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−中干しの徹底−
水管理の効率を高めるために５ｍ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

●溝掘りと中干しの効果

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
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」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
作業ができるようにしっかり行いましょう。

〈圃場条件に対する中干しの程度〉
・茎数が少ない
・茎数が多い
・乾きやすい砂地の水田 ・乾きにくい湿田

ひび割れが入るまで、
しっかり干そう！

一度に強く干さず、軽
いひび程度に。

溝は確実に
掘りましょう！

田面に大きな亀裂が入
るまでしっかり干す。

中干し有り 中干し無し

根量がこんなに
違います！
（６月下旬までしか根が下に伸びない）

●直播栽培の防除と施肥

●間断かん水

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㎏粒剤を10ａ当たり１袋散布します。
肥料は太陽のめぐみを10ａ当たり１袋（20㎏）
施します。

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』、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
るよう、こまめに手直ししましょう。
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。

●エスアイ加里特号の施用
６月20日頃より、エスアイ加里特号を10ａ当た
り15㎏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。根の活力を高めて下葉の枯れ上がりを防ぐ役割
があります。特に一発肥料を使用している場合、カ
リが不足しやすいので必ず施用しましょう。

＜コシヒカリの水管理のイメージ＞
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牡羊座 ３／ 21 ～４／ 19 ７月の運勢
【全体運】自己主張が強くなる暗示。特に家族など、親しい人に強引さが出やすいので、反省を。気分転換には散歩が有効
【健康運】良好。体を動かすことで、開運の兆し
【幸運の食べ物】桃
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草刈運動期間

一斉草刈日

７月１日（月）～10日（水）

７月６日（土）～７日（日）

●草刈りの実施
今年の越冬後カメムシの発生状況は、前年より多くなっています。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㎏粒剤

10ａ当たり
使用量

散布時期

使用上の注意

１㎏

５㎝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
移植後20日～ノビエ４葉期まで
以降に散布する。
（ただし収穫45日前まで）
落水やかけ流しはしない。
※やまだわらには使用不可
５㎝程の深水にして散布し、その後７日間は止水
管理とする。
移植後７日～ノビエ４葉期まで
落水やかけ流しはしない。
（ただし収穫30日前まで）
※1.5㎏／10ａ散布するとノビエ５葉期まで。
ただし、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㎏粒剤

１㎏

広葉雑草が
多い場合

バサグラン
粒剤

３～４㎏

移植後15日～55日まで
（ただし収穫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および玄米に「つきあかり」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

水稲うるちもみ
および
水稲うるち玄米
水稲もちもみ
および
水稲もち玄米
醸造用玄米
普通小粒大麦
普通小麦
普通大豆
および
特定加工用大豆

選択銘柄

ミルキークイーン、あきたこまち、春陽、つくばSD１号、
コシヒカリ、てんこもり、てんたかく、
夢ごこち、赤むすび、あきだわら、おわら美人、黒むすび、
とがおとめ、日本晴、ハナエチゼン、
どんとこい、花キラリ、みつひかり、あきさかり、縁結び、
ひとめぼれ、フクヒカリ
つくばSD２号、富富富、ゆうだい21、つきあかり
こがねもち、新大正糯、とみちから、
カグラモチ
らいちょうもち
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

上表に記載がない品種については、産地品種銘柄としての検査証明は行えません。年産および等級
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】知的好奇心が旺盛になる時期。人気ジャンルほど耳寄りな情報をキャッチしやすいかも。日帰り旅行もお勧め
【健康運】体力の過信はNG。準備運動も忘れずに
【幸運の食べ物】スズキ

JAくろべ設立50周年記念

年金友の会パークゴルフ大会

第４回
１．主
催
２．開 催 日
３．開 催 場 所
４．参 加 資 格
５．参加予定数
６．参加申込み

黒部市農業協同組合年金友の会連絡協議会
受 付：午前８時～８時30分 開会式：午前８時45分
月
日（水） 雨天決行 スタート：午前９時 表彰式：正午ごろ 表彰式後、解散
グリーンパークおおしま
JAくろべ年金友の会会員及び受給予定者

７ 17


100
名 になり次第、締切とさせていただきます。

JAくろべ各支店の参加申込書をご記入の上、申込みください。

締切 ７月１日（月）

７．参 加 費
８．競 技 方 法

500円（当日会場で徴収）※プレー代は自己負担とします。
（年間利用券をお持ちの方はご持参ください）
①男女別個人戦（27ホール・ストロークプレー）
②同
 スコアの場合、年齢の高い方を上位とします。ただし、優勝のみサドンデスプレイオフで決定します。
③その他は日本パークゴルフ協会規則に準じます。

９．表

個人の部：優勝～５位（男女別）・飛賞・特別賞・BB賞・ホールインワン賞 など

彰

10．そ の 他

①クラブ用具のない方は貸しクラブ、ボールを借りてください。
②プレー中の傷害は一日イベント共済の契約範囲内とします。
③表彰式は大会終了後、会場で行います。
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ＪＡの生活障害共済のお見積りをしていただいた方の中から、
ＪＡの生活障害共済のお見積りをしていただいた方の中から、
の方に、
をプレゼント!!
抽選で合計

120名
豪華賞品
の方に、
をプレゼント!!
抽選で合計
ＪＡの生活障害共済のお見積りをしていただいた方の中から、

抽選で合計120名の方に、豪華賞品をプレゼント!!

