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☆「高品質な黒部米」は、計画的な作業と的確な栽培管理から!!
☆田植え時期に合わせた播種・育苗で苗質を高め、

早期活着から初期生育の促進を図りましょう!!
コシヒカリの品質向上・安定を図るため「５月15日を中心とした田植え」を実施しましょう。また、
気象状況による品質低下を防ぎ、適期作業及び収穫作業分散による品質向上のため「てんこもり」など
を取り入れましょう。
育苗日数が長過ぎて老化苗になると、初期分げつの発生率が低下して出穂期が早まります。老化苗・
軟弱徒長苗の防止や高温登熟回避のため、育苗日数が20日間程度となる「田植え日に合わせた播種
作業」とハウス搬出後の「温度やかん水を含む育苗管理の徹底」による苗質の向上が重要です。消毒・
浸種作業は苗の完成時期を見据えて計画的に実施しましょう。

播種・育苗

●５月15日中心の田植え日に合わせた播種・育苗作業

種子消毒

浸種

催芽

播種

ハウス搬出

４月７日

４月８日

４月16日

４月18日

４月21日

田植え
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

●種子更新

●出芽

10㌃当たりの種籾必要量は、乾燥籾で2.4㌔～３
㌔です。育苗時期の病害を防ぐためにも必ず種子更
新を行ってください。

育苗器は、事前にサーモスタットや温度計を点検
し、加温中もこまめに温度を確認しましょう。出芽
は育苗器30℃で２～２日半程加温します。30℃以
上厳禁。芽の長さが１㌢程度に揃ったらハウスへ搬
出します。低温時のハウス搬出は生育が不順になる
のでハウス内温度が上がらない寒い日の搬出は控え
ましょう。

●種子消毒
もみ枯細菌病などの発生防止のために種子消毒を
必ず行いましょう。モミガードC水和剤100㌘を20
㍑の水に溶かして、種子10㌔を浸します。24時間
浸種します（200倍液で24時間浸種）。

●浸種
発芽を揃えるために十分に吸水させます。浸種処
理については次の点に留意し作業を行いましょう。
・水温は10～15℃で７～10日間程度。浸種開始後
短時間（初日）の適水温は12.5℃です。
・水は１～２日毎で交換する（浸種期間後半は毎日）
。
（浸種積算温度の目安：水温×日数＝100℃以上）

●催芽
温度と酸素を与え、ハト胸状態から芽２㍉程度に
揃えます。育苗器の場合は、28℃で２～３日間程
度です。定期的に芽の長さを確認してください。伸
び過ぎ注意。

●播種
床土は苗箱１枚当たり深さ２㌢で４㌔です。１箱当た
りのかん水量は800㍉㍑です。種籾は乾籾で120㌘播
種しましょう。手につかない程度まで乾かし、事前に
試し播きで播種量を確認しましょう。覆土は１㌔程度
です。箱のへりから１～２㍉程度低い位置まで覆土しま
しょう（乾籾120㌘＝催芽籾推定容積180～190㍉㍑）
。

●ハウス育苗管理
育苗日数は20日間を目安に、気象に応じた適切
な温度と水管理による健苗育成を図りましょう。
育苗期間の気温が高いと軟弱徒長になりやすく、
細菌性病害が発生しやすくなるため、ハウス内の温
度と水管理に注意しましょう。
ハウス搬出後は覆土が落ち着く程度のかん水を行
い、水不足や高温により苗がヤケないよう注意しま
す。ただし、午後３時以降のかん水は病害発生を助
長させるので避けましょう。搬出後は寒冷紗などの
被覆資材で３日程度遮光し、緑化させます。

☆ハウス温度管理目安
緑化期（３日間）

硬化期

25℃

25℃以下

昼間
夜間

10℃以上

・緑 化期でも硬化期でも昼間に30℃を超える場合
は早めに換気を行う。
・硬化期は土の乾きに応じてかん水する。やり過ぎ
はカビや病害を助長し、根の張りも悪くなる。

牡羊座 ３／ 21 ～４／ 19 ４月の運勢
【全体運】公私共に活躍の場が広がりそう。やりたいことがあれば、積極的に自己アピールを。にぎやかな場所につきあり
【健康運】軽く体を動かすことで、より健康体に
【幸運の食べ物】モズク
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土づくり
「高品質な黒部米」には土づくりが欠かせません。昨年秋に土壌改良資材を散布されていない圃場へは
必ず耕起前に土壌改良資材を散布しましょう。カントリーエレベーターや大布施共同乾燥場の利用を予
定されている方は、申込時に土壌改良資材の散布を確認させていただきますので忘れず散布ください。

●土壌改良資材散布

●深耕による作土層の拡大

土壌改良資材名

10㌃当たり施用量

ケイカル
アサヒニューテツ
シリカロマン

200㌔
100㌔
100㌔

作土層を深くすることにより根域が拡大し、高温
や気象変動、倒伏に強くなります。耕起は、作土
の深さ20㌢を目標に、トラクターの速度を落とし
ゆっくりと行いましょう。

野菜移植機の貸出について

自己
改革

＜売る黒部産野菜を作ろう！＞

農業者の所得増大

水田フル活用からなる農業者の所得増大と農業生産の拡大をめざして、JAくろべでは園芸作物生産
振興の支援、機械投資の負担軽減として、管内生産者の皆様へ野菜移植機の貸出を行っています。
是非ご活用ください。
【貸出詳細】
貸 出 機……歩行型１条半自動野菜移植機（畝天約１㍍対応）
貸出台数……２台（予約制）
対応作物……キャベツや白菜などの葉茎菜類（セル苗）
貸出料金……5,000円／10㌃（税込）
備
考……燃料満タン返し、機体の引取返却は各利用者
※園芸生産には排水対策の徹底が不可欠です。排水対策用レンタル機（トラクター＋溝掘機など）の貸
出も全農が行っています（予約制です）
。
※野菜移植機利用を含め詳細は営農センター（☎52-5615）へ連絡ください。

