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づくりは作物栽培の基本!!

～元気な土づくりこそ品質向上のかなめ～

土壌改良資材をしっかり施用して高品質な「名水の里

黒部米」を生産しよう

稲の生育には、「窒素・リン酸・カリ」の肥料主要３要素のほかにケイ酸、アルカリ、
鉄、苦土などの養分がバランスよく含まれる「土」が重要となります。
気象変動による収量への影響や品質低下（病虫害など）を抑えるためにも、土壌改良
資材施用などによる「土づくり」を徹底し品質を高めましょう。

●土壌改良資材の施用徹底
〈ケイ酸〉
生育中に稲は土中のケイ酸を吸収し、成長するため継続補給が重要となります。ケイ酸の施用は稲の茎葉
や根を強くし、倒伏やいもち病に対する抵抗力を増やすほか、水分蒸散を抑制し品質低下を抑えるととも
に、光合成促進による整粒・食味向上、割籾低減による斑点米抑制にも効果があります。

〈アルカリ〉
pHは土壌の酸性度を示す指標で、pHによって作物の
養分吸収および土壌微生物の活動が変化します。稲に
適したpHは弱酸性ですが、近年土壌が酸性化しており、
改善が必要です。
酸性化した（pHが低い）土壌で生育する稲は、カド
ミウムの吸収も懸念されます。pH矯正に必要となるア
ルカリ資材の毎年施用による、稲に適した土壌pHへの
誘導が重要となります。

ごま葉枯病
肥料の流亡しやすい砂質浅耕土など、
地力の低い圃場で発生が多く、同じ場所
で毎年発生する傾向があります。管内で
も砂質浅耕土を中心に発生が増加してい
ます。カリ、ケイ酸、鉄の養分が減少す
ると発生しやすくなります。

鉄は葉緑素の生成に必要な要素であるとともに、稲
の根腐れを防ぐために重要な成分です。鉄分が少ない
といもち病やごま葉枯病、下葉の枯れあがりが発生し
登熟および収量低下が懸念されます。
また鉄分は下層土壌へ流失しやすい成分であり、下記
土壌改良資材施用に加え、天地返しや有機物の施用によ
る保肥力を高めることも効果的な対策となります。

↓ごま葉枯病の病斑

〈鉄〉

〈上記成分を改善する主な土壌改良資材の特徴と施用量〉
資材名
ケイカル
アサヒニューテツ
シリカロマン

特徴（主な成分）

10ａ当たり
施用量

稲の葉や茎が丈夫になり、倒伏やいもち病に対する抵抗性が増す。

200㎏

秋落ちしやすい砂質浅耕土で不足する鉄分とケイ酸の同時補給ができる。

100㎏

ケイ酸、リン酸、苦土、鉄を一度に補給できる省力複合資材。

100㎏

牡羊座 ３／ 21 ～４／ 19 11月の運勢
【全体運】物事を邪推しやすくなる暗示。意識してプラスの発想に転換を。神社や仏閣に足を運ぶと心が落ち着きそう
【健康運】無理しがち。体をいたわることで開運に
【幸運の食べ物】カブ
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稲の生育において必要な要素である水と養分は、主に根から吸収されます。根は稲の地上部
を支え、土壌は稲の生育において必要な水と養分を保持します。根の伸長とその機能に適した
良い土壌環境をつくるためには、有機物資材や土づくり資材の施用、深耕・排水対策などがと
ても効果的です。

●有機物の施用

●土壌分析をしよう

〈腐植〉
腐植は土中の有機物全般を意味します。腐植その
ものは養分として作物に吸収されるわけではありま
せんが、土壌の化学性・生物性などを左右し作物の
生産・成長には重要な役割を持っています。
腐植は、微生物の増加による地力向上、浸透性・
保水性・通気性の改善による根張り・生育の向上､
各養分の保持力向上による登熟、品質（整粒）の安
定を図ります。生育期間中の稲体活力維持、品質収
量の安定向上のためには、腐植含量を高めることが
重要です。有機物の施用を積極的に行いましょう。
毎年の継続施用が重要であり、土壌改良資材と併
せて施用しましょう。