ＪＡの生活障害共済のお見積りをしていただいた方の中から、
アイリスオーヤマ
コイズミ
トゥルースリーパー

両面ホットプレート
セブンスピローシングルサイズ 目もとケア エアーマスク
ＪＡの生活障害共済のお見積りをしていただいた方の中から、

抽選で合計120名の方に、豪華賞品をプレゼント!!

の方に、豪華賞品をプレゼント!!
抽選で合計120名
2019年4月1日～2020年3月31日
各期10名
［合計40名］

各期10名［合計40名］

※画像はイメージです。実際の賞品とは異なる場合があります。

各期10名［合計40名］

※賞品のデザイン・仕様・機種等は変更となる場合がありますので、あらかじめご了承下さい。

応募
期間

【第1期】2019年 4 月1日～2019年 6 月30日【第2期】2019年7月1日～2019年9月30日

【第3期】2019年10月1日～2019年12月31日【第4期】2020年1月1日～2020年3月31日

アイリスオーヤマ
コイズミ
トゥルースリーパー
アイリスオーヤマ
コイズミ
トゥルースリーパー
両面ホットプレート
セブンスピローシングルサイズ 目もとケア エアーマスク
応募条件：生活障害共済の保障設計書の作成依頼をされ、提案説明を受けられた方。※実施期間中、保障の対象となる方1人につき1回限りの応募となります。
応募方法：専用応募用紙に必要事項をご記入の上、ＪＡ職員に直接お渡しいただくか、ＪＡ窓口までお持ち下さい。

【抽選について】
厳正なる抽選の上、
当選者の決定をいたします。なお、
当選者の発表は賞品の発送、
またはJA経由のお届けをもって代えさせていただきます。当選の権利を他人に譲渡したり、
金品に交換することは出来ません。
※ご提供いただいた個人情報は、ＪＡ・ＪＡ共済連の事業及び各種サービスのご提供・ご案内・充実等の目的以外には使用いたしません。また、JA共済は「個人情報保護方針」を定め、個人情報の保護に努めております。

詳しくはお近くのＪＡまでお問い合わせ下さい
目もとケア エアーマスク
セブンスピローシングルサイズ
■お問い合わせは…

各期10名
［合計40名］

各期10名［合計40名］

［登録番号：19189990015］

各期10名［合計40名］

各期10名
［合計40名］

※画像はイメージです。実際の賞品とは異なる場合があります。
※画像はイメージです。実際の賞品とは異なる場合があります。

両面ホットプレート

各期10名［合計40名］

各期10名
［合計40名］

※賞品のデザイン・仕様・機種等は変更となる場合がありますので、あらかじめご了承下さい。

※賞品のデザイン・仕様・機種等は変更となる場合がありますので、あらかじめご了承下さい。

【第1期】2019年 4 月1日～2019年 6 月30日【第2期】2019年7月1日～2019年9月30日
応募
【第1期】2019年 4 月1日～2019年 6 月30日【第2期】2019年7月1日～2019年9月30日
2019年4月1日～2020年3月31日
応募
【第3期】
2019年10月1日～2019年12月31日【第4期】2020年1月1日～2020年3月31日
期間 2019年4月1日～2020年3月31日【第3期】2019年10月1日～2019年12月31日
【第4期】2020年1月1日～2020年3月31日

期間

コイズミ
トゥルースリーパー
セブンスピローシングルサイズ 目もとケア エアーマスク

アイリスオーヤマ
両面ホットプレート

※実施期間中、保障の対象となる方1人につき1回限りの応募となります。
応募条件：生活障害共済の保障設計書の作成依頼をされ、
提案説明を受けられた方。
※実施期間中、保障の対象となる方1人につき1回限りの応募となります。
応募条件：生活障害共済の保障設計書の作成依頼をされ、提案説明を受けられた方。

応募方法：専用応募用紙に必要事項をご記入の上、ＪＡ職員に直接お渡しいただくか、ＪＡ窓口までお持ち下さい。
応募方法：専用応募用紙に必要事項をご記入の上、ＪＡ職員に直接お渡しいただくか、ＪＡ窓口までお持ち下さい。

アイリスオーヤマ
コイズミ
トゥルースリーパー
各期10名
［合計40名］
各期10名
［合計40名］
各期10名
［合計40名］
両面ホットプレート
エアーマスク
セブンスピローシングルサイズ 目もとケア ■お問い合わせは
南部支店☎54-5454 北部支店☎54-0034 東部支店☎65-7200

【抽選について】
厳正なる抽選の上、
当選者の決定をいたします。
なお、
当選者の発表は賞品の発送、
またはJA経由のお届けをもって代えさせていただきます。
当選の権利を他人に譲渡したり、
金品に交換することは出来ません。
【抽選について】
厳正なる抽選の上、
当選者の決定をいたします。
なお、
当選者の発表は賞品の発送、
またはJA経由のお届けをもって代えさせていただきます。
当選の権利を他人に譲渡したり、
金品に交換することは出来ません。
※ご提供いただいた個人情報は、ＪＡ・ＪＡ共済連の事業及び各種サービスのご提供・ご案内・充実等の目的以外には使用いたしません。また、JA共済は「個人情報保護方針」を定め、個人情報の保護に努めております。
※ご提供いただいた個人情報は、ＪＡ・ＪＡ共済連の事業及び各種サービスのご提供・ご案内・充実等の目的以外には使用いたしません。また、JA共済は「個人情報保護方針」を定め、個人情報の保護に努めております。

