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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、適期作業およ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低下とともに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６日

４月８日頃

４月17日

４月19日頃

４月22日

田植え
５月10日

４月14日

４月16日頃

４月24日

４月25日頃

４月28日

５月15日

●種子更新

●出芽

10ａ当たりの種籾必要量は、乾燥籾で2.4㎏～３
㎏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㎝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100ｇを20
Ｌの水に溶かして、種子10㎏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㎜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㎝で４㎏です。１箱当
たりのかん水量は800㎖です。種籾は乾籾で120ｇ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㎏程度
です。箱のへりから１～２㎜程度低い位置まで覆土し
ましょう
（乾籾120ｇ＝催芽籾推定容積180～190㎖）
。

●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】好調運です。順序立てて物事を進めると困難と思っていたことも解決へ。満足のいく結果を得られるでしょう
【健康運】友人とスポーツを楽しむのに最適です
【幸運の食べ物】アシタバ
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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施用されていない圃場へは
必ず耕起前に土壌改良資材を施用しましょう。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施用を確認させていただきますので忘れず施用ください。

●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

10ａ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㎏
100㎏
100㎏

自己
改革
農業者の所得増大

作土層を深くすることにより根域が拡大し、高温
などの気象変動、倒伏に強くなります。耕起は、作
土の深さ20㎝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
〈売る黒部産野菜を作ろう！〉

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１ｍ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／10ａ（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。

農業用ビニールなどの飛散防止対策のお願い
風で飛ばされた農業用ビニールなどが電線・架線に付着すると、周囲の停電や電車の
運行停止を引き起こす可能性があります。農耕用シートや防鳥テープ、ブルーシートなどは
風に飛ばされないようしっかりと固定し、強風時には圃場巡回を行うなどの飛散防止対策を
お願いいたします。
※電線・架線に引っかかっている異物を見つけた場合
は、感電の恐れがあるため決して触らずに管理者
（電力会社・鉄道会社）へご連絡ください。
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牡牛座 ４／ 20 ～５／ 20 ４月の運勢
【全体運】緩やかな上昇運です。丁寧な作業が実りをもたらします。問題が起きても、慌てず対処すればうまくいくはず
【健康運】ストレスをためがち。発散を心掛けて
【幸運の食べ物】レタス

第５回
日時

通 常 総 代 会

令和２年４月25日（土） 午後１時30分

場所 黒部市国際文化センター

コラーレ（カーターホール）

多くの総代の出席をお待ちしております。

第５回通常総代会
〈南部支店〉
日時：４月４日（土）午後１時30分
場所：農協本店３階大ホール

〈北部支店〉
日時：４月４日（土）午後１時30分
場所：北部支店２階会議室

事前説明会開催日程
〈三日市支店〉
日時：４月４日（土）午前９時30分
場所：黒部市民会館

〈生地支店〉
日時：４月４日（土）午前９時30分
場所：生地コミュニティセンター

〈東部支店〉
日時：４月４日（土）午後６時30分
場所：黒部市立中央公民館

農業
図鑑

の ばた

野畑

「規模拡大をめざして努力」

のりひさ

宣 久 さん

面
積：３.５ha（黒部市宇奈月町浦山）
作付状況：ねぎ（334ａ）、キャベツ（15ａ）、
アスパラガス、トウモロコシ、ししとう

ねぎを中心にキャベツやアスパラガスなどを栽培して
います。現在は有機栽培を取り入れており、より美味し
いねぎを育てるためにどのような肥料や農薬を使えば良
いのかなど日々試行錯誤しながら取り組んでいるところ
です。ねぎについては規模を拡大する予定で、今後は
400ａまで作付面積を広げたいと考えています。
農業に携わるなかで私も今まで多くの失敗を積み重ね
てきたと思いますが、そうした苦労を経験しているから
こそ美味しいねぎができたときに得られる喜びは大きい
ですね。出来の良い野菜が収穫できて、それを実際に食
べてくれた人から「美味しい」という声をいただけたと
きが一番やりがいを感じられる瞬間です。
これからも面積拡大や生産量アップをめざして挑戦を
続け、将来的には法人化なども視野に入れながら精力的
に農業を行っていきます。

双子座 ５／ 21 ～６／ 21 ４月の運勢
【全体運】交友関係が活発化し盛り上がります。縁談は自分で進めるのも人に勧めるのも吉。仲人を引き受けるのも招運に
【健康運】体力増進のチャンス到来。新しい運動を
【幸運の食べ物】アスパラガス
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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

