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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〉

●溝掘りと中干しの効果

●直播栽培の防除

「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。

直播栽培の場合は、中干し終了後すぐに、葉いも
ちの防除のため「フジワン１㎏粒剤」を10ａ当た
り１袋散布します。

根量がこんなに
違います！

●「エスアイ加里特号」の施用

中干しあり 中干しなし

（６月下旬までしか根が下に伸びない）

●中干し仕上がりの目安
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。

〈圃場条件に対する中干しの程度〉
・茎数が少ない
・乾きやすい砂地の水田

・茎数が多い
・乾きにくい湿田

一度に強く干さず、軽い
ひび程度に。

田面に大きな亀裂が入
るまでしっかり干す。

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。

●間断かん水
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。

〈コシヒカリの水管理のイメージ〉
６月
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●草刈りの実施
今年の越冬後カメムシの発生状況は多くなっています。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。

草刈運動期間

一斉草刈日

７月１日（水）～10日（金）

７月４日（土）～５日（日）

〈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

１㎏

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㎏

散布時期

使用上の注意

移植後20日～ノビエ４葉期まで
（ただし収穫45日前まで）

・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日以降に散布
する。
・落水やかけ流しはしない。
※やまだわらには使用不可

移植後７日～ノビエ４葉期まで
（ただし収穫30日前まで）

・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。
・落水やかけ流しはしない。
※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。

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。

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
２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・税別）

種

類

（非課税）

乾燥調製料金

利 用 重 量

利用助成金

生 籾

（ 休 日 ）

47円/㎏

玄米換算20ｔ以上

２円/㎏

生 籾

（ 平 日 ）

43円/㎏

玄米換算35ｔ以上

４円/㎏

半 乾 燥 籾（ 平 日 ）

25円/㎏

玄米換算70ｔ以上

６円/㎏

※11月に口座から引落
※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。

3

 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。
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※12月に口座へ入金

M ONTHLY T OPICS
今月
の
表
紙
小学校で体験学習田実施  

米作りの大変さを学ぶ

体験学習田の田植えが５月22日、宇奈月小学校で
行われました。例年は管内で多くの小学校が体験学習
田に取り組んでいますが、新型コロナウイルス感染症
対策として臨時休校が実施されたこともあり、今年の
田植え体験は同校のみとなりました。
学習田では、JA営農指導員が植え付ける深さや苗

田んぼに足を踏み入れる児童

の本数などを説明し、児童は田面につけられた目印に
沿って苗を植えていきました。参加した児童の多くは
裸足で田んぼに入るのが初めてとあって、泥の感触に
歓声を上げながら作業を楽しみました。
今後は苗の生育状況や変化を観察し、９月頃には鎌
を使った収穫体験が予定されています。

３品種を比較しながら栽培
加工用トマトの定植

苗を植え付ける様子

高まる需要に新たな試み
業務用米の試験栽培
R＆Vのざわ農場株式会社（村椿）では５月１日、
業務用米の田植え作業が行われました。同社は今年
２月に農業法人として設立され、米や大豆を中心に
野菜などの栽培を行っています。
支柱を立てない定植作業

管内では５月21日から、黒部市では初となる加工用
トマト（品種：なつのしゅん）の定植が始まりました。
金塚淳二さん（前沢）の圃場では、ポリポット苗が
手作業で植え付けられました。リコピン含有量の多
い「なつのしゅん」は、果汁の赤みが強いことから
ジュース加工に適した品種です。加工用トマトは支柱

業務用米は、外食・中食産業などの拡大により
需要が高まっています。同社では初の業務用米栽
培で、今年度は多収性品種である「つくばSD２号」
が約2.2haで栽培されます。代表取締役の能澤喬之
さんは、「初めての業務用米ということで試験的な
栽培になるが、将来的には作付面積を拡大していき
たい」と意気込みを述べられました。