『みずほ』２月号の訂正とお詫び
『みずほ』２月号の５ページに掲載しま
した「平成30年産輸出用米仮精算」の表
において、単位に誤りがありました。読者
の皆様には、大変ご迷惑をお掛けしました
ことをお詫び申し上げます。

動力散布機の
 有料一斉点検を実施します！
〈実施日〉
〈時 間〉
〈場 所〉
〈点検料〉

平成31年３月22日（金）
９：00～12：00
本店 農機具センター
１台当たり 1,080円（税込）

【訂正箇所】
５ページ「平成30年産輸出用米仮精算」
（表枠外の右上部）
誤）単位：円／㌔
正）単位：円／60㌔
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お問い合わせ

農機課

☎54-0442

牡牛座 ４／ 20 ～５／ 20 ４月の運勢
【全体運】あれこれ考え過ぎてしまう時期です。開き直りの気持ちを大切に。丁寧に水回りを掃除すると、開運します
【健康運】喉のケアをきちんと行うと、好影響大
【幸運の食べ物】コゴミ

北部支店

双子座 ５／ 21 ～６／ 21 ４月の運勢
【全体運】交友関係が活発化する予感。飲み会の席や旅先で良い出会いに恵まれそう。趣味や習い事に力を注ぐのも正解
【健康運】無理は禁物です。適度な休息を心掛けて
【幸運の食べ物】蜂蜜
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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

有限会社

羽木米穀店

第24回は、三重県四日市市に店舗を構える「有限会社

羽木米穀店」様にインタビューしました。

＜お店の紹介と黒部米の取り扱いについて＞

⇒みなさんこんにちは、羽木米穀店の羽木と申します。羽
木米穀店は明治の頃から続いている米屋であり、私で４代
目となります。黒部米を取り扱い始めたのは20年以上前に
なるでしょうか。この地域でコシヒカリと言うと、伊賀米
との比較が多くなります。両者を比較すると、黒部米は被
害粒が少ないことをはじめ、品質が非常に安定しています。
羽木 良介社長
そのため、私どもは業務用で使用することが多いです。
店頭販売の場合、佐渡や魚沼、山形つや姫など、最近では福井いちほまれもエー
ス扱いです。店頭販売においては、話題性もかなり重要だと考えております。
一方で、黒部米は業務用のエースです。それはお客様に提供すれば「まず間違い
ない味を出せる」と考えているからです。10年以上黒部米を納めているトンテキ屋
さんやホテルさんから、一度もクレームがないことはその証ではないでしょうか。

有限会社

＜これからの黒部米に期待すること＞

⇒黒部米に対して思うことは２つあります。１つは、各産地から台頭する新品種と
このまま競争することは難しいのでは？ということです。どうしても、お客様は
「味」以外に話題性や付加価値を気にされます。現状よりも２つ３つ手間暇をかけ
てランクの高いものを作る、あるいは黒部米だけの新品種を作ることも効果がある
かもしれません。
もう１つは、観光地としての黒部をアピールしていただき、多くの人に現地で黒
部米を食べていただくこと。例えばですが、「丹波（や越前）の日帰りツアーで食
べたお米が美味しかったので、ありませんか？」というお客様がわりと多いように
感じます。最近では福井いちほまれについてHPで見た、現地で食べて美味しかっ
たという問い合わせが多いです。現地で本物を食べてもらうことが、新規ファンを
獲得する第一歩のように感じています。黒部米にもこういったファンが増えていく
ことを期待しています。

ゼリーなのでダイエット中の
方にもオススメ！使いやすいクール
をはじめ、青りんご・ぶどう・コーヒー・
マンゴーと味の種類が豊富です。熱湯で
溶かして冷やし固めるだけで簡単にゼリーが
作れるので、是非お子様やお孫様と
一緒に作ってみてはいかがで
しょうか♪
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有限会社

羽木米穀店

住所：三重県四日市市
西新地16-8
電話：059-352-3006

JAくろべ職員のおすすめ品!!

各種

東で
プラザ
アグリ きます！
購入で 9100）
-

（☎65

210㌘（70㌘×３袋）…410円（税込）
クール／青りんご／ぶどう／コーヒー／マンゴー

営農部
尾山

店内の様子

すまいる 掲示板

ゼリーの素
営農指導課

羽木米穀店

諒

№538

営農指導課

中坪

大樹

蟹座 ６／ 22 ～７／ 22 ４月の運勢
【全体運】環境などの変化がもとでプレッシャーを感じがち。気張らず、気楽に構えましょう。絵本を読むとリラックス可能
【健康運】生活リズムが乱れやすい。夜更かし厳禁
【幸運の食べ物】アシタバ

