心をむすぶふれあい情報誌

ＪＡくろべ
2021

７
No.566

もくじ
P５

P７
P８～10

令和３年産民間流通麦の概算金について

道の駅「KOKOくろべ」

農林水産物直売所店名募集

MONTHLY TOPICS

～【表紙】ビール麦刈取り～
～白ねぎ圃場巡回・防除実演会～

P12～13

みんなの広場

～
【今月の黒部っ子】
荻生保育所〜

裏 表 紙 お盆のJA業務のご案内
「秋期休日営業」の開始について
【ご 案 内】

いる

―今後の水管理と基本防除の徹底―
幼穂形成期以降は、飽水管理（足跡に水が残る程度の湿潤状態を維持）を行い、
出穂後は20日間の湛水管理と穂肥の施用。カメムシの発生が多いので、畦畔など
の雑草管理・基本防除は適切な時期に確実に実施しましょう。

〈コシヒカリ穂肥〉

〈水管理〉

幼穂長、葉色、草丈など、生育状況を必ず確認し
施用しましょう（圃場毎に生育差あり）。

●分施体系の場合
（田植え時に「基肥206」を使用）
散布時期＝幼穂長が1.5㎝になったとき

幼穂長

草丈
82㎝
以下

1.5㎝

葉色
3.8

肥料名および施肥量
LP追肥38号
15㎏/10ａ

●出穂までの水管理
幼穂形成期～出穂期は飽水管理（足跡に水が残る
程度）を行い、水田が乾きすぎないようにしましょ
う。地表面が白く乾くのはダメ！
幼穂が出るまで、稲は水分と酸素を多く必要とし
ます。飽水管理を行い、土の中に水と酸素を供給し
て稲の活力を高めましょう。
地表面が白く乾いている

足跡

※施用日の詳細は、農作業特報や各地区青田廻りな
どで確認ください。
※穂 肥施用時に草丈が長い（82㎝以上）場合や、
葉色が濃い（3.8以上）場合は、３日程度遅らせ
るか減肥を行いましょう。

●基肥一発体系の場合
（基肥に「有機Ｊコートコシヒカリ３号」を使用）
基肥で一発肥料を使用した場合、基本的に穂肥は
必要ありませんが、出穂の10〜７日前に葉色が4.2
（壌土では4.0）以下の場合は、「追肥３号」を10ａ
当たり５～７㎏追加しましょう。ただし、追肥する
場合は出穂３日前までとします。

幼穂形成期を過ぎて天水管理を続け、
過乾燥となった圃場
飽水管理

地表面が白く乾いている

足跡に水が残っている

草丈

〈畦畔などの草刈〉
ナギナタガヤやメヒシバなどのイネ科雑草の穂は
カメムシのエサとなります。雑草の穂が出ないよう
に草刈管理をしましょう。本田内のノビエやホタル
イはカメムシの被害を助長しますので除草に努めま
しょう。

★出穂後は水管理が重要
アカヒゲホソ
ミドリカスミカメ

アカスジカスミカメ
ナギナタガヤ

草丈は短いが穂が出ている×

メヒシバ

カドミウム吸収抑制、登熟期間の稲体活力維持と
白未熟粒の発生防止のために、必ず出穂から20日
間は田面が常に出ないよう、湛水管理を徹底してく
ださい。
湛水程度……水深３㎝程度に湛水し、
田面が露出する前に入水

牡羊座 ３／ 21 ～４／ 19 ８月の運勢
【全体運】丁寧に積み重ねてきたことが花開きます。運勢は好調。いつもより積極的に行動するのが幸運を招く鍵
【健康運】適度な運動とバランスの良い食事が大切
【幸運の食べ物】スルメイカ
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〈基本防除〉
６月29日現在のくろべ管内の雑草地のカメムシ調査では確認地点率100％、平均頭数は15.1頭で発生数が
高くなっていますので、今後は畦畔などの雑草管理と基本防除を適期に実施し、カメムシによる斑点米など
の病害虫被害を防ぎましょう。
コシヒカリは２回散布、てんたかくは３回散布が基本となります。散布時期の間隔は７日間とします（10日
以上散布間隔を空けない）
。カメムシが多発しており、防除の際は畦畔にも薬剤がかかるようにしましょう。
病害虫の発生状況によってスケジュールが変更になる場合もありますので、防除日の目安は今後配布され
る農作業特報を確認してください。

使用時期

使用農薬名

10ａ当たりの散布量

粉剤の場合

ビームモンカットスタークルF粉剤5DL

液剤の場合

ビームエイトスタークルゾル
＋モンカットフロアブル

粉剤の場合

キラップ粉剤DL

液剤の場合

キラップフロアブル

粉剤の場合

トレボン粉剤DL

液剤の場合

エクシードフロアブル

１回目出穂期

※使用基準を遵守ください。
※周辺の圃場などへのドリフトに注意
してください。

●粉剤または液剤防除の場合

４㎏
1,000倍液を150Ｌ
４㎏

２回目穂揃期

３回目傾穂期
（早生）

1,000倍液を150Ｌ
４㎏
2,000倍液を150Ｌ

てんたかくはカメムシ被害が多いので３回の防除を必ず実施する

白未熟粒および胴割米の発生要因と対応策
区分

発生要因

気象要因

白未熟粒
乳白粒

心白粒

登熟中期の高温
登熟中期の寡照

登熟初期の高温

栽培要因

過剰籾数、倒伏

背白粒

胴割米

登熟初中期の高温

成熟期の高温多照
登熟初期の高温

栄養凋落

刈り遅れ、栄養凋落

生育中期以降の対応策

中干し後〜 ・生育量に応じた田干しまたは間断かん水 ・間断かん水
幼形期
（幼形期の適正生育量への誘導）
（葉色の急激な低下防止）

・間断かん水
（地耐力確保）

・幼穂形成期以降の飽水管理
幼形期〜 ・幼穂形成期以降の飽水管理
・同左
出穂期
（登熟向上に向けた根の活力維持） ・葉色に応じた追加穂肥（稲体の活力維持）
出穂後
20日間

