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みんなの広場

～【今月の黒部っ子】田家保育所〜

お米の精算金についてのご案内

紙 GW期間中の営業時間について

良品質米の高品質安定栽培には健苗育成が重要!!
作業計画を立て苗質を高めよう！
〈田植えに合わせた育苗作業
消

毒

浸

種

～播種から田植えまでは20日程度が目安～〉
催

芽

播

種

ハウス搬出

完

成

４月６日

４月８日

４月17日

４月19日

４月22日

５月10日

４月14日

４月16日

４月24日

４月25日

４月28日

５月15日

●播種～出芽
播種量は１箱当たり乾籾で120ｇ以下（催芽籾は容
積190～200ml）とします。事前に空苗箱で試し播き
を実施して播種量を確認しましょう。
育苗器は、使用前にサーモスタットや温度計を点検
しておきましょう。出芽は30℃で２日～２日半ほど
加温します。加温中の温度もこまめにチェックしま
しょう。鞘葉を覆土上に約１㎝出芽させましょう。

●ハウスへの搬出と管理
低温時にハウス内へ搬出すると生育が不順となるので、ハウス内の温度が上がらない日の搬出は控えましょう。
また、苗箱の温度が急激に下がるのを防ぐため、搬出後の水やりは覆土が落ち着く程度としましょう。
４月下旬の育苗期間は日中の気温が高めとなり軟弱徒長しやすく、細菌性病害も発生しやすくなるので、
ハウスの温度と水管理に十分注意しましょう。
ハウスに搬入後は、寒冷紗を掛けて強い日差しを避けますが、掛けっぱなしにせず３日ほどで除去します。
また、水不足でヤケ苗が出ないように乾きに応じたかん水を行いましょう。ただし午後３時以降のかん水は
床土の温度を下げ、湿りがちになって徒長したり、急に冷え込んだ場合に立枯病の原因となったりするので
避けましょう。

〈苗の生育経過と温度管理〉
昼

夜

注

意

点

緑 化 期（３日間）

25℃

10℃以上

日中30℃を超える場合は換気する。

硬化初期（６日間）

25℃以下

10℃以上

日中は積極的に換気する。
夜は10℃を下回らないよう保温。

硬化後期（８日間）

15〜20℃

10℃以上

日中は25℃を超えないよう積極的に換気。
田植え10日前からは日中に、４日前からは
夜も外気に慣らしていく。

※ハウス内の露に注意する。
※かん水は朝十分にやり、昼に乾くようであれば２度目を行う。
※天気予報を確認して「晴れ」なら朝から換気しましょう。

牡羊座 ３／ 21 ～４／ 19 ５月の運勢
【全体運】穏やかな運勢ですが、ちょっぴり物足りなさも。欲しい物リストを作り買い物の予定を立てるとやる気がUP
【健康運】マイペースで楽しめる運動がお勧め
【幸運の食べ物】クロダイ
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目標とする苗の姿（稚苗2.5葉）

草丈

12～13㎝。

葉身広く、鮮緑。

第２葉

第３葉

２葉の葉鞘高約５㎝。１箱中で高さが揃う。
葉身幅広く、長さ約２㎝。
１葉は４㎝止まり。腰が太く、幅広く２㎜あり、
ガッシリしている。

草丈
12～13㎝

第１葉

鞘葉１㎝。
第１節根（活着根）原基がのぞいていて根帯が太い
（７～８本）
。

第１葉鞘高
3.0～3.5㎝

メソコチルの伸びはわずか（２㎜まで）。
籾の中の胚乳はわずか（５～８％）残存。
乾物重14～16㎎/本

生体重70～75㎎/本

種子根と鞘葉節冠根（５本）がよく伸び、太く、
箱底にトグロを巻いている。分枝根も多い。

田植えは適期に実施！
〈８月５日の出穂に合わせた田植えの目安期間〉
地

区

田植えの目安

出穂期

成熟期

東布施（山手）・前沢（山手）・愛本

５月10日

８月５日

９月19日

浦山・下立

５月12日

８月５日

９月16日

東布施（平場）・田家・石田・前沢（平場）・
大布施・荻生・村椿・若栗・三日市・生地

５月15日

８月５日

９月15日

育苗日数が長く葉齢の進んだ老化苗を移植すると、初期の勢いのある分げつの発生が少なくなり、出穂期も
早まる傾向がありますので、育苗期間が長くならないよう注意しましょう。
コシヒカリの田植えは５月15日を中心に行ってください。これは出穂期（稲穂の約半分が出る頃）を
８月５日以降にするためです。登熟期に27℃以上の高温が続くと、乳白米などの白未熟粒の発生の原因となり
品質低下を招きます。そのため高温登熟を避けるために田植えは適期に行いましょう。

●田植え
苗箱に、前半の病害虫防除として「Dr.オリゼフェル
テラ箱粒剤」を１箱当たり50ｇ散布し、水をまいて土
の表面に落ち着かせます（紋枯病が多発している圃場
は「ルーチンエキスパート箱粒剤」
）
。植え付けは、１株
３～４本、坪当たり70株です。分げつの遅れを防止す
るため、深植え（３㎝以上）しないよう注意しましょう。

