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表

紙

年末年始営業のご案内

（各事業所およびATM）

令和２年産コシヒカリ

１等米比率94.6％

（JAくろべ管内11月25日現在)

作況・等級比率の推移

富山県 JAくろべ

作

況

コシヒカリ
１等米比率

てんたかく
１等米比率

てんこもり
１等米比率

富富富
１等米比率

Ｒ２

103（やや良）

Ｒ１

102（やや良）

Ｈ30

102（やや良）

Ｒ２

89.0%

94.6%

Ｒ１

82.6%

93.2%

Ｈ30

89.5%

92.5%

Ｒ２

88.6%

82.1%

Ｒ１

89.7%

77.1%

Ｈ30

89.8%

95.8%

Ｒ２

95.9%

99.2%

Ｒ１

93.0%

100.0%

Ｈ30

96.9%

94.1%

Ｒ２

96.1%

99.4%

Ｒ１

90.1%

99.8%

Ｈ30

99.1%

97.5%

（県数値は10月末現在）

○気象経過および生育状況

田植えの盛期は５月12日頃で終期は５月22日頃となりまし
た。５月10日以降の田植えの実施率は81％となり高温登熟を
回避するための田植え時期におおむね行われました。５月中旬
以降の移植では、寡照傾向や強風の影響から田植え後の活着や
初期生育がやや停滞する圃場が見られました。幼穂形成期はコ
シヒカリで７月12日頃となりました。出穂期は、コシヒカリ
で８月５日頃で平年より３日程度遅くなりました。梅雨明け以
降は、高温・多照・少雨で推移し、成熟期は９月８日頃となり
ました。

○作況および品質結果
富山県における令和２年度の水稲の作柄は、作況指数が103
（やや良）、単収は535㎏／10ａとなりました。
また、県内の１等米比率（10月末現在）は、「コシヒカリ」
89.0％、「てんたかく」88.6％、「てんこもり」95.9％、「富
富富」96.1%となっています。当JA管内では「コシヒカリ」
94.6％、「てんたかく」82.1％、「てんこもり」99.2％、「富
富富」99.4％となっています。

○次年度に向けて
本年は、登熟期（出穂後20日間）の気温が27.3℃（魚津ア
メダス）と著しい高温にはならなかったことや、５月15日中心
の田植え、適切な水管理の徹底、適切な施肥管理、適期刈取り
などにより品質は良好となりました。
「コシヒカリ」の等級格下げ要因は、２等以下となった要因
としてカメムシなどによる斑点米が60.3％、心白などの白未熟
粒が20.9％でありました。カメムシ類による斑点米防止対策と
して、畦畔などでは発生・増殖しにくい環境づくりのため、春
先からの除草対策を行いましょう。圃場では、適期の除草剤散
布と水管理、基本防除を徹底しましょう。
高温期の出穂を回避するために、５月15日を中心とした田植
えの実施、田植えに合わせた適切な播種を行い、８月４日頃に
出穂を誘導して白未熟粒の発生を抑えましょう。また、ケイ酸
質資材の施用も重要です。白未熟粒はでんぷんの蓄積が不完全
になることで発生するため、登熟期の光合成能力を低下させな
いよう稲体のケイ酸濃度を高めましょう。ごま葉枯れ病も増加
傾向にあるため、土づくり資材を継続的に施用しましょう。品
種構成の見直しによる「てんこもり」などの導入、刈遅れによ
る胴割米の回避、適切な施肥・水管理による稲体の活力維持な
ど基本技術を徹底し、次年度も品質の維持向上を図りましょう。

牡羊座 ３／ 21 ～４／ 19 １月の運勢
【全体運】相手を受け入れる気持ちが運を開く鍵。来客は笑顔でお出迎えを。新しいことをしたいなら仲間探しから始めて
【健康運】暴飲暴食は控えバランス良く食べましょう
【幸運の食べ物】ナバナ
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牡牛座 ４／ 20 ～５／ 20 １月の運勢
【全体運】発展的ですが、考えがやや飛躍し過ぎる傾向が。周りの意見にも耳を傾けて。家族でできることにツキあり
【健康運】筋トレなど本格的なトレーニングがお勧め
【幸運の食べ物】ハーブ

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

コロナ禍での米需要について（タイ王国）

第36回は、海外事業部から現在のタイ王国の様子をお伝えします。

㈱名古屋食糧 海外事業部

橋本

黒部の皆様、お久しぶりです！㈱名古屋食糧海外事業部の橋本です。
コロナ禍から少しずつ日常に戻ろうとしているなか、当コーナー「情報
発信特急」もゆっくりと再出発です。
ご承知のこととは思いますが、新型コロナウイルスの感染拡大は日
本国内のみならず世界各地の飲食業界に甚大な被害を及ぼしています。
今回は、タイ王国でコロナ禍がもたらしたさまざまな影響と、現在の
様子を少しだけお伝えしていきたいと思います。

