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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「オリゼメート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４週間以内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〉
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牡羊座 ３／ 21 ～４／ 19 ７月の運勢
【全体運】慌てずじっくり時間をかけて。スロースタートを心掛けると良い流れをつくれます。おしゃれをして運気もアップ！
【健康運】少しハードな運動を。体が活性化
【幸運の食べ物】露地トマト

１

９月
10

20

収穫期
刈り取りの
５〜７日前まで
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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（木）～10日（土）

７月３日（土）～４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。

産地品種銘柄の追加について
本年度より水稲うるちもみおよび玄米に「にこまる」を加えた下表の品種について産地品種銘柄と
して農産物検査を行います。
種類

必須銘柄

水稲うるちもみ
および
水稲うるち玄米
水稲もちもみ
および
水稲もち玄米
醸造用玄米
普通小粒大麦
普通小麦
普通大豆
および
特定加工用大豆

選択銘柄

ミルキークイーン、あきたこまち、春陽、つくばSD１号、
コシヒカリ、てんこもり、てんたかく、 夢ごこち、赤むすび、あきだわら、おわら美人、黒むすび、
とがおとめ、日本晴、ハナエチゼン、 どんとこい、花キラリ、みつひかり、あきさかり、縁結び、

ひとめぼれ、フクヒカリ
つ く ばSD２ 号、 富 富 富、 ゆ う だ い21、 つ き あ か り、
にこまる
こがねもち、新大正糯、とみちから、
カグラモチ
らいちょうもち
雄山錦、五百万石、富の香

美山錦、山田錦

ファイバースノウ

該当なし

該当なし

ゆきちから、さとのそら

エンレイ、オオツル、シュウレイ

該当なし

上表に記載がない品種については、産地品種銘柄としての検査証明は行えません。年産および等級
のみの証明となります。
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牡牛座 ４／ 20 ～５／ 20 ７月の運勢
【全体運】用事は後回しにせず処理するのがトラブル防止の秘訣（ひけつ）。テレビやネットでは役立つ情報を入手できそう
【健康運】関節を柔らかく保つストレッチを取り入れて
【幸運の食べ物】ツルムラサキ

「KOKOくろべ」直売所通信

Vol.９

梅雨時期の栽培管理について（夏・秋野菜）
春に播種や定植を行った夏・秋野菜が梅雨を迎えています。美味しい野菜を育てるためにも梅雨時期
の栽培管理は重要になりますので、ここでは４つのポイントをご紹介します！

①排水対策
雨上がりに圃場を巡回し、水たまりになっている場所があればクワなどを使
用して水が額縁（圃場の外側）に流れるようにします。マルチの上に水が溜まっ
ている場合には、棒などで穴を開けて畦内に流すようにします。

②病害虫対策
なすやトマトの果実に花びらが付いている場合には、そこから「灰色かび病」
が発生しやすいので早めに取り除きます。また、黄化葉や混んでいる枝葉も同
様に早めに取り除いておきましょう。
アブラムシは黄色のものに寄り付きやすいため、なるべく黄色のテープやひ
もの使用を控えます。この性質を利用して、水を入れた黄色のバケツを圃場の
端に置いてアブラムシを捕まえる方法もあります。青色にはアザミウマが、赤
色にはタバコガ、ハスモンヨトウが寄り付きます。

③追肥
色が薄い葉や変形した果実が増えてきた場合には、少しずつ追肥を行いましょう。粒状（粉状）の肥料を
500倍程度に溶かして株元にかん水したり、液肥を葉面散布したりすることで早く効きやすくなります。トマ
ト・キャベツ・ねぎ・ホウレンソウには石灰の追肥も効果的です（生理障害の軽減・生育促進効果）。

④芽かきなど
トマトの脇芽は小まめに取り除き、キュウリの子づる・孫づるは２葉程度で摘芯します。里いもの種いもか
ら複数の芽が出ていれば、畦の中に手を入れて種いもの元から細い芽をかき取りましょう。かき取った芽は、
欠株の場所に補植することも可能です（しばらくはかん水が必要）。

〈出荷者登録・お問い合わせ〉施設企画課（営農センター内）☎52-5615

農 業 塾
当JAでは、連続職場離脱対象の職員が
生産者のもとで農業について学んでいます。

FAX：52-5710

初めて行う作業で緊張しました
が、徐々に慣れていきました。自分たちが
思っている以上に農家さんは多くの手間をかけ
ているということがわかりました。貴重な経験が
できて良かったです。御囲さんの熱意も伝わ
り、ぶどうがもっと好きになりました。