・出穂後20日間の湛水管理
（登熟向上）

2021ー７

・出穂後20日間の湛水管理
（稲体の活力維持）

・同左
・間断かん水
・適期刈取り

出穂後
20日目以降
3
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牡牛座 ４／ 20 ～５／ 20 ８月の運勢
【全体運】ピンチに助けてくれる人が現れて、事なきを得ます。「まずい」と思ったときは早めに相談をしましょう
【健康運】鍛える気持ちでスポーツにトライ！
【幸運の食べ物】キュウリ

農 作 業 メ モ
キャベツ栽培のポイントについて
〈キャベツ栽培適期表〉
３月

４月

５月

６月

７月

８月

９月

10 月

11月

春まき

：種まき
：育苗期

夏まき

：定植

：生育期

秋まき

：収穫期

（５月どり）

秋まき

（６月どり）

●キャベツの特性と栽培ポイント
・夏まきでは、育苗後期から定植期は高温乾燥条件であることから、
苗の生育不良、定植後の活着率低下が発生しやすいので、育苗時や
定植時のかん水に注意する
・生育期間を通してコナガ、ヨトウムシ類などの虫害が発生しやすい
ため、発生初期の防除を徹底する

肥料別の施肥例（１㎡当たり）
肥 料 名

基肥（ｇ）

発酵けいふん

肥（ｇ）※

①

②

2,000

―

―

150

―

―

90

―

―

マグー100（苦土石灰）
硝加燐安333
野菜の達人

追

―

40

カルシウム欠乏症
（チップバーン）
乾燥が続いた場合は、カルシウム
欠乏症の発生が懸念されます。うね
間かん水を実施するとともに水溶性
カルシウム剤を葉面散布しましょう。

40

※ ①は定植後15日頃に施用し、②は結球直前頃に施用する

●定植
・うね幅150cm、株間35～40cm、条間40cm、２条植えとする
・苗は搬出前および定植前に十分かん水する
・定植は、高温時や風の強い日を避ける（残暑の厳しい時は夕方）
・仮支柱を立てて苗の倒伏を防ぐとともに、肥料の袋で苗を囲って初期生育を確保する

★定植前にネビジン粉剤を散布しましょう
適用病害名

使 用 量

使用時期

使用回数

使用方法

根こぶ病

20～30g/１㎡
（20～30kg/10ａ）

播種または定植前

２回以内

全面土壌混和

●害虫防除（コナガ・アオムシ・ヨトウムシ）
・収穫の直前まで圃場の見回りを励行し、ヨトウムシ類の早期発見に努める
・発生が見られた場合、次のいずれかの農薬を散布する
農 薬 名

希釈倍数

散 布 量

使用時期

使用回数

プレバソンフロアブル

2,000倍

200～300ml/１㎡
（200～300Ｌ/10ａ）

収穫前日まで

３回以内

ハクサップ水和剤 ※

1,000～2,000倍

200～300ml/１㎡
（200～300Ｌ/10ａ）

収穫前日まで

５回以内

※ ハクサップ水和剤は劇物のため、購入時には認印（シャチハタ不可）が必要です
双子座 ５／ 21 ～６／ 21 ８月の運勢
【全体運】表面的にはうまくいっていても針のむしろといったことがあるかも。人の話は最後まで聞いてきちんと対応を
【健康運】衛生管理が重要。手洗いはいつもより丁寧に
【幸運の食べ物】桃
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令和３年産民間流通麦の概算金について
（単位：円／50kg、消費税込）

銘

柄

等

ファイバースノウ

級

荷

姿

単

価

１等

ばら、紙袋

1,100

２等

ばら、紙袋

800

※等級間格差は１－２等▲300円とする。

令和３年産民間流通麦に係る流通経費の項目別単価上限見通し
令和３年産麦出荷契約書の約定事項で、流通経費の項目別単価上限見通しについて明らかにする
こととしており、下表のとおりとなります。
なお、需給環境の急激な変化などにより、見通した上限単価を超えた場合は、その理由などの
説明を行うこととします。
（単位：円／50kg、消費税込）
流通経費項目名

令和３年産見通し

流通・保管などに係る経費

768

事故処理経費

考

保管料、運賃 ほか

10

手数料

283

監査委員会経費

全農、JAくろべ

3

その他

112
合

備

計

フレコン使用料 ほか

1,176

※ばら、紙袋は同額とする。

令和３肥料年度秋肥の肥料価格について
JAグループは、令和３肥料年度秋肥の単肥価格について以下の内容で決定しました。
肥料原料の国際市況は、穀物相場の上昇とこれを背景とする世界的に旺盛な肥料需要を受けて昨年末
以降急激に値上がりしており、特に尿素・リン安は2008年の資源価格高騰時以来の急な上昇（春肥価
格設定時の1.5～1.7倍）となっています。カリも好調な需要を背景に山元は値上げを打ち出しており、
肥料の価格構成の６割以上を占める肥料原料の国際市況の上昇が大きく影響しました。窒素質肥料の基
準となる国産尿素では、内外価格差の縮小を求め、輸入尿素よりも値上げ幅を圧縮して決定しました。
この結果、令和３肥料年度秋肥の単肥価格は、下表のとおり石灰窒素を除いて、窒素質、リン酸質、
カリ質肥料、いずれも値上げとなりました。なお、国際市況が急騰したリン安を原料に使用している品
目（複合肥料など）はおおむね10％を超える値上げとなります。

分

類

単

窒 素 質

肥
リン酸質
カ リ 質

品

目

成分（％）

前期比（％）(春肥対比）

尿素（輸入）

46

24.0

尿素（国産）

46

12.1

硫安   （ 粉）

21

10.4

石 灰 窒 素

21

0.0

過

石

17

5.3

重 焼 リ ン

35

5.3

塩 化 カ リ

60

8.4

ケイ酸カリ

20

2.7

※価格変動率は原価ベースであり、売価の変動率とは一致しません。
適用開始：令和３年６月から（地域・作物により異なる場合があります）
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蟹座 ６／ 22 ～７／ 22 ８月の運勢
【全体運】計画、予定にあまりこだわらず臨機応変に。楽しいことは身近にあります。買い物はリストを作って出掛けて
【健康運】人との交流が心の健康に貢献。連絡を
【幸運の食べ物】ピーマン