■お問い合わせは…
■お問い合わせは…
詳しくはお近くのＪＪ
Ａまでお問い合わせ下さい
詳しくはお近くの
Ａまでお問い合わせ下さい
三日市支店☎54-0003

※画像はイメージです。実際の賞品とは異なる場合があります。

各期10名［合計40名］

※賞品のデザイン・仕様・機種等は変更となる場合がありますので、あらかじめご了承下さい。

各期10名［合計40名］

［登録番号：19189990015］
［登録番号：19189990015］

生地支店☎56-8013

各期10名
［合計40名］

【第1期】2019年 4 月1日～2019年 6 月30日【第2期】2019年7月1日～2019年9月30日
応募
※画像はイメージです。実際の賞品とは異なる場合があります。
※賞品のデザイン・仕様・機種等は変更となる場合がありますので、あらかじめご了承下さい。
2019年4月1日～2020年3月31日
【第3期】
2019年10月1日～2019年12月31日【第4期】2020年1月1日～2020年3月31日
期間 ５／ 21 ～６／ 21 ７月の運勢
双子座
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応募

【全体運】感受性が豊かになっています。オペラやお芝居などの舞台作品を楽しんでみては。美術館を巡るのも良い刺激に
【健康運】運動を日課にすれば、体調が上向くはず
【第1期】2019年 4 月1日～2019年 6 月30日【第2期】2019年7月1日～2019年9月30日
【幸運の食べ物】エダマメ
応募条件：生活障害共済の保障設計書の作成依頼をされ、
提案説明を受けられた方。※実施期間中、保障の対象となる方1人につき1回限りの応募となります。

2019年4月1日～2020年3月31日【第3期】2019年10月1日～2019年12月31日【第4期】2020年1月1日～2020年3月31日

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

フジ

三島店

第27回は、愛媛県に本社を置く地域密着型スーパーマーケット「フジ
ついてインタビューしました。

三島店」様に黒部米の販売に

<店舗紹介・お米の販売状況>

食品主任

豊田

仁史さん

フジ 三島店

<黒部米に対する評価>

⇒
「黒部米」は、おなじみのお客様がリピート購入されている印象が強いです。品質良
好な商品という点もお客様に再び手に取っていただける理由の１つだと思います。ま
た、
「黒部米」についてお客様からのクレームを一度も聞いたことがないため、販売側と
してはお勧めしやすい商品というイメージを持っております。
しかし、店舗では多くの商品を取り扱っているため、お客様
に認知していただくという点ではまだまだ不足していると感じ
ます。
「黒部米」は品質良好な商品ですので、価格の印象効果
や「富山＝黒部米」という積極的なアピールをしていくことで、
より多くのお客様に知っていただく機会ができればと思います。

商品の多さが
売り場の特徴

フジ

⇒「株式会社フジ」は愛媛県松山市に本社を置き、四国
４県・広島県・山口県の６県で98店舗を展開、創業50
年を超える地域密着型のスーパーマーケットです。お米
の販売について、三島店では多数の商品展開をしており
ます。一番の売れ筋は価格の安さから「島根コシヒカ
リ」、次いで地産地消の考えから「愛媛コシヒカリ」や
「にこまる」などの愛媛県産米も売れております。北海
道や新潟といった銘柄米も順調な販売推移をしているな
かで、「黒部米」の販売も好調となっています。

三島店

住所：愛媛県四国中央市三島中央１丁目１番15号
電話：0896-24-3411

すまいる 掲示板

黒部米の陳列棚

JAくろべ職員のおすすめ品!!

全国各地の果物や野菜が
一口サイズのゼリーになりました。
果汁や野菜ピューレを使用したジューシー
な味わいで、お子様からお年寄りまで
つるんと美味しくお召し上がりいただけます。
暑くなるこれからの時期に、冷やして
食べたくなる商品です♪

東で
プラザ
アグリ きます！
購入で 9100）
-

（☎65

北部支店
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株式会社モントワール

ゼリー 各種 １袋（ 6 個 入り）…110円（税込）
いちご／さくらんぼ／ぶどう／にんじん／完熟とまと ほか

宗成

蟹座 ６／ 22 ～７／ 22 ７月の運勢
【全体運】自己アピールに最適。やってみたかったことにチャレンジを。外出するとラッキーハプニングに出合える予感も
【健康運】食生活を見直す好機。体質改善に効果が
【幸運の食べ物】ズッキーニ

農業用廃プラスチック回収のお知らせ
収 集 日：６月29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）

130

130

130

130

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。

▼

お問い合わせ

資材課

☎54-2054

乾燥機の事前点検整備の実施について
乾燥機の火災防止や故障箇所などの事前点検整備を下記の要項に基づき実施いたします。
【予約受付期間】
６月11日～６月末日
【実 施 期 間 】
７月１日～需要期
【基 本 点 検 料 】（１台あたり・税込）
６月受付…………12,960円
７月以降受付……16,200円
【対 象 銘 柄 】
大島・サタケ・ヰセキ・静岡
（施設は除く）



【事前点検整備項目】
①燃料漏れの点検およびパイプの点検
②バーナー（ポット式）の分解・清掃
③ベルト関係の点検
④配線および安全装置の点検
⑤熱風路の清掃
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

▼



「印鑑」をご持参ください。

獅子座 ７／ 23 ～８／ 22 ７月の運勢
【全体運】何かと迷いが生じやすい傾向に。１人で悩まず、信頼できる相手に相談を。リフレッシュするには足湯が正解
【健康運】行動力は増すものの、小さなけがに注意
【幸運の食べ物】アワビ

農機課 ☎ 54-0442
FAX 54-0443
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カントリーエレベーター利用料金および利用助成金について
●利用料金（乾燥調製料）