晴斗

〈非常事態宣言の発令〉

⇒日本産米を継続的に販売してきたタイ王国でも、新型コロナウイルスの
感染拡大防止を目的とした「非常事態宣言」が2020年３月26日に発令さ
れました。日本で発令された「緊急事態宣言」よりも内容は重く、「外国
人観光客の入国禁止」をはじめ、「飲食店全店の営業停止」、「外出時間の
限定」など非常に厳しいものでした。これにより、タイ国内でのインバウ
ンド消費は消失し、商談機会も激減、新規提案などもできない環境になり
ました。

非常事態宣言時の街の様子

〈巣ごもり需要の増加〉

⇒日本国内でも緊急事態宣言の発令下で在宅ワークや外食自粛による「巣
ごもり需要」は増加しましたが、外食が食習慣の基本だったタイ王国にお
いても同様の傾向となりました。
業務用向けに販売していた日本産米の販売重量は、コロナ禍の影響前に
比べて約97%減でしたが、量販店向けは最大で約400%の売上重量増と
なりました。ある程度落ち着いてきたとはいえ、現在も昨年比150%前後
で推移しています。現地駐在の日本人は当然のことながら、非常事態宣言
発令下の半ば強制的な巣ごもりにより、現地タイ人の方も惣菜の持ち帰り
や、食材を購入して自宅で調理することが増加しました。お米を買って、
自宅で食べる文化が少しずつ定着するのではないかと期待しています。

コロナ禍で営業停止となり、
閉鎖されたレストラン

〈今後の展望〉

⇒タイ王国の非常事態宣言は、2020年11月30日までの延長が決
定しています（2020年11月19日現在）。今年の５月から、飲食店
はソーシャルディスタンスの確保などの対策を行いながら条件付
きで営業を再開しつつあります。しかし、営業時間短縮要請は続
いており、業務用米の販売については依然として楽観視できませ
ん。一方で、現地での需要が定着しつつある量販店での販売には
チャンスがあると感じています。
次回の掲載（2021年２月予定）では、現在バンコクの日系スー
パー「UFM Fuji Super（フジスーパー）」様で実施されている「新
米フェア」の様子をお届けする予定です。黒部米コシヒカリ２kg
袋の売れ行き、ご期待ください！

開催中の「新米フェア」をチラ見せ♪
黒部米はレジ付近に陳列されています

双子座 ５／ 21 ～６／ 21 １月の運勢
【全体運】上昇運です。迷ったり何か変だなと感じたりした場合は結論を急がないように。じっくり進めた方が好結果に
【健康運】考え過ぎはよくありません。入浴で気分転換
【幸運の食べ物】ミズナ
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「KOKOくろべ」直売所通信

Vol.３

直売所への出荷に向けて、しっかりとした栽培計画を！
「KOKOくろべ」直売所通信では、出荷者として登録していただく生産者に向けて、野菜などの栽培に
役立つ情報を定期的に紹介していく予定です。今回は、今年の振り返りと次の栽培への準備についてポ
イントをまとめました。

今年を振り返って計画を立てよう

記録を確認してみましょう
①種子や苗の価格

年の瀬を迎え、今年も残りわずかとなりまし
た。忘れないうちに農業日誌などで今年の作柄

②品目（品種）ごとの播種日や定植日

について振り返り、春播き・春植えの農作物の

③発芽が確認できた日

栽培計画を立てましょう。同じ品目でも品種ご

④どんな病気や害虫が発生したか（品目・時期）

とに栽培適期が異なりますので、種子や苗の購

⑤腐ったり枯れたりした株がどの程度あったか

入時には品種の作型図を確認してから選ぶよう

⑥収穫開始と完了の時期

にしましょう。

⑦収穫量（予想より多いか少ないか）
⑧畑のどこに何を植えたのか

消費者に安全・安心を届けよう

農薬を減らすポイント

安全・安心の農作物を生産するため、なるべ
く農薬の使用量を減らす栽培を意識しましょ

・なるべく完熟堆肥や有機質肥料を使用

う。いくつかポイントを挙げますので、できる

・極端に早い（遅い）播種や定植は避ける

ことから実施してみましょう。

・畦の高さは最低20㎝以上、できれば25㎝以上
・通常より条間（株間）を広げた播種や定植
・元肥の量は少なめにする
・病気に強い品種を選ぶ
・圃場をきれいに保つ（雑草などの除去）

〈出荷者登録・お問い合わせ〉販売企画課（営農センター内）☎52-5615

め品!!