「KOKOくろべ」直売所通信

Vol.10

★最新

情報★

「KOKOくろべ」が全国の道の駅に仲間入り！
道の駅として正式登録
＂ 重 点「 道 の 駅 」＂ と し て 整 備 が 進 ん で い る
「KOKOくろべ」ですが、令和３年６月11日に
道の駅として登録されたことを国土交通省が発
表しました。これにより「KOKOくろべ」は、
全国で1,193カ所ある道の駅の１つとして新た
に仲間入りとなりました（７月１日現在）。

開業まで待ったなし！「出荷者登録」はお済みですか？
市内外から訪れるお客様に新鮮で美味しい地場産食材を届けるために、お客様の喜ぶ姿を
想像しながら栽培や出荷の準備を進めていきましょう！

出荷者登録募集中！
ご自慢の野菜や果物、加工品などを「KOKOくろべ」の直売所
で販売しませんか？出荷者として登録いただいた皆様には、これ
からの品目選びや栽培管理に役立つ「栽培マニュアル」の配布を
はじめ、各種講習会などのご案内を優先して行います。是非とも
この機会に出荷者登録をお願いします。

★ 道の駅「KOKOくろべ」農林水産物直売所の店名を募集しています！詳しくは７ページをご覧ください。

〈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

FAX：52-5710

すまいる 掲示板

JAくろべ職員のおすすめ品!!

麦とろ麺は、富山県産大麦を100％使用
したモチモチ食感を楽しめる商品です！茹でて
そのまま召し上がるのも良し、さまざまな食材と
組み合わせてアレンジするのも良しです。
是非ご賞味ください♪

アグリプラザ東
各営農支援セン や
ターで
購入できます！
（☎65-9100）

麦とろ麺

１袋（200ｇ・２人前）… 186円（税込）
１箱10袋入り…………… 1,836円（税込）

※１袋（200ｇ）単位での販売はアグリプラザ東のみ

南部支店
金融共済係
飛島 典子

獅子座 ７／ 23 ～８／ 22 ８月の運勢
【全体運】注目されることが多く大活躍の月。それだけに忙しく大変ですが全力投球で頑張れば周囲からの応援も。充実のとき
【健康運】腹も身の内。暴飲暴食に気を付けて
【幸運の食べ物】ショウガ

金融共済係
島 あおい
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令 和４

開業！
春
年

道の駅「KOKOくろべ」

農林水産物直売所 の店名を募集します！
最優秀賞

賞金３万円
＋
特産品

JAくろべでは、令和４年春に開業予定の道の駅「KOKOくろべ」内に新設される農林水産
物直売所の店名を募集しています。利用者や地域の方々に広く親しんでいただける直売所とな
るよう、是非とも皆様のアイデアをお寄せください。
最優秀賞として採用された方には、賞金（３万円）と黒部の特産品を贈呈いたします！

◉ 応募方法 ◉
専用の応募用紙（※）に下記の①～⑥をご記入のうえ、郵送・FAX・
電子メール・窓口持参のいずれかの方法でご応募ください。

① 農林水産物直売所の「店名」および「理由」
② 氏名 ③ 年齢 ④ 性別 ⑤ 住所 ⑥ 電話番号
※ 応
 募用紙は各事業所で配布しているほか、ホームページ（http://www.
ja-kurobe.jp）でもダウンロードできます
※ 電子メールで応募される場合、様式は問いません

〈応募締切〉 令 和 ３ 年 ８ 月 1 0 日
（ 火）必 着
《注意事項》
・ 応 募作品（店名）は応募者自らが考案した未発表のものに限り、著作権、
商標権などを侵害していないものとします
・ 個人情報については、本応募に関する用途に限って使用します
・ 応募内容に不備のあるものは無効とします

《応募先・お問い合わせ》
JAくろべ施設管理部 施設企画課
〒938-0802 富山県黒部市若栗96
☎0765-52-5615 FAX：0765-52-5710
Eメール：hanbaikikakuka@ja-kurobe.or.jp
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乙女座 ８／ 23 ～９／ 22 ８月の運勢
【全体運】どんなときにも誠意を忘れずに。あなたの真心は相手に届きます。けんか腰の態度は争いを招くだけなので自重して
【健康運】頑張り過ぎが心配。水分補給は小まめに
【幸運の食べ物】ミョウガ

M ONTHLY T OPICS
黄金色に輝くビール麦
ビール麦刈取り

今月
の
表紙

黒部市ビール麦生産組合（岡田與造組合長）は５月
下旬から６月上旬にかけて、管内の麦畑でビール麦
（二条大麦）の収穫を行いました。同組合から委託を
受けた農事組合法人浦山12区がコンバインで作業し、
二条大麦「ミカモゴールデン」約５ｔを収穫しました。
冬に発生した大雪による影響が心配されましたが、

ビール麦を刈取る組合員

融雪剤を早めに使用するなど管理を徹底し、例年を上
回る出来となりました。岡田組合長は、「一生懸命育
てたビール麦を無事に収穫できて嬉しい。黒部の美味
しい地ビールを楽しんでほしい」と話しました。
収穫されたビール麦は宇奈月麦酒館が醸造し、来年
の春以降にビールとして販売される予定です。

全量１等に格付け
令和３年産大麦

土壌と水の管理を徹底
野菜栽培研修会
黒部地区野菜出荷組合は６月10日、野菜栽培研

初検査

修会を当JA営農センターで行い、管内の生産者や
関係者など13人が参加しました。
当日は、「簡易土壌診断」と「人参・キャベツ栽
培」について研修会が行われました。簡易土壌診断
研修会では、富山県新川農林振興センター職員が簡
易土壌診断キットを使用した土壌分析の実演を行い
ました。診断キットは試験紙による簡易的なものに
加え、測色計・スマートフォンを利用してデータの
比較ができる最新ツールも併せて紹介されました。
人参・キャベツの栽培研修会では、これから本格
的に始まる夏播き人参と加工用キャベツの栽培につい