〈堆肥の秋施用の例〉
種類

10ａ当たり施用量

牛ふん堆肥

２t

豚ふん堆肥

１t

発酵けいふん

150㎏

土壌状態の把握、土壌状態に応じた土づくりお
よび次年度の肥培管理のためなどに土壌分析（診
断）を実施しましょう。全農とやまの農産物分析セ
ンターでは腐植含量、pH、有効態ケイ酸・リン酸、
遊離酸化鉄などの項目について分析できます（有
料）。分析を希望される方は、各営農支援センター
へご相談ください。

●秋起こし・深耕・排水
〈秋起こし〉
土壌改良資材や有機物のすき込みのほか、稲わら
などの分解および腐熟促進のためにも重要な作業で
す。分解腐熟は地温が高いほど促進されるため地温
の高い秋に行いましょう。

〈深耕〉
作土層が浅いと根が十分に伸長しないため、気温
や水分変化の影響を受けます。同量の基肥量でも深
耕の場合は生育後半の凋落は無く、収量・品質も安
定します。全胴割率も浅耕に比べ減少。

〈排水〉
秋起こしによる腐熟の促進と土壌改良資材および
有機物の施用効果を高めるためにも、雨水の停滞が
無いよう深い排水溝を設置しましょう。

「秋の

づくり運動」実施期間

黒部市農産物品評会

９月15日～11月15日

出品募集

11月２日（土）､ ３日（日・祝）のJAくろべ「農業祭」では、黒部市農産物品評会が開催され
ます。皆様が丹精込めて生産した農産物の出品をお待ちしております。
出品規格・出品申し込み・出品物搬入期限などの詳細については、各営農支援センターまで
お問い合わせください。
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牡牛座 ４／ 20 ～５／ 20 11月の運勢
【全体運】優柔不断になりやすい月です。信頼できる人に助言を求め、参考にすると◎。リラックスするには音楽鑑賞を
【健康運】まずまず。漢方やハーブに注目してみて
【幸運の食べ物】ギンナン

農閑期の店舗営業について
期間：令和元年10月１日（火）〜令和２年３月20日
（金・祝）
店

舗

名

平

日

土・日・祝

南部営農支援センター
北部営農支援センター

８：30～17：00

休

業

東部営農支援センター
ア グ リ プ ラ ザ 東

８：30～17：00

９：00～16：00

「黒部米富富富」が デビュー！10月より 販売開始

アグリプラザ東でも販売しています

平成19年８月に全国初の地域ブランドとして認定
された「黒部米」。JAくろべでは「黒部米」の地域団
体商標登録を取得し、「名水の里 黒部米こしひかり」
を販売しています。
このたび、10月３日の令和元年産富山県ブランド
米「富富富」の販売開始に合わせて、黒部産100％の
「黒部米富富富」がデビューしました。「富富富」はコ
シヒカリの味を継承しつつ、粒がしっかりとしていて
旨み・甘み・香りのバランスの良いお米です。黒部川
扇状地の肥沃な大地で、農家の皆さんが黒部の名水を
たっぷり使って心を込めて作った「黒部米富富富」は、
当JAアグリプラザ東などの市内販売店をはじめ県内外
で販売されます。

JAくろべ販売価格（軽減８％税込）

精米２㎏………… 1,080円
精米５㎏………… 2,570円
玄米30㎏………… 12,000円
※すべてアグリプラザ東での販売価格です。

「黒部米」ロゴ

〈お問い合わせ〉 アグリプラザ東

☎65-9100

双子座 ５／ 21 ～６／ 21 11月の運勢
【全体運】心理的に不安定になりやすいよう。笑顔を心掛ければ、自然に気持ちも上向きに。野菜中心の料理がお勧め
【健康運】体を動かすほど、健康に近づける時期
【幸運の食べ物】ニンジン
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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

株式会社名古屋食糧

稲刈り研修

（第31回）「米を商品として扱うのに米づくりを知らない社員が多い」ということで始まった弊社
の研修です。今年も田植え・稲刈りと貴重な経験をさせていただきました。
＜体験して感じたこと＞