第六号議案 二〇二〇年度
理事会だより
職
員
募集について
２０２０年４月に職員を
 月 日（水）
新規に採用するため、採用
予定人員や職種・応募資格
◆付議事項
などについて決定しました。
第一号議案 平成三十年度
※詳細は裏表紙参照
資産査定結果及び貸倒引当
第七号議案 籾殻等運搬用
金の計上について
トラックの取得について
平成 年度末を基準とす
籾殻等運搬用トラックの
る資産の自己査定結果を報
取得について協議し、承認
告し、決算に計上する貸倒
しました。
引当金などの額について決
（取得車両）
定しました。
イスズ２ｔダンプ４ＷＤ
第二号議案 第四回農業祭
（見積額）
の開催について
５，
１００，
０００円（税込）
第４回農業祭は、 月２
日（土）・３日（日）の両日、 （購入先）
ＪＡくろべサービス㈱
本店構内で開催することを
決定しました。
◆協議事項
第三号議案 定款附属書総
一、信用事業運営体制の方
代選挙規程の一部改正につ
向性について
いて
農協事業のあり方につ
２０２０年５月の総代全
いて国の規制改革推進会
員にかかる選挙の選挙区ご
議において各 般にわたっ
との 総 代 数 を 定 め る た め、
て改革が求められていま
同規程第３条第２項に規定
す。中でも信用事業につ
されている「別表」の一部改
いては、代 理 店 方 式への
正を第４回通常総代会に提
移行の検討が求められて
案することを決定しました。
おり、代理店化した場合
第四号議案 信用事業規程
の当農協の収支試算や組
の一部改正について
合 員へのメ リット・デ メ
組合員・利用者への資産
リットなどを協議検討し
形 成 提 案 商 品 と し て、 今
ました。総合的に勘案し
後、投資信託を取り扱うに
た結果、信用事業の代理
は、事業の追加が必要であ
店 化ではなく、これまで
るため、信用事業規程の一
どおり総合農協としての
部改正を第４回通常総代会
事業継続と判断しました。
に提案することを決定しま
◆報告事項
した。
一、組合員の加入及び脱退
第五号議案 融資承認につ
について
いて
二、一月度の事業実施状況
融資案件１件について協
について
議し、承認しました。
三、平成三十年度決算につ
いて
平成 年度の決算状況
（富山県農協中央会監査
前）について報告しまし
た。［ ］内は計画対比
（事業総利益）
１，４８１，３３４千円
［１００・２％］
（事業利益）
１５９，６１０千円
［２３９・４％］
（税引前当期剰余金）
２２２，０３７千円
［２３１・６％］
四、監事会規則の全部改正
について
ＪＡ監事監査基準、監
査役会規則（日本公認会
計士協会作成）などを参
考に各条項の構成を全面
的に見直し、従来の監事
会規則を廃止し、全部改
正として新たに監事会規
則を制定したことを報告
しました。
五、第４四半期内部監査中
間報告について
第４四半期（ 年 月
から 年１月）において
内部監査を実施した結
果、改善などを要する事
項が１件あり、改善を指
示したことを報告しまし
た。
六、平成三十年度監査業務
活動報告について
平成 年度中の内部監
査の状況について、監査
の結果、問題となるよう
な事例及び内部牽制・コ
ンプライアンス上の不備
ともになかったことを報
告しました。

七、平成三十年産米販売数
量の変更について
１月にうるち・もちの
追加買入れ処理を行った
ので、販売数量の変更に
ついて、報告しました。
【追加】
コシヒカリ（１等）
２２９・５俵
新大正もち（２等）
１２・０俵
八、平成三十年産米販売数
量報告について
１月末現在の平成 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）
４２，８４０・０俵
［前年対比１０９・２％］
九、平成三十年度アグリプ
ラザ東品目別実績報告に
ついて
販売金額［直売品］
４１，０７９千円
［前年対比１０７・５％］
十、二 〇 一 九 春 の 農 機 具
フェア開催要領について
十一、下半期コンプライア
ンス・プログラム実践・
進捗状況について
コンプライアンス・プ
ログラムに定める実践項
目の実践・進捗状況（平
成 年度下半期）につい
て報告しました。
十二、第４四半期苦情等対
応状況について
月から年度末まで
に、利用者から不適切な
対応や事務ミスなどに対
し６件の苦情と１件の問
い合わせがあり、その苦
情内容と処理状況などを
30

30
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報告しました。
十三、第４四半期事務ミス
などの発生状況について
月から年度末までに
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。
十四、第４四半期自主検査
報告について
第４四半期の自主検査
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。
十五、融資報告について
月理事会において承
認した融資案件１件の融
資実行について報告しま
した。
十六、資金運用に関する報
告について
１ 月 末 の 資 金（ 貸 出
金・預金など）の運用状
況と平成 年度第１四半
期の方針・計画について
報告しました。
十七、豚コレラ対策として
の路地消毒用消石灰の無
償配布の実施について
他県にて感染がみられ
る 豚 コ レ ラ 対 策 と し て、
管内の養豚場を対象とし
た路地消毒用消石灰を無
償配布し、感染予防の徹
底を指導したことを報告
しました。
十八、優良生産者等表彰の
選考結果について
優良生産者等表彰規程
並びに優良生産者表彰事
業実施要領に基づき、優
良生産者を選考した結果
を報告しました。
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獅子座 ７／ 23 ～８／ 22 ４月の運勢
【全体運】持ち前の行動力を発揮できる月。興味を引かれるジャンルがあれば、ぜひ挑戦してみて。サポート運も強力です
【健康運】ストレッチなどで体を伸ばすとグッド
【幸運の食べ物】トリガイ

11

12

２

30

27

11

30

11

30

31

いつまでも元気でいるために！
＜人間ドックのお知らせ＞
＜厚生連滑川健康管理センター＞
【JAくろべ組合員対象】
月
４

５

６

７

８
９
10

11
12
１
２
３

★健診施設

日

曜

予定
人数

予定地区

４
５
８
14
15
28
19
20
21
２
11
12
19
22
23
30
２
７
12
20

木
金
月
火
水
火
水
木
金
火
木
金
金
月
火
火
金
水
木
金

７
７
６
６
７
７
15
15
15
５
５
５
５
15
５
５
10
10
７
８

15

火

25

28
19
20
29
５
６
９
７
３

月
火
水
金
木
金
木
金
火

25
20
20
20
５
５
５
５
５

内山
浦山・下立
愛本
愛本
下立
浦山・若栗
若栗
愛本・内山
石田・田家
石田
東布施
三日市
田家
全地区
東布施
生地
前沢・三日市
若栗・浦山
全地区
宇奈月温泉・音澤
前沢・荻生・
大布施・三日市
村椿
大布施・荻生
村椿・生地
東布施
全地区
宇奈月温泉・音澤
全地区
全地区
全地区

