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｜今後の田面水管理と基本防除の徹底｜
幼穂形成期以降は、飽水管理（足跡に水が残る程度の湿潤状態を維持）
を行い、出穂後は20日間の湛水管理と穂肥・基本防除は適切な時期に
確実に実施しましょう。
＜コシヒカリ穂肥＞

＜水管理＞

幼穂長、葉色、草丈など、生育状況を必ず確認し
施用しましょう（圃場毎に生育差あり）。

●出穂までの水管理

●分施体系の場合
（田植え時に「基肥206」を使用）
散布時期＝幼穂長が1.5㎝になったとき

幼穂長

草丈
82㎝
以下

1.5㎝

葉色
3.8

肥料名および施肥量
LP追肥38号
15㎏/10a

幼穂形成期～出穂期は飽水管理（足跡に水が残る
程度）を行い、水田が乾きすぎないようにしましょ
う。地表面が白く乾くのはダメ！
幼穂が出るまで、稲は水分と酸素を多く必要とし
ます。飽水管理を行い、土の中に水と酸素を供給し
て稲の活力を高めましょう。
地表面が白く乾いている

足跡

※施用日の詳細は、農作業特報や各地区青田廻りな
どで確認ください。
※穂 肥施用時に草丈が長い（82㎝以上）場合や、
葉色が濃い（3.8以上）場合は、３日程度遅らせ
るか減肥を行いましょう。

●基肥一発体系の場合
（基肥に「LPSSコシヒカリ３号」を使用）
基肥で一発肥料を使用した場合、基本的に穂肥は
必要ありませんが、出穂の10〜７日前に葉色が4.2
（壌土では4.0）以下の場合は、「追肥３号」を10a
当たり５～７㎏追加しましょう。ただし、追肥する
場合は出穂３日前までとします。

幼穂形成期を過ぎて天水管理を続け、
過乾燥となった圃場
飽水管理

地表面が白く乾いている

足跡に水が残っている

草丈

＜畦畔などの草刈＞
ナギナタガヤやメヒシバなどのイネ科雑草の穂は
カメムシのエサとなります。雑草の穂が出ないよう
に草刈管理をしましょう。本田内のノビエやホタル
イはカメムシの被害を助長しますので除草に努めま
しょう。

★出穂後は水管理が重要
アカヒゲホソ
ミドリカスミカメ

アカスジカスミカメ
ナギナタガヤ

草丈は短いが穂が出ている×

メヒシバ

カドミウム吸収抑制、登熟期間の稲体活力維持と
白未熟粒の発生防止のために、必ず出穂から20日
間は田面が常に出ないよう、湛水管理を徹底してく
ださい。
湛水程度……水深３㎝程度に湛水し、
田面が露出する前に入水

牡羊座 ３／ 21 ～４／ 19 ８月の運勢
【全体運】レジャー運良好。気の合う仲間たちと出掛ければ、わくわくうれしい発見あり。実力発揮のチャンスがある予感
【健康運】エネルギッシュ。スポーツイベントが吉
【幸運の食べ物】新ショウガ
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＜基本防除＞
６月25日現在のくろべ管内の雑草地のカメムシ調査では確認地点率92.9％、平均頭数は9.3頭で平年よ
り発生数が高くなっていますので、今後は畦畔などの雑草管理と基本防除を適期に実施し、カメムシによる
斑点米などの病害虫被害を防ぎましょう。
コシヒカリは２回散布、てんたかくは３回散布が基本となります。散布時期の間隔は７日間とします（10
日以上散布間隔を空けない）
。カメムシが多発しており、防除の際は畦畔にも薬剤がかかるようにしましょう。
病害虫の発生状況によってスケジュールが変更になる場合もありますので、防除日の目安は今後配布され
る農作業特報を確認してください。