⇒稲刈りでコンバインが入るスペースを確保する角刈り、圃場内の除草作
業、籾摺り後の玄米袋詰めをメインに作業を体験させていただきました。
日ごろはデータ上や玄米袋、精米商品でしか見る機会がなかったため、想
像以上の手間や重労働が必要だったことを知り、今後は見る目が変わると
思います。１パレットを積み上げた時の達成感はすごかったです。
また、一見地味に見える除草作業が実はとても重要な作業であること
や、天候により作業の優先順位が目まぐるしく変わることなど、ほんの
少しですが農家の方の苦労を体験することができました。

班に分かれて研修

＜学んだこと＞

除草作業

コンバインを運転

⇒異物混入防止をはじめ、米の品質向上へ向けた取り組みの大変さ、農
家の方の米づくりに対する熱意とプライドを感じました。私たちが行った
のは田植えと稲刈りだけですが、それ以外にもっと地道で大変な作業が
あるかと思います。商品として扱う「黒部米」はこれらの手間暇あっての
もの。そのことに対する感謝の気持ちを改めて感じることができました。
JA職員様をはじめ、お忙しい中にもかかわらず体験を受け入れていた
だいた農家の皆様、本当にありがとうございました。

稲刈り作業を体験

おすすめ品!!

JAくろべ職員の

米の受け入れ作業

袋詰めされた玄米

すまいる 掲示板
果物や地元産ベリーを使用した
無添加のジャムです。無農薬栽培
さ れ た ベ リ ーを 農 家 さ ん が 直 接 加 工
しているので安心・安全！食感を残して
いるので、果肉をしっかりと味わう
ことができます♪

ベリーズ工房黒部

アグリプ
ラザ東
-9100）
で
購入でき
ます！

フルーツジャム各種

（☎65

１個
（160ｇ）
……600円
（軽減８％税込）
企画総務部
総務課
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新村

美鈴

りんご／無花果／ラ・フランス／ストロベリー／
ラズベリー／ブルーベリー／チョコレートベリー ほか
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企画総務部
企画課

山本

美香

蟹座 ６／ 22 ～７／ 22 11月の運勢
【全体運】レジャー運が活性化します。気の合う友人と出掛けると、素晴らしい発見が多いはず。新チャレンジも大賛成！
【健康運】暴飲暴食は禁物。栄養バランスを大切に
【幸運の食べ物】シイタケ

農業用廃プラスチック
廃棄農薬回収のお知らせ
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。
収 集 日：11月９日（土）午前９時～午後３時
収集場所：資材倉庫（本店構内）

１．農業用廃プラスチック
＜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。下記①～⑤に分類してください。

＜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」などはきれいに取り除いてください。
（水洗いの必要なし）

☆回収の対象となるもの☆
（①～⑤に分類してください）

（130円／㎏

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）

※回収できないもの※
●正しく分類、梱包、箱詰めされて
いないもの
●異物が混入しているもの

（130円／㎏

（130円／㎏

10％税込）

10％税込）

（130円／㎏ 10％税込）

10％税込）

㌔

２．廃棄農薬
＜ポイント１＞「正しく分類」（処理の方法が違う場合があります）
●下記の剤ごとに分類し箱詰めをお願いします。
粉剤、粒剤、水和剤、液剤、水銀剤、クロールピクリンなど
※金属缶（スプレー缶含む）
、農薬以外のもの（動物医薬品など）
、臭化メチル燻蒸剤（サンヒューム
など）、農薬名のわからないものは回収できません。

＜ポイント２＞「しっかりした箱に詰める」
●分類ごとに、しっかりしたダンボール箱などに詰めてください。
（搬入、搬出、輸送中に農薬が漏れないように）
●中身の確認のため、箱にふたはしないでください。
※農薬が漏れていたり、状態が悪いものは回収できません。

３．回収経費
●一般農薬は342円/㎏（10％税込）
●農薬空容器類（洗浄していないもの）は750円/㎏（10％税込）
●特殊農薬（水銀剤、クロールピクリンなど）は別途料金となります。