●大口利用助成金

 黒部市農作業標準料金の改定に基づき、令和
１年産米にかかるカントリーエレベーター利用
料金が決定いたしました。
（玄米換算・税込）

 カントリーエレベーターをご利用いただいた
重量（玄米換算20ｔ以上）に応じて、利用助成
金をお支払いいたします。

乾燥調製料金

利 用 重 量

利用助成金

生 籾   （ 休 日 ）

50 円 /㎏

玄米換算 20 ｔ以上

２円 /㎏

生 籾   （ 平 日 ）

46 円 /㎏

玄米換算 35 ｔ以上

４円 /㎏

半 乾 燥 籾（ 平 日 ）

27 円 /㎏

玄米換算 70 ｔ以上

６円 /㎏

種

類

※11月に口座から引落

※12月に口座へ入金

※黒部市農作業標準料金（乾燥調製料）……１㎏当たり47円（税別）
※休日の集中荷受による事故などを回避するため、平日を割引料金としております。

☆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☆
黒部市岡559-1

スイートテラス

２LDK
62.27㎡

家賃：64,000円（302号・即日可）
62,000円（101号・６月中可・要相談）
●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

黒部市堀切81-1
スカイコートパレス

２DK
45.88㎡

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
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： ☆融雪付駐車場です
なし●備考／火災保険加入必要 ☆オール電化仕様

☆二重サッシで防音対策

☆融雪付駐車場です
☆石田駅近くで便利

7
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乙女座 ８／ 23 ～９／ 22 ７月の運勢
【全体運】共通の楽しみを持つ仲間との交流が幸運。飲み会などに誘われたら、気軽に参加を。新しい趣味を始めるのも◎
【健康運】睡眠の質を高めれば、調子が上がりそう
【幸運の食べ物】ニンニク

お米ができるまで観察しよう

M ONTHLY T OPICS

小学校で体験学習田実施
市内の小学校では５月８日から20日にかけて、
体験学習田（石田、村椿、若栗、宇奈月の４校）
の田植えが行われました。
学習田では、JA青壮年部員や営農指導員から植
え付ける深さや苗の本数などを教わり、手作業に
よる田植えを体験しました。裸足で田んぼに入っ
た児童は、泥の感触に歓声を上げながら、田面に
つけられた目印に沿って苗を植えていきました。
また、５月24日から29日にかけて行われたバ

若栗小学校

ケツ稲作（たかせ、荻生、生地の３校）では、児童が種播
きに挑戦しました。JA営農指導員から教わりながら、土と
水が入ったバケツに各自で芽出しした種もみを１粒１粒播
きました。
今後は、秋に予定されている収穫体験に向けて、苗の生育
状況や変化を観察していきます。
石田小学校

荻生小学校
村椿小学校

バケツ稲作の様子

たかせ小学校

生地小学校

フライパンでピザ作りに挑戦！

宇奈月小学校

村椿支部吉田地区

ピザ作り 女性部

村椿支部の吉田地区では５月９日、フライパンを使ったピザ作り体験
が行われ、18人が参加しました。
レシピを見ながら生地作りから行い、色とりどりのトッピングをのせ
たピザを焼き上げました。フライパンで焼ける手軽さから、家でも簡単
にピザが作れると好評でした。参加者は、「後日、家で焼いて家族に振
る舞いたい」と話していました。


※ピザのレシピは11ページに掲載

楽しく調理しました

天秤座 ９／ 23 ～ 10 ／ 23 ７月の運勢
【全体運】注意力が散漫になりやすい月。慣れている作業でも確認は必須です。また、独断で動くと問題を呼ぶ可能性あり
【健康運】安泰。血行促進を図ると、なおグッド
【幸運の食べ物】シジミ

2019ー６
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お酢の上手な使い方
JAくろべ

お酢の講習会

女性

部

黒部米づくりを産地で体験
㈱名古屋食糧社員研修

お酢を使った料理講習会が５月21・22日、若栗・
浦山・前沢・村椿・東布施の５会場で開かれ、女性部
員80人が参加しました。
大興産業㈱の大山一男氏より、エーコープのお酢を
使った即席漬けや佃煮の作り方のほか、減塩梅干しの
漬け方などを学びました。また、お酢についての実験
も行われ、使うお酢の浸透性が高いほど時間が経って
も美味しい料理になることがわかりました。参加者か
らは「エーコープのお酢はさまざまな料理の味付けに
も使えて、手軽で便利」と好評でした。

実際に田植え機を操縦

愛知県にある㈱名古屋食糧の社員16人が５月８
日から22日にかけて、管内農家の圃場４カ所で田
植え体験を行いました。
黒部米を取り扱う㈱名古屋食糧では、黒部市内の
生産者のもとで新入社員を対象に現地研修を行って
います。４人ずつ４班で実施された研修では、主に
機械による田植え作業を行いました。実際に作業を
体験した参加者は、
「田植えだけでなく、これから
収穫までの手間や苦労もある。今回の研修にご協力

お酢の特徴を学びました

いただいた農家の方々に感謝したい」と話しました。

実を見極めて摘果を行う
りんごの仕上げ摘果講習会
黒部市果樹振興会は５月30日、りんごの仕上げ摘
果講習会を長谷川果樹園（荻生）で開き、会員や関係

また、秋には収穫作業の研修が予定されています。

さらなる品質向上に向けて
春播き加工用キャベツ生育状況調査

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
の解説や実演指導があったほか、会員との意見交換な
どが行われました。りんごの仕上げ摘果は、出荷に向
けて残す実を最終的に選別する重要な作業で、翌年の
花芽形成にも影響します。参加者は果実の形や着色程
度などを観察しながら、着果量の目安や今後の管理方
法について確認しました。
病害虫発生の有無、結球の肥大状況などを調査