●粉剤または液剤防除の場合
使用時期

使用農薬名

10a当たりの散布量

粉剤の場合

ビームモンカットスタークルF粉剤5DL

液剤の場合

ビームエイトスタークルゾル
＋モンカットフロアブル

粉剤の場合

キラップ粉剤DL

液剤の場合

キラップフロアブル

粉剤の場合

トレボン粉剤DL

液剤の場合

エクシードフロアブル

１回目出穂期

４㎏
1,000倍液を150ℓ
４㎏

２回目穂揃期

３回目傾穂期
（早生）

1,000倍液を150ℓ
４㎏
2,000倍液を150ℓ

てんたかくはカメムシ被害が多いので３回の防除を必ず実施する

※使用基準を遵守ください。周辺の圃場などへのドリフトに注意してください。

●中生粒剤防除の場合

（住宅地隣接田など、粉剤や液剤を使用しにくい場合）
使用時期
穂ばらみ期
（出穂10 〜７日前）

使用農薬名

10a当たりの散布量

イモチエースキラップ粒剤

３㎏

※散布は水深３～５㎝の湛水状態
で散布し、散布後５日間は湛水
状態を保つ。また、７日間は落
水しない。散布が遅れないよう
注意してください。

白未熟粒および胴割米の発生要因と対応策
白未熟粒

区分

発生要因 生育中期以降の対応策
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気象要因

乳白粒

心白粒

登熟中期の高温
登熟中期の寡照

登熟初期の高温

栽培要因

過剰籾数、倒伏

中干し後〜
幼形期
幼形期〜
出穂期
出穂後
20日間
出穂後
20日目以降
2019ー７

基白粒

背白粒

胴割米

登熟初中期の高温

成熟期の高温多照
登熟初期の高温

栄養凋落

刈り遅れ、栄養凋落

・間断かん水
・生育量に応じた田干しまたは間断か ・間断かん水
ん水
（幼形期の適正生育量への誘導） （葉色の急激な低下防止）
（地耐力確保）
・幼穂形成期以降の飽水管理
・幼穂形成期以降の飽水管理
・同左
（登熟向上に向けた根の活力維持） ・葉色に応じた追加穂肥（稲体の活力維持）
・出穂後20日間の湛水管理
・出穂後20日間の湛水管理
・同左
（登熟向上）
（稲体の活力維持）
・間断かん水
・適期刈取り
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牡牛座 ４／ 20 ～５／ 20 ８月の運勢
【全体運】「親しき仲にも礼儀あり」を肝に銘じたい時期。特に家族に口うるさくするのは避けて。開運には部屋の掃除を
【健康運】胃腸に優しい食事にすると体調に好影響
【幸運の食べ物】キュウリ

自動車事故 が起こったら

19180500144

すぐにご契約先のJAへ

事故を起こしたら
①負傷者への救護措置
②警察への連絡
③事故車を安全な場所へ移動し、
現場の保存
④その場での約束（示談）は禁物
⑤JAへの事故通知
JA営業時間外の 自動車事故 については

０１２０

ジ

コ

は

ク

ミ

アイ

ク

ミ

アイ

２５８-９３１

ご契約のお車の レッカー・ロードサービスについては
レッカーロードサービスは

０１２０

０６３-９３１

※各種サービスのご利用、割引の適用には一定の条件があります。

いちごの根はしっかり
と 張 っ て い て、取 り 除 く
の に は 苦 労 し ま し た。実 際 に
ハウスの設備などを見て、とても
大事に丁寧に栽培されているのを
感 じ ま し た。農 家 さ ん と 直 接
お話ができる良い機会にも
なりました。

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。

皆さんには、収穫が
終わったいちごの根を取り除く
作業をしてもらいました。この作業
に は マ ン パ ワ ー が 必 要 に な る の で、
JA職員の皆さんのお力を借りられて
と て も 助 か り ま し た。今 後 も こ の
取り組みを通して、農業を身近に
感じてもらいたいです。
講師

妻・景子さん

今回の農業塾
米農家寺﨑
代表 寺﨑 俊弘さん（大布施）

貯金課
谷口 理沙

企画課
吉田 美香

双子座 ５／ 21 ～６／ 21 ８月の運勢
【全体運】フットワークが軽くなりそう。学ぶ喜びを味わえるときなので、セミナーなどに参加してみて。ご近所散策も幸運
【健康運】疲れをため込まない工夫を。睡眠が大事
【幸運の食べ物】車エビ

資材課
松澤 友之

南部支店
支店長代理
前本
薫
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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！

スーパーマーケット

今月は

三河屋

第28回は、スーパーマーケット三河屋様に黒部米の販売についてインタビューしました。

スーパーマーケットチェーン三河屋グループ

毎日、口に入れるものだからこそこだわりたい――
「安心」
「 安全」
「 健康」を３つのテーマとし、実践。
愛知を中心に、岐阜・滋賀で全18店舗展開。
http://www.biglive.jp/

<お店の紹介>

⇒お客様ひとりひとりの満足と地域密着経営を追求し、
新鮮で旬な食材を産地から素早く店頭に並べ、お客様と
の触れ合いを第一に対面販売にてご提供しております。
株式会社 三河屋
営業本部
惣菜に関しては種類も多くこだわりも強いです。黒部
デリカ担当バイヤー 米も惣菜にて使用しています。

鳥居

伸宏様

<黒部米について>

⇒惣菜でお米を使用するにあたって、かつては各店舗で
種類豊富な惣菜が特徴
黒部米の炊飯を行っておりました。しかし、人手の問題
や省力化・効率化の観点から、数年前より国産米の炊飯米をメインとし、予備として無
洗米加工された黒部米を使用しております。精米販売の部門では根強く売れている印象
の黒部米ですが、惣菜のお米としては認知度がまだまだ足りていないと感じます。

<今後の展望>

ドライ部門でも
黒部米を販売

⇒本来、精米販売の部門で売れているお米と総菜部門のお米は統一できた方が良いと考
えています。こだわったお弁当だけを差別化し、そこに黒部米を使用することができるの
が一番かと思いますが、単価や人手の問題を考えると難しいことも事実です。
「黒部米を
使用するからには、お客様からの認知やメリットを」と考えています。まずは「ドライ部
門で一番売れるお米」として黒部米そのものの認知度を高め、徐々に惣菜部門でも統一
して使用できる流れをつくっていければと思います。そうすれば、JAくろべさんからお
米以外の食材を頂き、コラボ惣菜を作る企画など、面白い販売ができるかもしれません。

JAくろべ職員のおすすめ品!!