◎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、口座より徴収させ
ていただきます。

問い合わせ先

▼

当日は必ず「印鑑」をご持参ください。

獅子座 ７／ 23 ～８／ 22 11月の運勢
【全体運】やや停滞気味。問題発生時には、周囲の意見に耳を傾けるとグッド。厄払いにリビングや寝室の掃除も有効です
【健康運】軽い運動にツキ。散歩や体操を楽しんで
【幸運の食べ物】シシャモ

資材課

☎︎５４−２０５４
2019ー10 №545
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☆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）

黒部市堀切81-1

スカイコートパレス

● 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
☆閑静な住宅街です
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２DK
45.88㎡

黒部市岡559-1

スイートテラス

２LDK
62.27㎡

家賃：53,000円（103号・即日可）
55,000円（302号・即日可）

家賃：64,000円（302号・即日可）
62,000円（101号・即日可）

☆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

☆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 ／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

●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：年間12,000円●備考／
ケーブルテレビ、火災保険加入必要

乙女座 ８／ 23 ～９／ 22 11月の運勢
【全体運】良縁に恵まれるので、人脈拡大を意識し、積極的に集まりの場に参加して。趣味がプロの腕前に到達しそう
【健康運】スキンケアに集中を。良質な睡眠が大事
【幸運の食べ物】カリン

実りの秋を実感！

M ONTHLY T OPICS
村椿小学校

今月
の
小学校で体験学習田の稲刈り 表紙

鎌を使った稲刈り体験

市内の小学校（石田・村椿・若栗・宇奈月の４校）
で体験学習田の稲刈りが９月５日から行われました。
この体験学習田は、「食」と「農」への理解を深めて
もらおうと、JAくろべ青壮年部や地元農家の方の協
力を得て実施されています。今回収穫した稲は、５月
石田小学校

の田植え体験で児童が手植えしたものです。
児童は、農家やJA営農指導員から鎌の使い方や収
穫の注意点などを教わりながら手作業で稲を刈り取
り、束にしたものをコンバインに通して脱穀しまし
た。 作 業 が 終 わ る と、JA営 農 指 導 員 か ら 黒 部 米 で
作った「黒部米茶」が配られ、参加した児童は「しゃ
がんで作業するのは大変だったけれど、鎌を使って刈
り取るのが面白かった」、「収穫したお米を炊いて食べ
てみたい」など、笑顔で感想を話しました。
10月中には、春からバケツ稲作を実施している小

若栗小学校

学校（たかせ・荻生・生地の３校）での脱穀・精米作
業の体験も予定されています。

皮をむいて観察
宇奈月小学校
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 11月の運勢
【全体運】いきなり高評価を目指さず、「急がば回れ」で取り組んだ方が成果につながります。リフレッシュは露天風呂へ
【健康運】体力過信にご用心。準備運動は念入りに
【幸運の食べ物】ハクサイ

コンバインによる脱穀
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黒部産「富富富」を刈り取り
献穀斎圃抜穂祭
黒部市献穀奉耕協力会は９月22日、献穀斎圃抜穂
祭を奉耕主・池田順郎さん
（若栗）
の圃場で行いました。
神事には当JAの平野正義組合長をはじめ、大野久
芳市長や宮腰光寛衆議院議員などが出席し、参加者が
見守るなか刈女姿の地元女子小・中・高生５人が「富
富富」の稲穂を収穫しました。
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・池田さんが挨拶され、池田さん
は「献納に向けて、一粒一粒心を込めて精米まで作業
していきたい」と述べられました。刈り取った「富富

鎌を使 っ て 稲 を 刈 り 取 る

富」は、11月の大嘗祭に精米１升が献納されます。

産地で農作業に触れる
株式会社名古屋食糧

社員研修

いろんな梨を食べてみよう
梨の収穫体験

愛知県にある株式会社名古屋食糧の社員16人が
９月11日から25日にかけて、管内農家や当JA営農
センターで農業体験を行いました。
黒部米を取り扱う同社では、産地である黒部や米
生産について知ることを目的として、主に新入社員
を対象に黒部市内の生産者のもとで現地研修を行っ
ています。研修は４班に分かれて実施され、受入先
農家では稲刈りを中心とした農作業、営農センター
では収穫後の米の受入作業を体験しました。また、
期間中には小学校の体験学習田にも参加し、子ども
たちとともに稲刈りを行いました。