サンプルを検査するJA農産物検査員

てマニュアルが配布され、課題や対策、播種・定植

令和３年産大麦の初検査が６月９日、大布施倉庫検

後の管理における注意点について説明がありました。

査場で行われました。管内の大麦は、六条大麦（15

管内の夏播き人参の播種は７月下旬頃、加工用

生産者）と二条大麦（１生産者）合わせて約69haで

キャベツの定植は８月下旬頃を予定しています。

栽培されています。
検査場では、富山県新川農林振興センターから生育
概況について説明があり、JA農産物検査員が大麦の
形質や重量・水分量などについて厳正な検査を行いま
した。この日検査を行った六条大麦「ファイバースノ
ウ」約72ｔは全て１等に格付けされ、今後は７月上
旬頃までに二条大麦を含め約200ｔの検査を見込んで
います。出荷された六条大麦は「麦とろ麺」や「押麦」
に、二条大麦はビールに加工されます。
「麦とろ麺」は、当JA各営農支援センターまたはア
グリプラザ東で販売しております。

今年度の課題や注意点を確認

天秤座 ９／ 23 ～ 10 ／ 23 ８月の運勢
【全体運】心配のし過ぎは禁物です。運勢は良好。始めてみれば意外になんとかなることが多いはず。協力者を募りましょう
【健康運】ラジオ体操など音楽に合わせての運動にツキ
【幸運の食べ物】ズイキ

2021ー７
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出荷に向けて意識高める
白ねぎ圃場巡回・防除実演会
黒部秋冬ねぎ生産組合は６月16日、白ねぎの圃場
巡回および超幅狭仕様トラクターの実演会を行い、生
産者や関係者など約30人が参加しました。
当日は浦山地区の圃場で生育状況を確認し、今後の
排水対策や病害虫防除について生産者が意見交換をし
ました。実演会場の圃場（若栗）では、メーカー担当

超幅狭仕様トラクターによる防除作業

者が性能や操作方法を説明し、実際にトラクターを使
用して薬剤散布による防除作業が行われました。超幅
狭仕様トラクターは狭いうね間でも使用可能で、圃場
での作業効率化が期待できます。
白ねぎ（富山しろねぎ）は管内33戸、約12haで作
付けされ、８月から12月にかけて出荷予定です。
また、６月21日には「ねぎたん♩♩」の圃場巡回およ
び出荷会議も行われ、生産者などが参加しました。「ね
ぎたん♩♩」はコンパクトさと葉の柔らかさが特長の

「ねぎたん♩♩」の圃場巡回

交通ルールを楽しく学ぶ
JA共済アンパンマン交通安全キャラバン
当JAとJA共済連富山は６月13日、「JA共済アン
パンマン交通安全キャラバン」を黒部市国際文化セ

ブランドねぎで、管内では栽培農家10戸、約1.1ha
で作付けされ、７月上旬から収穫が始まっています。

市内唯一の加工用トマト栽培
加工用トマト圃場巡回

ンターコラーレで行い、全２回の公演に約400人の
親子連れが招待されました。アンパンマンたちと一
緒に子どもたちに楽しく交通ルールを学んでもらう
ことが目的です。
会場では、アンパンマンと仲間たちがクイズや
ゲーム、リズミカルな体操を交えて、横断歩道の渡
り方や信号の意味など基本的な交通ルールについて
説明しました。また、屋外にはアンパンマンのキャ
ラバントラックが展示され、子どもたちは撮影をす
るなど楽しんでいました。
品種ごとに生育状況を調査

加工用トマトの圃場巡回が６月１日、金塚淳二さん
の圃場（前沢）で行われました。今年の加工用トマト
は県内５カ所で栽培されており、管内では２年目とな
りました。金塚さんの圃場では「なつのしゅん」と
「デルモンテ」の苗500本が栽培されています。
巡回には生産者や県・JA職員など約10人が参加し、
生育概況や今後の管理方法などについて確認しまし
©やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV
子どもたちにわかりやすく説明
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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た。トマト苗は５月上旬に定植されたもので、７月下
旬から８月上旬にかけて収穫作業が行われる予定で
す。収穫されたトマトは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。

蠍座 10 ／ 24 ～ 11 ／ 22 ８月の運勢
【全体運】困難な状況がありますが、それを越えるきっかけも得られるとき。問題に向き合って。運勢は下旬から回復へ
【健康運】運動の回数や記録の更新など目標を立てると◎
【幸運の食べ物】アオジソ

食べられる宝石をつくろう
JAくろべクッキング教室開講

女性

部

リズミカルに健康づくり
ミニデイサービス「茶話会」

女性

部

令和３年度第１回JAくろべクッキング教室が６月
16日から22日にかけて、宇奈月・村椿・若栗・生地・
前沢の５会場で開かれました。
今回は「お菓子作り」をテーマに、「家の光」に掲
載されたレシピを参考に「琥珀糖（こはくとう）」を
調理しました。今回は感染症対策のため、受講生は溶
かした材料を型に入れるところまでを行い、冷やし固
める工程は持ち帰ってから行うこととしました。
受講生からは「宝石のような綺麗な琥珀糖に仕上
がっていれば嬉しい。家でもカラフルにアレンジして
みたい」と好評でした。

音楽に合わせて楽しく体操

JAくろべふれあい組織ひまわり会の石田地区は
６月14日、ミニデイサービス「茶話会」を浜石田
公民館で開き、21人が参加しました。
今回は「リズムに合わせて楽しく健康体操」を
テーマに介護予防体操を行いました。講師のピアノ
演奏に合わせて、リズム良く腕や上半身を動かしま
した。参加者は「座ったままできるので日常生活に
も取り入れたい。音楽に合わせて体を動かすのが楽
しい」と話していました。