が不要な露地栽培のため省力化が可能で、今年度は試
験的に「なつのしゅん」など３品種の苗を約400本栽
培します。
トマトは７月中旬より収穫予定で、ジュースなどの
原料として県外の業者へ一定価格で契約販売されま
す。今年は、黒部市を含む県内４カ所で加工用トマト
が栽培される予定です。
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！

設立後初めて迎えた田植え作業
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ICTを利用した最新農機を体験
田植機実演会

より良い品質をめざして
春播き加工用キャベツ生育状況調査
春播き加工用キャベツの生育状況
調査が５月21日、管内の圃場で行わ
れ、生産者や県・JA職員など約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。今年度産の春播き加
工用キャベツは、６月下旬から収穫予定で、管内
で約4.5ｔの収穫を見込んでいます。今回の巡回で

田植え作業の無人化が可能に

農機メーカーの主催する田植機の実演会が５月20

は、葉の色・大きさを目で確認しながら、病害虫の
発生の有無などを調査しました。

日、村椿地区の圃場で行われました。
今回実演された田植機は、あらかじめ圃場の最外周
を有人走行することでマップを作成し、自動計算され
た走行経路で無人による田植え作業が可能で、省人化
や作業効率向上が期待されます。
実演会では、メーカー担当者から機能や特性につい
て説明があり、参加者が実際に搭乗しながら無人運転
機能や各種操作を体験しました。
大きさなどを測定しながら巡回

◇ 行 事 予 定 ◇ ６月下旬～７月中旬

秋まで成長を見守って
さつまいもの植え付け

６月
22（月）

26（金）

23（火）

27（土）

24（水）定例理事会

28（日）

日帰り人間ドック 29（月）
25（木）
（石田・田家地区）

30（火）

JAくろべ青壮年部は５月28日、前沢地区の圃場
でさつまいもの植え付けを行いました。
例年は「アグリスクール」として保育園児を対象
に植え付け体験を実施していますが、今年は新型コ
ロナウイルス感染症予防のため子どもたちの参加は
見送りとなりました。当日は「紅あずま」と「安納芋」

７月

が植え付けられ、収穫は10月頃を予定しています。

11（土）

参加した部員は、「秋の状況をふまえて、可能で

日帰り人間ドック 12（日）
２（木）
（石田地区）

あれば収穫作業を体験させてあげたい。それまでは

日帰り人間ドック
（東布施地区） 14（火）
廃プラスチック回収 15（水）ファミリー活動
４（土） （午前９時～）

（～22日）

と話しました。

１（水）

13（月）

３（金）

散歩中などに苗の成長過程を観察してみてほしい」

16（木）

５（日）
６（月）

17（金）

日帰り人間ドック 18（土）
（三日市地区）

７（火）

19（日）

日帰り人間ドック
８（水）
（田家地区） 20（月）

21（火）

９（木）
10（金）

22（水）

※税 務・法律相談は、新型コロナウイルス感染予防のため、
しばらくの間お休みさせていただきます。

JA青壮年部とJA職員が手作業で植え付け

5
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ちいきの

暮らしいき いき
ネットワーク

ズッキーニの
甘酢漬け冷麺

そうめんはもちろん、
「麦とろ麺」で作るのも
おすすめです！

■材料（４人分）

■作り方

（

  ズッキーニ（緑・黄）
… … 各１本（400ｇ）
  そうめん……………………… ６束（300ｇ）
  しょうゆ…………………… 大さじ２と１/２
  酢…………………………… 大さじ２と１/２
Ａ  砂糖…………… 大さじ１と１/２～大さじ２
  鶏ガラスープの素（顆粒）
････ 小さじ１
  赤トウガラシ（小口切り）…… １/２～１本分
  玉ねぎ（薄切り）
… …… １/２個分（100ｇ）
Ｂ
  ツナ缶………………………… 小１缶（70ｇ）