カフェレストラン「ICHIMO（イチモ）」

第35回は、尾張一宮駅前ビルに店舗を構えるカフェレストラン「ICHIMO」様にインタビューしました。
＜黒部米の取り扱いについて＞

倉知

⇒「ICHIMO」がある愛知県一宮市は、ワンドリンクほど
の料金で朝食が楽しめる「モーニングサービス」が盛んな
地域です。市内のお店が提供するモーニングは地元で「一
宮モーニング」と呼ばれています。もちろんお昼時のラン
チメニューもおすすめですが、一宮モーニングは黒部の
方々にも是非体験していただきたい文化です。
当店では、モーニングの中でも珍しい「卵かけご飯」を
提供しており、お店のオープン時（平成24年11月）から黒
部米コシヒカリを使用しています。釜で炊き上げた黒部米コ
シヒカリは、地元産「浮野の卵」との相性もバッチリです！
お客様からは「ご飯が美味しい」とご好評をいただいて
おり、スタッフ一同も自信を持って黒部米コシヒカリを提
供しております。

辰夫店長

＜産地・黒部への期待＞

⇒黒部というと“水”が豊富で綺麗なところと
いうイメージがあるので、お米だけでなく黒部
の名水を使用してみるのも良いですね。モーニ
黒部米コシヒカリ使用の ングにはドリンクが付くので、例えば黒部の名
卵かけご飯セット
水を使ったコーヒーを提供する期間限定イベン
トなど、黒部に対するイメージを生かせる展開
ができれば面白いのではないかと思います。こ
れからもよろしくお願いいたします。

10㎏箱（良Ａ）
…… 5,400円
３㎏箱（良Ａ）…… 2,100円
２㎏箱（良Ａ）…… 1,500円

※全て税込

2020ー３

№550

カフェレストラン「ICHIMO」
住

所：愛知県一宮市栄三丁目１番２号
一宮駅ビル i-ビル３F
電 話：0586-85-7891
営業時間：９：00～17：00
（モーニング ９：00～11：00）
17：00～21：00
（予約制）宴会などのみ

黒部丸いもは、
強い粘りと濃厚な味わいが特徴です。
空気に触れても変色しにくいので、
すり下ろしてだしで延ばしたとろろも
良し、焼いたり揚げたりアレンジ
するのも美味しいです。贈答用
としてもおすすめです♪

黒部丸いも

5

店内の様子

すまいる 掲示板

!!

のおすすめ品

JAくろべ職員

「ICHIMO」外観

販売部
販売企画課
片山 真沙樹

アグリプラザ東

バラ売り

（☎65-9100）で

もあり！

購入できます！

蟹座 ６／ 22 ～７／ 22 ４月の運勢
【全体運】前半はもたつきが感じられるものの後半は回復へ。大事なことはじっくり構え、下旬から始動するのが良い選択
【健康運】持病のケアが重要。血の巡りを良くして
【幸運の食べ物】新ジャガイモ

日（木）

理事会だより
月

定人員や職種・応募資格な
どについて決定しました。
詳細は裏表紙参照

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。
六、令和元年産大豆買入状
況について
２月５日現在の令和元
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）
２２０袋
２等

３，６３０袋
３等 
５，４５７袋
合格 
規格外  １，０８３袋
（袋／ ㎏）

七、平成三十年産・令和元
年産米販売数量報告につ
いて
１月末現在の平成 年
産米及び令和元年産米の
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）
９７，８２５・０俵
［前年対比１０２・６％］
（元年産販売数量累計）
４２，８９０・０俵
［前年対比１００・１％］
八、平成三十一年度アグリ
プラザ東品目別実績報告
について
販売金額［直売品］
４０，４２３千円
［前年対比９８・４％］
九、下半期コンプライアン
ス・プログラム実践・進
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獅子座 ７／ 23 ～８／ 22 ４月の運勢
【全体運】運気は大きく盛り上がり動きが激しいときです。善は急げ、早めの行動が吉。下旬からは守りに回って正解
【健康運】頑張りが利きますが、休養も忘れずに
【幸運の食べ物】エビ