※胃カメラ・脳ドック予約には人数制限があります。
※上記日程は変更となる場合がございますので予めご了承ください。

厚生連滑川健康管理センター

★検査内容
胃（透視）・胃カメラ（予約制）
腹部超音波検査（肝臓・腎臓・胆のう）
身体計測・血圧測定・尿検査・便潜血・血液検査
心電図検査・肺機能・胸部ｘ-ｐ・視力検査
眼底検査・聴力検査・診察・問診・健康相談
＜女性は子宮・乳房のがん検診があります＞
★予約制で選べる検査（おすすめします！）
◆脳ドック（１日２名まで）… 21,600円
◆肺ヘリカルＣＴ… 6,480円
◆骨密度検査 … 2,710円
◆喀痰検査 … 2,380円
◆ＰＳＡ検査（前立腺がん）… 1,520円
◆ＣＴ内臓脂肪測定検査 … 2,060円
◆ピロリ菌抗体検査（血液）… 870円
◆ペプシノゲン検査 … 2,380円

★富山県後期高齢者医療の被保険者および
黒部市国保の被保険者（ドック受診日当日、
満40歳以上）の方へ
ご希望の方は実施日を予約後、検査の14日
前までに個人で事前の申請が必要です。詳し
くは下記までお問い合わせください。

黒部市役所保険年金課

☎54-2578

★お申込みは最寄りの営農支援センターまで
南部営農支援センター
北部営農支援センター
東部営農支援センター

☎54-5450
☎54-0040
☎65-7220

＜黒部市民病院での検診をご希望の方＞
★黒部市民病院で受診する場合の検診
助成について
厚生連滑川健康管理センターのほかに、
黒部市民病院で人間ドッグを受診した場
合も助成の対象となります。詳しくは下
記までお問い合わせください。

黒部市役所保険年金課
7
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☎54-2578

黒部市民病院での人間ドックを希望される方は、
黒部市民病院へ直接お申込みください。
※厚生連滑川健康管理センターとは検診内容が異な
ります。黒部市民病院での検診内容については、
下記までお問い合わせください。

黒部市民病院健康管理センター

☎56-7232

乙女座 ８／ 23 ～９／ 22 ４月の運勢
【全体運】感傷的になりやすい期間。落ち込みを感じたら、親しい人に話を聞いてもらうなどして、気晴らしを。お香も吉
【健康運】うっかり小さなけがをしがち。注意して
【幸運の食べ物】ウド

M ONTHLY T OPICS
管内の生産者が受賞
富山県農業振興賞表彰式
平成30年度富山県農業振興賞の表彰式が２月15
日、富山県庁で行われました。
この賞は、地域営農の模範となる優良な生産者や指
導者に贈られるもので、本年度で53回目となります。
JAくろべ管内から、黒部米の生産振興と生産性向
上に努めたとして池田順郎さん（若栗）、水稲種子の

左から福島孝組合長、池田順郎さん、金塚政憲さん

地位向上に寄与したとして金塚政憲さん（前沢）がと
もに水田農業経営・米部門で受賞されました。
表彰式を終えた受賞者は当JAの本店を訪れ、受賞
の喜びと農業振興へのさらなる決意を報告し、福島孝
組合長よりお祝いの言葉が贈られました。

資源として獣肉を活用
新川地区獣肉加工施設竣工式

GAP認証のメリットとは何か
黒部市営農組合協議会総会・研修会
黒部市集落営農組合協議会の平成30年度通常総
会が２月８日、ホテル黒部で開かれ、会員や関係者
45人が出席しました。
総会では、平成30年度の事業報告および決算報
告が行われたほか、平成31年度の事業計画などに
ついて協議し、付議された全議案が可決となりまし
た。同協議会は、より広域的な協力・連携体制の確
立をめざすために「黒部市営農組合協議会」への名
称変更を決定し、新会長に能島与市氏（農事組合法
人飯沢営農組合）を選任するなどの役員改選を行い
ました。

関係者による神酒拝戴

研修会では、県内でJGAP認証を取得し活用して

新川地区獣肉生産組合は２月12日、獣肉加工施設

いる農事組合法人あねくら営農組合（富山市）の加

「阿窪の森工房」の竣工式を行い、黒部市や魚津市の

藤昇氏を講師に招き、GAP認証までの流れや実際

関係者が参加しました。

の取り組み内容、導入の必要性やメリットなどにつ

同施設は、イノシシなどの野生動物による農業被害

いての説明を受けながら活発な意見交換を行いまし

が増加するなかで、捕獲した動物の処分費用軽減や、

た。また、富山県新川農林振興センターから主穀作

獣肉の活用による地域活性化を図るため、野生動物の

の技術対策についての確認と、市から市単事業の紹

解体から食肉加工までを行える施設として整備されま

介があり、当JAは農薬担い手直送などの取り組み

した。新川地区獣肉生産組合の組合員により捕獲され

について説明しました。

たイノシシを解体・加工し、ジビエ肉として包装出荷
を行います。
当日は、神事に続いて開所式が行われ、新川地区獣
肉生産組合の野村春幸理事長は「ジビエの美味しさを
皆様に実感していただき、より身近な食材として販路
拡大をめざしていきたい」と挨拶されました。
「阿窪の森工房」は２月中旬から運用を開始し、年
間で300～350頭の受け入れを目標としています。
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 ４月の運勢
【全体運】まずまずの運気。ただ、決断力が乏しくなるため、１人で考え込むより、周囲に相談を。音楽鑑賞もラッキー
【健康運】スポーツの腕が上達しそう。楽しむと◎
【幸運の食べ物】オレンジ

