肩の力を抜いて
【幸運の食べ物】ワカサギ

M ONTHLY T OPICS
収穫の最盛期迎える
黒部の特産「丸いも」収穫

今月
の
表紙

黒部丸いも生産組合は11月20日、金田友海さんの
圃場（若栗）で丸いもの作柄を確認しました。今年の
丸いもは夏の猛暑などの影響が心配されたものの、大
きさ・品質ともに平年並みの出来となりました。
丸いもは自然薯（ジネンジョ）や山芋に代表されるヤ
マイモ科の一種で、強い粘り気と濃厚な旨みが特徴です。
たんぱく質の消化吸収を助ける成分や各消化酵素を豊富
に含むことから、スタミナ食材として注目されています。

今年の出来を確認する金田さん

また近年、認知症予防効果が認められた「ヤマイモエキ

同日には営農指導員による丸いも料理の試食会も

ス」を含む健康野菜としても期待が高まっています。

行われ、すり下ろした丸いもを使ったお好み焼きが
関係者に振る舞われました。丸いも料理を食べた生
産者は、「お好み焼きにして食べるのは初めてだが、
ふわふわの食感でとても美味しい」と話しました。
今年の丸いもは、1.7㌶で栽培しており、約３㌧
の出荷が見込まれています。販売は12月上旬から
強い粘りが特徴

男性も簡単に作れる料理を


男性の料理教室

暮らし

行っています。


※詳しくは３ページ参照

多くの山の幸が並ぶ
布施谷まつり

下立公民館では11月14日、下立地区社会福祉協議
会による「男性の料理教室」が開かれ、地区の男性
15人が参加しました。
今回は簡単に作れる料理をテーマとして「枝豆とひ
じきの炊込みご飯」、「長芋と明太子のとろろ焼」、「ま
るごと玉ねぎの塩煮」、「厚揚げのねぎ味噌焼き」の４
品を協力しながら調理しました。
参加した受講生は、
「寒い季節に玉ねぎを食べると体
が温まるし、栄養がいっぱいなのでとても体に良さそ
う。厚揚げのねぎ味噌焼きはボリュームがあって半分で
も満足感がある」と話し、完成した料理を味わいました。

餅つきに参加する大野久芳市長

今年で21回目を迎えた「布施谷まつり」が11月11
日、東布施トレーニングセンターで行われました。
このまつりは布施谷ふるさと活性化委員会が主催
し、地域の特産物を広く知ってもらい、地域活動を
通して人との交流を深めようと毎年行われています。
会場では地元産の野菜・山菜をはじめ、
「ぼたん鍋」
などの温かい料理も並び、よもぎが練り込まれた「山
菜よもぎそば」や、つきたての「よもぎ餅」も人気を
集めました。当日は、来場された大野久芳市長による

協力しながら調理する参加者

餅つきも行われ、会場は大盛り上がりとなりました。

天秤座 ９／ 23 ～ 10 ／ 23 １月の運勢
【全体運】思い込みが激しくなる気配。特に伝言ミスをしやすいので、ご用心。また、慣れている作業でも確認を徹底して
【健康運】なんとなく不調を感じがち。睡眠が必須
【幸運の食べ物】ホウレンソウ
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目標実現に向けた取り組みを

複合経営による所得増大へ

第47回JA富山県大会

県内優良事例視察研修会
黒部市集落営農組合協議会（開澤英一会長）は11月15
日、知識・技術の向上や複合経営による所得増大を目的
とした視察研修会を開き、会員など26人が参加しました。
（農）金屋本江アイリスファーム（小矢部市）にて、キャ
ベツ関連機械・施設を見学しながら園芸作物の導入方
針や経営について説明を受け、栽培技術の研修を行い
ました。また、スマートフォンを利用したハウス管理や