各品種に合わせた管理を

砂糖やかき氷シロップなどの材料を溶かす

野菜や食品ロスについて学ぶ

りんご・梨・ぶどう園地巡回

暮らし

第１回くろべ営農生活講座
令和３年度第１回くろべ営農生活講座が６月24日、
黒部市国際文化センターコラーレで開かれ、管内の生
産者や直売所関係者など20人が参加しました。
今回は、富山県新川農林振興センターから「夏野菜
の栽培について」と「農産物直売所等の販売動向につ
いて」、黒部市役所から「食品ロスの対応～黒部市の
取り組みについて～」と題した講義が行われました。
梨の果実の状態を確認

参加者は、消費者ニーズを見据えた野菜栽培の必要
性や、食品ロス削減に向けて自分たちができる取り組
みなどについて学びました。

黒部市果樹振興会は６月23日、管内の園地巡回
を行い、会員や関係者が参加しました。
当日は、富山県新川農林振興センターの坂田清華
氏から今年の生育概況や管理方法について説明があ
り、りんご・梨・ぶどうの園地７カ所を巡回しまし
た。各園地では摘果などの進捗状況や着果量、病害
虫の有無などを確認しました。
巡回終了後には品種ごとに講評が行われ、参加者
は夏や秋の収穫に向けて適切な摘果や枝管理で着果
量を確保しながら、気候に応じた土壌水分の調節や

真剣に講義を受ける参加者

病害虫防除を行うことを確認しました。

射手座 11 ／ 23 ～ 12 ／ 21 ８月の運勢
【全体運】良い結果が出る一方で、問題も持ち上がりそう。忙しく動き回っていればなんとかなります。前向きに捉えて
【健康運】小さな不調でも早めにケアを。無理は駄目
【幸運の食べ物】マクワウリ
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ちいきの

暮らしいき いき
ネットワーク

肉みそと薬味の
混ぜ混ぜ麺
■材料（２人前）
  麦とろ麺…………………………… 200ｇ
  三つ葉（２～３㎝）… ……………… １束
  みょうが（小口切り）… ………………２個
  青じそ（千切り）
… ……………………５枚
  白いりごま、桜えび……………各大さじ２
  〈肉みそ〉
    豚ひき肉… ……………………… 100ｇ
    みそ… ……………………………大さじ１
Ａ
    しょうゆ… ………………………大さじ１
    砂糖… ……………………… 大さじ１/２
    ごま油… …………………………大さじ１

（

■作り方
❶フライパンにごま油を熱し、肉みその材料（A）をほぐ
しながら炒める。
❷･た っぷりの沸騰したお湯で、麦とろ麺を表示時間どお
りに茹でる。流水でよく洗い、よく水気を切っておく。
❸･麦 とろ麺に、肉みそと三つ葉、みょうが、青じそ、白
いりごま、さっと乾煎りした桜えびをのせてできあがり。

◇ 行 事予定 ◇ ７月下旬～８月中旬

● お申し込み・問い合わせ ●
お近くの営農支援センターまで

７月
22（木）海の日

28（水）

23（金）スポーツの日

29（木）

24（土）

30（金）

25（日）

31（土）

『家の光』『ちゃぐりん』
８月号の読みどころ
『家の光』
≪特集≫
・夏のらくらくクッキング

26（月）

・消費者との
新しいつながり方

27（火）定例理事会

８月号

８月

定価629円（税込）

『ちゃぐりん』

１（日）

12（木）

２（月）

13（金）

３（火）

14（土）

・集まれ虫好き！
カブトムシ図鑑

４（水）

15（日）

・おしずしって知ってる？

５（木）

ファミリー活動
16（月）

（～23日）
税務・法律相談日
６（金）
（午後２時〜／本店） 17（火）
７（土）

18（水）

８（日）山の日

19（木）

９（月）振替休日

20（金）

10（火）

21（土）

８月号

定価576円（税込）

日帰り人間ドック 22（日）
11（水）
（前沢・三日市地区）
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山羊座 12 ／ 22 ～１／ 19 ８月の運勢
【全体運】あまりやきもきせずに様子を見ていましょう。自然と良い流れが生まれてきます。計画の準備は入念に。買い物が吉
【健康運】体力アップに良いとき。じっくり取り組んで
【幸運の食べ物】デラウェア

みんなの広 場

今月の

黒

部っ子

荻生保育所（ぞう組）

☆自転車に乗れるようになったよ☆

農 業 塾

「最後までみんなで力を合わせて笑顔いっぱいで頑張るぞ！」
を合言葉に１年がスタートしました。４月から「自転車に乗れる
ようになりたい」と毎日諦めない心で練習し、22名全員が自転
車に乗れるようになりました。
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。

南部支店
金融共済係
田中 可奈子

ぶどうの作業は常に上を向
く必要があるので、想像以上に体へ
の負担が大きくて驚きました。切り取る
部分と残す部分を判断するのが難しかっ
たです。わからないことは丁寧に教え
ていただけたので、とても勉強に
なりました。

三日市支店
金融窓口係
内橋 里菜

今月の黒部っ子「三日市保育所」

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。

職員の方には、田植え後の苗箱
整理や、ぶどうの房・枝などを整える作業
をしてもらいました。時期によっては複数の作
業が重なってしまうので、人手があると助かりま
す。慣れないことで大変だったかと思います
が、一生懸命に取り組んでくれました。

資材課
岩田 侑己

来月号の掲載予定

農 業 塾

今回の農業塾 講師
宮﨑 伸雄さん（石田）

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「荻生小学校」

農業図鑑「南部営農支援センター管内」

青春・キッズ・げんき印「下立・浦山地区」

水瓶座 １／ 20 ～２／ 18 ８月の運勢
【全体運】大きな動きのあるとき。慌てそうになったら深呼吸を。落ち着いて対処すればピンチがチャンスに変わります
【健康運】古傷が痛むかも。体のメンテナンスを
【幸運の食べ物】岩ガキ