職員の方には、ぶどうの
花を切り取り、実際に実らせると
ころだけを残す房づくりの作業をして
もらいました。最初は慣れない作業に苦戦
されていましたが、慣れてくると作業を早
く進めることができ、大変助かりました。
普段どんな作業をしているかを知っ
てもらえる良い機会になった
今回の農業塾 講師
と思います。
ボッサファーム
代表 御囲 大介さん（大布施）

双子座 ５／ 21 ～６／ 21 ７月の運勢
【全体運】いつもより「楽しむ」時間を優先させて。ゆったり楽しい時間を過ごせば良い考えが浮かびそう。買い物にツキ
【健康運】友人と一緒にできるスポーツにツキ
【幸運の食べ物】ジュンサイ

北部支店 金融窓口係
朝野 梢
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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

しまかぜ食堂

一宮店

第39回は、愛知県一宮市に今年４月にオープンしたばかりの「しまかぜ食堂
米についてインタビューしました。

一宮店」様に黒部

〈店舗紹介＆黒部米について〉

⇒今年４月５日にオープンした「大かまどめしと汁もん
しまかぜ食堂」は、店名にあるように「ご飯」と「豚汁」
にこだわりたいと考えています。「かまどめし」とあるか
らには「美味しいお米」を提供したいです。１日20食限
定の日替わりセット・丼もの・中華・海鮮など豊富なメ
ニューがあります。定食は「おかわり自由」のシステム
で、美味しいご飯をたくさんおかわりしていただけます。
もともとは系列のラーメン店にて、複数のコシヒカリ
について㈱名古屋食糧さんからご提案を受けていました。
中京CKカンパニー㈱
そこで試食した「黒部米コシヒカリ」が非常に美味しく、
しまかぜ食堂 一宮店
「ラーメンではなく、かまどめしで提供しよう」というこ
店長 中垣富登志さん
とになりました。お客様から「ご飯が美味しいから何杯も
食べちゃう」と大変ご好評をいただいています。

しまかぜ食堂 一宮店

こだわりのご飯と豚汁

〈黒部米を取り扱う中での要望〉

⇒お店で「
『黒部米』を使ってこだわっていますよ！」とアピールするために、産
地の雰囲気が伝わるポスターやPOPなどの販促物があると良いですね。お米の美味
しさは食べてわかっていただけるので、
「どんな場所で」
「どんな方が」という部分
をお客様に伝えたいです。
いつか私たちも産地を訪れて、どのような土地でお米がつくられているかを
知ったうえでお客様に提供したいですね。まだまだ予断を許さない状況が続きます
ので、産地の皆様にはどうぞご自愛いただきたいと思います。いつかお会いできる
日を楽しみにしつつ、美味しい「黒部米」生産を今後ともよろしくお願いします。

しまかぜ食堂

一宮店

住所：愛知県一宮市牛野通3-1-2 ☎0586-25-8828
H P ：https://dime-group.jp/shimakaze_shokudo/

!!

のおすすめ品

JAくろべ職員

アグリ
（☎6 プラザ東
5-9
購入で 100）で
きます
！
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熱湯で溶かし、冷たい牛乳
を入れて冷やすだけで美味しいバ
バロアができあがります。手間がかか
らず、どなたでも簡単に手作りババロ
アが楽しめますよ！これからの暑
い季節におすすめです♪

225ｇ（75g×３袋）

いちご／ヨーグルト／バニラ……… 630円（税込）
いちご／ヨーグルト／バニラ………
抹茶……………………………………… 685円（税込）
抹茶

5

店内で「黒部米」をアピール

すまいる 掲示板

エーコープ

ババロアの素

ご飯はおかわり自由で好評

生地支店 共済係
宝田 さやか

蟹座 ６／ 22 ～７／ 22 ７月の運勢
【全体運】勢いがあり大きな進展が期待できます。温めてきたプランを実行に移しましょう。新しいものにもツキあり
【健康運】食べ過ぎに気を付けて。腹も身の内です
【幸運の食べ物】ゴーヤー

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に基づき、令和３年産
米にかかるカントリーエレベーター利用料金を
お知らせします。

 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。

（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

※12月に口座へ入金

※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。
※事前の利用申し込みをお願いいたします。

農業用廃プラスチック回収のお知らせ
収 集 日：７月17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。

お問い合わせ

▼



「印鑑」をご持参ください。

獅子座 ７／ 23 ～８／ 22 ７月の運勢
【全体運】びっくりするほど忙しくなる可能性が。自分のことを優先し過ぎるのは危険。人のための行動で救われます
【健康運】オーバーワークに注意。休養も忘れずに
【幸運の食べ物】サヤインゲン