●除草剤
田植え後の除草剤は、圃場の条件によって使用する
剤を選択します。それぞれ散布の時期が異なりますの
で、ラベルや「米づくりノート」を事前に確認してか
ら散布しましょう。効果を保つため、散布後７日間は
落水や掛け流しをしないようにするなど、適切な水管
理を徹底しましょう。
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◆「米づくりノート｣ は強い味方

水稲農家の皆様には、「米づくりノート」をお
届けしています。作業に欠かせない技術情報が掲
載されていますので、今後発行される農作業特報
と併せて活用しましょう。

◆作業内容はすぐ記帳を

夏に配布される栽培管理記録用紙には、肥料
や農薬の使用日と使用データ記入欄があります。
また、OCRカード裏面には、黒部米GAP（稲作
工程管理）チェック票がありますので、それも
併せて記帳して今後の生産活動の改善に役立て
ましょう。

牡牛座 ４／ 20 ～５／ 20 ５月の運勢
【全体運】パワフルに過ごせます。これと思った物事に集中的に取り組んで。友人たちと茶話会など楽しむのもいいでしょう
【健康運】体調は回復へ。疲れたときは休んで正解
【幸運の食べ物】ワラビ

農作業機付き農耕トラクターの公道走行について
ロータリー等の直装型作業機を装着した状態のトラクターが、一定の条件を満たすことで
公道走行が可能となりました。道路走行時の条件や必要な対応等について以下に説明します。

１

チェックポイント

灯火装置や反射器が見えているか確認してください

トラクターに付けた直装型作業機を道路走行に支障が
ない位置まで上昇させ、条件を確認します。作業機を
装着して灯火器類が見えなくなる場合は、別途灯火器類を
確認できる見えるところに設置する必要があります。
灯火器類

前照灯、方向指示器、車幅灯（前方から確認）、
制動灯、後退灯、尾灯、後部反射器

確認できる場合でも灯火器類と作業機の最外側が40㎝
以上離れている場合は、作業機の両端に反射器（前面白色、
後面赤色）と制限を受けた自動車の標識（
）を後方
から見える位置に表示します。

２ 作業機の幅を確認してください

チェックポイント

（バックミラー）
を設置する必要があります。
⑴作業機の幅が1.7mを超えている場合は、機体の左右両側に後写鏡
⑵全幅が2.5mを超える場合は、道路管理者（国道：地方整備局、県道：県、市町村道：各市町村）から、
特殊車両通行許可を得る必要があります。また、作業機に外側表示板（作業機の前後左右）、反射器
（後面左右両側に赤色）、灯火器（左右両側に前面白色、後面赤色）、全幅表示、制限を受けた自動車の
標識（
）の取付けが必要となります。

３ 安定性を確認してください

チェックポイント

作業機を装着することで安定性の保安基準（最大安定傾斜角度が30度以上又は35度以上）を満たせなくなる
場合があります。その場合は、運行速度15km/h以下で走行しなければなりません。また「
運行速度
15km/h以下」を表示する必要があります。メーターに速度表示がない場合は取扱説明書で変速レバーの
組み合わせを確認してください。安定性が確認されたものについては、15km/h以下での走行制限はありません。
なお、安定性の基準を満たした作業機とトラクターとの組み合わせについては日本農業機械工業会の
ホームページで公表していますので確認してください。

４ 免許を確認してください

チェックポイント

トラクターに作業機を装着した際の寸法が、長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.0m以下（安全キャブや
安全フレームの高さ2.8m以下）の場合は、小型特殊・普通免許で運転が可能です。
ただし、いずれかの寸法を超える場合は、これまでどおり大型特殊免許が必要です。

双子座 ５／ 21 ～６／ 21 ５月の運勢
【全体運】前半は援助運に恵まれ、いろいろ助けてもらえます。後半はあなたが力になってあげましょう。音楽鑑賞にツキ
【健康運】下り坂。中旬の体調変化に留意して
【幸運の食べ物】ラッキョウ
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すまいる 掲示板
～JAくろべの子会社紹介～
JAくろべ興産株式会社
〈黒部市前沢4519-1〉
カトレアホールやすらぎ
24時間・年中無休 ☎52-4900 FAX 52-4422
0120-53-0983
JAくろべ興産㈱
☎57-0205 FAX 57-0231
葬祭ディレクターやホールスタッフが親切・丁寧な対応
で葬儀をお手伝いいたします。
もしもの時は、
カトレアホールやすらぎにお電話ください。
【後列左から】山原総務主任、西島総務主任、谷口（佐）業務主任、森、
折谷、石持
【前列左から】岩戸業務主任、山本業務課長代理、魚谷取締役支配人、
谷田総務課長、谷口（浩）業務係長、稲場

有限会社グリーンパワーくろべ
〈黒部市若栗96 営農センター内〉
☎52-5615 FAX 52-5710

大布施味噌加工場〈黒部市金屋〉
期間【１月～３月】
☎・FAX 54-2995

「安全・安心な農作物」の生産をすすめます。また、地
場産大豆を使用した「黒部名水糀みそ」を受注生産して
います。減塩、糀多めなどお好みに合わせてお作りしま
すので、お気軽にご相談ください。
【左から】中島、高本、草野支配人、伊藤