※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

かけっこが得意♬
たかむら

高村

か ほ

架帆ちゃん（長女

お父さん

祥平さん

２歳６か月）

お母さん

彩加さん

こんにちは！かほです。最近のマイブー
ムはかけっこ。みんな私のスピードについ
てこられるかしら？それじゃあ、いくよ。
「よーい、どん！」

椿喜さん

（４年）

げんき印

「制作では手先の細かい作業が多いので、それを長く続けている
のが元気の秘訣でしょうか。何より、自分にとって楽しいことです
からね」と笑顔で話す浄子さんは現在88歳。市内で熨斗（のし）
・
水引細工の専門店を経営され、お店は浄子さんで５代目。店内には
結納用の「宝船」や「松竹梅」など、華やかな作品が並んでいます。
浄子さんが水引細工を始めたのは10代の頃で、お店の新たな事
業として習ったことがきっかけだといいます。「もともとは日用品
や青果などを扱うお店でしたが、私が水引細工を覚えてから熨斗・
水引細工の専門店に切り替わっていきました。習ったのは基礎的な
ことだけでしたので、試行錯誤しながら練習を積み重ねる毎日でし
た。思えばもう70年です」と当時を懐かしそうに話します。現在
もいつ依頼が来ても良いように、ご自分のペースで日々制作を続け
ているそうです。
「制作もお客さんと話すのも楽しく、この仕事をしていて本当に
良かったです。これからも自然の流れに身を任せつつ、自分の好き
なことを続けたいと思います」と今後が楽しみな浄子さんです。

2021ー７

み

お

美渚さん

（４年）

自分の好きなことを続けたい

わが町の
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こ もり

小森

チャイルド
たかせ小学校
ギャラリー

つば き

自分のイメージに合う絵になる
よう、色を選んだり筆づかいを工
夫したりしていました。あたたか
さを感じるすてきな作品になりま
した。
（先生より）

「青春の木」

山口

春のあたたかさを感じなが
ら 描 き ま し た。 青 春 を イ メ ー
ジして色づかいを工夫したり、
背景をグラデーションにした
りすることで表現しました。

やまぐち

「雲」

「雲」の字の形に気をつけ
て書くことをがんばりまし
た。「 雨 」 と「 あ め か ん む り 」
のちがいを意識して書けたの
でうれしかったです。
一画一画、穂先の向きや筆圧な
どに気をつけ、丁寧に書いていま
すね。「雨」との違いもしっかり
と意識できています。
（先生より）

（ 若栗地区
中村 ）

№566

あさくら

きよ こ

朝倉 浄子さん

（三日市地区・88歳）

魚座 ２／ 19 ～３／ 20 ８月の運勢
【全体運】飛び込みでいろいろ頼られそう。効率のいいやり方を提案すると喜ばれます。グループ内ではサポートに徹して
【健康運】むくみや肌荒れには注意を。トイレは小まめに
【幸運の食べ物】スイカ

〈厚生連滑川健康管理センターからのお知らせ〉

令和３年４月より「乳房超音波検査」導入！
当センターは乳がん検診として乳房Ｘ線検査である「マンモグラフィ」
を行っております。マンモグラフィで乳がんは①腫瘤（しこり）、②石灰化、
③局所的非対称性陰影（両側乳房を比較して局所的に差としてみられるも
の）、④構築の乱れ（乳腺構築の歪んでいる状態）などの所見で発見されま
すが、特に石灰化の描出に優れており、しこりを作らない石灰化のみの早
期乳がんの発見に有用で、乳がんの死亡率減少効果が認められた検査です。
マンモグラフィでは正常乳腺は白く（高濃度）写り、通常年齢とともに
乳腺は萎縮し黒く（低濃度）写る脂肪に置換されます。しかし乳腺量は個
乳房超音波検査室
人差があり、若い方でも乳腺量の少ない場合もあれば高齢の方でも乳腺量
の多い場合があります。マンモグラフィでは乳房は乳腺量の少ないほうから「脂肪性」、「散在性」、「不均一
高濃度」、「極めて高濃度」に分類されます。このうち「不均一高濃度」と「極めて高濃度」を「高濃度乳房（デ
ンスブレスト）」といいます。腫瘤（しこり）を形成するような乳がんは腫瘤も白く写るため、「雪の中で白
ウサギを探すようなもの」と言われるように高濃度乳房では判別が難しくなります。
一方「乳房超音波検査」では石灰化の描出はマンモグラフィに劣りますが、乳腺は白く、腫瘤は黒く写る
ため、高濃度乳房の方でも腫瘤が判別しやすくなります。マンモグラフィと乳房超音波検査は、どちらも得
手不得手があるため両方を併用することでさらに診断しやすくなると考えられます。
当センターでは令和３年４月より「乳房超音波検査」をオプション検査として導入しております。マンモ
グラフィで高濃度乳房の方には検診結果に「高濃度乳房」と明記しますので次回の検診から乳房超音波検査
も受けることをおすすめします。

※乳がん検診は乳房超音波検査単独で受けることはできません。
オプション検査料金：3,850 円（税込）

手軽に健康

手指体操

手のひらたたきで眠気を解消

健康生活研究所所長●堤

喜久雄

手のひら、こぶしを続けてたたく

仕事中や運転中に、いつの間にか眠気に襲われて……。
そんな経験がある人は少なくないでしょう。日中の急な
眠気は、集中力が低下して仕事の効率もダウンします。
特に夏の暑さは自律神経に負担をかける要因になり、眠
気や集中力の低下を招きやすくなります。
そんなときの対処法として、手のひらたたき体操をお
勧めします。どちらがグーかパーか、どちらの手でたた
右手のこぶしで、
左手のひら （2）
左手のこぶしで、
右手のひら
くか、瞬間的に使い分ける運動能力が身に付いていきま （1）
をたたきます。
をたたきます。
す。一見シンプルな体操ですが、集中力が必要で、脳へ
の刺激も期待できます。
いつでもどこでもすぐにできる体操なので、覚えてお
くと便利です。ぬるめのお風呂、質の良い睡眠、栄養バ
ランスの取れた食事を腹八分目など、生活習慣を見直す
ことも夏の暑さに負けない秘訣（ひけつ）です。
ポイント