（

❶ズッキーニは両端を切り落とし、長さを４等分し、
7～８㎜角の棒状に切る。
❷ボウルに水大さじ３とＡを入れてよく混ぜ合わせる。
❸耐熱皿に①を並べ、ラップをかけて電子レンジで２
分加熱する。熱いうちに②のたれに入れてＢを加え、
20分以上つけ込む。
❹そうめんはゆでて流水でよくすすぎ、水けをきる。
❺器にそうめんを盛り、③をつけ汁ごとかける。
※甘酢漬けは冷蔵室で３～４日ほど保存OK

『家の光』
『ちゃぐりん』 ７月号の読みどころ
● お申し込み・問い合わせ ●

『家の光』

『ちゃぐりん』

≪特集≫
・蚊のトリセツ
・おうちで激うま！

ホットプレート焼き肉
７月号

お近くの営農支援センターまで

・使ってオドロキ！

米ぬかパワー
・なるほど！

THE 世界のトモダチ

定価922円（税込）

７月号

７ 月 のあなたの運勢

定価492円（税込）

モナ・カサンドラ

牡羊座 ３／21～４／19
【全体運】ハプニングもありますが、うれしい心の交流も。すてきな景色を
見掛けたら写真を撮って。共有してハッピー
【健康運】スクワットなど少しきつめの運動にツキ
【幸運の食べ物】ズッキーニ

牡牛座 ４／20～５／20
【全体運】心配のし過ぎは禁物です。話してみればあっさり解決することも。
状況把握をきちんとするのが開運のポイント
【健康運】休憩を小まめに取って。気分転換が大切
【幸運の食べ物】スモモ

双子座 ５／21～６／21
【全体運】あなたの笑顔が周りの人をハッピーにします。「ありがとう」の言
葉をたくさん伝えてください。買い物にツキ
【健康運】ダンスやボルダリングなど楽しい運動を
【幸運の食べ物】アユ

蟹 座 ６／22～７／22
【全体運】情報を小まめにチェックしてラッキーをキャッチ。連絡も自分か
らしてみましょう。アクティブに動くほど吉
【健康運】食事は栄養と見た目にもこだわって
【幸運の食べ物】桃

獅子座 ７／23～８／22
【全体運】上昇運です。体調も上向きで活動量も増加。やりたかったことを
始めて。「楽しい」にたくさん巡り合えるはず
【健康運】プロの指導にツキ。良い巡り合いあり
【幸運の食べ物】ゴーヤー

乙女座 ８／23～９／22
【全体運】UVカットの帽子や保冷剤を準備、暑さ対策には万全を期しましょ
う。栽培や余暇の計画も綿密に立てて◎
【健康運】水分補給をしっかりと。休憩も忘れずに
【幸運の食べ物】ミョウガ

天秤座 ９／23～10／23
【全体運】考え過ぎは失敗のもと。感じるままにシンプルに動いた方が、ス
ムーズに進みます。おしゃれに時間をかけて
【健康運】運動前には準備運動をしっかりと
【幸運の食べ物】メロン

蠍 座 10／24～11／22
【全体運】勢いのある好調運。いろいろなところから声が掛かりそう。経験
したことのないものに挑戦した方が楽しめます
【健康運】弱い部分はサポーターなどでガードを
【幸運の食べ物】葉ショウガ

射手座 11／23～12／21
【全体運】追い風に恵まれます。ゆっくりスタートして、後半からスピード
アップするのが成功のこつ。作業の洗い出しを
【健康運】筋力アップのトレーニングがお勧め
【幸運の食べ物】モロヘイヤ

山羊座 12／22～１／19
【全体運】オーバーワークの危険があります。１人で無理をしないで周囲に
相談しましょう。好きな曲を聴いてストレス発散
【健康運】疲労回復効果のあるマッサージが◎
【幸運の食べ物】ウナギ

水瓶座 １／20～２／18
【全体運】きちょうめんなくらいがちょうどいいようです。一つ一つ確認し
て進めましょう。見晴らし台がラッキースポット
【健康運】継続は力なり。いつもの健康法が一番
【幸運の食べ物】スズキ