FAX：52-5710

すまいる 掲示板

JAくろべ職員のおすす

東
プラザ
アグリ 00）で
-91
（☎65
！
きます
で
入
購

カリッと揚げたかりんとうに熱風
焙煎したピーナッツをまぶした人気商品で
す。細かく刻んだピーナッツの食感と香ばしさ
が良いアクセントになっています。一口サイズ
で食べやすいので、ちょっとしたおやつに
いかがでしょうか♪

Ａコープ

ピーナッツかりんとう
１袋（155ｇ）…160円（税込）

金融共済部
共済課
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森川

佳朋

共済課長
島端

尚子

蟹座 ６／ 22 ～７／ 22 １月の運勢
【全体運】周囲がにぎやかに。たくさんのお誘いが舞い込む予感です。交通整理は必要ですが、できるだけお付き合いを
【健康運】人と一緒に運動すると励みに。楽しく継続
【幸運の食べ物】寒ブリ

〈年末年始の事故・故障などのトラブルには〉

【事故等の場合】JA共済事故受付センター
ジ

コ

は

ク

ミ アイ

0120-2
0120258-931
【故障時の応急対応が必要な場合
故障時の応急対応が必要な場合】
】JA共済事故受付センター
レッカーロードサービスは

ク

ミ アイ

0120-0
0120063
63--931
☆24時間365日いつでもOK。携帯からもつながります。
警察110番・救急119番もお忘れなく。
☆各種サービスのご利用にあたっては一定の条件があります。
【詳しくはお近くのJA（または担当者）にお問い合わせください。（登録番号：20180500213）】

獅子座 ７／ 23 ～８／ 22 １月の運勢
【全体運】ハプニング運となっています。一筋縄ではいきにくいので第２案、第３案の用意を。議論は熱くなり過ぎないで
【健康運】ストレッチで体の柔軟性をキープ
【幸運の食べ物】カキ（牡蠣）

2020ー12 №559

6

黒部の丸いも販売中! !
、

黒部の丸いもの販売が始まりました！
自然薯よりも粘りが強く、「サポニン」という
成分が体内を浄化して消化吸収を助けます。
黒部の味を親しい方への贈り物にいかがですか？

規格

販売価格（税込）

SS

1,500円

良Ａ

2,100円

優

2,600円

良Ａ

5,400円

優

7,600円

２㎏箱
３㎏箱

10㎏箱

にくく
と変色し
る
べ
比
な旨みが
☆山芋と
気と濃厚
り
粘
い
強
!!
特徴です

【ご購入・ご注文】アグリプラザ東

手軽に健康

☎65-9100

手指体操

大きな動きのグーパーで血行促進
いよいよ寒さも本番です。この時期は体が
縮こまりやすく、血行も滞りがち。肩凝りをは
じめ、関節痛や首痛など○○痛がこの時期に
多く現れるのは、寒さで筋肉が収縮して硬く
なることが大きな原因の一つです。
今回は、腕の曲げ伸ばしなどの大きな動き
を取り入れて血行を促進し、肩凝り解消にも
役立つ体操をご紹介します。
２秒間で伸ばし、２秒間で曲げる、をゆっ
くりしたペースで繰り返し、30秒ほど行い
ます。痛みが出る場合は無理して行わず、で
きる速さ、できる範囲で行いましょう。
座ったままで行える簡単な体操なので、デス
クワークや勉強の合間に行うと良いでしょう。

健康生活研究所所長●堤

喜久雄

動きに合わせてグーパー

（1）
両肩の位置で両手を握ります。 （2）
両腕を前に伸ばし、
指先まで元
肘を少々後ろに引いて背筋も伸ば 気よく開きます。
します。

動かすときには反動はつけず、
「イチ、
ニ、
ポイント イチ、ニ」と声に出しながら行うとリフ
レッシュにもなりお勧めです。
応用

7

（1）
のときに両手を開き、
（2）
では伸ばし
た両手を握るというように、
グーとパー
を逆にやってみましょう。

2020ー12 №559

（3）
両肩の位置に戻して両手を握 （4）腕を上へ伸ばして指先を開き
ります。
ます。
（1）～
（4）の動きを繰り返し
ます。

乙女座 ８／ 23 ～９／ 22 １月の運勢
【全体運】運勢は大きく盛り上がり、あなたが間に入ればトラブルも解決へ。頼まれ事で忙しくなるのは吉兆。旅行にツキ
【健康運】音楽に合わせリズミカルに体を動かして
【幸運の食べ物】ミカン

M ONTHLY T OPICS
今月
の
表紙

丸いも収穫が最盛期
黒部の特産「丸いも」収穫

黒部丸いも生産組合は11月20日、島是仁さんの圃
場（村椿）で丸いもの作柄を確認しました。
ヤマノイモ科の一種である丸いもは、強い粘りと濃
厚な旨みが特徴で、栄養価が高いことから健康野菜と
しても期待されています。
当日は、山口隆治組合長をはじめとする生産者が丸
いもを掘り出して大きさや形を確認し、作業後には丸
いも料理の試食が行われました。今年の丸いもは夏の
高温などの影響が懸念されたものの、量・大きさとも
に上々の出来となりました。同組合では1.2haで栽培

丸いもの出来を確認する山口組合長（右）

Ａコープ商品を活用しよう
集落講習会

し、約３ｔの出荷を見込んでいます。
※購入・注文については７ページをご覧ください。

地域の農業を支えるために
市長と語る会

女性

部

女性

部

JAくろべ女性部では11月９日から11日にかけて、
前沢公民館・若栗公民館・東布施公民館・村椿公民
館の４会場で集落講習会を開き、全６支部から部員
70人が参加しました。
講習会では、JA生活指導員からＡコープ商品の
「塩こうじパウダー」を使ったおかずや「米こうじ
の甘酒」の甘みを利用したデザートなど、簡単にで
きるアレンジレシピについて学びました。
参加者は「気軽にできそうなので作ってみたい。
たくさんのレシピを学べて良かった」と話していま
した。