多くの関係者が参加

環境制御装置による品質・単収向上を図っている㈱森田

富山県農業協同組合中央会と県JAグループ主催

農園（高岡市）では、ICTを利用した水耕トマト栽培に

の「 第47回JA富 山 県 大 会 」 が11月20日、JA会 館

ついて学びました。参加者は、個々の技術向上や経営

（富山市）で行われました。当日は県内の農家やJA

改善・所得増大に向けて活発な意見交換を行いました。

関係者が集まり、当JAから役職員が参加しました。
大会では、前回大会から現在までの成果や課題を
踏まえ、2019年以降３年間の取り組み方針について
審議しました。また、農業者の所得増大・地域活性化
へのさらなる挑戦や、自己改革を支える組織・事業・
経営の再構築などを目標とする大会議案「自己改革の
実践による元気な富山県農業の実現」を決議しました。
今大会では、農業振興の実践に功績が認められた
優良生産者を対象に表彰式が行われ、管内からは宮

（農）金屋本江アイリスファームでの研修

﨑伸雄さん（石田）、寺﨑俊弘さん（大布施）、野畑

特産品について学ぼう!!

宜久さん（浦山）が表彰されました。また、農業協



同組合の発展に大きく寄与した役員を対象とする農
業協同組合役員功労表彰では、当JAより福島孝組

第２回くろべ営農生活講座

暮らし

第２回くろべ営農生活講座が11月20日、石川県の

合長、山田勲理事、浅野純一理事、杉本孝成理事、

直売所などで行われ、黒部市内の生産者など約50人

舘野初雄理事、根塚俊彦理事、辻和夫理事、大川一

が参加しました。
㈱六星の「むっつぼし」松任本店（松任市）
・JA金

則理事の８人が表彰を受けました。

沢市の「ほがらか村」野田店（金沢市）では、新鮮な

地域の福祉活動のために
寄付金を贈呈

青果物の販売方法や、お弁当などの手作り商品の加工
について視察しました。また、
「四季のテーブル」
（金
沢市）では、食と健康をテーマに石川県の郷土料理を

当JAは11月27日、社会福祉法人黒部市社会福祉

学びました。参加した生産者は「直売所での販売方法

協議会を訪れ、寄付金として11月３・４日に行わ

について、とても参考になった」と話し、今後の生産

れた農業祭の売り上げの一部を松井敏昭会長に手渡

に活かそうと意欲を見せていました。

しました。
この取り組み
は、社会貢献の
一環として昨年
から実施されて
おり、寄付金は
今後の福祉活動
に活用される予
定です。
寄付金を手渡す福島孝組合長（右）
9
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販売方法を学ぶ参加者
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！

蠍座 10 ／ 24 ～ 11 ／ 22 １月の運勢
【全体運】知的好奇心を大切にしたい時期。気になるジャンルについて情報収集を。話題の映画を見るのもうれしい発見あり
【健康運】おおむね安泰。スポーツやダンスを楽しんで
【幸運の食べ物】ダイコン

新聞紙でエコバッグを作ろう!!
 ふれあい組織ひまわり会「茶話会」

女性

部

品質上々、昨年上回る出来
加工用キャベツ収穫

JAくろべふれあい組織ひまわり会の宇奈月地区
では11月28日、ミニデイサービス「茶話会」を中
央公民館で開き、19人が参加しました。
今回は、新聞紙を使ったエコバッグ作りを行いま
した。新聞紙を重ねて強度を出し、取っ手には筒状
に巻いたものを使いました。
参加者は「新聞紙で簡単に作れるので、家でまた
作ってみたい」と話していました。
ひとつひとつ手作業で収穫

加工用キャベツの収穫が11月26日、
（農）飯沢営農組合の圃場で行われました。
同営農組合は昨年から加工用キャベツ
の栽培に取り組んでおり、今年は８月に
苗を定植しました。能島与市組合長は「今年は昨年よりも
作付け面積を拡大した。全体的に昨年を上回る出来となっ
表面には新聞紙のカラー面を活用

「富富富」次年度生産に向けて
平成31年産「富富富」生産者募集
黒部市民会館で11月29日、平成30年産「富富
富」栽培研修会および平成31年産「富富富」生産

ている」と話しました。市内では８戸1.3㌶に作付けし、約
39㌧を出荷する予定です。収穫された加工用キャベツは
県内外の業者へ一定の価格で契約販売されます。コンテ
ナ出荷のため、箱詰め不要で省力的な作業が可能です。