魚座 ２／19～３／20
【全体運】好調運です。グッドアイデアが浮かんできそう。実現に向けて行
動を開始して。思い切りの良さが道を開きます
【健康運】リズムに合わせて体を動かしましょう
【幸運の食べ物】ナス
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農業用廃プラスチック回収のお知らせ
収 集 日：７月４日（土）AM９：00～PM２：00

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」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。
「印鑑」をご持参ください。

お問い合わせ 資材課 ☎54-2054

行事・イベントなどの中止決定について
JAくろべでは、新型コロナウイルスによる感染防止のため、主催および共催を予定して
おりました下記行事・イベントを中止させていただきます。参加を予定されていた皆様に
は大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

【中止決定】
・JAくろべ「夏の総合フェア

※令和２年６月１日時点

2020」

・第５回 年金友の会「パークゴルフ大会」（黒部市農業協同組合年金友の会連絡協議会）
また、５月より予定しておりましたJA職員の農家訪問による農業研修につきましても、
ご協力いただく関係者の皆様の健康・安全面を第一に考慮した結果、今年度中の実施を見
送りとさせていただきます。ご了承ください。
※農業研修中止に伴いまして、研修の様子をお伝えするコーナー「農業塾」は休載させていただきます。
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みんなの広 場

今月の

子
っ
部
黒

うらやま保育園
（らいおん組）

☆意欲満々な子どもたち☆
体を動かすことが大好きならいおん組。縄跳び
や自転車に挑戦し、「もっと跳べるようになりた
い」「うまく自転車に乗れるようになりたい」と意
欲満々な子どもたち。花壇作りでは自分の好きな
花を選び、プランターに植えました。きれいな花
が咲くのを楽しみに水やりをして大切に育てます。

!!

のおすすめ品

JAくろべ職員

Aコープ

国産米粉入りホットケーキミックス
１袋（800ｇ）………594円（税込）

もちもちパンミックス

１袋（150ｇ×４）…548円（税込）

すまいる 掲示板
ご紹介する商品は、
ふんわりしっとりとしたホットケーキ
が作れる「国産米粉入りホットケーキミッ
クス」と、短時間で簡単に作れる「もちもち
パンミックス」です。お家で過ごす時間に
お子さんやお孫さんと、ホットケーキ
やパンを楽しく作って食べて
みませんか？
ラザ東
アグリプ ）で
00
1
-9
（☎65
ます！
き
で
購入

生地支店
共済係
碓井 慎太郎
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わが家の

愛 アイドル

楽しみがいっぱい♬
い か り

五十里こはるちゃん（長女

４歳）

みゆうちゃん（次女

１歳）

お父さん

将史さん

お母さん

成実さん

顔はそっくり、性格は正反対（笑）。でも
とっても仲良しな姉妹です。大きくなったら
一緒にお菓子作りにお買い物♪楽しみなこと
がいっぱいだね。

（ 浦山地区
栃屋 ）

今 青春

「昔からスポーツが好きで、特に野球は長くやっていますね。
今でも仕事をしながら軟式野球チームに所属し、主にセンターと
して頑張っています」と話す将成さんは現在28歳。大学卒業後
は県外で就職されたそうですが、「生まれ育った地元に貢献した
い」という思いから５年前に黒部へのＵターンを決意し、現在は
市内で勤務されています。
青春時代を野球とともに歩んできた将成さんですが、社会人に
なってからはゴルフにも熱心に打ち込んでいるそう。他にもキャ
ンプや釣りといったアウトドア活動も趣味になったと言います。
「どれも誰かと一緒に取り組めるのが楽しいです。残念ながら今
はまだ再開するには難しい状況が続いているので、一日も早く以
前のように仲間と活動できるのを心待ちにしています」と期待に
胸を膨らませる将成さんです。