春播き加工用キャベツの生育状
況調査が５月24日、管内の圃場４
カ所で行われ、生産者や関係の職
員約10人が参加しました。
当JAでは、重点振興作物として加工用キャベツ
の作付け推進を行っています。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18ｔを見込んでいます。今回の巡回

摘果すべき実について指導

では、各圃場の生育状況を確認し、病害虫の発生の

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！
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有無などを調査しました。

蠍座 10 ／ 24 ～ 11 ／ 22 ７月の運勢
【全体運】伸びやかムード。活躍の場が広がりそうなので、積極的にアクションを起こしてみて。国際交流イベントにつき
【健康運】暑さ対策を怠りなく。適度な水分補給を
【幸運の食べ物】ナス

「富富富」大嘗祭へ向けて
献穀斎圃田植祭

今月
の
表紙

黒部市献穀奉耕協力会は５月18日、献穀斎圃田植
祭を奉耕主・池田順郎さん（若栗）の圃場で行い、関
係者や地元住民が参加しました。
約１aの献穀田で栽培する「富富富」は、11月の大嘗
祭に献納されます。大嘗祭は天皇の即位後に初めて執り
５人の早乙女による「御田植の儀」

行う新嘗祭のことで、皇位継承に伴う重要な祭祀です。
田植祭では、池田さんの孫の青空さん（高校１年）
を含めた地元の女子小・中・高生５人が早乙女を務め、
太鼓の音に合わせてゆっくりと苗を手植えしました。
続いて行われた式典では、黒部市献穀奉耕協力会の福
島孝会長と奉耕主より挨拶があり、池田さんは、「私
の農業の集大成として、日本一の米を生産できるよう
努力していきたい」と決意を述べられました。

季節の野菜植えに挑戦！

大きなさつまいもにな～れ！
前沢保育所

女性

部

地産地消運動

奉耕主の挨拶

さつまいもの植え付け

前沢保育所の年長・年中の園児26人は５月30日、
保育所近くの畑でさつまいもの苗を植え付けました。
当日は、JAくろべ青壮年部が中心となって穴の開
け方や苗の植え方を指導しました。植え方を教わっ
た園児は、苗の向きや位置などに苦戦しながらも、
畝４本にしっかりと植え付けました。作業を終えた園
児は、
「難しかったけど、自分で植えられるのが楽し
かった。大きく育ってほしい」と期待に胸をふくらま
せていました。収穫は10月頃を予定しています。

種播きをしました

JAくろべ女性部は５月28日、地産地消運動として
飯沢地区の圃場で野菜の種播きを行いました。
今回は金糸瓜とかぼちゃの種を手作業で播き、収穫
まで女性部員が管理を行います。作業を終えた参加者
は、
「収穫したものを使って調理をするのが待ち遠し
い！」と期待の声を上げていました。

次々と元気よく植え付け

ガラスタイルコースター作り

第１回JAくろべ女性大学

女性

部

第１回JAくろべ女性大学では５月30日、「ガラスタイルコース
ター作り」を行い、学級生26人が参加しました。
コルクの土台に思い思いのデザインでカラフルなガラスタイル
カラ

フルなコー ス タ ー

を並べ、タイル目地を塗り固めてから仕
上げの拭き取り作業を行いました。参加
した学級生は、「夏らしくて可愛いコー
スターが仕上がった！毎日使うのが楽し

自分好みのデザインに仕上げました

み！」と喜んでいました。

射手座 11 ／ 23 ～ 12 ／ 21 ７月の運勢
【全体運】対人運が不安定。苦手意識を抱いている相手と意見がぶつかりがち。また、過去を蒸し返しても収穫はなさそう
【健康運】動きたくなる期間。スポーツを満喫して
【幸運の食べ物】アンズ
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ちいきの

暮らしいき いき
ネットワーク
ハム、サラミ、
ソーセージ、コー
ン、トマト、ナス、
ズッキーニなど、お
好みのトッピングで
楽しめます♪

女性部による調理の様子を
８ページに掲載しています♪

（

フライパンでピザ
■材料（直径22㎝２枚分）

■作り方

強力粉…………………………… 250ｇ
砂糖…………………………… 大さじ１
Ａ 塩……………………………… 小さじ１
牛乳……………………………… 180ml
オリーブオイル……… 大さじ２と１/２
ドライイースト……………… 小さじ２
玉ねぎ…………………………… １/２個
ピーマン…………………………… １個
ベーコン…………………………… ２枚
オリーブオイル……………… 大さじ１
ピザソース…………………… 大さじ２
ピザチーズ……………………… 100ｇ

❶玉ねぎは薄切り、ピーマンは輪切りにし、ベーコンは
１.５㎝の長さに切る。
❷ボウルにAを入れてこねる。このとき、塩とドライ
イーストは必ず離して入れる。
❸生地がまとまったら、のばしたり叩いたりして、たた
み込むようにこねる。
❹表面を滑らかに丸め、ボウルにラップをかけて30分発
酵させる。生地を軽く押して中のガスを抜き、包丁で半分
に切って薄くのばす
（手でちぎると生地を傷めるので注意）
。
❺生地をフライパンにのせ、オリーブオイルとピザソー
スを塗る。玉ねぎ、ピーマン、ベーコン、ピザチーズを
のせ、蓋をして弱火で20～25分焼いてできあがり。