クリスマスにぴったり♪
第３回JAくろべ女性大学

女性

部

者募集にかかる説明会が開かれ、約70人の関係者
が参加しました。
栽培研修会では、30年産「富富富」の生育・収
量品質データや生産者アンケート結果を見ながら、
栽培技術の実施状況や次年度対策について確認しま
した。続いて行われた説明会では、31年産「富富
富」生産者としての応募基準や、栽培に求められる
ルールについて、県の担当者が説明しました。参加
した生産者は、30年産の栽培結果を踏まえた変更
点や、他品種との並行栽培における留意事項などに
ついて、質問を交えながら確認しました。

自分オリジナルのクマでデコレーション

第３回JAくろべ女性大学では11月26日、クレイク
ラフトを使ったフォトスタンド作りを行い、学級生
16人が参加しました。今回は、クレイクラフト教室
講師の中山章子さんを招き、「クマのキラキラフォト
スタンド」を製作しました。フレームをビーズ類で飾
り付け、ツリーとクマのマスコットでクリスマスらし
い仕上がりになりました。
学級生は、「クマの顔に個性が出ているので、自分

真剣に説明を受ける生産者

の作品が一番可愛く見える」と喜びました。

射手座 11 ／ 23 ～ 12 ／ 21 １月の運勢
【全体運】プライベートの充実に力を入れると、満足感を得られます。興味を持っていた趣味や習い事を始めるのも正解
【健康運】規則正しい生活を。特に早起きがグッド
【幸運の食べ物】キンメダイ
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ちいきの

暮らしいき いき
ネットワーク
里芋のきんとん
■材料（４～５人分）
  里芋…………………………… 500ｇ
  みりん………………………… 100cc
  砂糖…………………………… 100ｇ
  塩……………………………………少々
  栗の甘露煮（市販でも可）… ……５個

■作り方
❶里芋は皮を剥き、中に火が通るまで茹でる。
❷茹でた里芋とみりんをフードプロセッサーに入れ
ペースト状にする。
❸･②を鍋に入れ、砂糖・塩を加えて焦げないように混ぜる。
❹③の粗熱を取ってからラップを使って食べやすい大
きさに形を整え、栗の甘露煮を加えたら出来上がり。

◇ 行 事予定 ◇ 12月下旬～１月中旬

里芋のきんとんは、一般的な栗や
さつまいもと違って餡があっさりしています。

村椿支部

吉本

和子さん

『家の光』『ちゃぐりん』
１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

12月
22（土）

27（木）

23（日）天皇誕生日

28（金）

24（月）振替休日

29（土）

25（火）

30（日）

26（水）定例理事会

31（月）大晦日

『家の光』

※年末年始の営業については、裏表紙をご参照ください。

≪特集≫
・もっと貯まる！
 お金を呼び込む暮らし方
・認知症を防ぐ健脳鍋
１月号

定価906円（税込）

１月
１（火）元日

11（金）

２（水）

12（土）

３（木）

13（日）

年賀式

『ちゃぐりん』

14（月）成人の日

４（金）税務・法律相談日

ファミリー活動
15（火）
（～22日）

５（土）

16（水）

６（日）

17（木）

７（月）

18（金）

８（火）

19（土）

（午後２時～／本店）

・簡単アレンジでおいしい！

甘酒＆甘酒ドリンク
・
「小島よしおの

野菜はトモダチ」
ポスターカレンダー2019
１月号

定価565円（税込）

日帰り人間ドック 20（日）
９（水）

（全地区） 21（月）
10（木）

11
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22（火）

山羊座 12 ／ 22 ～１／ 19 １月の運勢
【全体運】自分に自信が生まれそう。大胆にリーダーシップを発揮しましょう。また、未体験の世界に飛び込むのも大賛成
【健康運】評判の健康法が体質にぴったり合うかも
【幸運の食べ物】京菜

みんなの広 場

今月の

子
っ
部
黒

黒部愛児保育園（いぬ組）

☆LET'S BE FRIENDS!!☆
僕達、私達は黒部の美味しいお米をたくさん
食 べ て、 大 地 に し っ か り 足 を 据 え、 元 気 な 心
身をつくります。世界中のお友達と仲良くしま
す。いつも元気なあいじっこ♪世界にはばたけ
LET'S BE FRIENDS!!