すまいる 掲示板
富山県産大麦を使用した「麦とろ麺」は、
大麦粉独特の弾力に山芋の滑らかさが加わって
口当たりの良い麺です。コシが強く食べ応え充分、
さっぱりと食べられるのでこれからの暑い時期に
ピッタリ！箱だけでなく、必要な分だけバラで
購入することもできて便利です。

１袋（200ｇ・２人前）…… 186円（税込）
麦とろ麺 １箱10袋入り
…………… 1,836円（税込）
※１袋（200ｇ）単位での販売はアグリプラザ東のみ
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東
プラザ
アグリ 100）や
9
（☎65 センターで
援
各営農支 きます！
で
入
購

東部支店
金融係
細見

弥佳

金融係
尾崎

結芽

蟹座 ６／ 22 ～７／ 22 ８月の運勢
【全体運】物事が遅々として進まず、焦りが生じがち。慌てず、じっくり取り組んで。気分転換には絵画鑑賞がお勧め
【健康運】冷たい物、甘い物の取り過ぎに注意
【幸運の食べ物】昆布

ATMコーナーの廃止について
平素より、当JAをご利用いただきまして誠にありがとうございます。
この度、下記のATMコーナーにつきまして、令和元年９月30日をもって廃止させていただ
くこととなりました。
皆様方には大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解・ご協力を賜りますようお願いい
たします。

《対象ATMコーナー》

旧石田支所

および

村椿公民館

《最終稼働日・終了時刻》
令和元年９月30日（月）午後７時
ⓒよりぞう

※上記以外のJAくろべATMコーナーは引き続きご利用いただけます。
※ファミリーマート・ローソン・セブン-イレブン・ゆうちょ銀行のATMでも、キャッシュカー
ドによるお預け入れ・お引き出しが可能です。
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・７月中可）
● 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 ☆融雪付駐車場です
●その他費用／町内会費：年間 ☆石田駅近くで便利
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

獅子座 ７／ 23 ～８／ 22 ８月の運勢
【全体運】勢いのある月。やってみたいことに積極的にチャレンジを。自分の考えやプランを伝えると協力してもらえそう
【健康運】体力の過信はNG。適度に休息を取って
【幸運の食べ物】イチジク

☆二重サッシで防音対策

2019ー７
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令和元年産民間流通麦の概算金について
（単位：円／50kg、消費税込）

銘

柄

等 級
１等
ファイバースノウ
２等
※等級間格差は１－２等▲300円とする。

荷 姿
ばら、紙袋
ばら、紙袋

単 価
1,400
1,100

令和元年産民間流通麦に係る流通経費の項目別単価上限見通し
令和元年産麦出荷契約書の約定事項で、流通経費の項目別単価上限見通しについて明らかにする
こととしており、下表のとおりとなります。
なお、需給環境の急激な変化などにより、見通した上限単価を超えた場合は、その理由などの説
明を行うこととします。

（単位：円／50kg、消費税込）

流通経費項目名
流通・保管などに係る経費
事故処理経費
手数料
監査委員会経費
その他
合
計
※ばら、紙袋は同額とする。

手軽に健康

令和元年産見通し
551
10
280
3
102
946

備
考
保管料、運賃 ほか
全農、JAくろべ
フレコン使用料 ほか

手指体操
健康生活研究所所長●堤

喜久雄

指先のつ ぼ 刺 激 で 夏 冷え を 防 ぐ
指には全身の健康に密接に関係するつぼが集
中しています。爪の付け根にあるつぼを総称し
て「井穴（せいけつ）」といい、東洋医学では
自律神経のバランスを整えるポイントと考えら
れています。
熱中症対策などの観点から、暑い時期は小ま
めな水分補給はとても大事です。しかし、冷え
た飲み物ばかり飲んだり、冷房の効いた室内で
長時間過ごしたりすることは、体を冷やし不調
を引き起こす原因にもなります。つぼの刺激で
自律神経の働きを整えて、巡
りを良くして水分の偏りを
改善させましょう。
この体操は電車の中や外
出先でも簡単にできます。ぜ
ひ習慣にして、元気に夏を乗
り切りましょう。
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⑴右の親指と人さし指で、
左の指の爪の生え際付近を
押さえて10秒ほどもみほ
ぐします。５本の指、どの指
から行っても問題ありませ
ん（以下同様）。

⑵右の親指で、左の指の爪
を上から押さえるように
10秒ほどもみほぐします。

⑶右の指を曲げて人さし指
と中指で、左の指先の第１
関節あたりをしっかり挟み
ます。

⑷しっかり挟んだまま、左
右にキュッと引っ張って指
を離します。⑴から⑷の動
きを反対の指５本に同様に
行います。

乙女座 ８／ 23 ～９／ 22 ８月の運勢
【全体運】何となくモヤモヤしやすいかも。好きなことを楽しみ、気持ちを明るく変えてみて。デトックスにもツキあり
【健康運】運動不足を解消すると好転。ヨガが最適
【幸運の食べ物】シシトウ