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

来月号の掲載予定

9

まつ

なり

【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。

わが家のアイドル「東布施・田家地区」

チャイルドギャラリー「お休み」

青春・キッズ・げんき印「若栗地区」

№553

まさ

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（11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。

今月の黒部っ子「三日市保育所」

2020ー６

い

松 井 将 成さん（前沢・28歳）

農業図鑑「お休み」
※変更になる場合があります

［工事予定期間］
理事会だより
令和２年６月上旬～
月 日（水）
令和２年８月末

［見積金額］
◆付議事項
ねぎ選別機等更新
第１号議案 平成三十一年
１２，４０１千円（税込）
度ディスクロージャー誌に
第４号議案 旧石田支所の
ついて
農 協 法 等 の 定 め に 従 い、 解体工事について
旧石田支所の解体工事に
当組合のディスクロージャー
ついて協議し、承認しまし
誌「ＪＡくろべの現況」
（平
た。旧支所の解体に併せて
成 年度黒部市農業協同組
同敷地内にある資材倉庫に
合ディスクロージャー誌）に
ついても解体することを承
ついて承 認し、組 合 員 等へ
認しました。
の閲 覧 対 応、ホームペー ジ
に掲載することとしました。 ［工事内容］
旧支所事務所・資材倉庫
第２号議案 カントリーエ
の解体
レベーターの改修工事につ
［工事計画］
いて
・工事予定期間
カントリーエレベーター
令和２年７月上旬～
の改修工事について協議
令和２年８月下旬
し、承認しました。
・業者選定
［工事内容］
指名競争入札
乾燥機バーナー５基の更
・入札期日
新及び精米設備撤去
令和２年６月 日
［工事予定期間］
第５号議案 黒部市農業協
乾燥機等一式
同組合の役員報酬及び費用
令和２年 月中旬～
弁償に関する規程の一部改
令和２年 月末
正について
精米設備撤去
４月 日開催の監事会に
令和２年６月上旬～
おいて各監事の報酬額が決
令和２年８月末
定し、報酬額が変更された
［見積金額］
ことから規程の一部改正に
乾燥機等一式
３７，０００千円（税別） ついて、承認しました。
第６号議案 貯金標準金利
精米設備撤去
の改定について
３，３００千円（税別）
貯金標準金利の改定につ
第３号議案 野菜集出荷施
いて協議し、承認しました。
設の改修工事について
第７号議案 融資承認につ
野菜集出荷施設の改修工
いて
事について協議し、承認し
融資案件１件について協
ました。
議し、承認しました。
［工事内容］
ねぎ選別機等更新
31

５

12 10

27

25

25

４月末の資金（貸出金・
預金など）の運用状況と第
２四 半 期の運 用 方 針・計
画について報告しました。
八、第
 １四半期相談・苦情
等対応について
第１四半期に利用者か
ら不適切な対応などに対
し、 ７ 件 の 苦 情 が あ り、
その苦情内容と処理状況
などを報告しました。
九、第１四半期事務ミス等
の発生状況について
第１四半期に発生した
３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、第１四半期自主検査報
告について
第１四半期の自主検査
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。
十一、フォークリフトの更
新について
十二、第五回通常総代会質
疑取りまとめについて
通常総代会の質疑内容
について、報告しました。
十三、新型コロナウイルス
感染症に関する「貸出金
条件変更手数料」の免除
について
新型コロナウイルス感
染症により影響を受けた
組合員等の既往貸出につ
いて、返済猶予等の条件
変更にあたって発生する
手数料を免除することを
報告しました。
［免除期間］
令和２年５月 日～