さくら幼稚園（たいよう組）
☆生活発表会頑張ったよ☆
劇ごっこや合奏、ボディーパーカッション、
ハンドサインに取り組みました。大きな声で台
詞を言ったり、難しかった楽器もリズムに合わ
せてできるようになったことが自信に繋がりま
した。幼稚園で最後の生活発表会、みんなで頑
張りました！

農業
図鑑

株式会社アグリとりの原
なか

代表者名：中

やす し

康史

設
立：2018年10月
加入戸数：90戸
作付状況：水稲（コシヒカリ、てんたかく）、
大麦、そば
面
積：36.2㌶（黒部市宇奈月町浦山）

「確実なことを着実に行う！」
今年の10月に設立し、地域農家の高齢化や後継
者不足、放棄田問題解消のために農業生産の協業化
に取り組み、生産性と品質の向上や利益増進を図っ
ていきます。
組織の特徴としては、水稲と大麦の栽培を中心と
し、休耕田でも春からできる夏そばの栽培や、大麦
跡の圃場で秋そばを栽培するなど二毛作に力を入れ
ています。初年度は、まだまだ手探りのところもあ
りますが、土壌改良剤の散布など土づくりから基本
に忠実に作業することを徹底し、反収アップをめざ
していきます。
将来的なビジョンとして常時雇用者の確保や、冬期
労力の活用に向けた複合的な農業経営への転換を考
えています。今後は新技術の導入による作業効率の向
上をめざして努力していきます。

来月号はみんなの広場をお休みし、亥年生まれの方の新年の抱負を紹介します。
水瓶座 １／ 20 ～２／ 18 １月の運勢
【全体運】何かと迷いが生まれやすいもよう。１人で悩まず、信頼できる相手に相談してみて。気晴らしには音楽鑑賞が最適
【健康運】つい食べ過ぎてしまう気配。節制が必要
【幸運の食べ物】サワラ
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わが家の
愛 アイドル

ボールが大好き♪
アキちゃん（柴犬
飼い主

前田

13歳）

幸子さん

わが家のアイドル、豆柴のアキ
ちゃんは４代目のペットです。ボー
ル遊びが大好き！これからも元気に
長生きしてね。

（６年）

桜井小学校

泰慎くん

チャイルド
ギャラリー

たいしん

ドライポイント版画に熱中して
取り組みました。表情や額縁から
颯さんの優しい雰囲気が伝わって
きます。
（先生より）

「考えている時の自分」

東堂

何かを考えている時の表情
を 想 像 し て 描 き ま し た。 髪 の
毛の質感が出るよう丁寧に彫
りました。

とうどう

「ぼくは見てしまった」

口を開けて、驚きの光景を見
てしまった時の様子を表現しま
した。額縁の四角模様をきれい
に切り抜くことを頑張りました。
自分の特徴が表れるように、集中
してドライポイント版画に取り組み
ました。表情から泰慎さんの驚いた
感じが伝わってきます。
（先生より）

（前沢地区
宮野 ）

えんどう

遠藤

そう

颯くん

（６年）

輝け！スポーツキッズ☆
キャプテンインタビュー

「心をひとつに勝利をめざす！」
黒部東部ファルコンズ

メン
バ
募集 ー
中！

通う学校が違っても、メンバーの仲が良い
ところがチームの魅力です。基本練習を効率
良く行い、短時間でより多くの練習ができる
ように努力しています。キャプテンとして常
にみんなの良いお手本となれるような行動を
心掛け、周りへの声掛けなども積極的に行っ
ています。これからも練習
試合や大会で経験を積みな
がら、来年の夏に開催され
る全国大会への出場をめざ
して、チーム全員が一丸と
なって頑張ります！

〈練習日程〉
＊曜日＊毎週火・水・金曜日 ＊時間＊18：00 ～ 20：00
＊場所＊宇奈月小学校・若栗小学校 ＊メンバー＊17名（１～６年生）
13
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た なか

あお ば

田中 蒼翔くん
（５年）

魚座 ２／１9 ～３／ 20 １月の運勢
【全体運】今まで付き合ったことのないタイプと知り合える期間。飲み会には意欲的に参加して。趣味の集まりにも注目を
【健康運】疲れやすい暗示。早めのケアを心掛けて
【幸運の食べ物】納豆