GAP認証について考える
2019ー３
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綺麗な花に大盛り上がり
ストック摘み取り体験

今月
の
表紙

農事組合法人前山は２月21日、ハウス内でストッ
クの摘み取り体験を行い、前沢保育所の園児37人が
参加しました。
農事組合法人前山は、昨年の11月から12月末にか
けてストックの出荷を行いましたが、ハウス内でまだ
咲いている花を活用したいという思いから、近隣の保
育所に花の摘み取り体験を提案しました。

花を選んで摘み取る園児

ハウスを訪れた園児は、一面に広がる色とりどりの
花とその香りに声を上げて喜んでいました。摘み取ら
れたストックは、ハサミで葉や枝を整えてもらい、花
束として園児に手渡されました。農事組合法人前山の
前本保組合長は、
「こうして子どもたちに体験しても
らうのは初めてだったが、とても喜んでくれたようで
嬉しい。来年以降も続けていきたい」と話されました。

ブランド守るため徹底対策
養豚農家へ消石灰配布

花束にしてもらいました

次世代へつなぐ食と農
食と農を考える集い

女性

部

JA富山県女性組織協議会主催の第16回「食と農
を考える集い」が２月16日、JA会館で開かれ、県
内JAの女性部員など約300人が参加しました。
同協議会の谷井悦子会長は、「子どもたちに日本
食を残していくために、国内における食品ロスなど
の問題について知り、できることから始めましょ
う」と挨拶されました。
集いでは、株式会社北日本新聞社編集局の室利枝
配布された粉状消石灰

氏による「米騒動～歴史を動かした越中の女一揆

JAくろべは２月18日から22日にかけて、豚コレラ

～」と題した講演が行われました。室氏は「米騒動

対策として市内の養豚農家へ路地消毒用消石灰の無償

によって起こった民衆の声は、基本的人権や言論の

配布を行いました。

自由などが浸透していく原動力となった。現代にお

岐阜県など複数の地域へと感染を広げた豚コレラに

いても自分たちの考えを伝え、協力していくことが

対して、さらなる拡大防止のため全国的に対策が強化

必要である」と述べられました。会場では映画「武

されています。野生のイノシシやその死がいをつつい

士の献立」の上映も行われ、参加者たちは郷土料理

たカラスといった生物による感染ルートも考えられま

の大切さや食べる喜びについて学びました。

すが、もっとも懸念されるのが養豚場を出入りする車
両や人の靴底を介した感染です。市内には現在３軒の
養豚農家があり、その豚肉は「黒部名水ポーク」とし
て県内でもトップクラスの品質を持つブランドのひと
つとなっています。当JAはより徹底した対策として、
１軒あたり800㌔の粉状消石灰を路地消毒用として各
養豚場へ配布し、防疫マニュアルなどに基づいた適切
な散布を行うよう呼びかけました。
9
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谷井悦子会長による挨拶
蠍座 10 ／ 24 ～ 11 ／ 22 ４月の運勢
【全体運】物事を深刻に受け止めやすい傾向が。意識して良い面を探しましょう。部屋の整理整頓をすると心も穏やかに
【健康運】運動不足になりやすいので、小まめに動いて
【幸運の食べ物】ニラ

品質・収量アップに向けて

みんなで防災グッズ作り

ももの整枝・剪定講習会

女性

部

更生保護女性会

黒部市果樹振興会は２月21日、ももの整枝・剪定
講習会を長谷川果樹園（荻生）で開き、会員や関係者
が参加しました。
富山県新川農林振興センターの坂田清華氏より、資
料を用いた樹形の解説や、剪定の実演指導がありまし
た。今年のもも生産に向けて会員同士での意見交換を
行いながら、理想的な樹形への近付け方や、今後の枝
の育成などについて確認しました。
ブレスレットを編む参加者

更生保護女性会が２月16日、東布施公民館で開
かれ、地域の女性10人が参加しました。同会は、
女性の立場から地域の諸団体と協力して犯罪や非行
のない明るい社会をめざすボランティア団体です。
今回は、アウトドアコードを編んで「防災ブレス
レット」を作りました。丈夫な素材のため救助や運
搬時の固定などに使用でき、留め具はホイッスルに
意見を交わす参加者

新年度の取り組みに向けて
３組織協議会の総会

もなります。参加者はお互いに交流を深めながら、
万が一に備えて防災への意識を高めました。

旬の地場産物が大集合
くろべ農と食のまるかじり市

JAくろべ青壮年部・黒部地区農作業受託者協議会・
黒部市農業者協議会の３組織協議会の平成30年度通
常総会が２月25日、パレス扇寿で開かれ、会員や関
係者など64人が出席しました。
総会では、平成30年度の事業報告として各組織の
取り組んだ活動が説明され、平成31年度の事業計画
について協議しました。規約改正や役員改選を含め、
３組織で付議された全議案が可決となりました。
総会終了後には、市の担当者による事業紹介に続い
て、講師を招いた講演会が行われました。講演では、

多くの来場者で賑わう会場

黒部市農業再生協議会が主催する「くろべ農と食

有限会社ベネット代表取締役の青木隆夫氏が「道の駅

のまるかじり市」が２月23日、黒部宇奈月温泉駅

農産物直売所

ふれあいプラザで行われました。このイベントは、

成功の秘訣」と題して、全国の優良直

売所の特徴や取り組みについて説明しました。

黒部の特産品をPRし、農業関係組織や地域の活性
化につなげることを目的としたものです。
当日は、漁協や新川地区獣肉生産組合などをはじ
め市内の団体が多数出店したほか、管内の生産者た
ちによる直接販売も行われ、地場産の野菜・果物
や加工品が並びました。当JAからも職員が参加し、
市と共同で黒部名水ポークのステーキや黒部産ねぎ
を使ったねぎ焼きを販売しました。また、JAくろ
べ女性部員から黒部産の米を使った押し寿司や粕汁