JAくろべサービス株式会社

カーピット

〈黒部市天神新210-1〉 ☎54-0444

FAX52-0287

【左から】西本、山本、米沢、島野支配人兼所長、松島所長代理、大村

JAくろべサービスカーピットでは車・フォークリフト
の販売修理を行っています。また、電動四輪車の取り扱
いもしています。お気軽にご来店ください。
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カーポート宇奈月

〈黒部市宇奈月町浦山7080-1〉 ☎65-1068

FAX65-0911

【後列左から】飛弾、山岸、中井【前列左から】島野、北村所長、河村

カーポート宇奈月では、石油類の販売をしております。
灯油・軽油の巡回会員様の募集も行っておりますので、お
気軽にお声がけください。笑顔でお待ちしております。

蟹座 ６／ 22 ～７／ 22 ５月の運勢
【全体運】問題は解決に向かい、気分も上向きに。作業はきめ細かく丁寧に進めましょう。うれしい結果が待っています
【健康運】体力増進のチャンス。本格レッスンも◎
【幸運の食べ物】ソラマメ

理事会だより
月 日（金）

監事の報酬について協議し、
令和４年春開業を目指す
第５回通常総代会に提案す 「 道 の 駅 」農 産 物 直 売 所 の
ることを決定しました。
管理運営に向けた体制整備
第 号議案 第五回通常総
並びにＪＡバンク預金施設
代会付議議案について
奨励の情勢、本格的な投資
４月 日に開催する第５
信託の取扱い開始や事故処
回通常総代会に付議する議
理業務の全共連移行等によ
案を決定しました。
る金融共済事業の体制整備
第 号議案 当組合におけ
を行うため、機構改革につ
る取引のリスク評価書の一
いて協議し、承認しました。
部改正について
第 号議案 職制業務分掌
令和元年 月 日に国家
規程の一部改正について
公安委員会より「犯罪収益
機構改革に伴う職制業務
移転危険度調査書」が公表
分掌規程の一部改正につい
されたことから特定事業者
て協議し、承認しました。
作成書面である当組合にお
第 号議案 労組要求につ
ける取引のリスク評価書の
いて
一 部 改 正 に つ い て 協 議 し、
賃上げ等、労働組合の要
承認しました。
求について対応策を協議し
第 号議案 役員選任規程
ました。
等検討委員会設置要項の制
第 号議案 専決処分（配
定について
合飼料取引契約）の承認に
平成 年４月の役員改選
ついて
に お け る 課 題 等 を 踏 ま え、
購買事業（生産資材）に
次期役員改選（令和４年４
おける大口取引先との取引
月）における対応について、 契約について、承認しまし
地区総代協議会代表者や農
た。
協役員経験者による協議を
◆委員会報告
行うため、役員選任規程等
一、総務・信用委員会協議
検討委員会設置要項の制定
結果報告について
について協議し、承認しま
３月 日開催の当該委
した。
員会の協議結果を報告し
第 号議案 機構改革につ
ました。
いて

◆報告事項

一、組合員の加入及び脱退
について
二、二月度の事業実施状況
について
▽事業総利益
８２，３６９千円
▽事業利益
１２，６９６千円
▽税引前当期剰余金
１３，９５９千円
三、令和元年産米販売数量
報告について
２月末現在の令和元年
産米の販売状況について
次の通り、報告しました。
（元年産販売数量累計）
５２，８４０・５俵
［前年対比１０７・３％］
四、資金運用に関する報告
について
五、 二 〇 二 〇 春 の 農 機 具
フェア実績について
▽成約実績
２５，４３７千円
六、会計監査人の再任につ
いて
監事会において、第５
年度（令和２年度）につ
いても、みのり監査法人
を当組合の会計監査人と
して再任したことを報告
しました。
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獅子座 ７／ 23 ～８／ 22 ５月の運勢
【全体運】思わぬ事態に焦りが出がち。運勢は下旬から上昇に転じるので冷静に。判断に迷う場合は慌てず待てば好転
【健康運】前半はけがや発熱に注意を。後半は回復
【幸運の食べ物】葉ショウガ

14

15

16

３

27

31

について協議し、第５回通
常総代会に報告することを
決定しました。
第５号 議 案 第四年 度みの
り監査法人監査報告について
みのり監査法人の第４年
度（平成 年度）財務諸表
等監査報告について承認し
ました。
第６号議案 第四年度監事
監査報告について
第 ４ 年 度（ 平 成 年 度 ）
の監事監査報告について承
認しました。
第７号議案 平成三十一年
度決算期監事監査報告につ
いて
平成 年度末を基準とす
る監事監査報告について承
認しました。
（監査結果）
勧告すべき事項及び改善
を要する事項はなし
第８号議案 令和二年度総
合資金計画について
令和２年度の総合資金計
画（貸借対照表）を協議し、
決定しました。
第９号議案 第五年度（令
和二年度）における役員の
報酬について
令和２年度における理事、
25

31

10

11

12

13

31

31

◆付議事項
第１号議案 平成三十一年
度事業報告について
第５回通常総代会に付議
する平成 年度の事業報告
書（案）を協議、決定しま
した。
第２号議案 平成三十一年
度決算について
（当期剰余金／純利益）
▽黒部市農協
１７１，０７５千円