な単協向け）
理事会だより
第３号 議 案 役 員 報 酬 審 議
月 日（火）
会設置要項の一部改正について

平成 年２月１日に黒部
◆付議事項
農協と黒部市信用農協が合
第１号議案 工事請負契約
併したことから委員の構成
の締結について
を変更するため、要項の一
野菜保冷庫の移設並びに
部改正について協議し、原
増設工事請負契約の締結につ
案通り承認しました。
いて協議し、承認しました。
［改正前］
（請負業者）
８名（地区総代協議会長の
ホシザキ北信越株式会社
代表３名、地区生産組合長の
（請負金額）
９，
７００，
０００円
（税抜） 代表３名、学識経験者２名）
（契約日）平成 年 月 日 ［改正後］
名（地区総代協議会長の
（工事期間）平成 年 月
代表５名、地区生産組合長の
３日～平成 年 月 日
代表３名、学識経験者２名）
（工事場所）旧若栗米倉庫内
第４号議案 労組要求につ
第２号議案 ＪＡ事業運営
いて
モデル（施設利用率）の選
年末一時金の支給等の労
定について
組要求について、回答書の
平成 年３月以降、農林
内容を承認し、今後の対応
中央金庫の奨励金（預金施
については組合長に一任す
設）が見直しされることに
ることを決定しました。
伴い、事業運営モデルを選
◆報告事項
定する必要があるため、事
一、組合員の加入及び脱退
業運営モデルについて協議
について
し、決定しました。
二、十月度の事業実施状況
なお、事業運営モデルは
について
３年毎に見直します。
三、第３四半期決算について
［事業運営モデル類型］
［ ］内は計画対比
①自立運営志向型（自己運
▽事業総利益
用を志向する単協向け）
１，０７６，３７５千円
個人貯金の ％相当額が
［１０１・６％］
奨励対象
▽事業利益
②貸出強化標準型（標準的
１４０，０８２千円
な単協向け）
［２７３・９％］
個人貯金の ％相当額が
▽税引前当期剰余金
奨励対象
１９９，６０６千円
③リスク抑制型（自立的な
［２７０・７％］
信用事業の運営が困難な場
四、平成三十年度決算見込
合の受け皿）
みについて
個人貯金の ％相当額が
第３四半期決算を基準と
奨励対象
して、平成 年度決算の見
［当組合が選択する事業運
込検討を実施した結果につ
営モデル］
いて、事業量及び取扱高等
②貸出強化標準型（標準的
31

50

60

80

見込検討表、総合損益見込
検討表により報告しました。
五、第３四半期監査中間報
告について
第３四半期（８月から
月）において内部監査
を実施した結果、改善等
を要する事項はなかった
ことを報告しました。
六、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）
９４，８０９・０俵
［契約数量対比９５・９％］
（うるち等級比率）
１等＝９３・１％
［コシヒカリ＝９２・８％］
［富富富＝９７・５％］
七、平成三十年産大豆買入
状況について
月 日現在の 年産
大豆の検査実績について、
次の通り報告しました。
（検査数量・全品種合計）
３０１袋
２等 
２，９２８袋
３等 
１，６４９袋
合格 
８０袋
規格外 
（袋／ ㎏）

八、平成三十年産・二十九年
産米販売数量報告について
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）
１９，１８１・０俵
［前年対比９３・７％］
（ 年産販売数量累計）
９５，０９１・５俵
［前年対比８６・０％］
販売金額［直売品］