最初はゆっくりで構わないので、「イチ、ニ、サ
ン、シ」と声に出しながら正確に行いましょう。 （3）
右手のひらで、
左手のこぶし （4）
左手のひらで、
右手のこぶし
３回ほどスムーズに繰り返せるようになった
をたたきます。
をたたきます。以上の
（1）～
（4）
ら、少しずつスピードを上げましょう。
の体操を続けて繰り返します。

2021ー７

№566 14

お

て！
え
し

お

て！
え
し

果 ●
律教室
らし南の法
く弁護士

● 廣野・南法律事務所

くらしの法律教室

Q.

私は、現在75歳の男性で、預貯金と不動産を保有しています。私が
今回のテーマ
死亡した場合、妻と子３人の合計４人が相続人となります。自宅不動
遺言の種類と
産や田については同居の長男に相続してもらいたいと考えていたところ、知
違いについて
人から遺言の作成をすすめられました。どのように作成するのでしょうか。

A. をいいます。個人の最終意思を尊重するた

遺言とは、被相続人による最後の意思表示

めの制度であり、満15歳になれば遺言能力が認め
られます（※１）。民法上、普通遺言の方式として
①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言
が定められています（※２）。

①自筆証書遺言
 言者本人が全文、日付、氏名を自書し、押印
遺
したもの（民法改正で一部緩和）

②公正証書遺言
 証役場で、公証人及び証人２人の前で公正証
公
書により作成するもの

③秘密証書遺言
「自筆証書遺言」を遺言者が封印し、公証人及

び証人２人の面前で提出して、日付や署名等を
してもらうもの

①は、手軽に作成できるメリットがありますが、
紛失や改ざんのおそれがあり（※３）、遺言能力な
どの関係で争いとなりやすいというデメリットがあ
ります。また、遺言者の死後、家庭裁判所において
検認手続が必要となります。
②は、公証役場で原本を保管するので紛失・偽造

今回のテーマ

遺言の種類と
違いについて

のおそれはなく、遺言能力との関係で争いとなりに
くいですし、家庭裁判所の検認も不要というメリッ
トがあります。他方で一定の費用が必要、遺言内容
を証人に知られるというデメリットもあります。
③は公証人や証人に内容を知られない点でメリッ
トがありますが、形式的不備や、内容が不明瞭で無
効となる可能性がある点がデメリットで、家庭裁判
所での検認手続も必要となります。「生前は遺言の
内容を秘密にし、その存在のみ公証しておきたいと
き」に利用する方式ですが、利用される頻度は多く
ありません。
一般的には、手軽さを重視すれば「自筆証書遺
言」、確実性を重視すれば「公正証書遺言」が選ば
れることが多いようです。ただし、どの方式を選ぶ
かは、それぞれの遺言者の状況によっても異なりま
す。また、遺言は民法上定められた方式で作成しな
ければ法的な効果は生じません。せっかく遺言を書
いても、要件が満たされていなかったり、単に口頭
で述べたりするだけでは法的には効果が生じません
ので、注意してください。
遺言の内容などでご心配やお悩みがあれば、適切
な遺言を作成するためにも、専門家にご相談くださ
い。

※１……遺言時に遺言能力があればよく、死亡時に能力を失っていてもかまいません。
※２……特別な遺言として「緊急時遺言」、「隔絶地遺言」があります。これらは、生命の危機が迫っていたり、隔離さ
れたり、特殊な状況にある場合に、特別に認められるものです。
※３……このような紛失・改ざんのおそれを解消するため、令和２年７月より、全国の法務局で利用できる「自筆証書
遺言書保管制度」が始まりました。この制度を利用した場合は、家庭裁判所での検認手続も不要となります。
詳細は、お近くの法務局へお問い合わせください。

預けて安心！自筆証書遺言書保管制度
この制度は、自筆証書遺言書を作成した本人が、法務局に遺言書の保管を申請すること
ができるというものです。遺言書の紛失や亡失の防止、他人による破棄や改ざんをされた
りすることがないなど、遺言者だけでなく相続人や受遺者などにもメリットがあります。

※詳しい手続きは、法務省ホームページをご覧ください。

● 法務省ホームページ ● http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
【お問い合わせ】富山地方法務局供託課
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遺言書ほかんガルー