（計画対比１９４・２％）
▽ＪＡくろべ興産㈱
５，０３５千円

（計画対比１７９・７％）
▽㈲グリーンパワーくろべ
５，９８３千円

（計画対比２１２・２％）
▽ＪＡくろべサービス㈱
３，７２３千円

（計画対比３７６・１％）
第３号議案 平成三十一年
度剰余金処分案について
第５回通常総代会に付議
する剰余金処分案（処分額
２ ５ ８，８ ６ ５ 千 円 ） を 決
定しました。
第４号議案 平成三十一年
度部門別損益について
平成 年度の部門別損益
31

31

12

19

27

七、平成三十一年度内部監
ズへ対応できるよう農泊
査に関する内部評価結果
ローンを新設したことに
について
より、貸出金利率を新た
内部監査の品質管理活
に設定したことを報告し
動の一環として実施した
ました。
内部評価について、改善
十二、新型コロナウイルス
が必要な項目は認められ
感染拡大防止の対応につ
なかったことを報告しま
いて
した。
感染拡大防止の対応に
八、平成二十九年産大豆へ
ついて報告しました。
の異物混入に対する処理
総務・信用委員会
について
全農を通じて販売した 「開催日 令和２年３月 日」
大 豆 に 異 物 混 入 が あ り、
◆協議事項
発生原因、事後対応、再
一、役員選任規程等検討委
発防止策等について報告
員会設置要項の制定につ
しました。
いて
九、ローン融資要項の一部
役員選任規程等検討委
改正について
員会設置要項の制定につ
ローン融資要項におけ
いて協議し、理事会に付
る各種商品について、商
議することを決定しまし
品訴求力及び顧客の利便
た。
性の向上を目的とし、要
二、機構改革について
項の一部を改正すること
機構改革について協議
を報告しました。
し、理事会に付議するこ
十、農業資金融資要項の一
とを決定しました。
部改正について
三、職制業務分掌規程の一
令和２年４月の民法改
部改正について
正に基づき、農業資金融
機構改革に伴う職制業
資要項の一部を改正する
務分掌規程の一部改正に
ことを報告しました。
ついて協議し、理事会に
十一、貸出金利率の設定に
付議することを決定しま
ついて
した。
農泊施設向け資金ニー
27

手軽に健康

手指体操
健康生活研究所所長●堤

喜久雄

指先のつぼ刺激でデトックス！
春はデトックスの季節といわれます。
なぜなら、
冬の間にため込んだ毒素や老廃物を外に出し、
体の巡りを整えるのに最適の時期だからです。
手には足の裏同様につぼがたくさんあること
はご存じだと思います。つぼの刺激は、東洋医
学で「気と血液の流れ道」である「経絡」を通
り、全身を巡って内臓諸器官や骨格へ流れてい
きます。つぼや経絡を刺激する手指体操で血液
やリンパの流れを良くして、老廃物が排出され
やすくしましょう。
今回は、デトックスにお勧めの体操をご紹介し
ます。冷えの改善やむくみの解消にも役立ちます。
体操では、押したりこすったりする動きのと
きに息をしっかり吐きながら行うのが効果を高
めるこつです。力の入れ具合は、少し痛いけど
気持ちいい程度で。空いたときにいつでも何回
でもやってみましょう。
つぼ刺激でデトックスして、心身共に軽やか
にお過ごしください。
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指先から温めて刺激する
（１）
左手の指を右手の親指
と人さし指で包み込み、指
先から指の付け根までこす
ります。親指から１本ずつ
順に、
全ての指を10往復ず
つこすります。指が温まっ
てくるのを感じましょう。

（２）次に手の甲に人さし
指から小指をそろえて当
て て、甲 の 骨 の 間 を10往
復こすります。手の甲側に
も大切なつぼがたくさん
あります。

（３）手を組んで、親指をく
るくると回して手のひら
のつぼをこすります。手の
ひら全体をこするように
大きく回します。
右回り、
左
回り各10回。終わったら、
反対の手でも行います。

乙女座 ８／ 23 ～９／ 22 ５月の運勢
【全体運】好調なスタートに心が弾みます。失敗も成功の母となるのでチャレンジは続けて◎。外出は遠出がお勧め
【健康運】頑張り過ぎに注意。適宜、休憩を入れて
【幸運の食べ物】カレイ

M ONTHLY T OPICS
組合の活性化と所得向上につなげよう
黒部秋冬ねぎ生産組合通常総会
令和元年度黒部秋冬ねぎ生産組合通常総会が３月３
日、当JA営農センターで開かれ、組合員や関係機関
など20人が出席しました。
総会では、令和元年度の事業や収支決算について報
告されたほか、令和２年度の事業計画および収支予算
案など全議案が可決されました。事業計画では「出荷
量と品質の向上」を重点事項として、計画的な生産や
作業効率の改善などから所得向上をめざしていくこと
を確認し、組合の目標出荷量および個人の目標単収を

結果や反省点を踏まえて対策を確認

設定しました。
総会後に行われた研修会では、富山県新川農林振興
センターの石川治宏氏から「令和元年度産ねぎの反省
と次年度対策」と題して、次年度の白ねぎ栽培に向け
た重点対策や、新たな技術・資材についての説明があ
りました。