◆報告事項

一、組合員の加入及び脱退
について
二、一月度の事業実施状況
について
三、平成三十一年度決算に
ついて
平成 年度の決算状況
（みのり監査法人監査前）
について報告しました。
［ ］内は計画対比
（事業総利益）
１，３９１，１３７千円
［１０２・４％］
（事業利益）
１７５，６４２千円
［２４０・９％］
（税引前当期剰余金）
２３０，６９１千円
［１８９・６％］
四、第４四半期内部監査中
間報告について
第４四半期において内部
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、平成三十一年度監査業
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
な事例及び内部統制・コ

30
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が一部改正されたことか
ら、農地利用集積円滑化事
業規程の廃止を第５回通常
総代会に提案することを決
定しました。
第８号議案 農業経営受託
規程の一部改正について
定款の一部改正により所
要の見直しを行うため、農
業経営受託規程の一部改正
を第５回通常総代会に提案
することを決定しました。
第９号議案 信用事業規程
の一部改正について
令和２年４月１日に大口
信用供与等規制が見直しさ
れることに伴い、所要の見
直しを行うため、信用事業
規程の一部改正を第５回通
常総代会に提案することを
決定しました。
第 号議案 投資信託販売
手数料率の制定について
４月より新たに取り扱う
投資信託の販売手数料率を
制定しました。
第 号議案 第五回農業祭
の開催について
第５回農業祭を 月 日
（土）・ 月１日（日）の両
日、本店構内において開催
することを決定しました。
第 号議案 令和三年度職
員募集について
令和３年４月に職員を新
規に採用するため、採用予

31
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◆付議事項

第４号議案 定款の一部改
正について
農協法及び同施行規則が
改正されたことから、役 員
の欠 格 事 由について所 要の
見 直しを行うため、並びに
農業経営基盤強化促進法が
一部改正されたことから、農
地利用集積円滑化事業を廃
止 す る ため、定 款の一部 改
正を第５回通常総代会に提
案することを決定しました。
第５号議案 定款附属書総
代選挙規程の一部改正につ
いて
農協法及び同施行規則が
改正されたことから、総代
の被選挙権を有しない者に
ついて所要の見直しを行う
ため、定款附属書総代選挙
規程の一部改正を第５回通
常総代会に提案することを
決定しました。
第６号議案 規約の一部改
正について
農業経営基盤強化促進法
が一部改正されたことか
ら、農地利用集積円滑化事
業を廃止するため、規約の
一部改正を第５回通常総代
会に提案することを決定し
ました。
第７号議案 農地利用集積
円滑化事業規程の廃止につ
いて
農業経営基盤強化促進法
10

11

12

27

31

２

第１号議案 平成三十一年
度資産査定結果及び貸倒引
当金の計上について
平成 年度末を基準とす
る資産の自己査定結果を報
告し、決算に計上する貸倒
引当金等の額について決定
しました。
第２号議案 債務者区分変
更に伴う貸倒引当金等の追
加計上について
債務者が業績不振のた
め、債務者の取締役会及び
臨時総会において解散を決
議したことにより、債務者
区分を変更し、資産査定要
領に基づき平成 年度決算
において個別貸倒引当金を
追加計上することを協議
し、承認しました。
また、解散・清算に係る
所要額について引当金を計
上することを協議し、承認
しました。
第３号議案 内部統制シス
テム基本方針の整備・運用
状況確認結果について
内部統制システム基本方
針の整備・運用状況の確認
結果について協議し、承認
しました。
31

11

10

31

30

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、第４四半期苦情等対応
について
第４四半期に、利用者
から不適切な対応や事務
ミ ス な ど に 対 す る 苦 情、
問い合わせがなかったこ
とを報告しました。
十一、第４四半期事務ミス
等の発生状況について
第４四半期に発生した
５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。
十二、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。
十三、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
況及び令和２年度第１四
半期の方針・計画につい
て報告しました。
十四、黒部市長への農業振
興にかかる提案について
の結果報告について
31

令和元年 月９日開催
の黒 部 市 長との懇話 会に
おいて提案した結果、令和
２年度黒部市予算等に反
映される見込みとなった内
容について報告しました。
十五、優良生産者表彰の選
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。
十六、大布施共同乾燥調製
施設フレコン計量機の更
新について
フレコン計量機の更新
が完了したことを報告し
ました。
十七、系統関連組織の解散
について
系統関連組織の取締役
会及び臨時総会におい
て、解散決議がなされた
こと、今後の解散・清算
に向けたスキーム等を報
告しました。
十八、役員選任規程等検討
委員会の設置について
令和４年４月の役員改
選に向け、役員の年齢制
限、推薦区分、役員数な
どについて協議するた
め、役員選任規程等検討
委員会を設置することを
報告しました。
12