従業員が収穫をサポート

新興果樹園有限会社（浦山）では９月５日、子どもた
ちによる梨の収穫体験が行われ、うらやま保育園と下立
保育所の年長児が参加しました。
園児は、果樹園の従業員の補助を受けながら１人１つ
ずつ「豊水」を収穫し、作業後には従業員が用意した４
品種の梨の食べ比べを行いました。梨を味わった園児は
「それぞれ味が違って、どれも甘くて美味しい」と満足
げに話していました。

コンバインの運転を体験

野菜料理に秋を感じる

ふれあい組織ひまわり会「茶話会」

女性

部

JAくろべふれあい組織ひまわり会の荒俣地区は９月
18日、ミニデイサービス「茶話会」を荒俣公民館で
開き、20人が参加しました。
荒俣地区の「茶話会」は、楽しく料理を作りながら参加
者同士の交流を深めることを目的に行われており、今回は
「オクラのお吸い物」や旬の野菜をメインに使った「秋野
菜の天ぷら」などの作り方を学びました。参加者たちは完
成した料理を味わいながら、笑顔で会話を楽しみました。
9
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野菜を使った料理

蠍座 10 ／ 24 ～ 11 ／ 22 11月の運勢
【全体運】新しいことをスタートさせるのに最適。未体験ジャンルでも成功率は高め。にぎやかな場所に行くと運気がアップ
【健康運】不規則な生活になりやすいよう。自制を
【幸運の食べ物】柿

人形・ぬいぐるみに「ありがとう」
報恩
報恩

巨大な松明が燃え上がる

人形供養

愛本新用水天満宮松明祭

人形供養が９月23日、カトレアホールや

すらぎで行われ、141世帯から約1,800体の人形や
ぬいぐるみが集まりました。
供養法要は、吉祥寺のご住職をお迎えして執り行
われ、参列者が愛着のある人形に感謝を込めて70
人以上がお参りしました。また、三日市保育所の園
児も参加し、「おねんじゅおててに」や手遊び歌な
どの歌を参列者に向けて披露しました。
力を合わせて松明を運ぶ男衆

黒部市無形民俗文化財「愛本新用水天満宮松明祭」
が10月５日、愛本地区で行われました。
この行事は、江戸時代に水不足に苦しんでいた愛本新
地区に用水が引かれた際に、それを喜んだ村人たちが松
明をかざして水を迎えたことが始まりとされています。
日が暮れてから始まった祭りでは、重さ約450㎏の
巨大な松明２本に火が灯され、地元の男衆が笛や太鼓
に合わせてそれらを担いだり引いたりしながら用水沿
感謝の気持ちを込めて歌う

しっかり食べて元気に！
朝ごはん食べよう運動

いを練り歩きました。男衆は「どっこい、どっこい」の
力強い掛け声とともに１時間ほどかけて大松明を運び、

女性

部

JA富山県女性組織協議会の「朝ごはん食べよう運

約600ｍ先にある愛本新用水天満宮に奉納しました。

多くのガス関連製品が並ぶ
くろべフェア2019

動」が９月26日、あいの風とやま鉄道黒部駅前で
行われました。この運動は、朝食を抜く人が増えて
いる現状を見直してもらうため、朝食の重要性やメ
リットなどを伝えることを目的に毎年行われている
ものです。
JAくろべ女性部では、黒部産の米を使ったおにぎ
り250個を通勤・通学客に配りました。女性部員た
ちは、
「朝ごはん食べようね！いってらっしゃい」と
声をかけながらおにぎりを手渡し、朝食の大切さを
呼びかけました。

ガスコンロについて説明するJA職員

黒部市内の商工業の祭典「くろべフェア2019」が
９月21日から22日にかけて、黒部市総合体育セン
ターで開かれました。
くろべフェアは黒部商工会議所と市が産業振興を目
的に主催しており、企業・団体が製品や技術をPRする
コーナーや、市内の飲食店による飲食コーナーなどが
設けられました。黒部エルピーガス協会によるガス関
連製品の展示販売ブースでは、当JA職員がガスコンロ