M ONTHLY T OPICS
今月
の
JAくろべ 農業用ドローン導入 表紙

スマート農業で作業効率化

JAくろべと有限会社グリーンパワーくろべは６月14日、若栗地
区の圃場で農業用ドローンの試験飛行を行いました。当JAでは、
農薬などを効率的に散布可能な農業用ドローン１機を今夏から導
入し、管内のスマート農業の普及をめざします。
今回導入したドローンは、タンクの最大容量が10ℓ、１回の
飛行で約１haの範囲に農薬などを散布することができます。当
JAがドローンを購入し、有限会社グリーンパワーくろべに貸与
して運用を行います。試験飛行では、オペレーター認定を受けた
同社の社員により、実際の作業を想定した操縦が行われました。
今後は、人手不足の解消や作業時間の短縮などの効果を検証しな
実際に散布量や作業スピードなどを確認

がら、運用拡大につなげていく予定です。

体を動かして毎日元気に
JAくろべふれあい組織 ひまわり会「茶話会」

全量１等に格付け

女性

部

令和元年産大麦

初検査

六条大麦「ファイバースノウ」の初検査が６月
10日、大布施倉庫検査場で行われました。
JAの農産物検査員が、形質や重量・水分量な
どを慎重に検査し、約73ｔが全て１等に格付け
されました。また、本年産大麦の生育概況を確認
し、収量・品質はほぼ平年並みと見込まれました。
本年産は管内全体で約78haが作付けされ、収
量は昨年より多いと見込んでいます。出荷された
六条大麦は主に「押麦」や「麦とろ麺」の原料と
手ぬぐいを使った体操

なる予定です。

JAくろべふれあい組織ひまわり会の石田地区は６月
10日、ミニデイサービス「茶話会」を浜石田公民館で
開き、30人が参加しました。
長く元気でいるために、日常生活で簡単にできる体操
や身体のケアについて教わったほか、エーコープ商品
「くだものを漬けて飲みま酢」を使ったドリンクの試飲
を行いました。参加者は「簡単にできる体操なので、日
頃から心掛けていきたい」と話していました。

サンプルを検査するJAの農産物検査員

思い出の着物を上手にリメイク！

もんぺ作り

女性

部

JAくろべ女性部は６月11・12日、村椿公民館で着物をリメイクした
もんぺ作りを行い、28人が参加しました。
家で使わなくなった着物を持ち寄り、布の色や柄を活かしたオリジナ
ルのもんぺを作りました。完成した作品を見た参加者は、「思い出のあ
る着物が生まれ変わって、またこうして使えるのが嬉しい」と仕上がり
生地を裁断して縫い合わせる参加者

に満足していました。

天秤座 ９／ 23 ～ 10 ／ 23 ８月の運勢
【全体運】人との交流から良い刺激を受けられます。飲み会など、出会いの機会も大切に。思い切ったイメチェンもラッキー
【健康運】体質に合う食材やサプリメントが見つかる予感
【幸運の食べ物】モロヘイヤ
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生産と消費について学ぶ
第１回くろべ営農生活講座

農機メーカー５社が集まる

暮らし

ICT農機実演会

令和元年度第１回くろべ営農生活講座が６月20日、
黒部市国際文化センターコラーレで開かれ、管内の生
産者や直売所関係者など35人が参加しました。
今回は、新川農林振興センターの石川治宏氏から
「夏野菜の中間管理について」、県農林水産部の藤田亜
津子氏から「とやま食ロスゼロ作戦～使いきり・食べ
きり・すっきり・エコライフ～」と題した講義が行わ
れ、参加者は夏野菜の栽培方法や食品ロス削減のため
の商慣習の見直しについて学びました。

無人運転トラクターの実演

ロボットトラクターや農業用ドローンなどの「ス
マート農機」を集めたICT農機実演会が６月19日、
大布施地区の圃場で開かれ、市内外の農業関係者な
ど約100人が参加しました。
この実演会は、生産者にスマート農業への関心を
持ってもらい、普及につなげようとJAくろべが主催
したものです。会場では、５つのメーカーから最新
ICT農機の仕組みやメリットについて説明があり、

真剣に話を聞く参加者

参加者は実際にトラクターやドローンの動きを確認

高品質めざして徹底管理
「富富富」中干し現地研修会

しました。ICT農機は自動運転や遠隔操作が可能と
あって、農作業の省力化・効率化が期待されます。

エーコープのお酢で健康料理

富山県の新ブランド米「富富富」中干し現地研修会

JAくろべクッキング教室開講

が６月18日、農事組合法人前山（前沢）の圃場で行

女性

部

われました。
巡回にはJA職員をはじめ県の農業関係職員など約
50人が参加し、草丈や茎数などを見ながら生育状況
と今後の管理方法を確認しました。
「富富富」は、基肥量・窒素成分量が「コシヒカリ」
の２割減となっているほか、化学合成農薬の成分使用
回数などの栽培条件が定められています。また、他品
種の混入防止の徹底も求められます。今後も秋の収穫
に向けて、引き続き管理・観察を行う予定です。