カトレアホールやすらぎを

特典❹ 特典❺

各種手続き代行

10％引き

特典❸

特典❶

（税抜）

特典❷

0120-53-0983

フリーダイヤル

TEL：52-4900 FAX：52-4422

乙女座 ８／ 23 ～９／ 22 ４月の運勢
【全体運】運勢は回復傾向。年上の人の話に耳を傾けて。相手の意見を受け入れる余裕が幸運をもたらします。早寝にツキ
【健康運】神経質にならないで。美味な緑茶が味方
【幸運の食べ物】タケノコ
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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

無料
50,000 円 引き
70,000円（税抜）が

東 部 支 店 65-7200

北 部 支 店 54-0034
生 地 支 店 56-8013

南 部 支 店 54-5454
三日市支店 54-0003

JAくろべ各支店窓口へ

カトレア会員のお申し込みは…

各種備品貸し出し

ホール使用料（本館・別館共通）

■遺族控室、寺院控室、浴室・ミニキッチン完備

■収容人数30名

■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

無料

香典返し、引出物

家族葬ホール

別館

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

一般葬ホール

本館

町内会葬者用送迎バス
往復１回

特典があります
ご利用の際に

特典
組合員
５つの

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。

M ONTHLY T OPICS
今月
の
表紙
ストック摘み取り体験

花に囲まれて笑顔咲く

農 事 組 合 法 人 前 山 は ２ 月20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
29人が参加しました。
ストックは南ヨーロッパ原産のアブラナ科の植物
で、豊富な花色と甘い香りが特徴です。農事組合法

花を選んで切ってもらう園児

人前山は、昨年の11月下旬から今年２月上旬にか
けてストックの出荷を行いましたが、ハウス内でま
だ咲いている花を有効活用しようと、昨年から近隣
の保育所に花の摘み取り体験を提案しています。
ハウスを訪れた園児は、一面に広がる色とりどり
のストックから気に入ったものを選び、両手いっぱ
いに花を抱えて喜んでいました。摘み取られたス
トックは、大人がハサミで葉や枝を整えてから、花

たくさんの花に満面の笑み

束にして園児に手渡されました。

安心して暮らせるように
第21回「地域協同」推進シンポジウム

営農組合の在り方と役割

女性

部

黒部市営農組合協議会 通常総会・研修会
黒部市営農組合協議会の令和元年度通常総会が２月
７日、喜泉で開かれ、会員や関係者54人が出席しま
した。
総会では、令和元年度の事業報告および決算報告が
行われたほか、令和２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。
研修会では、富山県新川農林振興センターから「営
農組合の経営改善に向けて～アンチエイジングのすす
め～」として営農組合の機能低下を防止する意識づく
りや取り組みが説明され、黒部米の作柄・品質の振り

活動について発表する有馬静代さん

返りと今後の技術対策について確認が行われました。

第21回「地域協同」推進シンポジウムが２月７

さらに市の担当者から、話し合いに基づいて農業者の

日、JA会館で開かれました。このシンポジウムは、

役割や地域農業の在り方を明確にする「人・農地プラ

高齢者福祉活動の発展と、「地域協同」による助け

ン」の実質化と、市単事業について説明がありました。

合い・支え合いの輪を広げることを目的に行われて
います。
シンポジウムでは介護や地域ネットワークに関す
る講演や、認知症予防運動プログラムの紹介があり
ました。また、JAくろべふれあい組織ひまわり会の
有馬静代さんによる活動発表が行われ、体操や調理
実習の取り組み、昨年初めて行われた運動会の様子
など、令和元年度の実績について発表しました。
参加者は県内JAの女性部員と意見を交わし、各JA
でのさまざまな取り組みに関心を持っていました。

管内の営農組合関係者が集まる

天秤座 ９／ 23 ～ 10 ／ 23 ４月の運勢
【全体運】楽しい席にお呼ばれするなど心弾むことが増えそう。人の輪に積極的に入っていって。うれしい発見があるはず
【健康運】回復、改善へ。名医に出会える予感も
【幸運の食べ物】イカ
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管内生産者が指導者部門で受賞
富山県農業振興賞表彰式
令和元年度富山県農業振興賞の表彰式が２月14日、
富山県庁で行われ、JAくろべ管内から山本操さん（前
沢）が受賞されました。この賞は、地域営農において
模範となる優良な生産者や指導者に贈られるもので、
今回で54回目となります。
山本さんは、水稲種子の集落営農の組織化および法
人化へ尽力し、種子の高品質化と地域の生産振興に寄