朝食の大切さを呼びかけました

やガス調理器具などについて来場者に説明しました。

射手座 11 ／ 23 ～ 12 ／ 21 11月の運勢
【全体運】周りとの調和をモットーに過ごしたい月。また、物質面より精神的なものに重きを置くことで、うれしい変化が
【健康運】スポーツジムなどで体を鍛えるとラッキー
【幸運の食べ物】のり
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ちいきの

暮らしいき いき
ネットワーク
さつまいもと
水菜のサラダ

■材料（４〜５人分）

さつまいも……… 小１本（200ｇ）
水菜………………… １束（100ｇ）
ピーナツ…………………………20ｇ
ベーコン………………………… ３枚
マヨネーズ………………… 大さじ４
Ａ
粒マスタード……………小さじ１/２
塩………………………………… 少々
コショウ………………………… 少々

（

ピーナツ・ベーコ
ン・マスタードを加え
た味付けが絶妙で、ご
飯にもよく合う味に
なっています。

■作り方

❶さつまいもは皮つきのまま４㎝の長さで３㎜幅の千切りに
し、２～３分、鮮やかな色になるまでゆで、ざるに上げる。
❷水菜は４㎝の長さに切り、水にさらして水気を切る。ピー
ナツは細かく刻む。
❸ベーコンは５㎜幅の細切りにして、フライパンでカリカリ
になるまで炒め、キッチンペーパーで脂をふき取る。
❹ボウルに①、②、③を入れてよく混ぜる。
❺食べる直前にAを加えて和え、塩・コショウをふる。

◇ 行 事予定 ◇ 10月下旬～11月中旬

『家の光』『ちゃぐりん』
11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

10月
22（火）即位礼正殿の儀

27（日）

23（水）

28（月）

24（木）

29（火）定例理事会

25（金）

30（水）

26（土）

31（木）

『家の光』
≪特集≫
・らくピカ掃除術
・最高！ご飯のお供
11月号

定価617円（税込）

11月
税務・法律相談日 12（火）
１（金）
（午後２時～／本店） 13（水）

『ちゃぐりん』

２（土）農業祭

14（木）

３（日）文化の日／農業祭
４（月）振替休日

ファミリー活動
15（金）
（～22日）

５（火）

16（土）

６（水）

17（日）

７（木）

18（月）

８（金）

19（火）

・モ～っと知ってほしい！

酪農の世界
・子どもたちの秋祭り
11月号

定価483円（税込）

９（土）廃プラ・廃棄農薬回収 20（水）

11

10（日）

21（木）

11（月）

22（金）
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山羊座 12 ／ 22 ～１／ 19 11月の運勢
【全体運】身近な人の良い面を吸収できる時期。体験談をつづった本を読むのも大いに参考に。習い事の集まりは刺激抜群
【健康運】小まめなストレス解消が体調に好影響大
【幸運の食べ物】ホウレンソウ

みんなの広 場
今月の

うらやま保育園（らいおん組）

子
っ
部
黒

☆梨がいっぱい☆
梨狩りに行ってきました。大きな梨を自分でもぎ取り、いろい
ろな梨の味くらべをしてどれも美味しくお腹いっぱい食べました。
運動会に向けて、毎日かけっこ・リレー・綱引きを楽しんでい
る元気ならいおん組です。

わが町の
げんき印

お互いの趣味を楽しむ

共通の趣味である庭づくりに仲良く取り組んでいる竹山さんご
夫妻は、ご結婚されてから今年で45年。色とりどりの花がたく
さん咲くお庭には、木製のテーブルセットなど工夫を凝らした
DIY作品が並んでいます。
新一さんの定年退職を機に本格的に始めたという庭づくり。木
工などのDIY製作は新一さん、花選びや定植は恵美子さんによる
もので、毎年２人でイメージを膨らませながらつくり上げている
そうです。写真にも力を入れている新一さんは、ご自身で撮影し
た富士山の写真や木工作品などを自宅横の『ギャラリーTAKE』
に展示しており、お庭と合わせて見学ができるようにしています。
「趣味があるといろんなことにチャレンジする機会ができ『次
はこうしてみよう、あれをやってみよう』という目的が生まれる
ので、夫婦２人ともそれが元気のもとになっていると思います。
自分たちの趣味でやっていることですが、来てくれた方に元気を
あげられる庭になれば嬉しいです」と笑い合う元気なご夫妻です。