資材課

☎54-2054
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● 廣野・南法律事務所
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今回のテーマ
今回のテーマ

遺産分割とは？
遺産分割とは？

弁護士

南

果 ●

Q. 父に遺言書はなく、３人とも相続放棄などは考えていないの

先
 日私の父が亡くなりました。父の相続人は母、私、弟です。

で、遺産分割協議をしようと思います。遺産分割について具
体的な方法や注意点などがあれば教えてください。

A. 産・権利について「誰が・どのように・どのくらい」相続するかを

「遺産分割」とは、相続人全員で相続財産に含まれている各種の財

決めることをいいます。
相続人が複数いる場合、何もしないと相続財産が共有状態となってしま
います（※１）。「誰がどの遺産を受け継ぐのか」について民法上の規定は
ありませんので、預貯金の解約や不動産の名義変更などを行うためには具
体的な分配方法を決める必要があります。
遺産分割の手続（※２）は、基本的には相続人全員で話し合いを行い（※
３）、合意できれば「遺産分割協議書」を作成することになります。相続
人の間で感情のもつれなどがあり、自分たちだけの話し合いで解決しない
場合には、家庭裁判所で調停を行って合意できれば「調停調書」が作成さ
れます。調停でも合意できない場合には、審判手続に移行して裁判所によ
る審判が下され、「審判書」を受け取ります。審判は裁判所が分割方法を決める最終手段であり、相続人
全員が納得できる内容とすることは難しいことから、できる限り協議や調停で合意できることが望ましい
でしょう。
また、相続人の１人が行方不明・認知症で判断能力がないなどの事情で相続人が全員揃わない場合は、
「不在者財産管理人」の選任申立をしたり、「成年後見人」の選任申立をしたり、といった別途の手続が必
要となってきます。
なお、遺産分割の期限については民法上で定められていません。ただし、「相続税が発生する場合に申
告期限（死亡後10カ月以内）がある」、「相続人が死亡して相続関係が複雑になる」、「相続人の１人が認
知症や病気などによって協議ができなくなる」といったさまざまなリスクがあるので、分割協議をしない
まま長期間放置しておくことは避けた方が良いでしょう。
遺産分割にあたっては、相続ごとに個別の事情がありますので、ご不明な点や問題が生じた場合には、
一度専門家にご相談ください。
※１……金銭債権・債務など、当然分割となるものもあります。
※２……遺産分割協議を行う前提として「遺言書の有無」
・
「相続財産の内容」を確認し、相続人全員を確定する必要があります。
※３……相続人全員が同じ場所に集まる必要はなく、電話・メール・手紙などの方法により協議を進めることもできます。

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。

乙女座 ８／ 23 ～９／ 22 ７月の運勢
【全体運】運勢はまずまずですが心の内は穏やかではなさそう。愚痴は控えめに、うわさ話には加わらないように。状況が好転
【健康運】足の爪のケアを念入りに。ゆっくり歩いて
【幸運の食べ物】オクラ

M ONTHLY T OPICS

初めての田植え体験！
「食」と「農」の大切さを学ぶ
小学校で体験学習田実施

石田小学校

今月
の
表紙

市内の小学校では、５月６日から24日にかけて、体験学習田
（石田、若栗、村椿、宇奈月の４校）の田植えが行われました。
学習田では、JA青壮年部員や営農指導員から植え付ける深
さや苗の本数などを教わり、手作業による田植えを体験しまし
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、田面につけられた目印

宇奈月小学校

に沿って苗を植えていきました。
また、５月12日から14日にかけて行われたバケツ稲作（た
かせ、荻生、中央の３校）では、児童が種播きに挑戦しました。
JA営農指導員に教わりながら、土と水が入ったバケツに各自
で芽出しした種もみ１粒１粒を播きました。
今後は、秋に予定されている収穫体験に向けて、苗の生育状
況や変化を観察していきます。
若栗小学校

バケツ稲作の様子

たかせ小学校

村椿小学校

荻生小学校

中央小学校

天秤座 ９／ 23 ～ 10 ／ 23 ７月の運勢
【全体運】注目度がアップし、いろいろなところに引っ張り出されそう。責任感を発揮して。大きな飛躍が望めます
【健康運】活動的に過ごせる好調期。体力づくりにツキ
【幸運の食べ物】スモモ
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女性部に新たな支部が誕生

交通安全への取り組みが評価
交通安全優良事業所として表彰

生地支部結成集会

女性

部

当JAは５月17日、交通安全優良事業所として中部管
区警察局長・中部交通安全協会協議会長から表彰されま
した。これは、運転者に対する交通安全教育推進などに
努めた事業所について、その業績を評価するものです。
当日は黒部警察署で伝達式が行
われ、青野秀夫黒部警察署長が当
JA平野正義組合長へ表彰状と記念
品を手渡しました。JAくろべでは、
華やかな料理で祝いました