組織の強化をめざして努力
JAくろべ女性部定期総会

女性

部

JAくろべ女性部は３月28日、平成31年度JAくろ

たくさんの応募に感謝
JA配達灯油サンクスキャンペーン

べ女性部定期総会を当JA本店で行い、女性部員39
人が出席しました。
開会にあたって髙本一惠部長が挨拶し、来賓の平
野正義組合長から祝辞が述べられました。
総会では、平成31年度の活動報告として年間の
取り組み内容や参加行事が説明されたほか、令和２
年度の事業計画および収支予算案について協議され
ました。今年度は、学校給食への地元産野菜の提供
や「菜の花まつり」などの地産地消運動のほか、小
学生を対象とした「グリーンツーリズム農家一泊体
験」の実施も計画しています。

各景品の当選者を選出

JAくろべサービス株式会社は３月11日、令和元年
度「JA配達灯油サンクスキャンペーン」の抽選会を

また、女性部役員の改選も行われ、今後もさらな
る組織の強化・活性化に向けて積極的に活動してい
くことを確認しました。

行いました。
このキャンペーンは令和元年11月～令和２年２月
末の期間に行われ、配達灯油を購入すると抽選で富山
県産牛肉などの景品が当たるというものです。配達灯
油50Ｌ毎に１枚進呈される応募券を５枚１口として、
キャンペーン期間中に集まった約900口の応募の中か
ら各景品の当選者が選出されました。当選者へは景品
の発送をもってご案内させていただきました。
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 ５月の運勢
【全体運】経験者に話を聞きに行けば素晴らしい打開策を思い付きそう。地域の歴史探訪も視野を広げる良いきっかけに
【健康運】日頃のケアが大事。髪のお手入れにツキ
【幸運の食べ物】ミョウガ

髙本一惠部長による挨拶
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地域に「交通安全」の呼びかけ
交通安全署名簿提出

種子産地としての信頼を守る
黒部市農協前沢採種部会通常総会

当JAは４月２日、役職員160名分の交通安全署名
簿を黒部警察署へ提出しました。
署名簿には、「地域社会にやさしい『安全運転』の
推進」をスローガンに５項目の宣言文が記されまし
た。４月６日から実施された「春の全国交通安全運
動」に合わせて、当JAは広報車での市内巡回や職員
の街頭活動による交通安全広報活動を行いました。

多くの部会員が集まる

令和元年度黒部市農協前沢採種部会通常総会が３
月５日、前沢公民館で開かれ、部会員や関係者など
37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播種から
収穫までの生育経過や活動内容が説明され、収支決
署名簿を手渡す平野正義組合長

算の承認が行われました。今年度の事業計画には、
高品質種子の供給に向けた管理や技術対策が示さ

◇ 行 事 予 定 ◇ ４月下旬～５月中旬

れ、優良種子の確保および契約数量達成に努めてい
くことを確認しました。また、役員改選も行われた
ほか、４名の新部会員加入が承認されました。

４月

品質・収量のさらなる安定化へ

22（水）

27（月）

23（木）

28（火）

24（金）定例理事会

29（水）昭和の日

JAくろべ水稲直播協議会・
JAくろべ水稲直播部会通常総会

25（土）第５回通常総代会 30（木）
26（日）

５月
税務・法律相談日 12（火）
１（金）
（午後２時～／本店） 13（水）
２（土）

14（木）

３（日）憲法記念日
４（月）みどりの日

ファミリー活動
15（金）
（～22日）

５（火）こどもの日

16（土）

６（水）振替休日

17（日）

７（木）

18（月）

播種作業や今後の管理について説明

令和元年度JAくろべ水稲直播協議会・JAくろべ
水稲直播部会通常総会が３月25日、当JA営農セン
ターで開かれ、会員など16人が出席しました。
総会では、令和元年度の事業や決算について報告

日帰り人間ドック 19（火）
８（金）
（愛本） 20（水）

され、今後の計画として今年度も研修などを行いな

９（土）

21（木）

10（日）

日帰り人間ドック
22（金）

（全地区）

がら、品質・収量の安定化や栽培技術の向上をめざ

11（月）

していくことを確認しました。
総会後には研修が行われ、富山県新川農林振興セ
ンターの羽根由美子氏から直播栽培の管理について
説明がありました。
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蠍座 10 ／ 24 ～ 11 ／ 22 ５月の運勢
【全体運】大逆転運。ピンチになったときがチャンスです。敵と味方がはっきりするのは良い傾向。詳しい説明が開運の鍵
【健康運】前半は無理をしないで。後半は快調です
【幸運の食べ物】ビワ

ちいきの

暮らしいき いき
ネットワーク

あさりと菜の花の

しょうゆ蒸し
■材料（２人分）
あさり（砂抜きしたもの）…… 250ｇ～300ｇ
菜の花…………………… １/２束（100ｇ）
⎛酒………………………… 大さじ１と１/２
Ａ
⎝しょうゆ……………………… 大さじ１/２

■作り方
❶あさりは殻をよく洗う。菜の花は根元の固い部分は
切り落とし、３㎝ほどの長さに切る。
❷冷たいフライパンに水けを切ったあさりと菜の花を
入れ、Aを加えてふたをし、弱めの中火にかけて２～３分、
あさりの殻が開くまで蒸し煮にする。汁ごと器に盛る。