左から平野正義組合長、山本操さん

与してきたことなど多くの功績を認められ、指導者部
門での受賞となりました。

食と農をこれからの世代へ
食と農を考える集い

女性

部

JA富山県女性組織協議会による第17回「食と農
を考える集い」が２月15日、JA会館で開かれ、県

表彰式を終えた山本さんは当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、平野
正義組合長から謝辞とお祝いの言葉が贈られました。

先を見据えて計画的に

内JAの女性部員など約260人が参加しました。

ももの整枝・剪定講習会

同協議会の谷井悦子会長は「地域の食文化の伝
承、食の安全・安心を守り、次世代を担う子どもた
ちの未来のために私たち女性部がしっかりと支え
ていきましょう」と挨拶され、牧場「クローバー
ファーム」（高岡市）代表の青沼光氏による「富山
の酪農を未来に繋げるためのクローバーファームの
取り組み」と題した講演が行われました。青沼氏は
「酪農は大変なことが多いけれど、それ以上のやり
がいがある」と自身の経験を交えながら、酪農を未
来につなげていくために行っている活動や工夫につ
いて話されました。
午後からは、日本酒づくりをテーマとした映画
「恋のしずく」が参加者に向けて上映されました。

意見を出し合いながら樹形を整える

黒部市果樹振興会は２月14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、目
標樹形や作業効率を踏まえた剪定について解説と実演
が行われました。剪定作業は樹齢などの状態や生産者
の方針を確認しながら進められ、会員同士が積極的に
意見を交わしました。今年は冬の気温が高かったこと
から、例年に比べてももの生育が早まる見込みで、早

青沼光氏による講演の様子

期の防除に向けて計画的な作業が望まれます。

『名水の里 産地 黒部』生産者大会の開催中止について
令和２年２月29日（土）に開催を予定しておりました『名水の里 産地 黒部』生産者大会は、
新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、中止とさせていただきました。
黒部市農業再生協議会・黒部市農業協同組合

9
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蠍座 10 ／ 24 ～ 11 ／ 22 ４月の運勢
【全体運】心配事が増えそう。気になるなら、まずは事実確認から。状況をきちんと把握することが改善へとつながります
【健康運】悪いところは放置しないで早めに受診を
【幸運の食べ物】ソラマメ

出荷者の声を取り入れた直売所をめざす

アグリプラザ東

出荷者会議

当JA農産物直売所「アグリプラザ東」の出荷者
会議が２月26日、黒部市民会館で行われ、直売所
へ出荷を行う農業者など52人が出席しました。
会議では、アグリプラザ東へ出荷されている農産
物について、品目ごとに年間の出荷状況などを確認
し、令和４年春の開業をめざす「道の駅（仮称）く
ろべ」の概要について説明が行われました。また、
道の駅には農産物直売施設の設置が予定されている
ことから、出荷者の状況や道の駅への意欲・意見を
確認するためのヒアリングが実施されました。
「道の駅（仮称）くろべ」の基本設計などを確認

種類豊富な最新農機具が並ぶ

新年度の取り組みに向けて

2020春の農機具フェア＆自動車展示会

３組織協議会の総会
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組織協議会の令和元年度通常
総会が２月20日、ホテルアクア黒部で開かれ、会員
や関係者など64人が出席しました。
総会では、令和元年度の事業報告として各組織の活
動が説明されたほか、令和２年度の事業計画について
協議し、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

特徴や使い方を来場者に説明

当JAは２月29日、2020春の農機具フェア＆自動
車展示会を本店構内で開きました。
会場では、大型機械から草刈機や動力噴霧機など

て、みらーれTVアナウンサーの寺林紗会子氏による
「
『農家におじゃま』取材の裏話！」と題した講演が行
われました。寺林氏はラジオやテレビ番組で多くの農
業者へ取材を行い、さらに野菜ソムリエプロの資格を