◇ 行 事予定 ◇ ６月下旬～７月中旬

● お申し込み・問い合わせ ●
お近くの営農支援センターまで

６月
22（土）

28（金）

23（日）

夏の総合フェア
（午前９時～）

24（月）
26（水）

29（土）
廃プラスチック回収
（午前９時～）

27（木）定例理事会

30（日）

25（火）

『家の光』『ちゃぐりん』
７月号の読みどころ
『家の光』
≪特集≫
・いつものルウで絶品に！

お家カレー大実験！
・焼かないで作るケーキ
７月号

『ちゃぐりん』

７月
１（月）

13（土）

２（火）

14（日）

３（水）

15（月）海の日

４（木）

ファミリー活動
16（火）

（～23日）
税務・法律相談日
５（金）
（午後２時〜／本店） 17（水）
６（土）農機フェア
18（木）

（午前９時～）
７（日）
日帰り人間ドック
19（金）

（田家地区）
（月）
８
９（火）

20（土）

10（水）

21（日）

11（木）

22（月）

日帰り人間ドック
12（金）
 （三日市地区）

11
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定価906円（税込）

・いまから対策！
熱中症予防ドリンク
・自然と人をつなぐ
山伏修行を体験！
７月号

定価483円（税込）

東部支店送迎バスをご利用の皆様
この度、東部支店において運行しており
ます送迎バスにつきまして、利用者の減少
に伴い、本年７月末をもちまして運行を終
了させていただきます。
長らくご愛顧いただきましてありがとう
ございました。

山羊座 12 ／ 22 ～１／ 19 ７月の運勢
【全体運】極端な考え方をして、トラブルメーカーになりやすいもよう。すぐ行動に移さず、まずは周囲の助言に耳を傾けて
【健康運】体の柔軟性アップで運気にも良い影響が
【幸運の食べ物】オクラ

みんなの広 場
今月の

子
っ
部
黒

三日市保育所
（らいおん１組、らいおん２組）

☆“６歳の力”
レッツゴー！☆
“令和”元年、希望に満
ちた節目の年に年長組に
なりました。自分達で決
めた目標「挨拶する力」、
「 お 手 伝 い を す る 力 」、
「命を大切にする力」を
発揮し、毎日楽しい保育
所生活を送っています。

農業
図鑑

農事組合法人
しろでら

代表者名：城寺

きちみや

「細やかな管理で品質を高める」

吉宮
おさむ

修

組 合 員：15戸
面
積：約15.3ha（黒部市吉城寺）
作付状況：水稲種子（コシヒカリ、やまだ
わら）、大麦

来月号の掲載予定

今月の黒部っ子「村椿保育所・前沢保育所」

チャイルドギャラリー「石田小学校」

吉宮では、水稲種子と大麦の栽培に取り組んでいま
す。収穫した水稲種子は組合の施設で乾燥作業を行
い、JAを通して調製・出荷しています。種子の生産で
は、異品種の混入防止や異型の抜き取りなど、一般の
水稲生産とは違った管理も求められます。そのため、
稲の生育期間中は細かな作業も多く大変ではあります
が、組合員同士で和気あいあいと協力し合っています。
組合が始まってから約30年経ちますが、近年は高齢
化や後継者不足などにより組合員数が減ってきており、
それはどの営農組織も直面している課題だと思います。
そんな中でも、農業機械の汎用利用などによる作業の
省力化・効率化を図りながら、できるだけ長く続けて
いきたいですね。今後も丁寧で細やかな管理を心掛け、
より品質の良い水稲種子をめざして努めていきます。

わが家のアイドル「愛本・内山地区」
青春・キッズ・げんき印「三日市地区」

水瓶座 １／ 20 ～２／ 18 ７月の運勢
【全体運】平凡な日々に物足りなさを感じがち。でも、刺激を求め、行き当たりばったりで動くと失敗する気配。計画的に
【健康運】調子が悪いときはケア優先。休養に努めて
【幸運の食べ物】青トウガラシ

農業図鑑「お休み」
※変更になる場合があります

2019ー６

№541 12

もとしま

本島

あや こ

綾子ちゃん（長女

３歳）

りょうすけ

諒亮くん（長男

お父さん

優一さん

お母さん

４カ月）

真由美さん

お姉ちゃんになった綾子ちゃん。弟の諒亮く
んのことが大好き。綾子ちゃんは滑り台、諒亮
くんは寝返りがマイブームです。

わが家の
愛 アイドル

姉弟仲良く♬

（ 村椿地区
出島 ）
チャイルド
ギャラリー

「だいすきなアイス」

ぼくは、だいすきなうさぎや、
マンボウなどたくさんのいきもの
をかきました。にじをかいたので、
たのしそうなせかいになりました。

わたしはまんなかにおおきない
ちごあじのアイスをかきました。
くふうしたところはコーンです。１
つずつもようにいろをぬりました。

たくさんの動物や食べ物がいる、
すてきな世界ですね。カラフルな
虹があることで、みんな楽しそう
に感じられます。
（先生より）

絵の中心に堂々と描いてあるい
ちごアイスがおいしそうです。色
ぬりがていねいでコーンのでこぼ
こが伝わってきます。（先生より）

の と しん の すけ

能登 慎 之助さん
（１年）

生地小学校

「すてきなうさぎたち」

か くま ゆ り な

鹿 熊 友理奈さん
（１年）

今 青春

「昔から写真が好きで、人の自然な表情を切り取る『ポート
レート』をよく撮ります」と話す研太さんは現在20歳。撮影者と
してよさこいチームの活動に携わった経験もあり、知人の結婚式
などの行事で写真を頼まれることも多いそう。
「結婚式という節
目の写真は、主役の二人や関係者にとって“一生もの”になりま
す。だからこそ半端なものにはできないし、気持ちを込めた写真
で喜んでもらいたいと思っています」と真摯な思いを話します。
研太さんが写真に親しんできたことには、家族からの影響も
あると言います。「機械好きの父はいくつもカメラを持ってい
ましたし、昨年亡くなった写真好きの叔父からは形見のカメラ
を譲り受けました。最近念願叶って車を買ったんですが、実は
父が昔乗っていてずっと憧れていた車種なんです。父と同じ車
で、叔父のカメラを持って写真の旅に出るのが自分の夢です」
とはにかむ研太さんです。
13
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きく