行政の支援事業について説明

JAくろべ女性部は11月６日、「市長と語る会」を当
JA本店で開き、大野久芳市長と意見交換しました。
当日は「中山間地域問題」を主なテーマとして、近
年増加している耕作放棄地や空き家などの課題を取り
上げ、市内の現状と具体的な支援・対策について話し
合いました。参加者は、「市長と直接お話をする貴重
な機会となった」と話していました。

レシピの説明を受ける参加者

これからの需要に合わせてPR

秋の展示会
JAくろべ「秋の展示会」が11月６・７日、当JA本
店構内で行われました。
会場では、大型から小型までの農業機械をはじめ、
これから需要の増える暖房器具などが展示されたほ
か、各種除草剤や生活用品も数多く販売されました。
２日目には、例年の農業祭でも人気商品となっている
「玉ねぎ苗」の即売が行われ、買い求める来場者で会
場が賑わいました。

JA職員やメーカー担当者が商品を紹介
天秤座 ９／ 23 ～ 10 ／ 23 １月の運勢
【全体運】困難な状況を打開して大躍進の予感です。あなたの本気が周囲の協力につながります。説明は丁寧に、連絡は密に
【健康運】おせちや郷土料理など伝統食にツキあり
【幸運の食べ物】ヒラメ
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道の駅の開業に向けて
直売所開業プレイベント「秋の収穫祭」
「KOKOくろべ」直売所開業プレイベント「秋の収
穫祭」が11月14日、黒部市役所ポケットパークで開
かれ、管内の生産者などが出店しました。
当イベントは道の駅「KOKOくろべ」農産物直売所
の開業に向けて、地場産農産物の生産拡大や販売促進
を目的として黒部市農業再生協議会が主催したもので
す。生産者が対面販売を通して消費者の声を直接聞
き、消費者ニーズに沿った作物の生産に活かします。

新鮮な野菜がもりだくさん

会場では、野菜の即売会や詰め放題が行われたほ
か、温かい飲食物の販売などで多くの来場者が地場産
の味を楽しみました。また、JAくろべ女性部は、お
にぎりや煮物などの手づくり惣菜を販売し、売り場に
は部員たちの活気があふれました。会場内では餅つき
も行われ、つきたての餅を求める来場者で大行列とな
りました。

効率的な作業で新鮮さ届ける

手づくり惣菜は完売に

夏播き人参収穫

昨年を上回る出来
加工用キャベツ収穫
加工用キャベツの収穫が11月13日、農事組合法
人飯沢営農組合の圃場で行われました。
この日収穫された加工用キャベツは、同組合が８
月に苗の定植を行ったもので、約40ａで栽培され
ました。組合員はキャベツの大きさや形を確認しな
がら、ひとつひとつ手作業で収穫を行いました。能
島与市組合長は、「今年は昨年よりも作付面積を拡
大した。品質や大きさなど、全体的に出来が良い」
と話しました。
今年の加工用キャベツは管内で約１haに作付け
され、収穫後は県内外の業者へ一定の価格で契約販
売されます。

収穫機で効率的に作業

当JAが重点振興作物として推進している夏播き人
参の収穫が11月から始まっています。
池田順郎さん（若栗）の圃場では11月５日、人参
「愛紅（あいこう）」の収穫作業が行われました。人参
は８月６日に播種されたもので、専用の収穫機で土か
ら引き抜かれ、手作業で葉や根を取り除いてから運搬
用の袋に入れられました。池田さんは、「今年は台風
などの影響がほとんどなかったこともあり、上々の出
来となっている」と話しました。
管内全体の夏播き人参の作付面積は約２haで、12
月中旬までには収穫作業を終え、県内外の市場へ出荷
されます。

手作業で丁寧に収穫されるキャベツ

9
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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！

蠍座 10 ／ 24 ～ 11 ／ 22 １月の運勢
【全体運】順調に見えていたことがひっくり返る危険が。大丈夫と思っても最後まで気を抜かないように。約束は時間厳守で
【健康運】ラジオ体操など全身を動かす運動が◎
【幸運の食べ物】ホウレンソウ

持ち歩きにぴったり
前沢支部

マスクケース作り

女性

部

さらなる農業振興を図る
農政懇話会

前沢支部では11月25日、マスクケース作りを前沢
公民館で行い、12人が参加しました。
用意した型紙に合わせてクリアファイルをカット
し、ボタンを付けてカラフルなケースを作りました。
クリアファイルを利用しているため、薄くコンパクト
な仕上がりになりました。
参加者は、
「好きな柄のファイルで応用してみたい。
外出先で便利に使えそう」と話していました。