社会貢献の一環として交通安全広
報活動を実施しています。

生地支部は５月１日、宝田知恵子支部長宅で結成集
会を開き、９人が参加しました。生地支部は今年４月
に結成された新たな支部です。
集会では、髙本一惠女性部長が女性部の理念や発展
について述べ、宝田支部長から挨拶がありました。参
加者は地元の野菜や山菜を使った料理を持ち寄って結
成を祝いましたが、感染症予防のため会食は行わず、
料理は各自で持ち帰りとして会を終えました。

楽しく農業にふれてみて
JAくろべ青壮年部

黒部警察署で行われた伝達式

「わたし」の記録を残そう
第１回JAくろべ女性大学

田植え体験交流会

女性

部

JAくろべ女性部は５月19日、第１回JAくろべ女性
大学「わたしノート教室」を当JA本店で開き、学級
生８人が参加しました。
今回は前回の復習として「もしものときも安心！
『わたしノート』でハッピーマイライフ」をテーマに、
家の光エンディングノート「わたしノート」の振り返

ICT田植機の機能を体験する職員

りや追加作成を行いました。参加した学級生は「自分

JAくろべ青壮年部は５月10日、JA若手職員を対象と

の人生や今後を整理する良いきっかけとなった。これ

した田植え体験交流会を行い、入組３年以内の職員７

からも書き足していきたい」と話していました。

人が参加しました。この取り組みは、農作業を通じて
JA職員に農業や青壮年部活動について知ってもらおう
と、今回初めて企画されたものです。
当日は、農事組合法人前山（朝倉実組合長）の圃場
で田植機による「富富富」の植え付けが行われ、田植
機には青壮年部員とJA職員がともに搭乗しました。JA
職員は部員から操作方法の指導を受けながら、直進や
方向転換などの操作に挑戦しました。
同部の村井斉昭部長は、
「この体験を通して農業の楽
しさを感じてもらいたい。今後も若い人たちが農業に

学級生たちが互いにノートの内容を発表

関わってくれることを期待している」と話されました。

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！
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蠍座 10 ／ 24 ～ 11 ／ 22 ７月の運勢
【全体運】苦労が報われます。やるべきこともはっきり見えてくるはず。つらい決断でも迷わず前進を。自分を褒めてあげて
【健康運】無理は禁物。ハーブティーでリラックス
【幸運の食べ物】トウガン

お酢パワーで元気いっぱい
お酢の料理講習会

女性

部

収穫までの管理を徹底
春播き加工用キャベツ生育状況調査

「お酢の料理講習会」が５月25日から６月３日にか
けて開かれ、前沢・宇奈月・村椿・大布施・若栗・東
布施の６支部から部員76人が参加しました。
講習会では、大興産業㈱の大山一男氏を講師に招
き、エーコープのお酢商品を使ったレシピについて説
明がありました。即席漬けや佃煮、減塩梅干しの作り
方を学んだほか、旬の夏野菜を使った手軽にできるお
かずも紹介されました。
参加者からは、
「今回学んだレシピを参考に、家で
も夏野菜料理を作ってみたい」と好評でした。

生育状況を調査する関係者

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２カ
所で行われ、生産者や県・JA職員
など約15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
の作付け推奨を行っています。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６ｔの収穫を見込んでいます。今回の巡回では、

商品について説明を受ける参加者

省力化で効率的な農業をめざす
２組織合同実演研修会

葉の色・大きさを目で確認しながら、病害虫の発生
の有無などを確認しました。

残す果実を見極める
りんごの仕上げ摘果講習会

黒部地区農作業受託者協議会と黒部市営農組合協議
会は５月31日、農業用ドローンなどによる除草剤散布作
業の効率向上を目的とした合同実演研修会を荻生地区
の圃場で行い、農業関係者など約40人が参加しました。
圃場には、水位センサー搭載の自動給水装置が設置
され、メーカー担当者が操作について説明したほか、
給水を利用して除草剤の流し込み作業の実演が行わ
れました。設定した水位に達すると給水が停止するシ
ステムで、水管理の省力化も期待できます。農業用ド
ローンの実演では粒剤散布が行われ、参加者が作業ス
ピードや操作性について確認しました。