３０，６５９千円
別記参照
［前年対比１０８・３％］
十七、総務・信用委員会協
十、第三回農業祭実施結果
議結果報告について
について
月 日開催の当該委
月 ３・４ 日 に 開 催 し
員会の協議結果を報告し
た農業祭における品評会
ました。
出品数や販売実績、経費
別記参照
等について報告しました。
総務・信用委員会
十一、第３四半期相談・苦
情等対応について
「開催日 平成 年 月 日」
◆協議事項
８月から 月までに利
一、ＪＡ事業運営モデル（施
用者から不適切な対応や
設利用率）の選定について
事務ミスなどに対する苦
平成 年３月以降、農
情はなく、問い合わせが
林中央金庫の奨励金（預金
件あり、その内容につ
施設）が見直しされること
いて報告しました。
に伴い、事業運営モデルを
十二、第３四半期事務ミス
選定する必要があるため、
等の発生状況について
事業運営モデルについて協
８月から 月までに発
議、決定し、理事会に付議
生した５件の事務ミスに
することを決定しました。
ついて、発生原因、事後
二、役員報酬審議会設置要
対応、再発防止策につい
項の一部改正について
て報告しました。
平成 年２月１日に黒
十三、第３四半期自主検査
部農協と黒部市信用農協
報告について
が合併したことから委員の
第３四半期の自主検査
構 成 を変更するため、要
において、改善すべき事
項の一部改正について協議、
項はなかったことを報告
承 認し、理事 会に付 議 す
しました。
ることを決定しました。
十四、資金運用に関する報
告について
施設・組織整備検討委員会
月末の資金
（貸出金・
預金など）の運用状況と 「開催日 平成 年 月 日」
◆協議事項
第４四半期の方針・計画
一、工事請負契約の締結に
について報告しました。
ついて
十五、大口取引業者との取
野菜保冷庫の移設並び
引状況について
に増設工事請負契約の締
販売事業、購買事業に
結について協議、承認し、
おける大口取引業者との
理事 会に付 議することを
取引に関する状況を報告
決定しました。
しました。
十六、施設・組織整備検討委
月 日開催の定例理
員会協議結果報告について
事会は２月号の理事会
月 日開催の当該委
だよりで報告します。
員会の協議結果を報告し
ました。
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九、 平成三十年度アグリプラ
ザ東第３四半期実績について
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みずほ文芸
短歌 



小栗

石浦

髙野

西島

上田 洋一

桂子

清光

好代

佳子

敏子

選

月
日

笑味ちゃん
©みんなの
よい食プロジェクト

【前回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す。

山口

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

久美

律子

【タテのカギ】
①障子よりは破れにくそうな建具
③彼は――東西の文学に詳しい
⑤素振り中のバットが切るもの
⑥テンサイなどから作られる調味料
⑦漫談家が巧みな――で場を沸かせた
⑨カキやタイラギ、トコブシなど
⑪――考査。――手当
⑬寒い日には氷が張ることも
⑮平成31年の十二支は
⑰闘鶏に使われる鳥。漢字で書くと軍鶏
⑲農具や収穫物を入れておく建物
⑳壁の――から風が吹き込んだ
21 旅客機に乗ってためる人もいます
◯

Ａ～Ｅの二重枠に順に並べてできる言葉は何でしょうか？

１

神子

新酒

選

若林由紀子

石田阿畏子

ふるさとの豊作祝う舞を終え
獅子も天狗も大杯交わす
回転寿司新幹線に乗りて来る
時に唐揚げプリンにパフェも
冷蔵庫替え時理由に買い得と
消費税アップがはずみをつける
ナナカマド実も葉も枝も朱に染めて
群れて覆いし高原の道
カーポートに藁の香りの満ち溢れ
早や左義長の準備始まる
此の家に嫁ぎて知りし言葉あり
「憚り」掃除しながら思う
足音かと思わず振り向く散歩道
落葉「カサコソ」ダンスを踊る
クレヨンで塗りたき過去のありしかど
う た
恋の短歌など一度詠みたし

俳句

しほ

内橋はるみ
木野本靖子
角井 孝通
丸田美恵子
中村 順子
朝倉 政次
 美寿々
悦子
和子

村椿
斉藤

中学二年 板澤

一月末日必着（二月号に掲載）

※一月号分の募集は終了しています。

落日に磔刑のごと鵙の贄
解体のクレーン縦横小六月
長き夜の歳時記を追ふ虫眼鏡
旅鞄ふくらませ行く黄落期
モノトーンの山となりたりダムに冬
雪吊を負ひ五葉松威儀正す
篭の柿見やれば浮かぶ祖母の顔
軒下の吊大根に夕日影
片隅に今年も燃える彼岸花