の小型機械まで、さまざまな農機具が展示・販売さ

取得して青果物の知識を活用しています。講演では、

れました。JA職員やメーカー担当者は、これからの

農作物を効果的にPRすることをテーマに、PRするタ

農繁期に向けて来場者に商品の説明を行いました。

イミングやターゲットの明確化、目的に合った宣伝

また、同日にはJAくろべサービス株式会社によ
る自動車展示会も合同で行われ、会場には各種自動

ツールの選択・活用など、生産者や販売者が情報発信
にあたり意識すべきポイントについて説明されました。

車が並びました。

感染症予防のために
手洗い・うがいを心がけましょう

各組織から多くの農業者が出席
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！

射手座 11 ／ 23 ～ 12 ／ 21 ４月の運勢
【全体運】活気のある運気です。歓迎会の幹事などを引き受けると招福につながります。面倒見の良さを発揮して人気者に
【健康運】チームで楽しめるスポーツにツキあり
【幸運の食べ物】アサリ

2020ー３
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ちいきの

暮らしいき いき
ネットワーク

えびの簡単

ラー油炒め

不足しがちなカルシウムが
殻にたっぷり！高たんぱく
低カロリー！殻ごと食べて
丈夫な骨づくり！

■材料（２人分）

■作り方

ブラックタイガー（殻つき）……中８尾
桜えび（みじん切り）………………４ｇ
長ねぎ（みじん切り）……… １/４本分
にんにく（みじん切り）……小１かけ分
サラダ油………………… 大さじ１/２
ごま油…………………………大さじ１
オイスターソース……… 大さじ１/２
酒………………………… 大さじ１/２
ラー油…………………………小さじ１

❶えびは背わたがあれば取り、足を除いて水けを拭く。フ
ライパンにサラダ油を熱し、強めの中火でえびを３分ほど炒
め、いったん取り出す。
❷･フライパンにごま油とにんにくを入れて弱めの中火にか
け、焦がさないように１～２分炒めたら、桜えび、長ねぎを
加え３分ほどじっくり炒める。
❸･①のえびを戻し入れ、合わせたオイスターソースと酒を加
えて１分ほど手早く炒め、仕上げにラー油を加えてひとまぜ
してできあがり。

◇ 行 事予定 ◇ ３月下旬～４月中旬
３月
27（金）定例理事会

22（日）
23（月）

28（土）

24（火）

29（日）

25（水）

30（月）

26（木）

31（火）

≪特集≫
・親と子の“ちょうどいい”

片づけ計画
・地域で助け合う
 「おたがいさま」が

地域を変える！
４月号

10（金）

日帰り人間ドック 11（土）
２（木）
（内山） 12（日）
税務・法律相談日 13（月）
（午後２時～／本店） 14（火）
３（金）
日帰り人間ドック
ファミリー活動
（浦山・下立） 15（水）
（～22日）
４（土）総代会事前説明会 16（木）
５（日）

17（金）

● お申し込み・問い合わせ ●
お近くの営農支援センターまで

『家の光』

４月
１（水）入組式

『家の光』『ちゃぐりん』
４月号の読みどころ

定価922円（税込）

『ちゃぐりん』
・手作りって楽しい！

ちゃぐりん工作＆

手芸BOOK
４月号

定価576円（税込）

日帰り人間ドック 18（土）
６（月）
（愛本） 19（日）
日帰り人間ドック 20（月）
７（火）
（全地区） 21（火）
８（水）

22（水）

９（木）

11
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山羊座 12 ／ 22 ～１／ 19 ４月の運勢
【全体運】しまったと思ったら一度立ち止まって考えましょう。運気は下旬から上昇。後から駆け付けた方が吉と出ます
【健康運】食べ過ぎたらいつもより体を動かして
【幸運の食べ物】ゼンマイ

今月の

子
っ
部
黒

みんなの広 場
石田こども園（ぞう組）

☆いろんな遊びに夢中☆
寒い日でも「外行ってきまーす！」と
元気よくかけ出すぞう組の子どもたち。
園庭で見つけた氷をきっかけにバケツや
型の容器に水をはり、自分たちで氷を
作ろうと張り切っています。また、親子
参加で作ったぶんぶんゴマに夢中。上手に
回転できるか友達と一緒に楽しんでいます。

糸を引いてぶんぶん！

「どんなときでも心はひとつ！」

輝け！スポーツキッズ☆
キャプテンインタビュー
生地小学校の「生地ラビット」と村椿小
学校の「村椿ジュニアライオンズ」が一緒
になり、新たに「高志野JBC」が生まれま
した。メンバーみんなに元気があって、と
ても仲が良いところがチームの魅力だと思
います。日々の練習では、監督のノックを
受けて守備を重点的に鍛えています。
どんなときでもチーム全員
の心をひとつにして、大会
で優勝を掴めるように精一
杯頑張ります！