果実の状態をチェック

黒部市果樹振興会は５月27日、りんごの仕上げ
摘果講習会を霜野薫さんの園地（若栗）で開き、会
員や関係者約10人が参加しました。
富山県新川農林振興センターの坂田清華氏から資
料の解説や実演指導があったほか、会員との意見交
換などが行われました。りんごの仕上げ摘果は、出
荷に向けて残す果実を最終的に選別する重要な作業
で、翌年の花芽形成にも影響します。参加者は果実
の形や着色程度などを観察しながら、着果量の目安

農業用ドローンによる粒剤散布

や今後の管理方法について確認しました。

射手座 11 ／ 23 ～ 12 ／ 21 ７月の運勢
【全体運】上昇運です。霧が晴れていくように状況が改善していきます。お誘いや提案は前向きに検討を。いい芽が出るはず
【健康運】体を動かすほど良い生活リズムがつくれます
【幸運の食べ物】ブルーベリー
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ちいきの

暮らしいき いき
ネットワーク
厚揚げのトマトソースグリル
■材料（４人分）
  厚揚げ…………………………………………… ２枚
  玉ねぎ………………………………………… １/２個
  ベーコン………………………………………… ２枚
  ピザ用チーズ…………………………………… 40g
  エーコープトマトケチャップ…………… １カップ
  オレガノ（パセリやタイムでもOK）	��� 適量
エーコープ商品「トマトケチャップ
こだわり素材」を使用♪

■作り方

❶厚揚げをオーブントースターで５分焼く。
❷･ベーコンは５mm幅、玉ねぎは半分に切ってスライスし、エーコープトマト
ケチャップとチーズ・オレガノと混ぜる。
❸厚揚げは１枚を８切れに切って器に盛り、②のソースをたっぷりのせて10分
焼き、仕上げにオレガノを振ってできあがり。

◇ 行 事 予定 ◇

６月下旬～７月中旬

６月
22（火）

夏の総合フェア
26（土）
（午前９時〜）
日帰り人間ドック
23（水）
（石田・田家地区）

27（日）
24（木）

28（月）

定例理事会
25（金）夏の総合フェア
（午前９時〜）

29（火）

● 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』
≪特集≫
・子ども食堂の可能性

30（水）

・魔法の冷凍＆解凍術

７月
１（木）

『家の光』『ちゃぐりん』
７月号の読みどころ

７月号

定価922円（税込）

13（火）

税務・法律相談日 14（水）
２（金）
（午後２時〜／本店）
ファミリー活動
３（土）

（～22日）
15（木）
日帰り人間ドック
４（日）
（三日市・生地地区）

日帰り人間ドック
５（月）

（石田地区） 16（金）
６（火）パークゴルフ大会
７（水）

廃プラスチック回収
17（土）
（午前９時～）

８（木）

18（日）

９（金）

19（月）

10（土）

20（火）

11（日）

日帰り人間ドック
21（水）
（田家・東布施地区）


『ちゃぐりん』
・冷凍フルーツでかき氷
・透明標本の不思議で
美しい世界

７月号

定価492円（税込）

日帰り人間ドック
12（月）
 （東布施地区） 22（木）海の日
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山羊座 12 ／ 22 ～１／ 19 ７月の運勢
【全体運】大事な話から始めましょう。計画もやり残しが出ることを想定して優先順位に気を配って。堅実プランで開運へ
【健康運】古傷が痛まないようしっかりケアを。検診が吉
【幸運の食べ物】ホタテ

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

☆いろいろなことに挑戦☆
当番活動や製作など、いろいろなことに興味を
持ち「やってみよう！」と友達と一緒に挑戦して
いるらいおん組です。よもぎ団子づくりでは、「小
さいクラスの友達にも食べてもらいたい」「おいし
くな～れ」と心を込めて取り組んでいました。

農業
図鑑

農事組合法人
おか だ

代表者名：岡
代表者名：
岡田

浦山12区
よ ぞう

「明るく・厳しく・元気良く」
農事組合法人浦山12区では、水稲を中心にねぎ、里い

與造

設
立：2004年（法人化）
組合員数：36戸
組合員数：
面
積：約41.7ha（黒部市宇奈月町栃屋）
作付状況：水稲（コシヒカリ、富富富、てんたかく、
稲（コシヒカリ、富富富、てんたかく、
てんこもり）、ねぎ、ビール麦、里いも

もなどを栽培し、黒部市内で唯一のビール麦栽培も行っ
ています。私たちは「人が手をかければかけるほど、圃
場の状態が良くなる」と考えているので、水やりや草刈
りなどを丁寧に行って農地そのものを大切にしています。
従業員を中心に20名ほどの組合員と作業していますが、
これからは後継者の育成も大きな課題です。各従業員が
どの能力を伸ばしていくべきか、どんな働き方が合って
いるかなど、常に考えるよう心がけていますね。日々の
作業では、基本を忠実に守りつつ知恵を出し合い工夫し
ながら、さらなる改善に向けて組織全体で取り組んでい
ます。農作物の収量が期待以上のときは嬉しいですし、
自然相手の仕事には大きなやりがいを感じられます。
これからも組織一丸となって高品質栽培を続けてい
くとともに、働きやすく安定した職場環境を維持しな
がら次世代へバトンをつなげるよう努めていきます。