管内の生産者など関係者が参加

などが振る舞われました。

射手座 11 ／ 23 ～ 12 ／ 21 ４月の運勢
【全体運】努力が認められるなど、うれしい出来事が期待できます。リーダー役に抜てきされやすいので意欲的に引き受けて
【健康運】体力過信気味。疲労解消を怠らないこと
【幸運の食べ物】サヨリ
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ちいきの

暮らしいき いき
ネットワーク
鮭と春野菜のピラフ
■作り方

フライパン一つで作

❶米は洗ってザルに上げ水を切っておく。
れて洗い物も楽です。具
をエビやホタテなどに変
❷･鮭 は腹骨と皮を取り除き、一口大に切って
えることもできるので、
軽く塩・コショウをする。
アレンジを楽しんで作っ
❸アスパラガスは根元１/３ほど皮をむき、２
てみてください。
■材料（４～５人分）
～３cm幅に切る。スナップエンドウは筋を取
  米……………………… ２カップ
り、同様に切る。
  生鮭（切り身）… ……… 400ｇ
❹フライパンにオリーブオイルを大さじ１と
  アスパラガス…………… 200ｇ
１/２だけ熱して鮭を焼く。アスパラガス・スナッ
  スナップエンドウ………… 80ｇ
プエンドウも加えて軽く炒めたら全て取り出す。
  オリーブオイル……… 大さじ２
❺･同 じフライパンに残りのオリーブオイルを
  塩…………………………… 適量
入れ、米を中火で炒める。
  コショウ…………………… 適量
❻米にAを加えて沸騰させ、④を全体にのせて
  水……………… ２と１/２カップ
から蓋をして弱火で15分ほど炊く。
大布施支部
Ａ
村椿
洋子さん
  塩……………………… 小さじ１
❼米に火が通ったら、全体を混ぜてできあがり。

（

◇ 行 事予定 ◇ ３月下旬～４月中旬

『家の光』『ちゃぐりん』
４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

３月
22（金）

27（水）定例理事会

23（土）

28（木）

24（日）

29（金）

25（月）

30（土）

26（火）

31（日）

『家の光』
≪特集≫
・まんがでわかる
 「詐欺」撃退マニュアル
・今こそ継業だ！
４月号

定価906円（税込）

４月
１（月）入組式

10（水）

２（火）

11（木）

３（水）

12（金）

『ちゃぐりん』
・赤塚不二夫
「おむすびくんの

お米おもしろ探検」

日帰り人間ドック 13（土）
４（木）
（内山） 14（日）

税務・法律相談日 15（月）ファミリー活動
（～22日）
（午後２時～／本店）
５（金）
日帰り人間ドック 16（火）
（浦山・下立） 17（水）
６（土）

・初めてのお弁当作り
４月号

定価565円（税込）

18（木）

総代会事前説明会 19（金）
７（日）
（〜10日） 20（土）
日帰り人間ドック 21（日）
８（月）
（愛本） 22（月）
９（火）

第４回通常総代会開催
日 時：４月27日
（土）午後１時30分
場 所：国際文化センター コラーレ
多くの総代の出席をお待ちしております。
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山羊座 12 ／ 22 ～１／ 19 ４月の運勢
【全体運】思うようにならないことが多くなる気配。特に家族など、身近な人たちから干渉されがち。感情的にならないで
【健康運】健康食品に凝り過ぎ。ほどほどがベスト
【幸運の食べ物】ヒジキ

みんなの広 場

今月の

子
っ
部
黒

三島保育所（らいおん組）

☆みんなで挑戦☆
ドッジボール、鬼ごっこ、フープ、
縄跳びなど、体を動かして遊ぶこと
が大好きな子ども達。遊戯室では、
クラスのみんなで大縄跳びの連続跳
びに挑戦しています。
４月からは１年生！小学校へ行く
期待をふくらませ、残りわずかな保
育所生活を楽しんでいます。

番・外
・編

すまいる 掲示板

当店では、県内産の米粉や牛乳を
使用した無添加バウムクーヘンを販売して
います。やわらか食感の「もっちり」タイプには、
昨年の春頃から黒部の丸いもを使用しています。
JAさんからご紹介いただいた丸いもを生地に使って
みると、粘り気の効果で以前よりも焼き上がりの大きさや
形が安定し、しっとりとした食感のバウムクーヘンに
仕上がりました。今後も丸いものような地元・黒部産
の素材を取り入れていければと考えています。

☆栄養価が高く、強い粘りが特徴の特産「黒部丸いも」
。
「田舎バウム ふくる」様で販売中の丸いも入り
バウムクーヘンをご紹介♪

あ

864円（税込）

カットサイ

栄養たっぷりな
特産「黒部丸いも」は
アグリプラザ東 で
取り扱っています♪
（☎65-9100）

来月号の掲載予定

裕一さん

り

田舎バウムもっちり
Ｓサイズ

稲場

！

店長

ズ

も

「田舎バウム

ふくる」（☎32-3372）

住
所：黒部市若栗2803-1
営業時間：10：00 ～ 18：00
※不定休（主に木曜日）

今月の黒部っ子「荻生保育所」

わが家のアイドル「東布施・田家地区」

チャイルドギャラリー「お休み」

青春・キッズ・げんき印「村椿地区」

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
※今月の「農業図鑑」はお休みさせていただきます。

水瓶座 １／ 20 ～２／ 18 ４月の運勢
【全体運】コミュニケーション運が上々。初対面の相手ともフランクに話すことで、耳寄りな情報が。ネット検索にもつき
【健康運】体を動かせば、より快調に過ごせます
【幸運の食べ物】ゼンマイ
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の ざわ