菊

ち

地

けん

研

た

太さん（浦山・20歳）

魚座 ２／１9 ～３／ 20 ７月の運勢
【全体運】オープンな態度が好運の呼び水に。みんなに笑顔で話し掛けて。レジャー運良好なので、仲間との外出も大賛成
【健康運】生活のリズムを整えて。ラジオ体操も吉
【幸運の食べ物】大葉

検査に関する基本要領の一部
理事会だより
に伴い、規程の一部改正につ
５月 日（火）
いて協議し、承認しました。

◆付議事項
［主な改正内容］
第１号議案 黒部市農業協
・各種類の検査手数料額の
同組合の役員報酬及び費用
変更
弁償に関する規程の一部改
・産地品種銘柄「つきあか
正について
り」の追加
４月 日開催の監事会に ［改正日］
おいて監事の報酬額が決定
令和元年５月 日
し、報酬額が変更されたこ
第５号議案 カントリーエ
とから規程の一部改正につ
レベーター利用料金の変更
いて、承認しました。
について
第２号議案 顧問規程の制
黒部市農業委員会におい
定及び顧問の委嘱について
て、平成 年～令和３年ま
当組合の理事経験者、監
での農作業標準料金が改正
事経験者及び学識経験者
されたことに伴い、カント
等、豊富な経営経験者や専
リーエレベーターの乾燥調
門的な知見を持つ方を顧問
製料金の変更について協議
とし農協事業に対する助言
し、承認しました。
をいただき、更なる農協事 ［変更日］
業の発展をめざしていくた
令和１年産米のカント
め、顧問規程の制定につい
リーエレベーター利用から
て協議し、承認しました。
新料金とする。
また、顧問の委嘱につい ［改正内容］
ても協議し、承認しました。 ※７ページ参照
［制定日］
第６号議案 専決処分の承
令和元年５月 日
認について（大口取引先と
［顧問］
の取引契約締結）
福 島
孝
購買事業（生産資材）に
（前代表理事組合長）
おける大口取引先との取引
第３号議 案 平成三十 年度
契約並びに販売事業におけ
ディスクロージャー誌について
る大口取引先との取引契約
農協法等の定めに従
について専決処分したこと
い、当組合のディスクロー
を承認しました。
ジャー誌「ＪＡくろべの現
第７号議案 専決処分の承
況 」（ 平 成 年 度 黒 部 市 農
認について（規程等の一部
業協同組合ディスクロー
改正）
ジャー誌）について承認
改元にかかる箇所を変更
し、 組 合 員 等 へ の 閲 覧 対
するため、当該規程等の一
応、ホームページに掲載す
部改正について専決処分し
ることとしました。
たことを承認しました。
第４号議案 農産物検査業
第８号議案 ＪＡくろべ設
務規程の一部改正について
立五十周年記念式典・祝賀
農産物検査規格・農産物
会の開催並びに記念誌の発
27

30

刊について
設立 周年を迎え、農協
が果たしてきた役割や組織
の歴史を広報するため、記
念式典・祝賀会の開催並び
に記念誌の発刊について協
議し、決定しました。

◆委員会報告

30

一、総務信用委員会協議結
果報告について
５月 日開催の当該委
員会の協議結果を報告し
ました。
二、営農経済委員会協議結
果報告について
５月 日開催の当該委
員会の協議結果を報告し
ました。

◆報告事項

次の通り、報告しました。
において、改善すべき事
（ 年産販売数量累計）
項はなかったことを報告
６５，４５８・５俵
しました。
［前年対比１０８・６％］
十三、資金運用に関する報
六、平成三十一年度アグリ
告について
プラザ東第１四半期実績
４ 月 末 の 資 金（ 貸 出
について
金・預金など）の運用状
販売金額［直売品］
況と第２四半期の運用方
６，３１６千円
針・計画について報告し
［前年対比９２・５％］
ました。
七、金利リスク量計算要領
十四、ドローンの導入について
の一部改正について
農業用ドローンを導入
金利リスク量の計算方
し、運用については子会
法の変更に伴い、要領を
社の㈲グリーンパワーく
一部改正したことを報告
ろべへ貸与することを報
しました。
告しました。
八、「 Ｊ Ａ く ろ べ 設 立 五 十
総務信用委員会
周年記念 夏の総合フェ
ア２０１９」開催要領に 「開催日 令和元年５月 日」
◆協議事項
ついて
一、顧問規程の制定及び顧
夏の総合フェアを６月
問の委嘱について
日（土）に本店構内に
顧問規程の制定及び顧
おいて開催することな
問の委嘱について協議
ど、その開催要領につい
し、理事会に付議するこ
て報告しました。
とを決定しました。
九、第４回通常総代会質疑
取りまとめについて
営農経済委員会
通常総代会の質疑内容
に つ い て、 報 告 し ま し 「開催日 令和元年５月 日」
一、農産物検査業務規程の
た。
一部改正について
十、第１四半期相談・苦情
農産物検査業務規程の
等対応について
一部改正について協議
２ 月 か ら ４ 月 ま で に、
し、理事会に付議するこ
利用者から不適切な対応
とを決定しました。
や事務ミスなどに対しての
二、カントリーエレベーター
苦情、問い合わせはなかっ
利用料金の変更について
たことを報告しました。
カントリーエレベーター
十一、第１四半期事務ミス
利 用 料 金の変 更について
等の発生状況について
協 議し、理事 会に付 議す
２月から４月までに発
ることを決定しました。
生した事務ミスはなかっ
三、ドローンの導入について
たことを報告しました。
ドローンの導入につい
十二、第１四半期自主検査
て協議し、理事会に報告
報告について
することを決定しました。
第１四半期の自主検査
30