会話を楽しみながら調理

令和元年度第１回JAくろべクッキング教室が６
月12日から17日にかけて、浦山・村椿・若栗・生
地の４会場で開かれました。
今回は「お酢を使った健康料理」をテーマに、「ち
くわとらっきょうの混ぜご飯」や「鶏むね肉の梅照
り焼き」など５品を調理しました。受講生からは、
「らっきょうを漬けているのでぜひ家でも混ぜご飯
を作ってみたい。お酢を加えた鶏むね肉は柔らかく
て食べやすい」と好評でした。
生育状況を見ながら水管理について説明

9
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※混ぜご飯のレシピは11ページに掲載

蠍座 10 ／ 24 ～ 11 ／ 22 ８月の運勢
【全体運】自己流に固執せず、視野を広げましょう。柔軟な発想が運気上昇の鍵。ガーデニングや盆栽を始めるのもグッド
【健康運】日焼け止め対策は万全に。曇りでも徹底
【幸運の食べ物】イワシ

美味しいねぎを届けたい

“大蛇に嫁入り”伝説を再現

「ねぎたん♩♩」の圃場巡回・出荷会議

下立「愛本姫社まつり」

黒部秋冬ねぎ生産組合は６月24日、
「ねぎたん♩♩」の
圃場巡回と出荷会議を行いました。
巡回には管内の生産者や営農指導員など約20人が
参加しました。圃場では、新川農林振興センター職員
から栽培についての説明があったほか、生育状況の確
認や意見交換が行われました。また、会議では今後の
管理や出荷について確認しました。
今年度は栽培農家13戸、約1.6haで作付け。７月上
旬より出荷が始まり、収穫された「ねぎたん♩♩」は東
京市場や富山県内の生協などへ出荷されます。

伝説を再現した仮装行列

愛本姫社まつりが６月21日、下立地区で行われ、
花嫁衣装のお光と、若侍姿の大蛇の仮装行列が地区
内を練り歩きました。
黒部川の大蛇に嫁いだお光の伝説を再現するこの
まつりは、伝統の継承と地域活性化を目的に毎年この
日に行われ、今年で32回目となりました。花嫁お光
役は高校１年生の池田青空さん、大蛇の化身である
若侍役は下立青年団長の松本拓志さんが務めました。
大蛇やのぼりを掲げた行列が愛本橋下にある黒部

生育状況を確認する参加者

川神社鳥居前を出発。途中で花嫁が加わり、姫社に
て三三九度の杯を交わす婚礼の儀を行いました。沿

品種に合わせて適切に管理
りんご・梨・ぶどう園地巡回
黒部市果樹振興会は６月26日、管内の園地巡回を

道には伝統の行列を一目見ようと、多くの見物客が
訪れました。また、宇奈月小学校の女子児童による
「愛本ちまき踊り」も披露され、まつりに華を添え
ました。

行い、会員など約10人が参加しました。
当日は、りんご・梨・ぶどうの各園地で生育状況を
確認し、新川農林振興センターの坂田清華氏より今年

農機具から日用品まで
夏の総合フェア

の生育概況や管理方法について説明がありました。
参加者は、秋の収穫に向けて適切な摘果や枝管理で
着果量を確保しながら、気候に応じた土壌水分の調節
や病害虫防除を行うことを確認しました。

さまざまな商品を販売

JAくろべは６月29日、夏の総合フェアを本店構
内で開催しました。
当日は農機具や電化製品などの日用品が展示販売
実や枝などの状態を観察
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！

されたほか、自動車コーナーでは自動ブレーキ体験
なども行われました。また、JA職員による焼きそば
やから揚げの屋台も並び、来場者で賑わいました。

射手座 11 ／ 23 ～ 12 ／ 21 ８月の運勢
【全体運】アクティブに動けばチャンスをつかめる兆し。未体験ジャンルでも成功確率は大。自分らしさを発揮できるはず
【健康運】大いに体を動かし、夏を満喫できそう
【幸運の食べ物】サザエ
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ちいきの

暮らしいき いき
ネットワーク
女性部による調理の様子を
９ページに掲載しています♪

ちくわとらっきょうの


ショウガを加えることで、
さっぱりと食が進む一品です。
ちくわがない場合は、かまぼこ
でも美味しくできます。

混ぜご飯

■材料（４～６人分）
米…………………………………… ３合
酒……………………………… 大さじ２
塩……………………………… 小さじ１
ちくわ……………………………… ４本
ショウガ………………………… 大１片
らっきょう甘酢漬け…………… 100ｇ
油揚げ……………………………… ２枚
しょうゆ……………………… 小さじ２
煎りごま（白）… …………… 大さじ２
細ねぎ……………………………… 適量