能澤
お父さん

りん

凜ちゃん（長女
喬之さん

１歳２カ月）

お母さん

未菜さん

いつもニコニコで食べることが大好きな
凜ちゃん。最近少しずつ歩けるようになっ
てきたから、いっぱいおでかけしようね。
好き嫌いせず、いっぱい食べて元気に楽し
く毎日を過ごそうね♡

若栗小学校

ふな だ

舟田

とう ま

燈真くん

（２年）

村椿地区
（   六天   
）

チャイルド
ギャラリー

「 はさみがでっかいザリガニ」

教室でかっているザリガニをか
きました。足やはさみにいろいろ
な色をぬって本もののザリガニに
見えるようにくふうしました。

「ミニブタのゴン」
小さいときに、ミニブタのゴン
にあったことがありました。ひさ
しぶりにあって、うれしかったで
す。大きくげん気よくかきました。
大切にしていたザリガニなので、
今にも動き出しそうに描けました。
色の重ね方や泡の配置も美しい作品
です。
（先生より）

わが家の
愛 アイドル

おでかけが楽しみ♪

ゴンのことが大好きで、よく思
い出して一生懸命描いていまし
た。体の黒い色を、濃くしっかり
塗りました。
（先生より）

ほそかわ

細川

り

か

莉夏さん

（１年）

今 青春

「初心忘るべからず、という言葉をモットーに兄弟みんなで
空手に打ち込んでいます」と笑顔で話す勘太さんは３兄弟の長
男で、中学生と小学生の弟さんたち２人も同じく空手をやって
いる「空手３兄弟」です。
高岡第一高等学校の空手道部に所属している勘太さんは、昨
年11月に行われた第32回北信越高等学校空手道新人大会へ出
場し、１年生ながら個人・団体ともに準優勝という好成績を収
めました。部活動の仲間や弟さんたちと日々切磋琢磨しなが
ら、毎日の学校生活や趣味の読書も楽しんでいるそう。「もっ
と多くの大会で経験を重ねて、インターハイと国民体育大会
（国体）に出場するのが今の目標です。兄として、弟たちの良
いお手本となれるようにこれからも頑張っていきたいです」と
力強く抱負を語る勘太さんです。
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まえ

前

もと

本

かん

勘

た

太さん（前沢・16歳）

魚座 ２／１9 ～３／ 20 ４月の運勢
【全体運】周りへの気配りを発揮することで、運が上向く兆し。余暇はオペラやミュージカルを見に行くと、良い刺激に
【健康運】消化の良い食材が体調を上向かせる鍵に
【幸運の食べ物】ミツバ

カトレアホールやすらぎを

70,000円（税抜）が

特典❷

50,000 円 引き
（税抜）

香典返し、
引出物

10％ 引き

町内会葬者用送迎バス
往復１回

無料

各種備品貸し出し

特典❺

ホール使用料（本館・別館共通）

特典があります
特典❹

特典 ご利用の際に

特典❸

特典❶

組合員
５つの

無料

各種手続き代行

さらに『カトレア会』の定期積金または定期貯金をご契約いただくと
カトレア会員の特典があります。

本館

一般葬ホール

別館

家族葬ホール

少人数の身内や
親族の方で送られる
家族葬にぴったりの会館です

■大式場収容人数…200名～最大400名
■会食場収容人数…50名
■遺族控室、寺院控室、浴室・ミニキッチン完備

カトレア会員のお申し込みは…

■収容人数30名

南 部 支 店 54-5454
三日市支店 54-0003

JAくろべ各支店窓口へ

■遺族控室、寺院控室、浴室・ミニキッチン完備

北 部 支 店 54-0034
生 地 支 店 56-8013

東 部 支 店 65-7200

JAくろべ興産株式会社
T E L：57-0205
FAX：57-0231

〒938-0806 富山県黒部市前沢4519-1

TEL：52-4900 FAX：52-4422

フリーダイヤル

0120-53-0983

☆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（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
☆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

黒部市岡559-1
スイートテラス

２LDK
62.27㎡

黒部市堀切81-1
スカイコートパレス

２DK
45.88㎡

家賃：64,000円（302号・即日可） 家賃：53,000円（103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／電鉄石田
駅 徒歩５分●その他費用／町内会
費：年間12,000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
☆石 田駅近くで
便利

●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17年12月 ３階建 総
戸数／９戸●交通／電鉄石田駅 徒歩
９分●その他費用／町内会費：なし●
備考／火災保険加入必要

☆融雪付駐車場です
☆オール電化仕様
☆二 重 サ ッ シ で
防音対策

2019ー３

№538 14

みずほ文芸



節子

選

女川

久美

上田 洋一

神子

桂子

新村ます子

山口

春美

佳子

廣瀨

良子

※締切

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！

Ａ～Ｄの二重枠に順に並べてできる言葉は何でしょうか？

月
日

10

髙野

佐渡

選

若林由紀子

石田阿畏子

クロスワードパズル

４

短歌



しほ

内橋はるみ
丸田美恵子
村椿 悦子
角井 孝通
斉藤 和子

中学二年 板澤

新春のクロスワードパズル挑戦す
孫はスマホに答え聞きおり
ひさびさに晴れし夜空のにぎわいに
待ちかね居りしシリウス仰ぐ
箪笥には古りし着物に乳の染み
布を活かして前掛け作れり
狛犬のようにコートに控えいる
ボールガールの走りや可憐
み い ら
アンデスの少女の木乃伊の黒髪は
洗い髪のごと艶めきており
裏庭の木々末枯れきて隣家の
灯り互いに和みとなれり
ラーメンの発明の秘話知りました
夫婦の絆「まんぷく」の夢
積もる雪を崩して暮らせし塩沢の
豪雪はるか歳月流るる