左から平野組合長、大野市長

当JAの平野正義組合長と大野久芳市長との農政懇
話会が11月17日、黒部市役所で開かれ、JAおよび
市の関係者が参加しました。
懇話会では、平野組合長が大野市長に、管内農業
に対する日頃の支援と協力について深く謝辞を述べ、
「農業振興にかかる提案書」を手渡しました。参加者
は提案書の内容を確認し、今後の課題や求められる
具体策などについて意見交換を行いました。
ファイルの色を生かしてカラフルに

大きな功績に祝福の声
木島敏昭氏旭日双光章受章記念祝賀会
令和２年度春の叙勲で旭日双光章を受章された木島敏
昭さん（村椿）の祝賀会が11月28日、ホテルアクア黒部
で行われ、関係者など93人が出席しました。

また、令和４年春に開業予定の道の駅「KOKOく
ろべ」での農産物直売所のオープンを見据えて、さ
らなる農家の所得向上に向けた取り組みと地域農業
の振興活動を進めていくことを確認しました。

黒部が生んだ味を楽しむ
「黒部地場産学校給食の日」試食会

当日は、黒部市畜産振興会の平野正義会長が挨拶さ
れ、富山県養豚組合連合会の新村嘉久会長から木島さん
の経歴や取り組みなどについて紹介がありました。木島
さんは、長年にわたって県養豚連の一員として県内産豚
の品質向上やPRに尽力され、県を代表するブランド豚
「黒部名水ポーク」のブランド化においても中心的な役割
を担ってこられました。
木島さんはお孫さんからお祝いの花束を受け取り、関
係者への謝辞と今後の決意について述べられました。

児童と交流する平野組合長（写真：北日本新聞社提供）

黒部市による「黒部地場産学校給食の日」の試食
会が11月17日、たかせ小学校で開かれました。
「黒部地場産学校給食の日」は、給食の献立に多
くの黒部産食材を取り入れ、子どもたちに地産地消
や食の大切さを学んでもらおうと年５回実施されて
います。５回のうち１回は試食会として生産者など
を招いて子どもたちとの交流を行っており、今回は
大野久芳市長や当JA平野正義組合長などが参加し
ました。黒部米や黒部名水ポーク、野菜など13種

お孫さんから花束を受け取る木島さん

類の黒部産食材を使った給食を味わいました。

射手座 11 ／ 23 ～ 12 ／ 21 １月の運勢
【全体運】お正月休みや旅行はゆったりプランで。英気を養えば気持ちに余裕が生まれます。趣味の集まりに顔を出して
【健康運】体調不良を感じたら早めに病院を受診して
【幸運の食べ物】アカガイ
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ちいきの

暮らしいき いき
ネットワーク

高野豆腐の肉詰め煮
一度冷ましてから温め直して食べると
味がしみてさらに美味しくなります。

■材料（４人分）

⎛
⎝

Ａ

⎛
⎝

Ｂ

高野豆腐………………………… ４枚
鶏ひき肉……………………… 100ｇ
ニンジン……………… ４㎝（40ｇ）
生シイタケ……………………… ２枚
サヤインゲン…………………… ４本
酒…………………………… 小さじ２
砂糖・片栗粉…………… 各小さじ１
塩………………………………… 少々
だし汁……………………… ２カップ
酒・みりん・砂糖……… 各大さじ２
醤油………………………… 大さじ１
塩………………………… 小さじ１/２

◇ 行 事予定 ◇

■作り方
❶高野豆腐は袋の表示どおりにもどして水けをよく絞る。
❷短いほうの辺の厚み半分のところに、包丁を入れ、長いほ
うの両端を切り離さないように反対側まで切り込みを入れる。
❸ニンジンはみじん切り、シイタケもいしづきを除いて
みじん切り、インゲンは小口切りにする。
❹ボウルにひき肉、Ａ、③を入れて粘りがでるまで練る。
４等分し、②の高野豆腐に詰める。
❺鍋にＢを入れて煮たて、④を並べて入れる。紙ぶたを
して弱めの中火で20分ほど煮る。
❻半分に切って器に盛る。

12月下旬～１月中旬

『家の光』『ちゃぐりん』
１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

12月
22（火）

27（日）

23（水）

28（月）

24（木）

29（火）

25（金）定例理事会

30（水）

26（土）

31（木）大晦日

『家の光』

※年末年始の営業については、裏表紙をご参照ください。

≪特集≫
・コツコツ長く続けるコツ
・魅惑の手作りプリン

１月号

定価922円（税込）

１月
１（金）元日

11（月）成人の日

２（土）

12（火）

３（日）

13（水）

４（月）年賀式

14（木）

５（火）
６（水）

ファミリー活動
15（金）
（～22日）

７（木）

16（土）

税務・法律相談日 17（日）
（午後２時～／本店） 18（月）

『ちゃぐりん』
・体が元気になる
スタミナアップおかゆ

１月号

定価576円（税込）

８（金）
日帰り人間ドック 19（火）
（全地区） 20（水）

11

９（土）

21（木）

10（日）

22（金）
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山羊座 12 ／ 22 ～１／ 19 １月の運勢
【全体運】非常に勢いのある運気。活躍の場を広げていく好機です。金運も好調で資金面の問題もクリア。相談は年配の方に
【健康運】楽しみながらできるスポーツで体力アップ
【幸運の食べ物】イチゴ