高志野JBC
〈練習日程〉
＊曜日＊毎週火・水・金・土・日曜日
＊時間＊17：30～19：30（平日）
＊場所＊生地小学校・村椿小学校
＊メンバー＊男女22名（１～６年生）

メン
バ
募集 ー
中！

水瓶座 １／ 20 ～２／ 18 ４月の運勢
【全体運】パワフルな期間ですが、やり過ぎが気になります。押すだけでなく少し引き、人の意見を聞いて。発展性が拡大
【健康運】筋力アップの好機ですが、けがには注意
【幸運の食べ物】キヌサヤ

た なか

ゆう や

田中 勇矢くん
（５年）
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亀田
お父さん

つばさ

羽彩ちゃん

（次女

３歳５カ月）

健太さん

お母さん

茉実さん

食べることが大好きで、最近はお姉ちゃん
とのおうちごっこにハマっています。これ
か ら も み ん な と 仲 良 く、 元 気 に す く す く
育ってください♡

若栗小学校

花の周りに葉をかいて花が咲
いているように見せました。彫
刻刀でほるときに同じ深さにな
るように気をつけました。

うおたに

る

魚谷

な

琉月さん

（４年）

（ 荻生地区
長正寺 ）
チャイルド
ギャラリー

「知る」

「 知 る 」 を 書 く と き に、 と め、
は ら い を い し き し ま し た。「 る 」
は、 さ い ご の ま わ す と こ ろ が む
ずかしかったです。

「きれいに咲くカラフルフラワー」

お手本を見ながら、落ち着いて
書けました。特に「る」の斜め左に
伸ばす所や最後の結びの筆づかい
が美しく書けています。
（先生より）

わが家の

かめ だ

愛 アイドル

晴れ着でにっこり♪

花を大きく描き、細部までしっかり
と表現することができました。三角
刀と小丸刀を上手に使い分け、葉脈
や花びらを表現しました。
（先生より）

もと せ

はや た

本瀬

颯大くん

（４年）

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「若栗地区」
農業図鑑「南部営農支援センター管内」
チャイルドギャラリー「お休み」
青春・キッズ・げんき印「荻生地区」
※変更になる場合があります

「たからがいっぱいのうみ」
ゆびわや金か、ひろいうみには
たからがいっぱい。ふねがたから
をさがしています。ふねのライト
やプロペラをくふうしました。
はじめに青い紙で海をつく
り、宝物や船、花火に桜の木な
ど、紙を丸めたりねじったりし
てイメージを膨らませ、素敵な
海ができました。 （先生より）
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みやもと

宮本

はるゆき

晴征くん

（１年）

魚座 ２／ 19 ～３／ 20 ４月の運勢
【全体運】高め安定運ですが、お金の管理は注意が必要。計画的に使うようにしてください。約束、契約事は後半ほど◎
【健康運】音楽に合わせて体を動かす体操が◎
【幸運の食べ物】トマト

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

日

曜

予定
人数

予定地区

２
３
６
７
８
12
13
22
12
18
25
２
３
７
８
15
27
28
６
12
８
24

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

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

15

木

25

28
19
26
30
３
４
８
５
２

水
木
木
月
木
金
金
金
火

25
20
20
20
５
５
５
５
５

内山
浦山・下立
愛本
全地区
愛本
下立
浦山・若栗
全地区
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

※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。

★健診施設

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）…… 22,000円
◆肺ヘリカルＣＴ………………… 6,600円
◆骨密度検査……………………… 2,760円
◆喀痰検査………………………… 2,420円
◆ＰＳＡ検査（前立腺がん）……… 1,550円
◆ＣＴ内臓脂肪測定検査………… 2,100円
◆ピロリ菌抗体検査（血液）………… 890円
◆ペプシノゲン検査……………… 2,420円
※胃カメラ・脳ドック予約には人数制限があります。

★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クを受診した場
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

☎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
2020ー３
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短歌 