来月号の掲載予定

今月の黒部っ子「荻生保育所」

わが家のアイドル「若栗地区」

チャイルドギャラリー「たかせ小学校」

農業図鑑「お休み」

青春・キッズ・げんき印「三日市地区」

水瓶座 １／ 20 ～２／ 18 ７月の運勢
【全体運】計画性を発揮して。具体的なプランを提案できれば勝利の女神はあなたにほほ笑みます。周囲の力を借りるのも◎
【全体運】計画性を発揮して。具体的なプランを提案できれば勝利の女神はあなたにほほ笑みます。周囲の力を借りるのも◎
規則正しい生活で心身も運気も安定へ
【健康運】規則正しい生活で心身も運気も安定へ
【健康運】
【幸運の食べ物】ハスカップ
【幸運の食べ物】
ハスカップ

※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

たくさん遊ぶよ♬
ひ

だ

飛弾
お父さん

あお ば

葵羽ちゃん
幸信さん

（長女

お母さん

２歳）

恵理さん

わが家のおてんばアイドル。だんだんと
お話ができるようになって毎日が楽しいで
す。また公園に行って滑り台やブランコで
いっぱい遊ぼうね。

伸さん

（６年）

かたおか

チャイルド
桜井小学校
ギャラリー

しん

日頃から丁寧な書字を意識して
いる璃子さん。字のバランスに気
をつけ、整った文字が書けていま
すね。
（先生より）

「快晴」

金塚

と め、は ね、は ら い に 注 意
し な が ら 書 き ま し た。 ま た、
「晴」の上の部分を大きくしな
い よ う に バ ラ ン ス に 気 をつ け
ながら書きました。

かなづか

「きずな」

お 手 本 を よ く 見 て、 と め、
は ね、は らい を 注 意 して 書 き
ました。
「き」の位置や大きさ
を 意 識 し たので バランスよ く
書くことができました。
一画一画丁寧に書かれており、
字のバランスもよいです。ひらが
なのやわらかさも表されています
ね。
（先生より）

（ 石田地区）

り こ

片岡 璃子さん
（６年）

仲良く楽しく活動中！

わが町の
げんき印

私たちは「マシュマロ」と「だいふく」の２チームに分か
れて共同活動しているビーチボールチームです。最年少は中
学１年生、最年長は57歳と年齢層も広く、年齢も男女も関係
なく仲良しで、和気あいあいと楽しく活動しています。約15
年続いており、子どもが加入したことで明るくほんわかとし
たチームになりました。月１で子どもメンバーの誕生日会を
開催しています。
普段はくじでチーム分けをしており、子どもだけのチーム
や大人だけのチームなどいろいろな編成ができるので、い
つも賑やかな声が響いています。また、実績も残しており、
2019年に子どもメンバーで出場した「ジュニアビーチボー
ルYATSUOカップ」では県内３位の成績をおさめました。こ
マシュマロ＆だいふく
れからも市の大会などに出場し、上をめざしていこうと考え
（ビーチボールチーム）
ています。
今後もケガをせず、楽しみながら活動していこうと思いま 登録メンバー：25人 場所：荻生小学校体育館
活動日時：毎週金・土曜日 20：00～22：00
す。いつでも仲間を募集中です！
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魚座 ２／ 19 ～３／ 20 ７月の運勢
【全体運】好調運に恵まれます。感謝の気持ちを示せば好循環が加速。ビジネスもプライベートも遊び心を発揮しましょう
【全体運】好調運に恵まれます。感謝の気持ちを示せば好循環が加速。ビジネスもプライベートも遊び心を発揮しましょう
初めてのスポーツは専門家の指導の下で
【健康運】初めてのスポーツは専門家の指導の下で
【健康運】
エダマメ
【幸運の食べ物】エダマメ
【幸運の食べ物】