今月の

子
っ
部
黒

みんなの広 場
三島保育所（らいおん組）

☆みんな運動大好き☆
体を動かすことが大好きで、晴れ
た日には園庭でドッジボールを楽
しんでいます。逃げるだけでなく、
ボールをキャッチすることも上手に
なりました。他にも、うんていや逆
上がりに挑戦中！友達の姿に刺激を
受けながら日々成長している元気な
みしまっこです。

R&Vのざわ農場株式会社
代表：能澤 喬之

農業
図鑑

設
立：2020年２月
従業員数：６名
作付状況：水稲（コシヒカリ）、大豆、ソバ、人参、トマト
面
積：87ha（黒部市六天）

「みんなが憧れる職業に」
R＆Vのざわ農場株式会社は、今年の２月に農業法人として設立され、現在は水稲を中心に人参やトマト
などの野菜も栽培しています。６人中２人が女性であること、平均年齢が比較的若いことが特徴です。
11月（取材時）は、人参の収穫作業が主な仕事です。播種などの作業は機械を利用することでかなり効
率化されていますが、収穫できるようになるまでには細やかな栽培管理が欠かせません。だからこそ、時間
をかけて栽培したものを収穫できたときは嬉しいですし、実際に食べてくれた方から「美味しい」と言われ
たときは頑張って良かったと心からやりがいを感じられます。
今後は水稲はもちろん、人参やトマトなどの野菜にもより一層力を入れたいと考えています。そのために
栽培方法を学んだり、さまざまな研修会に参加したりして積極的に知識を取り入れているところです。これ
からも美味しいものを作り続け、農業をみんなが憧れる職業にできるよう努めていきます。

来月号の掲載予定

来月号はみんなの広場をお休みし、丑年生まれの方の新年の抱負を紹介します。

水瓶座 １／ 20 ～２／ 18 １月の運勢
【全体運】下旬から運勢が上昇。無理を通したいなら時間をかけて説得を。ゴリ押ししない態度が幸運を引き寄せます
【健康運】手や足のつぼを押して血行を促進
【幸運の食べ物】イセエビ
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お父さん

か れん

加恋ちゃん
玄章さん

（長女

お母さん

１歳）

夕貴さん

パパとママを選んで生まれてきてくれてありが
とう。９月で１歳になりました。たまにチビッコ
怪獣になって大きな声で泣きますが、それも可愛
く愛おしいです。毎日、優しく穏やかな笑顔に家
族が癒されています。日々の成長が楽しみです。

たかせ小学校

もりなが

森永

ち ひろ

千尋さん

（４年）

（ 前沢地区 ）
チャイルド
ギャラリー

「白馬」

「 馬 」 の 横 画 の 間 を一定 に す る
の が む ず か し か っ た で す。 画 数
の 多 い「 馬 」 を 大 き く 書 く こ と
ができてよかったです。

「マグマのしぶき」
自分で作った色紙をいろいろな
形に切って動きを作ることをがん
ばりました。カラフルな作品に仕
上がってうれしかったです。
「白」と「馬」の大きさの違いに
注意して書くことができました。と
め、はね、はらいを意識した、丁寧
な作品になりました。 （先生より）

わが家の

お ざき

尾崎

愛 アイドル

癒しの優しい笑顔♪

いろいろ な 技 法 を 用い て で き あ
がった色紙を様々な形に切りました。
形や色の組み合わせを考えて迫力の
ある作品になりました。 （先生より）

いし だ

さ

り

な

石田紗里奈さん
（４年）

今 青春

「妻の親族に農家の方がおり、その手伝いが農業を知るきっかけと
なりました。今は仕事として農作業に取り組んでいますが、初めての
作業や機械操作など新しく覚えることが多いので、毎日が勉強で新鮮
な気持ちで働いています」と話す秀さんは現在30歳。今年の６月か
ら有限会社アグリ池田（若栗）の一員として農業に従事し始めました。
もともとアウトドア活動が好きだった秀さんにとって、外で体を動か
す農業の仕事は大きなやりがいにつながっていると言います。
最近では家庭菜園が趣味のひとつとなり、畑の一画を借りて西洋野
菜の栽培を楽しむ秀さん。独特な形をしたものやカラフルなものなど、
変わり種の野菜を積極的に試しているそう。
「将来的には畑１枚を借
り、もっとバリエーション豊富な菜園にするのが目標ですね。我が家
には２歳の子どもがいるので、いつか親子で野菜の世話や収穫をする
のが楽しみです。その時にちゃんと教えてあげるためにも、農業の知
識・経験を積んでいきたいです」とやる気いっぱいに話す秀さんです。
13
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はま

濱

だ

田

しゅう

秀さん（浦山・30歳）

魚座 ２／ 19 ～３／ 20 １月の運勢
【全体運】良好運。交友関係が広がりを見せています。楽しい情報をキャッチできるのでお出掛けを。金運は回復の兆し
【健康運】友人とのおしゃべりでストレスを解消
【幸運の食べ物】ハクサイ