☎076-441-6319（平日：８時30分～17時15分）

理事会だより
月 日（火）

第５号議案

農業施設照明

器具（ＬＥＤ）更新工事に

農業施設照明器具（ＬＥ

ついて

定款の余裕金の運用に関
Ｄ）更新工事について協議

程の一部改正について

する条項を改正したことか
し、承認しました。

◆付議事項
第１号議案
ら余裕金運用規程について
第６号議案

令和三年度第

１四半期監事監査報告につ
も、定款の内容に合わせて
いて

三、令和二年産米販売数量
報告について

四、令和三年産麦検査結果
報告について

五、資金運用に関する報告
について

十三、令和三年度全役職員

コンプライアンス研修会

の開催延期について

十四、富山県畜産加工販売

農業協同組合連合会の清

算結了について

十五、令和三年産主食用米

二、本店外装・防水改修工

について

テム等に係る契約の締結

一、電動式移動ラックシス

◆協議事項

「開催日 ６月 日（木）
」

施設整備委員会

配分について

六、令和三年産米出荷契約

七、 令 和 二 年 産 米 カ ン ト

の飼料用米への追加転換

一時金の支給と秋作業の

リーエレベーター籾摺り

金の支払いについて

し、承認しました。

就労体制等に関する労組要

増について

労組要求につ

いて
一部改正することを協議

業務に対する監事監査の結
第３号議案

求について、回答書の内容

代表監事から第１四半期

果について次の通り報告さ
ラックシステム等に係る契

八、湿式集塵装置リッター

電動式移動

れ、承認しました。

を承認し、今後の対応につ

日

約の締結について

（監査基準日）４月

コンベア更新工事の工事

新たに建設する農業倉庫

十、ＪＡバンク基本方針に

対応について

九、肥料価格高騰における

請負契約締結について

いては組合長に一任するこ

（監査実施期間）

とを決定しました。

日

内に設置する電動式移動

日～５月

◆委員会報告

５月

ラックシステム等に係る契

過報告について

基づく体制整備モニタリ

承認しました。

◆報告事項
本店外装・防

第４号議案

事について

三、農業施設照明器具（Ｌ

ング報告について

十一、融資報告について

いて

ＥＤ）更新工事について

一、組合員の加入及び脱退
について
二、五月度の事業実施状況
について

十二、労使協議の結果につ

水改修工事について
本店外装・防水改修工事
について協議し、承認しま
した。
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29

（監査項目）前期監事監査

めた事項
（監査対象）子会社含む
部署
・改善を要する事項＝改善

余裕金運用規

を要する事項はなし
第２号議案

24

６

一、施設整備委員会協議経

28
13

約 の 締 結 に つ い て 協 議 し、



30

指摘事項のほか、必要と認

19

みずほ文芸
短歌 

は



切

洋子

選

法原

稔

上田 洋一

河田

生夫

佳子

浦田

久美

髙野

神子

溶子

禎一

松原

順子

寺島

中村

選

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

石田阿畏子

七月末日必着

残雪のいや美しき峰毛勝山
喘ぎ喘ぎて立ちしかの日よ
アズマダチ大きな家に独り住む
友の明日に我が身重ねる
朝七時信号待ちの車列には
は
パン食む人や歯を磨く人
あおむしが教えてくれしチェリーパイ
味わいつくした穴あき絵本
道沿いに植えし麦の葉若葉して
揺れる穂ごしに雪絵の僧見ゆ
高円宮杯野球は雨中戦
逆転勝ちし孫飛び跳ねる
くわ と
青き田に蝌蚪の群れは尾を振りて
水はリングのさざ波が起つ
小さき靴はいてひ孫はよちよちと
アンパンマンの菓子持ちて来る

俳句

〆

法堂の鳴き龍黙すゆだちかな
せせらぎに河鹿鳴く譜をのせにけり
枇杷啜るおのころ島は雨の中
クローバ摘む児の真白き素足かな
凡人で生き抜いてをり枇杷すする
銘板の文字も錆びたり河鹿宿
お茶席の静寂十薬匂ひけり
青麦の薫りや風の街はづれ
片貝川の流れの早し小判草
やりくりも疲れの極み走り梅雨

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

まちがいさがし
※締切
月

８

日

10

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３年６月末日）

（
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【前回のクロスワードの答え】
サンダル
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
）は前年同月比

正組合員数
4,553人 （－158人）
（正組合員戸数 3,733戸）（－120戸）
准組合員数
4,976人 （＋ 5人）
（准組合員戸数 3,579戸）（＋ 25戸）
みなさまの貯金高 1,057億5,182万円（102.1%）
みなさまへの貸出金 186億6,650万円（101.6%）
長期共済保有高
1,877億8,973万円（ 95.6%）
購買品供給高
17億9,786万円（108.6％）
販売品販売高
3億8,951万円（ 78.0％）

17

笑味ちゃん
©みんなの
よい食プロジェクト

日差しがじりじりと強まり、今年も暑い夏がやっ
てきたなと感じますね。暑さでグッタリ、食欲減退な
ど、夏バテには要注意です。夏には、
「土用の丑の日
にウナギを食べる」という習慣がありますが、ウナギ
は疲労回復に効果的な栄養を多く含んでいて夏バテ防
止にピッタリだそうです。栄養＆水分をしっかり補給
して夏を元気に乗り切りましょう！
〈MIZU〉

お盆のJA業務のご案内
本店・各支店
営農センター

８月

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

８：30～17：00
８：30～18：00 ８：30～17：00
13日
（金）（支店窓口８：30～16：00）
【通常営業】
【通常営業】
７：00～19：00
【通常営業】
【通常営業】
14日
（土）
８：30～17：00
８：30～16：00
休
業
※店舗のみ
15日
（日）
休
業

休

業

８：30～17：00
８：30～18：00 ８：30～17：00 ７：00～19：00 ８：30～17：00
16日
（月）（支店窓口８：30～16：00）
【通常営業】
【通常営業】
【通常営業】
【通常営業】
【通常営業】
※ATMは通常稼働です。

「秋期休日営業」の開始について
JAくろべ農機課では、秋期繁忙期対応のため下記のとおり休日営業を行います。
ご来店の皆様には、「秋期休日営業」へのご理解・ご協力をよろしくお願いします。

実施期間

令和３年８月21日
（土）〜９月26日
（日）

営業時間

８：30〜17：00

〈お問い合わせ〉農機課

＊土・日・祝日を対象とします

☎︎ 54−0442

FAX：54−0443

JA
〈使用期間〉令和３年６月１ 日（火）～

10 月 31 日（日）

〈注意事項〉

〈お問い合わせ〉

・商品券をご利用の方は、必ずお会計の前に券をご提示ください。
・つり銭のお返しはできません。
・商品券ご利用後の返品はできません。
・商品券で購入した商品については、
組合員利用高配当の対象外となります。

７月号 №566
令和３年７月20日発行
発行部数 7,300部

ア グ リ プ ラ ザ 東
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

☎65-9100
☎54-5450
☎54-0040
☎65-7220

■発 行 黒部市農業協同組合 〒938-0042 富山県黒部市天神新210-1 ■編 集 み ず ほ 編 集 委 員 会
TEL 54-2050  FAX 54-4334
soumuka@ja-kurobe.or.jp ■印 刷 株 式 会 社 す が の 印 刷
ホームページをご覧下さい

題字：福島 孝前組合長 筆