令和２年９月 日
（状況に応じて期間を延長）

日（水）」

施設整備委員会

「開催日 ５月

◆協議事項

一、旧石田支所の解体工事
について
協議のうえ、理事会に
付議することを決定しま
した。
二、カ ン ト リ ー エ レ ベ ー
ターの改修工事について
協議のうえ、理事会に
付議することを決定しま
した。
三、野菜集出荷施設の改修
工事について
協議のうえ、理事会に
付議することを決定しま
した。
四、フォークリフトの更新
について
協議・承認し、理事会
に報告することを決定し
ました。
五、野菜用うね形成播種機
の導入について
協議のうえ、承認しま
した。
六、農
 業倉庫の現状について
農業倉庫の現状、課題
に つ い て 確 認 し、 今 後、
農業倉庫の集約を検討し
ていくことを併せて確認
しました。
七、水稲乾燥調製作業の実
施状況について
水稲乾燥調製作業の実
施状況について確認し、今
後、乾燥調製施設の再編
計画を検討していくこと
を併せて確認しました。
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◆委員会報告
一、施設整備委員会協議結
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。

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
２７５，２４８千円
［９５・７％］
▽事業利益
２２，２４４千円
［１１６・５％］
▽税引前当期剰余金
２６，２８８千円
［１１６・１％］
四、第
 １四半期内部監査中
間報告について
第１四半期において内部
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、令和元年産米販売数量
報告について
４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）
６７，９０９・０俵
［前年対比１０３・７％］
六、アグリプラザ東第１四
半期実績について
販売金額［直売品］
６，５３２千円
［前年対比１０３・４％］
七、資金運用に関する報告
について

◆報告事項

27
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みずほ文芸
短歌 



切

寺島

西島

福島

上田 洋一

佳子

禎一

敏子

美子

選

日

10

髙野

月

７

法子

恭子

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！

※締切

母校閉じ老若男女に花吹雪

組合員の大野久芳様の俳句が北日本新聞に掲載されました。
広報誌「みずほ」でも、皆様からの投稿をお待ちしています。

Ａ～Ｅの二重枠に順に並べてできる言葉は何でしょうか？

立田

岩場

若林由紀子

松井ヨシヱ

選

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

石田阿畏子

六月末日必着

引き出しに眠りいし三枚布マスク
ナイト
目覚めて我の騎士となるや
散るさくら花筏となれ足を病む
君旅立ちし三途の川に
人の世の騒ぎを遠くものともせず
雲雀は高く麦の穂光る
天空にホバリングするひばりあり
畔のなだりで口あけあおぐ
おんぶしてパソコン挑む火曜二時
パパ業兼ねる在宅勤務
鯉の稚魚群れなし遊び餌を食む
いいね君たち三密がなく
土に生き五人の子等を育て上げ
無口に生涯終えし母かも
背戸の田にキジのつがいの寄り添いて
餌をついばむ日の出の前に

俳句

〆

白日の花芥子の黙昼の黙
白芥子の受けとめきれぬ夕茜
青山河分水槽に水あふれ
残照の中の廃家や桐の花
朝刊の折目の匂ひ走り梅雨
橋桁をくぐり燕の急旋回
小さき嘘そのままにしてさくらんぼ
香水の匂ふ絵解の比丘尼かな
山麓の古刹の鐘や夕端居
白牡丹に佇む人のすさびかな

ＪＡくろべ総務課

俳句短歌募集します。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

クロスワードパズル

【タテのカギ】
①セーフではなくて
④赤い顔をして郵便物をのみ込みます
⑦漂白や殺菌に用いる白い粉
⑨タコやイカが吐きます
⑩銃のこと。モデル――
⑪土用の丑（うし）の日によく食べられます
⑬冷やし中華に添える黄色い薬味
⑮水稲が育つ場所
⑯雨や日光を遮るために差します
⑰――眼鏡、――巻き
⑱寺社を巡って集めている人もいます
⑳畳表にも使われる植物
21 目からぽろりと落ちることも
◯