理事会だより
月 日（水）
25

二、十月度の事業実施状況
について
三、第３四半期決算につい
て
黒部市農協
▽事業総利益
９５５，９２０千円
▽事業利益
１０５，６１３千円
▽税引前当期剰余金
１５４，０１６千円
ＪＡくろべ興産㈱
▽売上総利益
７２，６５７千円
▽営業利益
５，５２９千円
▽税引前当期純利益
８，４２５千円
㈲グリーンパワーくろべ
▽売上総利益
３４，６４２千円
▽営業利益
７，８４１千円
▽税引前当期純利益
１３，３２６千円
ＪＡくろべサービス㈱
▽売上総利益
６９，７９９千円
▽営業利益
８，７３０千円
▽税引前当期純利益

１１，０１５千円
四、令和二年度決算見込み
について
第３四半期決算を基準
として、令和２年度決算
の見込検討を実施した結
果について、事業量及び
取扱高等見込検討表、総
合損益見込検討表により
報告しました。
子会社３社の決算見込
みについても報告しまし
た。
五、令和二年産米買入状況
について
月６日現在の米の買
入状況を報告しました。
（うるち買入数量）
９９，３４３・０俵
［ 契 約 数 量 対 比 １ ０ ４・
４％］
（うるち等級比率）
１等＝９５・０％
［コシヒカリ＝９４・６％］
［富富富
＝９９・４％］
六、令和二年産大豆買入状
況について
月６日現在の令和二
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）
２１１袋
２等

１，７４７袋
３等 
１，１８３袋
合格 

１袋
規格外 
（袋／ ㎏）

七、令和元年産・令和二年
産米販売数量報告につい
て
月末現在の令和元年
産米及び令和二年産米の
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）
９８，９３９・０俵
［前年対比１０１・６％］
（二年産販売数量累計）
１９，５１５・５俵
［前年対比９８・５％］
八、アグリプラザ東第３四
半期実績について
販売金額［直売品］
３５，１６３千円
［前年対比１１６・０％］
九、資金運用に関する報告
について
月 末 の 資 金（ 貸 出
金・預金など）の運用状
況と第４四半期の方針・
計画について報告しまし
た。
十、第３四半期内部監査中
間報告について
第３四半期において内
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。
十一、第３四半期相談・苦
10
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◆付議事項
第１号議案 道の駅「ＫＯ
ＫＯくろべ」指定管理者事
業計画書の作成について
令和４年春開業の道の駅
「ＫＯＫＯくろべ」の指定
管理者を目指すことから指
定管理者事業計画書の作成
について協議し、承認しま
した。
第２号議案 融資承認（当
座貸越）について
融 資 案 件 １ 件 に つ い て、
承認しました。
第３号議案 融資承認（証
書貸付）について
融 資 案 件 １ 件 に つ い て、
承認しました。
第４号議案 労組要求につ
いて
年末一時金の支給等の労
組要求について、回答書の
内容を承認し、今後の対応
については組合長に一任す
ることを決定しました。

◆報告事項
一、組合員の加入及び脱退
について

11

11

11

30

情等対応について
第３四半期に利用者か
ら不適切な対応や事務ミ
スな どに対 し、１ 件の 苦
情 と１件の問い合 わせが
あり、その苦 情 内 容と処
理状況などを報告しまし
た。
十二、第３四半期事務ミス
等の発生状況について
第３四半期に発生した
６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。
十三、第３四半期自主検査
報告について
第３四半期の自主検査
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。
十四、令和二年「秋の展示
会」実績について
月 ６・７ 日 に 開 催 し
た展示会の販売実績につ
いて報告しました。
十五、富山県畜産加工販売
農業協同組合連合会の清
算手続き状況について
十六、黒部市長への農業政
策に関する提案書の提出
について
黒部市長へ農業政策に
関する提案書を提出した
ことを報告しました。

11

12月25日開催の定例理事会は２月号にて報告いたします。
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みずほ文芸
短歌 



〆
切

は

寺島

新酒

神子

上田 洋一

紀子

律子

久美

選

中村よしゑ

稔

月
日

笑味ちゃん
©みんなの
よい食プロジェクト

【前回のナンバープレイスの答え】 ８
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。

河田

※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～Ｄの二重枠に順に並べてできる言葉は何でしょうか？

10

生夫

溶子

クロスワードパズル

１

浦田

松原

順子

選

中村

石田阿畏子

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

一月末日必着（二月号に掲載）

千曲川見下ろす棚田の米食めば
ま め
忠実で育てたほかほかの味
芒野は日差しの中で風にゆれ
またねまたねと我に手を振る
女生徒がかざすスマホに縦長の
空と三日月かすかな吐息
落ち葉掃く箒を杖に仰ぎ見る
雪の等高線毛勝山まで
秋日和大きな顔して猿座る
やまあい
山間なれどここは車道ぞ
旧き碑の前にたたずみ鎌倉の
いにしえ偲ぶ桜枝の荘
陽の落ちて雲はオレンジ空青く
自然絵画をうっとり鑑賞
コロナ禍にも手の平ほどの山の幸
夕餉は味噌仕立てのきのこ汁