アグリプラザ東でのお買い物には

お得なJAカードがオススメ！
お買い物の際にJAカードを
ご利用いただくと
ご利用代金
ご請求時に

さらに

ビタミンＣや葉酸が多い菜の花はあさり
にぴったり。あさりに含まれるビタミン
B12は煮汁ごと食べる蒸し煮がベスト。

『家の光』『ちゃぐりん』
５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

５％割引！

キャッシュレス・
消費者還元制度により

５

ポイント
％ 還元！

合計

10 ％

野菜などの食品や
お酒類も対象です！

おトク！

※JAカードでお支払いいただくと、JAカードご利用代金ご請求時
に、そのご利用分から５％を割引いたします。
※Apple Payでのお支払いは、割引対象外となります。
※本 特典は、2020年４月現在のものであり、予告なく割引率の
変更や本特典を終了する場合があります。

〈お問い合わせ〉アグリプラザ東
ペイ

『家の光』
≪特集≫
・みんなのご当地ワザ大集合
・一度は訪れたい

農業遺産の旅
５月号

定価922円（税込）

『ちゃぐりん』
・気になる
 食＆農キーワード2020
・小島よしおの

産地へGO！GO！
５月号

定価492円（税込）

☎65-9100

ペイ

アグリプラザ東がPayPayに対応しました！
※上記の割引およびポイント還元の対象外となります。

射手座 11 ／ 23 ～ 12 ／ 21 ５月の運勢
【全体運】細やかな気遣いにあなたのファンが増えそう。前半は予定通り。後半はイレギュラーが増えるので臨機応変に
【健康運】次第に忙しくなるので体力をキープ
【幸運の食べ物】キュウリ

2020ー４
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令和２年４月度

新規採用職員紹介
４月から新しい職員が加わりました♪
どうぞよろしくお願いいたします！
やな がわ

柳川

ち ひろ

知緩

東部支店
①卵・小豆
（和・洋菓子）
②ダンス
③身体づくり
④有言実行

これから新しい生活が始まる
ので、不安もありますが楽しみ
です。何事にも努めて取り組んで
いきます。

おお の

大野

もと じ

元嗣

南部営農
支援センター
①じゃがいも
（カレーライス）
②ダンス・音楽
③チョコ菓子
④為せば成る

まだ右も左もわかりませんが、
まずは目の前の仕事に全力で
取り組んでいきます。為せば
成る！

こめ や

米屋

りょう

凌

販売部 農機課
①コシヒカリ
（白ごはん）
②サッカー
③サッカー
④雑草魂

１日でも早くJA職員として
一人前になれるように精一杯
頑張ります。よろしくお願い
します。
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あさ の

浅野

あや か

彩香

北部支店
①小麦（パン）
②絵を描くこと
③ゲーム
④前向き

周囲から信頼されるJA職員
になれるよう、日々誠実に仕事
に励みたいです。責任感を持って
頑張ります。

うす い しん た ろう

碓井慎太郎
生地支店
①なす（天ぷら）
②バスケットボール
③スポーツ観戦
④人間万事
塞翁が馬

JA職員としての自覚を持ち、
多くの方に信頼され、愛される
人間になれるように日々精進
したいと思います。

の ざか

野坂

よし むね

芳宗

東部営農
支援センター
①キャベツ（回鍋肉）
②映画鑑賞
③海外映画
④笑顔

たくさんの地域の方々と
交流し、黒部市の農業の発展
に携わっていきたいと思い
ます。よろしくお願いします。

名

前

所属部署
①好きな農作物
（料理）
②趣味・特技
③マイブーム
④好きな言葉

JA職員としての意気込み

てら しま あ

り

さ

寺島安里沙
南部支店
①お米（おにぎり）
②韓国旅行
③YouTube
④一期一会

JA職員として、常に農業へ
の関心を持ち続けると同時に
周りの方への感謝を忘れずに
日々精進してまいります。

いわ た

岩田

ゆう き

侑己

三日市支店
①じゃがいも
（カレーライス）
②ゲーム
③映画鑑賞
④挑戦

組合員の方々の生活を
サ ポ ー ト で き るJA職 員 を
めざして、一生懸命仕事に
取り組んでいきたいです。

いし かわ

石川

の

あ

喜和

北部営農
支援センター
①とうもろこし
（焼きとうもろこし）
②映画鑑賞・卓球
③DIY
④希望

JA職員として恥ずかしくない
姿勢で仕事に取り組み、自分
自身が大きく成長していける
ように頑張ります。

山羊座 12 ／ 22 ～１／ 19 ５月の運勢
【全体運】好調運です。パワーがあるので強気で押すのがお勧め。新しい取り組みにも幸運が宿ります。レジャーも大吉
【健康運】栄養バランスの良い食事で元気いっぱい
【幸運の食べ物】初ガツオ

今月の

子
っ
部
黒

みんなの広 場
田家保育所（ゆーほー組）

☆目標がいっぱい☆
年長さんになることを楽しみ
に し て き た 子 ど も た ち で す。
「自転車乗り頑張りたい」
「リレー
やってみたい」
「かけっこで速く
走りたい」と子どもたちは期待
に胸を膨らませています。37人
で元気に楽しく過ごしていき
たいです♪