【ヨコのカギ】
①夏の夜明けにラッパ形の花を咲かせます
②元素記号はＵ。
『鉄腕アトム』ではアトムの妹の名前
になっています
③誕生日が来ると一つ取ります
⑤この全自動洗濯機のコース運転は、洗い→ ―― →
脱水と進みます
⑥起業して巨万の――を得た
⑧カメが日当たりのいい場所に出ています
笑味ちゃん
⑫
「有りの実」と呼ばれることもあります
©みんなの
⑬スチールやアルミに分けてリサイクル
よい食プロジェクト
⑭北海道和種という馬の俗称
【前回のナンバープレイスの答え】 ７
⑮障子やふすまなどのこと
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。
⑯エジプトの首都
⑰自動車を数えるときに使う言葉
⑲義を見てせざるは――無きなり

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５月末日）

（

）は前年同月比

正組合員数
4,727人 （－138人）
（正組合員戸数 3,867戸）（－102戸）
准組合員数
4,975人 （－ 7人）
（准組合員戸数 3,554戸 （＋ 17戸）
みなさまの貯金高 1,024億 631万円（102.9%）
みなさまへの貸出金 184億9,691万円（ 97.5%）
長期共済保有高
1,972億5,341万円（ 95.2%）
購買品供給高
13億 207万円（ 90.9％）
販売品販売高
4億 941万円（112.6％）
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編 集 後 記
今年も梅雨の季節がやってきました。雨ばかりで憂鬱
な気分になるかもしれませんが、梅雨を楽しむ方法を探
してみるのも良いかもしれません。例えば、この時期に
咲く花といえばアジサイですよね。そのアジサイを見る
ために散歩をするのも梅雨を楽しむ方法の１つです。他
にも、デザインが可愛い傘や雨が降ると柄がつく傘を使
うなど、自分の気に入るレイングッズを使って気分を上
げてみるのも良いのではないでしょうか。自分なりに工
夫をして憂鬱な梅雨の季節を乗り越えましょう。
〈MIZU〉

ＪＡくろべ カトレアホールやすらぎ

～ ご焼香のみによる ご参列 形態 ～
JAくろべ カトレアホールやすらぎ

～ ご 焼 香 の み に よるご 参 列 形 態 ～

先般より 新型コロナウイルス感染予防対策による３密回避が望まれ、

大切な方との最後のお別れの場にも 影響を及ぼしています。
先般より新型コロナウイルス感染予防対策による３密回避が望まれ、
多くの方々に参列してもらい 故人様をお偲びするはずの御葬儀が、
大切な方との最後のお別れの場にも影響を及ぼしています。
規模を縮小し
少ない人数で済ませざるを得ない方が 増えています。
多くの方々に参列してもらい故人様をお偲びするはずの御葬儀が、規
模を縮小し少ない人数で済ませざるを得ない方が増えています。

ＪＡくろべ カトレアホールやすらぎ では、このような状況においても
JAくろべカトレアホールやすらぎでは、このような状況においても
ご遺族様・ご縁に結ばれた方々の心残りのない御葬儀が出来るよう
ご遺族様・ご縁に結ばれた方々の心残りのない御葬儀ができるよう、
ご焼香のみによる
ご参列形態を ご提案させていただいております。
ご焼香のみによるご参列形態をご提案させていただいております。

式

➌

場

➍

式場入口前にて

ご焼香台

ご焼香下さい

お供物等をお受け取りいただき
専用出口より お帰りください

式場の中まで
お入りいただかなくても、
ご遺影や祭壇を見ながら

正面入口

ご焼香いただけます。

➋

ご遺族の方にご挨拶

➊

受付を
お済ませください

受

付

流行性ウイルスにかかわらず、ご高齢・体調不良等 お身体のご都合で
礼服へのお着替えや長時間のご参列が難しい方にも
安心して
お参りいただけます。
流行性ウイルスに関わらず、ご高齢・体調不良等
お身体のご都合で
〈お問い合わせ〉JAくろべカトレアホールやすらぎ
☎52-4900
礼服へのお着替えや長時間のご参列が難しい方にも
安心して
お参り頂けます。
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