俳句

ＪＡくろべ総務課

うすら日に乾きの葉擦れ冬近し
百本の大根百の穴暗し
谺する出船の汽笛冬めきぬ
冬ざれの絹の道なる対馬かな
風通る在所の軒端大根干す
冬仕度せかるる日々や人生も
縫針に糸を通せり小春かな
冬晴や飛行機雲の交差して
有磯海の五感を揺らす小六月
藪からし我が菜園にはびこりぬ

送り先

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）。

※一月号分の募集は終了しています。募集は次々号（二月号）分です。

【タテのカギ】
①羽根突きに使う道具
④すずりですります
⑥止まらず次に進むこと
⑦重さを知りたいときに使います
⑧テレビやエアコンに向けてボタンを押します
⑩ご飯のこと。焼き――
⑫いんいちがいち、いんにがに……
⑭――付きのタイで成人を祝った
⑰車が動きださないようにタイヤにかませます
⑱同種の事例は枚挙に――がない
⑳凍った場合は氷瀑（ばく）と呼ばれます
ひもの――が固くてほどけないよ
【ヨコのカギ】
①一富士二タカ三ナスビは、何に見ると縁起の良いもの？
②キャンバスの大きさを表すときに使う言葉
③港を表す地図記号はこの形
④強烈な悪臭がする液をお尻から噴射して身を守る動物
⑤1/100はセンチ、1/1000は
⑦なぜか猫が入りたがる物
⑨大豆や緑豆の種子を暗い所で発芽させた物
⑪物事をするのにちょうど良い頃合い
⑬おせち料理に入れる煮豆
⑮鶴は千年、――は万年
⑯ご飯のこと。カレー――
⑰ぬいぐるみに詰めます
⑲ピーヒョロロと鳴く大きな鳥

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

編 集 後 記
（令和２年11月末日）（

）は前年同月比

正組合員数
4,649人 （－126人）
（正組合員戸数 3,803戸）（－106戸）
准組合員数
4,960人 （－ 32人）
（准組合員戸数 3,555戸）（－ 1戸）
みなさまの貯金高 1,028億3,616万円（101.2%）
みなさまへの貸出金 180億9,621万円（ 96.9%）
長期共済保有高
1,922億 727万円（ 95.4%）
購買品供給高
31億 490万円（ 89.2％）
販売品販売高
24億6,973万円（107.0％）
15
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2020年も残り数日となり、毎年あっという間だな
あと感じます。年末に食べるものといえば「年越し
そば」ですが、皆さんは大晦日にそばを食べるよう
になった由来をご存じですか？諸説ありますが、長
いそばを食べて「長寿を願う」
、そばが切れやすいこ
とから「１年の苦労や不運を切り捨てる」など、さ
まざまな縁起を担いでいるそうです。意味を知ると
より味わって食べられそうですね♪
〈MIZU〉

年 末 年 始 営 業 の ご 案 内

各事業所の営業は以下の通りとさせていただきます。
本店・支店
事業所

アグリプラザ東
☎65-9100

カーポート宇奈月
☎65-1068

12/30
（水）（金融窓口時間８：30〜16：00） ８：30〜17：00【通常営業】７：00〜19：00【通常営業】
８：30〜17：00【通常営業】

８：30～17：00
31（木）
休 業
１ / １（金）
休 業
休 業
８：30～17：00 ※給油のみ
２（土）
休 業
３（日）
８：30〜17：00【通常営業】
８：30〜17：00【通常営業】７：00〜19：00【通常営業】
４（月）（金融窓口時間８：30〜16：00）
●年末・年始期間前に灯油の残量をご確認の上、ご注文はお早めにお願いします。〈カーポート宇奈月〉

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）

コンビニATM

※稼働時間内は手数料０円
手数料０円

南部・北部・東部・
三日市・生地支店
12/30
（水）

メルシー店
９：00～21：00※

黒部市民病院
８：45～19：00
【通常稼働】

セブン銀行・ローソンATM
イーネットATM
８：00～21：00
うち ８：45～18：00 手数料 ０円
その他時間帯 手数料110円

【通常稼働】

31

（木）
大晦日

１/１
（金）
元日

２

休
８：00～21：00
【通常稼働】

止

メルシー休館日

休

止

８：00～21：00
終

日

手数料110円

９：00～21：00※
【通常稼働】

（土）

３

※店舗の営業時間によって
実際の利用可能時間が
異なる場合があります。

（日）

４

（月）

８：45～19：00
【通常稼働】

●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】

８：00～21：00

うち ８：45～18：00 手数料 ０円
その他時間帯 手数料110円
０１２０－７９４－５５１
０１２０－１５９－６７４
０１２０－２５８－９３１

JAくろべサービス㈱カーピット

新 春 初 売 り

１月４日（月）～11日（月・祝）９：00～16：00（JAくろべ本店構内）
ご来場いただいた方に粗品をプレゼント！皆様のお越しをお待ちしております！
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