今 青春

「昨年の８月に結婚してからは、以前よりも家事をする機会が
増えました。料理もするようになったので、もっと腕を上げて妻を
喜ばせたいですね」と話す滉平さんは現在29歳。市内で水道関係
の事業に携わっており、“地域の方々に安心・安全な水を届ける”
という仕事に大きなやりがいを感じていると言います。
滉平さんの趣味は野球で、小学生の頃から長く続けているそう
です。現在は職場の野球チームに所属しており、ピッチャーを
メインとしたオールラウンダーとして活躍中です。
「野球をやって
いるときが一番楽しいです。地区の大会ではJAさんのチームと
対戦する機会もあって、お互いに良きライバルといったところで
しょうか。野球では『目配り・気配り・思いやり』をモットーに
取り組んでいますが、これは私生活や仕事でも大切なことだと
思っています。チーム全員が一丸となって全国大会に行けるように
頑張っていきたいです！」と目標への意気込みを話す滉平さんです。

来月号の掲載予定

今月の黒部っ子「前沢保育所・若栗保育所」
チャイルドギャラリー「桜井小学校」

なが

長

た

田

わが家のアイドル「村椿地区」
青春・キッズ・げんき印「生地地区」

水瓶座 １／ 20 ～２／ 18 ５月の運勢
【全体運】停滞運です。暴走に気を付けましょう。念入りな確認がトラブル回避の決め手に。ストレス発散には入浴が◎
【健康運】暴飲暴食が心配。食事は規則正しく
【幸運の食べ物】シソ

こう

滉

へい

平さん（荻生・29歳）

農業図鑑「お休み」
※変更になる場合があります
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わが家の

愛 アイドル

お兄ちゃんの手作り♪
は

せ がわまさ き

長谷川雅葵くん

（長男

３歳２カ月）

（次男

１歳10カ月）

こう た

昊汰くん
お父さん

剣雄さん

お母さん

沙織さん

保育所で作ったお面を弟につけてあげて
喜んでいるお兄ちゃん。いつもはよく笑っ
ている弟ですが、被り物に戸惑っているよ
うです♪

（ 若栗地区
両瀬 ）

農業
図鑑 「継続しながら

新しい挑戦を」

農事組合法人前山では、コシヒカリなどの水稲を
中心にそばや切り花の栽培を行っており、今年から
は新たに水稲種子の栽培も始めたところです。昔に
比べて全体の面積が増えたので苦労もありますが、
皆さんに安心して食べてもらえるよう一生懸命取り
組んでいます。これからの目標として、地域の方か
らの引き受けもできる限り行っていこうと考えてい
ます。
また、約３年前にはストックのハウス栽培も始め
ました。切り花はストック以外にヒマワリやキク、
ケイトウを栽培しています。ハウスは、水稲苗を育
てたあと８月頃からストック栽培に利用することで、 農事組合法人 前山
１年を通したハウス活用を実現しています。昨年か 組合長：前本
保
らは、近隣の保育所を対象にストックの摘み取り体 設
立：2015年12月
組合員数：57戸
験を行い、子どもたちに花を楽しんでもらっていま 作付状況：水稲（コシヒカリ、富富富、てんこもり、
新大正糯）、そば、花卉（ストックなど）
す。今後は保育所はもちろん、JA青壮年部を通し
面
積：46.7ha（黒部市前沢）
て小学校の摘み取り体験も始めていく予定です。

お便り
お待ちしています！
郵 送 〒938-0042 黒部市天神新210-1
JAくろべ総務課 行
F A X 54-4334
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広報誌みずほは「組合員の方に親しまれる広報誌」をめざ
して、皆さまからのご意見・ご感想をお待ちしております。
また、毎月掲載されるクイズ（15ページ）にご応募いただくと、
正解者の中から抽選で３名様に「笑味ちゃん３色ボールペン」
をプレゼント！是非ご応募ください。

【記入事項】①住所②氏名③クイズの答え④ご意見・ご感想
【応募方法】ハガキ・FAX・支店窓口

注意事項
・クイズの応募締切は毎月10日（必着）です。
・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。
・ 皆さまからいただいた個人情報については、厳重に管理する
とともに、ご応募の目的以外では使用いたしません。

魚座 ２／１9 ～３／ 20 ５月の運勢
【全体運】春風に誘われる軽やかな運気。外出の予定を入れて。旅行は近距離がお勧め。急な出費への準備は怠りなく
【健康運】手足のストレッチと目のケアを重点的に
【幸運の食べ物】夏ミカン