髙野

山口

濱田

上田 洋一

佳子

桂子

榮子

選

【前回のナンバープレイスの答え】 14
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。

律子

笑味ちゃん
©みんなの
よい食プロジェクト

新酒

日

10

紀子

月

４

寺島

※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～Ｅの二重枠に順に並べてできる言葉は何でしょうか？

平岡田鶴子

順子

若林由紀子

中村

選

しほ

斉藤 和子
村椿 悦子
丸田美恵子
角井 孝通
木野本靖子
松本みず代
小林 一深
岸下 庄二
日比野 勝

中学三年 板澤

石田阿畏子



三月末日必着

太郎冠者鶯神楽まんさくの
雫する音春の雨ふる
朝乃山勝てば手を打ち朝乃山
負ければ拳で卓を打つ夫
早月の尾根から太き虹の立ち
富山平野をまたいで落つる
夜廻りの拍子木打ちつつ路地行けば
そ ら
星冴え冴えと天空にひろがる
旅券など嘲笑いつつウイルスは
国境越えて今日も旅する
あこがれの北の大地の雪まつりは
アニメの像とアイドルの歌
夫逝きて早や二十年 新しき
令和の御代になりしを告げぬ
滑り台にカメラ構えしママの顔
シャッター押して満面の笑み

俳句

切

ウォーキングの蹠に力余寒かな
漁師老いて沖を見つめる頰被
満席の乗合バスや春きざす
着ぶくれて長堤を行く八千歩
それぞれの面差しのび雛飾る
猫柳玉を結びて風の綺羅
三千院鈍色囲ひに春しぐれ
猫柳昔のままに水車小屋
春しぐれ妻に京菓子買うてをり

〆

ジュニアの部

ＪＡくろべ総務課

思い出の校舎に春の光り満ち

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ビニール――の中で作物を育てた
④ピッ、ピッ、ピッ、ポーン
⑦口紅を片仮名言葉でいうと
⑨メロンやズッキーニもこの仲間
⑩ハ ワイの代表的なビーチリゾート。ダイヤモンド
ヘッドが見えます
⑬視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚のこと
⑭臭いため嫌われやすい昆虫
⑰国語、数学、――、社会
⑱ウナギの内臓を使って作る汁物
21 菜の花の咲く頃に降る――梅雨
◯
22 土俵の上で戦います
◯
【ヨコのカギ】
①冬が終わるとやって来ます
②羊やアルパカの毛のこと
③スナップエンドウの下処理の際に取る物
⑤掃き掃除をするときに使います
⑥欲しかった商品が――になっちゃった……残念
⑧瞬間――の蛇口から熱湯をくんだ
⑪契約書や伝票に押します
⑫ハトの形をした笛
⑬輪――、消し――、――手袋
⑮物の重さのこと
⑯選挙の立候補者が肩から掛けます
⑲木がたくさん生い茂っている所
⑳患者を診察する人

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２年２月末日）

（

）は前年同月比

正組合員数
4,749人 （－145人）
（正組合員戸数 3,892戸）（－ 95戸）
准組合員数
4,989人 （＋ 7人）
（准組合員戸数 3,558戸）（＋ 15戸）
みなさまの貯金高 1,021億8,281万円（101.1%）
みなさまへの貸出金 184億8,579万円（ 93.1%）
長期共済保有高
1,998億9,375万円（ 95.5%）
購買品供給高
1億1,939万円（ 63.7％）
販売品販売高
1億
78万円（ 84.9％）

依願退職
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営農部
販売部

営農指導課
農機課

編 集 後 記
外は少しずつ暖かくなり、春の訪れを感じます。
春といえば桜並木の光景をイメージしますが、今年
は暖冬の影響で全国的に桜の開花が早まるそうです。
この時期になると、街中には意外とたくさんの桜の
木があることに気が付きます。満開の桜が見られる
期間は限られますから、写真を撮ったり、お弁当な
どを食べながら眺めたり、自分なりの楽しみ方で満
喫してみてはいかがでしょうか♪
〈MIZU〉
中坪
松島

大樹
悠哉

販売部

農機課
長井 陸斗
お世話になりました。

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28日(土)～９月30日(水)

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。

令和３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

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

２．応募資格
（１）
大学卒

 成30年３月以降に卒業した方、または令和３年３月末まで
平
に４年制大学卒業見込みの方
（２）
短大卒
平成30年３月以降に卒業した方、または令和３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
（３）
中途採用 昭和61年４月２日から平成12年４月１日までに生まれた方

３．募集学科

第１回：令和２年３月24日（火）
第２回：令和２年３月30日（月）
第３回：令和２年４月 ３ 日（金）
第４回：令和２年４月 ８ 日（水）
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2021
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および試験日程

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月下旬

６月下旬

いずれかの日程をお選びください

５月20日（水）必着

第１回
第２回

５月29日（金）
６月 ５ 日（金）

※ 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・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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