■作り方
❶米は洗ってざるに取り、同量の水を入れ、酒と塩を
加えて炊く。
❷ちくわは薄い半月切り、ショウガは千切り、らっ
きょうは縦に薄切りにする。
❸油揚げは油をひかないフライパンで両面をカリッと焼き、
しょうゆで味をつけ、縦半分に切ってから５㎜幅に切る。
❹炊きたてのご飯に②、③、指先でひねった煎りごま
を加え、さっくりと混ぜる。
❺器に盛って、小口切りにした細ねぎを散らす。

◇ 行 事予定 ◇ ７月下旬～８月中旬

『家の光』『ちゃぐりん』
８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

７月
22（月）

28（日）

23（火）

29（月）定例理事会

24（水）
25（木）

日帰り人間ドック
30（火）

（生地地区）

26（金）

31（水）

27（土）

『家の光』
≪特集≫
・ビジュアル系農業
・汗と体のニオイ解決術
８月号

『ちゃぐりん』

８月
11（日）山の日

１（木）

日帰り人間ドック 12（月）振替休日
（前沢・三日市地区） 13（火）
２（金）
税務・法律相談日 14（水）
（午後２時〜／本店）
ファミリー活動
15（木）

（～22日）
３（土）
４（日）

16（金）

５（月）

17（土）

６（火）

18（日）

日帰り人間ドック 19（月）
７（水）
（若栗・浦山地区） 20（火）
８（木）

21（水）

９（金）

22（木）

10（土）
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定価572円（税込）

・まんがニッポン農畜産物

はじめてものがたり
・インドのカレーを

作ってみよう！
８月号

定価565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 ８月の運勢
【全体運】過去の出来事にとらわれがち。深刻にならず、気楽に考えてみて。心身共にリラックスするには呼吸法がベスト
【健康運】冷房に当たり過ぎず、外の風を味わって
【幸運の食べ物】梨

みんなの広 場
今月の

黒

部っ子

村椿保育所（らいおん組）

☆いろんな経験を

楽しもう☆
元気いっぱい16名の年長組！先
日、更生保護女性会の皆さんと一
緒に夏野菜を植えました。子ども
た ち は「 大 き く なって ね！」「 お
水美味しい？」と成長を楽しみに
見守っています。
今回はサッカー教室に参加し、
ドリブルやシュートの練習など身
体をいっぱい動かして楽しみまし
た。これからもたくさんの経験を
していこうね♪

た
ボールを使っ
よ！
ゲームもした

前沢保育所（らいおん組）
みんなそ
ろって
かっこい
い決めポ
ーズ！

☆元気パワーをプレゼント☆
昭和を代表する歌手・美空ひばりの「お祭りマンボ」を、バチを使ってダイナミックに踊って
います。子どもたちのお気に入りは「わっしょいわっしょい」と声を掛けるところ。保育所中に
元気いっぱいの声を響かせています。敬老会や社明大会では、ねじりはちまきと法被姿で皆さん
に元気パワーを届けてきました！

来月号の掲載予定

今月の黒部っ子「田家保育所」

わが家のアイドル「石田地区」

チャイルドギャラリー「宇奈月小学校」

農業図鑑「北部営農支援センター管内」

青春・キッズ・げんき印「荻生地区」

水瓶座 １／ 20 ～２／ 18 ８月の運勢
【全体運】人の影響を受けやすい傾向。周囲を気にせず、マイペースに取り組んで。自然の中に出掛けると良い気晴らしに
【健康運】体調管理を心掛けて。規則正しい生活を
【幸運の食べ物】トマト

※変更になる場合があります
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かなざわ

金澤

お父さん

ゆ づき

柚月くん（長男

12歳）

陽斗くん（次男

９歳）

星七くん（三男

１歳）

柊空くん（四男

６カ月）

はる と
せ

な

と

あ

真里さん

お母さん

わが家の
愛 アイドル

いつも仲良し４兄弟♬

一代さん

男の子４人、とっても仲良し兄弟です♪いつ
も自分から率先して、小さな弟のお世話をして
くれる頼もしいお兄ちゃんたち。弟たちもそん
なお兄ちゃんが大好きです。これからの成長が
待ち遠しいね！

（ 愛本地区
明日 ）
チャイルド
ギャラリー

「チョッキンパッでかざろう」

走っているようにうでを曲げたと
ころと、筆をトントンおいて草の色
をぬったところがポイントです。本
物みたいにかけました。

三角をいっぱい切って開いたら、
すごいもようになっていて、びっく
りしました。トロフィーの形もあっ
て、おもしろかったです。

色の濃さやぬり方にまでこだわっ
て、丁寧に描けています。動きのあ
る楽しさが伝わってくる作品に仕上
がりました。
（先生より）

お ばな

ゆ い

尾花 結衣さん
（３年）

切り方を工夫して、きれいな形が
たくさんできましたね。切り落とし
た部分も上手に生かして貼り、楽し
い作品になりました。 （先生より）

石田小学校

「公園で友だちとおにごっこをしたよ」

かなやま

たく ま

金 山 拓真くん
（１年）

輝け！スポーツキッズ☆
キャプテンインタビュー

メン
募集 バー
（
中
「みんなの思いをボールでつなぐ！」 １年生～６ ！
年生

）

日々の活動では、ボールを使った連携などチー
ムワークを高める練習を大切にしています。チー
ムは桜井小と荻生小の合同で、学校が違っても
メンバー同士仲良く元気にプレーしています。
キャプテンの自覚を持ち、チームみんながつな
いでくれたボールを全力でアタックできるよう
に頑張っています。小学校最後
の１年間、キャプテンとして悔
いの残らないよう精一杯努力し、
チーム全員一丸となって県大会
出場をめざします！