29
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50

28

28

一、組合員の加入及び脱退
について
二、四月度の事業実施状況
について
三、第１四半期決算について
［ ］内は計画対比
▽事業総利益
３１０，８７０千円
［１０１・７％］
▽事業利益
４８，７６９千円
［１３４・２％］
▽税引前当期剰余金
５３，３７９千円
［１３４・５％］
四、第１四半期内部監査中
間報告について
第１四半期（２月から
４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。
五、平成三十年産米販売数
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

28

28

28

28

31

28



日

【前回のナンバープレイスの答え】 ９
当選者の発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。

選

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！

月

笑味ちゃん
©みんなの
よい食プロジェクト

上田 洋一

選

※締切

10

みずほ文芸

のぎ

石田阿畏子

木野本靖子
丸田美恵子
内橋はるみ
村椿 悦子
角井 孝通
斉藤 和子

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





六月末日必着

麦畑の億万の芒天を指す
しらくも
白雲ひとつほわっと押し上げ 中村よしゑ
あやめ
独り言に芍薬をほめ菖蒲ほめ
西島 敏子
蝶のようなり五月の散歩
やま
黄昏の空に溶けゆく岳に立つ
福島 美子
雪絵の僧と家路を歩む
せな
カラフルなたすきを背に弾ませて
山口 桂子
少年は獅子と春の舞まう
「ほらあそこ、箒に乗った魔女見える」
岩場 恭子
君が指さす春の満月
ひた
小松から白馬岳に直伸びる
石浦 好代
飛行機雲は春の陽を曳く
父の忌に大輪の牡丹咲き初めて
若林由紀子
令和の五月寿ぐごとし
賑やかな演奏なれどもチンドンの
（選者詠）
上田 洋一
短調哀し桜散る下 

俳句

切

故郷の百景統ぶる若葉風
草笛や遠き思ひ出つれてきし
風薫るアトリエ跡の美術館
紫蘭満開母の命日なりし
夏雲やけふの治療の始まりぬ
僧ヶ岳遙か雪形現はれし

〆

ジュニアの部

ＪＡくろべ総務課

雨上がり目に鮮やかに青紅葉  中学三年板澤 しほ

送り先

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）
。

クロスワードパズル

【タテのカギ】
①大丈夫だから、――に乗ったつもりで待っててね
④ブーブーと鳴きます
⑥高校の公民の教科の一つ
⑦新鮮な空気を取り込んで汚れた空気を追い出すこと
⑧お好み焼きにたくさん入れる葉野菜
⑩彼とは同じ釜の――を食った仲だ
⑫肩と手首の間
⑭酸と混ぜると中和反応が起きます
⑰米国の50番目の州。南の島です
⑱焼き肉店のメニューで肝臓のこと
⑳由緒ある神宮や夫婦岩で知られる三重県の市
21 一番良い物はベスト、一番悪い物は
○
【ヨコのカギ】
①七夕に彦星と会います
②オフの反対語
③スズでめっきした鉄板。一斗缶やバケツなどに用い
られます
④手紙のやりとりで交流すること
⑤ナイアガラ川にあるものが有名
⑦時計を掛けたり絵を飾ったり
⑨京都市で行われる祇園祭は――神社の祭礼です
⑪高倉健主演の映画『――の黄色いハンカチ』
⑬百貨店ともいいます
⑮――は友を呼ぶ
⑯何人かでバトンをつなぐ競走
⑰息を吸うと膨らむ臓器
⑲観光、夜行、２階建てといえば

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
（令和元年５月末日）（

）は前年同月比

正組合員数
4,865人 （－153人）
（正組合員戸数 3,969戸）（－118戸）
准組合員数
4,982人 （＋ 16人）
（准組合員戸数 3,537戸 （＋ 17戸）
みなさまの貯金高
994億9,651万円（ 97.2%）
みなさまへの貸出金 189億6,776万円（ 94.2%）
長期共済保有高
2,071億8,590万円（ 95.8%）
購買品供給高
14億3,309万円（101.8％）
販売品販売高
3億6,350万円
（114.9％）
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気温の高い日もだんだんと増えて、これから季節は本
格的に夏へと向かいます。５月に田植えを終えた田んぼ
では、青々とした葉が元気に揺れていますね。市内で
は、今年も小学校の体験学習田やバケツ稲作が行われ、
多くの子ども達が楽しみながら農業に触れました。慣
れない田んぼの感触にはしゃいだり、転んで泥だらけに
なったり、学習田はいつも子ども達の笑顔があふれてい
ます。秋に待っている収穫作業でも、自分なりに新しい
発見や学びを得られると良いですね。
〈SHIN〉

夏の総合フェア
JAくろべ設立50周
年記 念

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

６/29（土）
９:00 ～ 17:00

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・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‼
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