理事会だより
月 日（木）

［請負業者］
株式会社サタケ北陸営業
所

◆付議事項
第１号 議 案
［工事予定期間］
令和３年６月上旬～

料産業・６次産業化交付金

◆報告事項

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
▽事業総利益

７，９７７千円（税別）

件となっており、農林中央

当額）を借入することが条

２８，４５７千円

四、第１四半期内部監査中
間報告について

五、令和二年産米販売数量
報告について

六、アグリプラザ東第１四
半期実績について

七、資金運用に関する報告
について

八、第１四半期相談・苦情
等対応について

九、第１四半期事務ミス等

の発生状況について

十二、令和三年産米の取扱

について

十三、道の駅ＫＯＫＯくろ

べ農林水産物直売所店名

の募集について

十四、道の駅ＫＯＫＯくろ

べ直売所プレイベント

ココとれ夏祭りの開催に

ついて

十五、アンパンマン交通安

全キャラバンの開催につ

いて

十六、令和三年度共済一斉

推進計画について

５月

日（水）」

施設整備委員会

「開催日

◆協議事項

一、農業倉庫の建設につい

て

二、湿式集塵装置リッター

コンベア更新工事につい

て

三、セーフティローダの更

新について

四、食料産業・６次産業化

十一、主要農作物種子採種

提出並びに農林中央金庫

整備事業）実施計画書の
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（６次産業化施設整備事業）
実施計画書の提出について
協議し、承認しました。
第６号議案 農林中央金庫
資金の借入について
前議案の食料産業・６次
産業化交付金（６次産業化
施設整備事業）については、

２８３，５０１千円

セーフティ

事業経費の一部（補助金相

第４号議案

▽税引前当期剰余金

▽事業利益

同組合ディスクロージャー

金庫資金の借入について協

検査に関する基本要領の一

３２，５５５千円

ローダの更新について

第７号議案

議し、承認しました。

について協議し、承認しま

務規程の一部改正について

セーフティローダの更新

ページに掲載することとし
した。
イスズ

令和三年産水
稲種子前渡金の支払につい

第８号議案

て協議し、承認しました。

業務規程の一部改正につい

部改正に伴い、農産物検査

［購入先］

８，７００千円（税込）

［見積金額］

農産物検査業

ました。
農業倉庫の建

農産物検査規格・農産物

第２号議案
設について
農業倉庫の建設概要、施
工管理者の随意契約、倉庫
の名称、機械器具の選定及

ＪＡくろべサービス㈱
第５号議案

食料産業・６

ケジュール等について協議

て
化施設整備事業）実施計画

産 者への前 渡 金の支 払につ

十、第１四半期自主検査報

令和３年産の種子採種生

次産業化交付金（６次産業

第３号議案

書の提出について

いて協議し、承認しました。
している道の駅ＫＯＫＯく

に関する契約の締結につ

資金の借入について

令和４年春に開業を予定

カントリーエレベーター

ろべ内の農林水産物直売所

一、施設整備委員会協議経

いて

交付金（６次産業化施設

の湿式集塵装置のリッター

の店舗什器等の導入にあた

過報告について

告について

コンベア更新工事について

り補助金を受けるため、食

について

リッターコンベア更新工事

湿式集塵装置

し、承認しました。

び業者選定方法、今後のス

ユニック

［車種］

員等への閲覧対応、ホーム

誌）について承認し、組合

（令和２年度黒部市農業協

当組合のディスクロージャー 
令和３年８月中旬
誌「 Ｊ Ａ く ろ べ の 現 況 」 ［見積金額］

農 協 法 等 の 定 め に 従 い、 

ディスクロージャー誌について

令 和 二年 度
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協議し、承認しました。

◆委員会報告
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みずほ文芸
短歌 



切

選

紀子

上田 洋一

寺田

律子

新村ます子

新酒

佳子

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】 15
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。

髙野

※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

恭子

溶子

クロスワードパズル

７

岩場

松原

生夫

若林由紀子

浦田

選

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

石田阿畏子

六月末日必着

初出勤初心者マークのドライバー
どうか無事でと孫を見送る
二年越し式が決まった若夫婦
「仲良く減量始めています」
子供らを乗せてスクールバスはゆく
朝の車列の一台となり
朝摘みのよもぎ茹でれば鮮らかに
緑の顕ちて厨辺に 春
「又行けない。緊急事態なんだもの」
動画は孫の無念を告げる
おだやかに眠りたかりし籠り居の
一日終えたる初夏の夜
母の日に孫が持ち来る花の籠
親子で書いた手紙を添えて
制服を誂え孫と三人で
進学祝す旨き昼めし

俳句

〆

矢車の風切る音を迴しけり
翳りても矢車金の光りかな
苗売の五指みな太し苗そよぐ
手びさしに眩し遠山夏きざす
薫風や書写に沁み入る鉦の音
苗売の長き蘊蓄聞き流す
かたばみやいつも風吹く長堤
母の日や痩せ細りし手思いだす
唱和して経読む座敷夏はじめ
すれ違ふ散歩の会釈夏帽子