俳句

三月末日必着

廃校のグランドに踏む春の泥
ことさらに芽ぶき待たるる日の温み
涅槃会やいろは歌もて説く法話
長堤に勲章のごと蕗のたう
鳥たちの枝飛び交ふや春近し

切

ジュニアの部

〆

薄氷を踏みつつ行くや登校児

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。応募作品はお一人につき三つまで（掲載は一つ）。

送り先

【タテのカギ】
②お酒にのまれている人
⑥先祖の冥福を祈り、追善――を行った
⑧眼鏡のフレームにはめます
⑨両手と両足のこと
⑩彼は質問に――なく答えた
⑪首の前部にある出っ張り
⑮牧場の周りによく立てられています
⑯踏むことでよく育つ穀物
⑱楽しいとすぐに過ぎてしまいます
⑳阿寒湖の物は特別天然記念物
21 一角獣とも呼ばれる想像上の生き物
○

笑味ちゃん
©みんなの
よい食プロジェクト

【前回の答え】ナンバープレイス ９
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。

【ヨコのカギ】
①春の山菜の一つ。スギナの胞子茎です
②和・――・中の料理が味わえるレストラン
③絵の具を混ぜ合わせるときに使う板
④開店祝いに胡蝶（こちょう）――を贈った
⑤水が湧き出てくる所
⑦奈良県の桜の名所
⑩あまり飾り気がありません
⑫北海道で生まれた馬や人をこう呼びます
⑬火のない所に――は立たぬ
⑭米寿は数え年88歳のお祝い、――は77歳のお祝い
⑰「！」は感嘆符、「？」は――符
⑲はさみを振りつつ横歩き
⑳一、十、百、千、――

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

JAくろべ総務課行

編 集 後 記
（平成31年２月末日）（

）は前年同月比

正組合員数
4,894人 （－166人）
（正組合員戸数 3,987戸）（－132戸）
准組合員数
4,982人 （＋ 30人）
（准組合員戸数 3,543戸）（＋ 33戸）
みなさまの貯金高 1,010億9,496万円（100.0%）
みなさまへの貸出金 198億6,407万円（111.8%）
長期共済保有高
2,093億6,773万円（ 95.9%）
購買品供給高
1億8,739万円（105.5％）
販売品販売高
1億1,873万円（143.4％）
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３月も半ばを過ぎて、本格的に春を実感できるよう
になりました。４月にはついに新元号が発表となりま
すが、いざ平成が終わると思うと寂しい気もします。
平成生まれの方は初めて迎える改元ということで、
特に注目されているのではないでしょうか。世間では
「平成最後の〇〇」や「改元記念」など、多くの分野
が盛り上がっているようです。このお祝いムードで景
気の良い明るい元年となってほしいですね♪
〈SHIN〉

各営農支援センター・アグリプラザ東
店舗営 業 時 間 に つ い て
期間：３月23日(土)～９月30日(月)

店

舗

名

お問い合わせ

54−5450
54−0040
65−7220
65−9100

南部営農支援センター
北部営農支援センター
東部営農支援センター
アグリプラザ東

平日

土・日・祝

８：30～18：00

８：00～17：00

８：30～17：00

８：30～16：00

●業務都合により時間変更する場合がありますので予めご了承ください。
●アグリプラザ東では、野菜の直売・米・酒類などの販売をしております。
●名水の里 黒部米コシヒカリの配達・発送も承ります。

2020年４月度 職員募集について
１．採用予定人員および職種
大学卒
若干名
短大卒
若干名
中途採用
若干名
２．応募資格
（１）大学卒
（２）短大卒
（３）中途採用
３．募集学科

一般事務職・営業職・技術職（農業技術職）
一般事務職・営業職・技術職（農業技術職）
一般事務職・営業職・技術職（農業技術職）

採用説明会の開催について

 017年３月以降に卒業した方、または2020年３月末まで
2
に４年制大学卒業見込みの方
2017年３月以降に卒業した方、または2020年３月末まで
に短期大学・専修学校（２年制）卒業見込みの方
1985年４月２日から1999年４月１日までに生まれた方

第１回：2019年３月22日（金）
第２回：2019年３月28日（木）
第３回：2019年４月10日（水）
第４回：2019年４月16日（火）
時
場

全学部全学科

間：13：30 ～
所：本店 第１会議室

４．応募方法 下記書類を当組合へ提出してください。
（１）提出書類
HP掲載のマイナビ2020
① 履歴書（中途採用の方は学歴・職歴を詳細に記入してください）
② 学業成績証明書（中途採用の方は不要です）
より参加予約受付中!!
③ 卒業見込証明書または卒業証明書
※提
 出いただいた書類は、一切返却いたしません。また、受験者の個人情
報は選考のために利用することといたしますのでご了承ください。
（２）提出書類送付先
〒938-0042 富山県黒部市天神新210-1 黒部市農業協同組合 企画総務部 総務課（☎54-2050）
５．採用試験の申込期間及び試験日時

一次選考
（筆記試験）

申込期間

二次選考
（面接試験）

最終合格発表

６月中旬

６月下旬

いずれかの日程をお選びください

第１回
第２回
第３回

５月15日（水）必着

５月23日（木）
５月29日（水）
６月 ６ 日（木）

※ 二次選考（面接試験）の受験資格は、一次選考（筆記試験）の合格者とする。
６．試験方法

区

分

実

一次選考（筆記試験）

教養試験・小論文・適性検査

二次選考（面接試験）

個別面接

７．試験会場
黒部市農業協同組合 本店
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