来月号の掲載予定

今月の黒部っ子「三島保育所」

たけやま

わが家のアイドル「下立・浦山地区」

チャイルドギャラリー「荻生小学校」

しんいち

え

み

こ

竹山 新一さん（73歳） 恵美子さん（68歳）
（内山地区）

農業図鑑「南部営農支援センター管内」

青春・キッズ・げんき印「前沢地区」

水瓶座 １／ 20 ～２／ 18 11月の運勢
【全体運】自己流にこだわり、物事を停滞させがち。謙虚に他の方法を探して。発想力アップには、お香をたくのが効果的
【健康運】汗を流すと体調回復へ。運動を楽しんで
【幸運の食べ物】フグ

※変更になる場合があります
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中西
お父さん

いろ は

彩葉ちゃん（
 長女
恵太さん

３歳６カ月）

お母さん

沙織さん

よく食べ、よく喋り、よく笑うパワフルな
娘です！お姫様が大好きで、毎日ドレスやワ
ンピースを着てお姫様になりきっています。
パパもママもこれからの成長を楽しみにして
いるよ♡

わが家の

なかにし

愛 アイドル

あこがれのお姫様♪

大布施地区
（   植木   
）

チャイルド
ギャラリー

「立ち入り禁止」
私が、この「立ち入り禁止」とい
う作品で工夫したところは、筆でく
さりのような模様を描いたところで
す。ぜひ、見てください。

墨に水を足したり、紙の裏から墨
をたらしたりして、濃淡をうまく表
現しました。雪が降り始めたころの
様子が伝わってきます。
（先生より）

墨の濃い所、薄い所、線の太い所、
細い所など、墨と筆の特徴をよく生
かして描けましたね。楽しんで制作
する姿が印象的でした。（先生より）

だいかい じ しい ま

大海寺椎麻くん
（６年）

桜井小学校

「雪の始まり」
雪が降るのを下から見上げるイ
メージで、作品をつくりました。墨の
にじみ方がおもしろくなるように、紙
の裏から墨をたらして工夫しました。

おおつぼ

大坪

さくら こ

桜子さん

（６年）

「花」
とっても珍しい？里いもの
村椿地区の池村昭さんの畑で９月18日、栽培中の里いもが
黄色の花を咲かせているのが見つかりました。長年里いもを栽
培している池村さんですが、里いもが花を咲かせるのは大変珍
しく、実際に花を見るのはなんと25年ぶりだそうです。

里いもの花

13
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里いもはもともと熱帯地域原産
の植物なので、日本の気候ではな
かなか花を見る機会がありません。
気象条件や気温などによって稀に
開花することがありますが、非常に
珍しく10～20年に一度とも言われて
います。今年の夏は高温・多湿だった
ので、熱帯に近い環境となったの
かもしれませんね。

北部営農支援センター
川村 哲広 センター長

魚座 ２／１9 ～３／ 20 11月の運勢
【全体運】何ごとにも意欲的に臨めるはず。ひらめいたら、即動くのがベスト。ネットを通じて良い出会いがある可能性も
【健康運】代謝促進を図って。マッサージが一番
【幸運の食べ物】小豆

交通事故防止に役立てて！
JA共済のカーブミラーを市に寄付

当JAでは交通事故対策活動の取り組みの一環として、今年度２基のカーブミラーを市内に設
置しました。共済事業に取り組む中で、交通事故防止対策を強化し、今後も地域の交通安全運
動に協力していきます。
設置場所：植木地区（造成中の住宅街付近２カ所）