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

【タテのカギ】
①仙人が食べているというもの
③学校を出て家まで帰ること
⑥年齢を数えるときに使う言葉
⑦ラジオから1970――の曲が流れてきた
⑧この虫が作る繭から絹が取れます
⑩下から５桁目です
⑫ものは――だ、まずやってみよう
⑭サーフィンやヨットを楽しめる場所
⑯
「やれ打つな蝿（はえ）が手をすり足をする」は小
林――の句です
⑱日本髪に挿す飾り
⑳ゆでたそうめんの水を切るときに使います
親同士が兄弟姉妹です
将棋に似た西洋のゲーム
【ヨコのカギ】
①雨や日光を避けるために差します
②緑に黒のしまがある果実
③増（ぞう）の反対語
④ヤッホーと叫ぶとヤッホーと返します
⑤片目をパチンとつぶります
⑦キャッツアイとも呼ばれる宝石
⑨木材を薄く加工した物
⑪一つ目小僧とか小豆洗いとか。――変化
⑬量より重視されることもあります
⑮爽やかな香りのするハーブ。ペパー――
⑰つぼ焼きにするとおいしい貝
⑲漢字で書くと雑魚。取るに足りないもののこと
みんな出掛けている状態

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３年５月末日）

（

）は前年同月比

正組合員数
4,570人 （－157人）
（正組合員戸数 3,748戸）（－119戸）
准組合員数
4,974人 （－ 1人）
（准組合員戸数 3,574戸 （＋ 20戸）
みなさまの貯金高 1,044億4,549万円（102.0%）
みなさまへの貸出金 187億1,867万円（101.2%）
長期共済保有高
1,884億3,530万円（ 95.5%）
購買品供給高
12億6,387万円（ 97.1％）
販売品販売高
3億1,991万円（ 78.1％）
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編 集 後 記
気温の高い日がだんだんと増えてきましたね。市内
の小学校で行われた体験学習田とバケツ稲作を取材
させていただきました。昨年は新型コロナウイルスの
影響で田植えが中止になった学校が多かったのです
が、今年は無事に実施されました。初めての田んぼの
感触に歓声を上げ、楽しそうに田植えをしている子ど
もたちの姿に自然と笑みがこぼれました。秋に行われ
る予定の稲刈り体験の取材も楽しみです。 〈MIZU〉

第38回

JAグループ・JA全農とやま

農業機械総合大展示会

農機フェア 2021
小型農機から大型農機まで一堂に展示

７/ 10 土

11日

9：00 ～ 16：00

富山産業展示館 テクノホール［東館・西館］
農機グッズ販売

トラクター、コンバインなどの農業機械に関
するグッズ。農機オリジナルTシャツなど

特設コーナー

共同購入トラクター第２弾
中型トラクター
［クボタSL33L］

メーカー別展示／ミニ耕耘機実演／小物販売／ドローン／営農／
共済相談／資金相談／リース相談 etc…

JAくろべ カトレアホールやすらぎ

報恩 人形供養
～人形たちに感謝の気持ちを込めて、供養しませんか～

令和３年７月18日（日）
●受

付：午前９時～10時

※当日の受付時に人形・写真をお持ちください。
※人形ケースやガラス・金属・雛壇・アルバム
などの受付はできません。
●供養料：組合員・カトレア会員
組合員外

1,000円
1,500円

※お 寄 せ い た だ い た 供 養 料 は、

ご来場の皆さまへ

新型コロナウイルス感染症予
防対策へのご協力をお願いい
たします。
会場内での飲食のご提供は実
施いたしません。
また、感染の状況により開催
の中止または内容が変更にな
る場合がございます。
開 催 の 状 況 に つ き ま し て は、
JA全農とやまのホームページ
をご覧ください。

道の駅「KOKOくろべ」直売所プレイベント

ココとれ 夏 祭 り
令和４年春に開業予定の道の駅「KOKOく
ろべ」農林水産物直売所の開設に向けて、地
場産農産物、加工品の生産拡大や販売促進
を目的に開催するイベントです。地場産の新
鮮野菜や果物、加工品をお楽しみください。

７月17日（土）

〈日 時〉

９：00～13：00

〈場 所〉黒部市総合体育センター

屋外広場

社会福祉事業に寄付させていた
だきます。

※新型コロナウイルスの感染状況により中止と
なる場合があります

※新型コロナウイルス感染症対策
のため、ご参列はできません。

《お問い合わせ》
カトレアホールやすらぎ

６月号 №565
令和３年６月20日発行
発行部数 7,300部

☎52-4900

《お問い合わせ》
施設企画課（営農センター内）☎52-5615
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