お米の精算金についてのご案内
２月から３月にかけて、下表の太線枠についてお支払いしました。米穀代金決済口座をご確認ください。

●平成30年産輸出用米

最終精算●

お支払日：令和２年２月26日（水）
種類

品種

うるち米
てんたかく
てんこもり

●令和元年産備蓄米

支払済の概算金単価

今回の精算金単価

（B）

（C）＝（A）+（B）

１等

8,400

1,776

10,176

２等

7,700

1,776

9,476

３等

7,000

1,776

8,776

１等

7,500

1,776

9,276

２等

6,800

1,776

8,576

３等

6,100

1,776

7,876

等級

コシヒカリ

（単位：円/60㎏俵、紙袋代込・税込）
（A）

生産者支払単価

最終精算●

お支払日：令和２年３月26日（木）
種類

品種

うるち米

コシヒカリ
てんたかく
てんこもり

（単位：円/60㎏俵、紙袋代込・税込）
支払済の概算金単価

今回の精算金単価

（B）

（C）＝（A）+（B）

１等

9,800

3,636

13,436

２等

9,152

3,636

12,788

３等

8,072

3,636

11,708

等級

（A）

シロアリからあなたの家を守ります！
春から夏にかけて
シロアリが活動する
季節です！

生産者支払単価

シロアリ診断

無料

専門業者が診断いたします。お問い合わせは各営農支援センターまたは資材課まで!!
南部営農支援センター ☎54-5450
東部営農支援センター ☎65-7220

北部営農支援センター ☎54-0040
資
材
課
☎54-0445
2020ー４
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みずほ文芸
短歌 



切

選

洋子

上田 洋一

法原

春美

良子

廣瀨

尚子

佐渡

藤原

敏子

新村ます子

西島

松井ヨシヱ

若林由紀子

選

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

石田阿畏子

四月末日必着

たいやきをほおばる人の日常は
十人十色会話がはずむ
半世紀遥かに越えて今年また
布施谷節は日本一に
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
目に見えぬウイルス余波でカレンダーは
ばつばつ
××印で塗り潰さるる
春からは寮生活になる娘
まだまだなれぬ親鳥の心
海の碧空の青さの真ん中に
銀箔舞うがに春かもめ飛ぶ
おじいちゃん八十九さいおめでとう
孫のハガキが踊っているよう
真白なる一重と八重のどくだみは
坪庭なれど健気に咲きぬ

俳句

〆

二輪車の補助輪とる児や風光る
花ミモザ笑ひ弾ける姉いもと
隧道に鑿跡のこる春疾風
水温む髪とく少女の緋のリボン
畏まる男の子が二人雛の客
雛流す加太の神官舟押しぬ
花冷や簞笥の底の男帯
とりどりに姸を競ひて椿山
鉄塔はゴジラのごとし春夕焼
底濁しうごめく鯉や水温む

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５月
日
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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 （令和２年３月末日）

（

）は前年同月比

正組合員数
4,747人 （－137人）
（正組合員戸数 3,885戸）（－ 97戸）
准組合員数
4,985人 （－ 4人）
（准組合員戸数 3,553戸）（＋ 7戸）
みなさまの貯金高 1,020億 135万円（102.5%）
みなさまへの貸出金 184億5,499万円（ 96.5%）
長期共済保有高
1,987億3,259万円（ 95.3%）
購買品供給高
4億9,063万円（ 98.0％）
販売品販売高
2億 557万円（110.0％）
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笑味ちゃん
©みんなの
よい食プロジェクト

【前回のクロスワードの答え】
ホタルイカ
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
すっかり寒さもなくなり、暖かく過ごしやすい時期に
なりました。４月といえば始まりの季節、入学や入社な
ど新生活をスタートさせた方もいるかと思います。春と
いうのはそうした環境の大きな変化から、自分の想像以
上にストレスが溜まりやすいと言われています。十分な
休息を取ることはもちろん、趣味に打ち込んだり、ゆっ
くりお風呂に浸かったり、自分に合った解消方法を見つ
けて、無理のないように過ごしてみましょう。〈MIZU〉

ゴールデンウィーク

ＧＷ中の営業時間について
各事業所の営業は以下の通りとさせていただきます。

８：30～17：00
【通常営業】

８：30～18：00
【通常営業】

８：30～17：00
【通常営業】

８：00～17：00

８：30～16：00
※配達休止

８：30～18：00
【通常営業】

８：30～17：00
【通常営業】

業

30（木） ８：30～17：00

【通常営業】
５/１
（金）
（土）
２

17：00
【通常営業】

（日）
３

８：30

業

～

（月）
４
休

～

８：00

憲法記念日

みどりの日

８：30

７：00

休

業

19：30
【通常営業】

８：30～17：00
【通常営業】

17：00

16：00
※配達休止

（火）
５

こどもの日

（水）
６

振替休日

休

業

７：00

休

業

～

29（水） 休

昭和の日

８：30～17：00
【通常営業】

～

営農支援センター

～

４/28
（火）

農 機 課
☎54-0442

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

本 店 ・支 店
事業所

19：30
【通常営業】

ATM（キャッシュコーナー）をご利用になるみなさまへ
キャッシュコーナー（JAくろべATM）
南部・北部・東部・
三日市・生地支店

メルシー店

４/28
（火）

黒部市民病院
８：45～19：00

29（水）

休

昭和の日

30（木）
８：00
～

～

９：00

５/１
（金）
（土）
２

21：00

21：00

稼働時間内は
手数料０円です

止

８：45～19：00
８：45～17：00

（日）
３

憲法記念日

（月）
４

みどりの日

休

（火）
５

止

こどもの日

（水）
６

ⓒよりぞう

振替休日

●キャッシュカード・通帳の盗難・紛失等の緊急連絡先は
●JAカードの盗難・紛失の連絡先〈NICOS盗難紛失受付センター
【24時間対応】〉
●自動車事故はJA共済事故受付センター【24時間365日】
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