切

ジュニアの部

〆

紅葉山へトロッコ電車もぐりこむ

ＪＡくろべ総務課

俳句短歌募集します。子どもの俳句を引き続き募集しています！
テーマは自由です。どなたでも自由な発想でご応募ください。

送り先

クロスワードパズル

【ヨコのカギ】
①輪郭を描いた紙に目や鼻などのパーツを並べて遊びます
②１、２、３や一、二、三など
③
『春の海』や『六段の調（しらべ）
』を奏でる楽器
④小銭入れに入れる物
⑥鹿児島産焼酎の原料の多くはこれ
⑧空からちらちらと降ってきます
⑩山田太郎さんだったらT・Y
⑫怒ると頭に生えるかも
⑭車窓を流れていくもの
⑯剣道で使う武具
⑱ご来光を見るために登る人もいます

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11月末日）

（

編 集 後 記
）は前年同月比

正組合員数
4,941人 （－159人）
（正組合員戸数 4,024戸）（－118戸）
准組合員数
4,983人 （＋131人）
（准組合員戸数 3,539戸）（＋ 30戸）
みなさまの貯金高 1,026億1,156万円（100.2%）
みなさまへの貸出金 201億1,427万円（111.5%）
長期共済保有高
2,108億8,651万円（196.1%）
購買品供給高
33億3,523万円（100.1％）
販売品販売高
21億8,617万円（104.1％）
15
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12月も終わりに向かい、すっかり年の瀬ムードで
す。年末といえば、年賀状の準備に追われる方も多
いかもしれません。近頃はSNSなども普及し、年賀
はがきではなく画面上で新年の挨拶をされる方も増え
ているようです。2019年にはいよいよ新元号が制定
されますから、
「平成」を使う年賀状は最後になりま
すね。普段はがきを出さないという方でも、平成最後
の年賀状を書いてみてはいかがでしょうか。
〈SHIN〉

年 末 年 始 営 業 の ご 案 内

各事業所の営業は以下の通りとさせていただきます。
本店・支店
事業所

アグリプラザ東
☎65-9100

12/28（金）（金融窓口時間８：30〜16：00）８：30〜17：00【通常営業】

カーポート宇奈月
☎65-1068

８：30〜17：00【通常営業】

７：00〜19：00【通常営業】

29（土）
９：00〜16：00【通常営業】
休 業
30（日）
8：30～17：00
31（月）
休 業
１ / １（火）
休 業
休 業
（水）
２
８：30〜17：00
３（木）
８：30〜17：00【通常営業】
８：30〜17：00【通常営業】７：00〜19：00【通常営業】
４（金）（金融窓口時間８：30〜16：00）
●年末・年始期間前に灯油の残量をご確認の上、ご注文はお早めにお願いします。〈カーポート宇奈月〉

ATM（キャッシュコーナー）をご利用されるみなさまへ
キャッシュコーナー（JAくろべATM）

※稼働時間内は手数料０円
南部・北部・東部・三日市・ 旧石田支所
黒部市民病院
生地支店・メルシー店
村椿コミュニティーセンター
12/28
（金）

８：45～19：00

30

JR黒部宇奈月温泉駅

セブン銀行・ローソンATM
イーネットATM

その他時間帯 手数料108円

８：00～21：00

８：45～17：00

８：00～21：00
（メルシー店は９：00～21：00）

コンビニATM

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

29

（土）

キャッシュコーナー

（JAくろべ提携ATM）

うち ９：00～14：00 手数料   ０円
その他時間帯 手数料108円

（日）

31

８：45～17：00
（月）
大晦日
１/１ ８：00～21：00
（火） （メルシー休館日）
元日

９：00～19：00
終 日

手数料108円

８：00～21：00
終 日

休止させて
いただきます

手数料108円

８：00～21：00
２
（水） （メルシー店は９：00～21：00）

３

（木）

休止させていただきます

４

８：00～21：00
８：45～19：00
（金） （メルシー店は９：00～21：00）

休止させていただきます
９：00～19：00 ８：00～21：00
８：45～19：00 うち ９：00～18：00 手数料   ０円 うち ８：45～18：00 手数料   ０円
その他時間帯 手数料108円

●キャッシュカード・通帳の盗難・紛失等の緊急連絡先は
●JAカードの盗難・紛失の連絡先〈NICOS盗難紛失受付センター
【24時間対応】〉
●自動車事故はJA共済事故受付センター【24時間365日】
12月号 №535
平成30年12月15日発行
発行部数 7,400部

その他時間帯 手数料108円

０１２０－７９４－５５１
０１２０－１５９－６７４
０１２０－２５８－９３１

■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
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