さくらいジュニアバレーボールクラブ（女子バレーボール）
〈練習日程〉
＊曜日＊毎週火・水・金曜日（17：00 ～ 19：00）
・日曜日（９：00 ～ 12：00）
＊場所＊桜井小学校・荻生小学校 ＊メンバー＊10名（２～６年生）
13
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たちばな

ゆず き

橘
柚希さん
（６年）

魚座 ２／１9 ～３／ 20 ８月の運勢
【全体運】気持ちが揺れ動きやすいよう。大好きな曲を聴くなど、小さな幸せを大切に。鏡の前でほほ笑むのも効果的
【健康運】治癒力を高める暮らしを目指すと好変化
【幸運の食べ物】マスカット

日（木）

理事会だより
６月

アル及び関連規程の一部改
・米粉用米
１４６ｔ
正について協議し、承認し
（前年実績 ２０１ｔ）
ました。また、不祥事対応
・輸出用米
１９０ｔ
規程において、役員が関与
（前年実績
６２ｔ）
する不祥事について第三者
第５号議案 令和元年産米
委員会が調査することにか
に係る全農とやまとの出荷
か る 修 正 を 行 う こ と か ら、
契約について
第三者委員会設置要領の制
令和元年産米に係る全農
定について協議し、承認し
とやまとの出荷契約につい
ました。
て協議し、承認しました。
第６号議案 ＡＴＭ保守期 ［改正及び制定日］
令和元年６月 日
限到来に伴う更新、廃止に
第９号議案 労組要求につ
ついて
いて
令和元年９月末に保守期
一時金の支給と秋作業の
限 を 迎 え る Ａ Ｔ Ｍ（ ４ 台 ）
就労体制等に関する労組要
の更新、廃止について協議
求について、回答書の内容
し、承認しました。
を承認し、今後の対応につ
［更新ＡＴＭ］
いては組合長に一任するこ
北部支店・東部支店
とを決定しました。
［廃止ＡＴＭ］
旧石田支所・村椿公民館
◆報告事項
（令和元年９月 日まで稼
働、 令 和 元 年 月 １ 日 廃
一、組合員の加入及び脱退
止）
について
第７号議案 有限会社グ
二、五月度の事業実施状況
リーンパワーくろべ定款の
について
一部改正について
［ ］内は計画対比
子会社である有限会社グ
▽事業総利益
リーンパワーくろべの定款
４４０，２８５千円
の一部改正について協議
［１０１・８％］
し、承認しました。
▽事業利益
第８号 議 案 コンプライア
９８，４２３千円
ンス・マニュアル、関連規程
［１２９・１％］
の一部 改 正及 び第三者 委 員
▽税引前当期剰余金
会設置要領の制定について
１０４，５５４千円
農業協同組合法施行規則
［１２９・６％］
の改正に伴う改正及びその
三、平成三十年産米販売計
他 所 要 の 修 正 を 行 う た め、
画数量の変更について
コンプライアンス・マニュ
カントリーエレベー

ターの籾摺り増が確定
し、販売先も決定しまし
たので、販売計画数量の
変更を報告しました。
［増加数量］
コシヒカリ１等 ９２８俵
四、平成三十年産米販売数
量報告について
５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）
７１，７９８・５俵
［前年対比１０６・９％］
五、令和元年産米出荷契約
金の支払いについて
次の通り、報告しまし
た。
［契約数量］
９６，５３５・０俵
出 荷 契 約 米・ 加 工 用
米・備蓄米合計
［出荷契約金］
４６３，９４２・５千円
（ 単 価 ） 出 荷 契 約 米 ６，
０ ０ ０ 円 ／ 俵、 加 工 用
米・ 備 蓄 米 ３，０ ０ ０ 円
／俵
［支払日］
令和元年６月 日
六、 内部管理態勢にかかる
指 導 要 綱・ＪＡバンク 基
本方針に基づく体制整備
モニタリング報告について
内部管理態勢にかかる
指導要綱並びにＪＡバン
ク基本方針に基づき、体
制整備モニタリングを実