見通しの悪い交差点などでの、

出合い頭の衝突事故防止に役立っています。

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

■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…

JAくろべ各支店窓口へ

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

■収容人数30名

南 部 支 店 54-5454
三日市支店 54-0003

■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

● 社員・パート募集中！未経験者歓迎 ●
私たちと一緒に働きませんか？

お問い合わせ：JAくろべ興産株式会社

☎57-0205
2019ー10 №545 14

みずほ文芸
短歌 

山口

小栗

新酒

法原

佐渡

上田 洋一

桂子

清光

律子

洋子

良子

選

紀子

新村ます子

寺島

選

尚子

石田阿畏子

孝通

藤原

角井

尚生

丸田美恵子

木野本靖子

々

和子

美

悦子

斉藤

村椿

しほ

寿

中学三年 板澤

お食い初め口に入れば変な顔
歯がため石もいやいやポーズ
信号が青になりカラス渡りたり
アニメの様な今日の出来事
彼岸花地中の秋を吸い上げて
すくっと土手に赤く燃え咲く
助手席の君は歓喜の声出すも
運転辛き夕焼けの空
カーテンは引かずに寝よう縁側に
うつる月影ゆるりと眺め
何処へ行く脇目もふらず鬼ヤンマ
低空飛行秋は深まる
婿殿の名前も少し呼び慣れて
今宵中華の大皿囲む
消費税アップと聞いてうろたえる
母に「衝動買い無しね！」と子

俳句



桶屋



十月末日必着

秋思かな机上にひろぐ歎異抄
遠汽笛夕日まみれに一葉落つ
赤のまま道曲がるとき誰もふれ
つつましく生きる覚悟や捨子花
隠れしも雲間の満月待ちわびる
金の海稲穂にのぞく少女かな
燃えるかに野にいち面の彼岸花

切

ジュニアの部

〆

校庭の空いつぱいの赤とんぼ

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

11

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。

笑味ちゃん
©みんなの
よい食プロジェクト

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 （令和元年９月末日）

（

【９月号のクロスワードの答え】
ジヤガイモ
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
）は前年同月比

正組合員数
4,797人 （－161人）
（正組合員戸数 3,923戸）（－116戸）
准組合員数
4,986人 （＋ 6人）
（准組合員戸数 3,551戸）（＋ 16戸）
みなさまの貯金高 1,009億3,012万円（ 98.8%）
みなさまへの貸出金 187億8,433万円（ 92.8%）
長期共済保有高
2,024億5,051万円（ 95.5%）
購買品供給高
28億7,278万円（107.9％）
販売品販売高
15億6,069万円（113.0％）

10月といえば「ハロウィン」ですね。最近では、
仮装を楽しむ方もたくさんいると思います。毎年話
題に上りますが、今年はどのような盛り上がりを見
せるのでしょうか。そんなハロウィンが終わると、
11月には毎年恒例の「農業祭」が開催されます！皆
様に楽しんでいただけるように、ステージイベント
や各支店による出店、農機具の展示販売など、今年
もたくさんの企画を用意してお待ちしておりますの
で、ぜひご来場ください♪
〈MIZU〉
※今月の「理事会だより」は休ませていただきます。

依願退職
15

９月30日付

2019ー10 №545

企画総務部

総務課付

御囲

公二

お世話になりました。

11 月２日(土)

11 月３日(日･祝)

午前９:00～午後４:00

午前９:00～午後３:30

ＪＡくろべ本店 構内
歌とダンスと楽しいおしゃべりの
夢のパフォーマンスショー

(店頭配布･新聞折込)

上記どちらかをご持参の方

各日先着

11 月

日(

)

午後２:15～

名様へ

プレゼントします！

※来場者プレゼントは、お一人様１個と
させていただきます。
※パンフレット・チラシは、受付テント
までお持ちください。

♦
♦
♦
♦
♦
♦

黒部市農産物品評会
お楽しみ抽選会 ♦ 児童作品展
大鍋
♦ 支店イベント
青年農家イベント
女性部喫茶・作品展
展示即売コーナー
農作物/苗/日用品/墓石/仏壇/玉縄/ガス器具/
家電･暖房器具/エクステリア など

11 月

日(

･

)

午後１:40～

11 月

日(

･

)

午後２:10～

皆様のご来場を心よりお待ちしております！

※お客様の安全確保のため、農業祭会場内へのお車の乗り入れはできません。臨時駐車場をご利用ください。
※詳細は、組合員向けパンフレットまたはチラシをご覧ください。
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