施した結果、定められた
項目について未整備事
項はなかったことを報告
しました。
七、ＪＡくろべ設立五十周
年記念「夏の総合フェア
２０１９」の開催につい
て
八、支店送迎バスの廃止に
ついて
東部支店の支店送迎バ
スを廃止することを報告
しました。
［廃止時期］
令和元年８月（７月まで
運行）
九、全役職員コンプライア
ンス研修会の開催につい
て
７月 日（月）午後５
時 分から全役 職員コン
プライアンス研修会を開催
することを報告しました。
十、労使協議の結果につい
て
賃上げ及び諸要求につ
いて、労使協議を行った
結果を報告しました。
十一、資金運用に関する報
告について
十二、営農継続困難な圃場
への対応について
諸般の事情により営農
継続困難となった担い手
農業者の圃場への対応経
過や今後の対応等につい
て報告しました。
十三、参議院議員通常選挙
の応援体制について
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◆付議事項
第１号議案 専決処分の承
認について（農業用ドロー
ン売買契約締結）
農業用ドローン売買契約
締結について専決処分した
ことを承認しました。
第２号議案 農業用ドロー
ン管理委託契約の締結につ
いて
農 業用ドローンの運用に
ついては、子 会 社の有 限 会
社グリーンパワーくろべにお
いて実 施 するため、同 社 と
の管理委託契 約の締 結につ
いて協議し、承認しました。
［契約予定日］
令和元年７月１日
第３号議案 専決処分の承
認について（令和元年産水
稲種子前渡金支払）
種子生産販売代金等事務
取扱要領に基づき令和元年
産の種子 採 種 生産 者への前
渡金の支払いについて専決処
分したことを承認しました。
第４号議案 令和元年産新
規需要米の販売計画につい
て
令和元年産米の新規需要
米の販売計画について協議
し、承認しました。
［販売計画］
・飼料用米
３９７ｔ
（前年実績 ４４０ｔ）
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短歌





佐渡

上田 洋一

律子

良子

選

節子

新酒

女川

春美

紀子

廣瀨

寺島

久美

平岡田鶴子

神子

若林由紀子

選

丸田美恵子
内橋はるみ
木野本靖子
角井 孝通
斉藤 和子

石田阿畏子

手を引いて母と一緒に花を観る
嘉辰令月こころ和みて
塩の道の仁科の里の神明宮
御朱印くっきり令和元年
令和への日は近づきて見上げしよ
しる
七星著けく輝れる夜の空
何事も「平成最後」と謳われるも
変わらずに過ぐわれの一日
音楽に合わせて踊る孫見れば
赤ん坊から子どもの顔へ
とう
葉牡丹は薹立ちてなお陽を求め
傾き咲けり日陰の庭に
カラカラとペットボトルの風車
モグラおどしの工作の春
六月に生うけたれば梅雨に濡れし
ほが
紫陽花活けて酒祝いたり

俳句



七月末日必着

茅花抜けば銀色来し方もまた
万緑の牧にゆつたり牛坐る
梅雨晴や山懐の湯に憩ふ
かたまつてマラソンランナー遠青嶺
路地廻るこども神輿やドンツクドン

切

ジュニアの部

〆

池の上は銀の鏡や夏の星 
中学三年 板澤 しほ
水遊びにはしやぐ子どもら昼下がり 中学三年千田 杏咲

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

まちがいさがし
※締切
月

８

日

10

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。
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

【前回のクロスワードの答え】
ブルーベリー
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した。

編 集 後 記
（令和元年６月末日）（

）は前年同月比

正組合員数
4,844人 （－156人）
（正組合員戸数 3,956戸）（－120戸）
准組合員数
4,977人 （＋ 4人）
（准組合員戸数 3,534戸 （＋ 10戸）
みなさまの貯金高 1,002億5,251万円（ 97.1%）
みなさまへの貸出金 188億3,865万円（ 93.3%）
長期共済保有高
2,060億1,561万円（ 95.8%）
購買品供給高
18億 245万円（101.3％）
販売品販売高
4億5,945万円（114.3％）

15

笑味ちゃん
©みんなの
よい食プロジェクト
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いよいよ夏本番、気温も上がってきました。子ど
もたちはこれから始まる夏休みにウキウキしている
頃でしょうか。夏休みといえば自由研究の思い出が
ありますが、夏は生き物や植物を観察するのには
ぴったり。夜には星座を観察するのも楽しいです
ね。何気ない日常の中にも、ちょっとした不思議や
感動はたくさんあるものです。そういった発見を
日々大切にしていきたいですね。
〈SHIN〉

≪お盆のJA業務のご案内≫
８月

本店・各支店
営農センター

JAくろべサービス㈱
アグリプラザ東
営農支援センター
カーピット
☎65-9100 カーポート宇奈月
☎65-1068
☎54-0444

13日
（火）
８：30～17：00
14日
（水）
８：30～18：00
（金融窓口８：30～16：00）
【通常営業】
15日
（木）
【通常営業】

８：30～17：00
８：00～19：00
【通常営業】

16日
（金）

８：30～17：00
【通常営業】
８：30～17：00
※電話対応のみ

※ATMは通常稼働です。

「秋期休日営業」の開始について
農機課では、下記のとおり秋期繁忙期対応のため休日営業を行います。
ご来店の皆様には、「秋期休日営業」についてご理解、ご協力をよろしくお願いします。

実施期間
営業時間

令和元年８月24日（土）〜９月29日（日）
８:30〜17:00 ＊土、日、祝日を対象とします
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