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秋の農作業安全運動

―適切でこまめな水管理・適期刈取りなどにより

品質の向上を図りましょう!!―
北陸地方の３カ月予報では、８月、９月の気温は平年並みか高いと予報が出ています。
「適切
でこまめな水管理」の徹底、稲体の活力維持による白未熟粒・胴割粒の発生防止のために収穫
まで生育および天候に応じた水管理を徹底しましょう。
早めの収穫準備、籾黄化率の確認による計画的な適期刈取りなどで、胴割米の発生防止に
努めましょう。

●品質を高める収穫までの水管理
〈出穂から20日間〉

〈出穂20日以降〉

常に田面が出ないよう「湛水管理」を徹底ください。

湛水程度…水深３㎝程度
→カドミウムの吸収抑制、登熟期間の稲体活力維持
による被害粒発生抑制
出穂が８月５日なら８月25日までは必ず湛水管
理を実施する。

出穂20日以降は収穫の５～７日前まで「間断か
ん水」を徹底ください。
→適正な土壌水分を確保し、根の活力を維持する
注意！ フェーンが予想される場合は事前に入水しましょう。

落水が早いと胴割粒の発生増加などで品質が悪くな
ります（早期落水は厳禁）。
間断かん水のイメージ

各自圃場の硬さを確認し、間断かん水の
期間調整（湛水・落水）をする。
収穫の
５～７日前まで

出穂から20日間

●雑草種子混入防止
〈クサネムなど雑草の抜き取り〉
雑草の種子など、異物混入は産地評価の低下につながりま
す。特にクサネムの種子は調製前に取り除くことができない
ため、必ず刈取り前に雑草の抜き取りを徹底しましょう。

クサネム
種子（実物大）

●適期刈取り
品質・食味の維持向上のために、各自、籾の黄化状況を確
認し、
「適期刈取り」を徹底ください！
（圃場および生産者差有）
刈取り開始の黄化率は85％程度が基準となります。今後
配布する「農作業特報」や「刈取り適期表示札」・「積算温度
計」を確認し、適期刈取りを徹底ください。また、台風など

早刈り→青未熟粒で等級下、
乾燥ムラ、食味下
刈遅れ→胴割粒で等級下、

に伴うフェーン現象に十分注意しましょう（刈取りを早める
対応などが必要）。
牡羊座 ３／ 21 ～４／ 19 ９月の運勢
【全体運】スムーズに進まずイライラしがち。解決の糸口はコミュニケーションにあります。相手の話に耳を傾けて
【健康運】神経質に考え過ぎず香りの良いお茶でリラックス
【幸運の食べ物】ブドウ

品質下、食感×
胴割米は売れない！

2021ー８

№567

2

〈刈取り時期の目安（登熟通常年）
〉
品

刈取開始黄化率
（出穂後積算温度）

種

出穂後日数
（目安）

早生（てんたかくなど）85％程度（950～1000℃）

35日

中生（コシヒカリなど）85％程度（1000～1050℃）

40日

晩生（てんこもりなど）85％程度（1050～1100℃）

45日

円内の
２次枝梗籾が
黄化した時が
刈取り適期
籾黄化率

85％

☆刈取り前のコンバインや乾燥機などの清掃・点検は、必ず早めに実施しておきましょう!!
☆また、雑草種子のほか石・金属・プラスチック片などの異物混入は「名水の里

黒部米」の評価を下げる

ため、清掃は徹底ください。

●適切な刈取り・乾燥・調製作業による品質の維持
〈刈取り作業〉
作業能率の低下、脱ぷ米発生などの品質低下を防ぐために「つゆ」が落ちてから刈取る。
倒伏（石などの巻き込みも十分注意）や登熟に差がある場合は、別刈別扱いとする。

〈乾燥〉
胴割米の発生防止のため、急激な乾燥は厳禁です！

〈乾燥機の停止水分の目安〉
100粒中の
青米数

乾燥機の
停止水分

乾燥機停止後の
水分変化

０～５粒

15.0～15.5％

乾く

送風する。

６～10粒

14.5～15.0％

ほとんど変わらない

②胴割米の発生防止

11粒以上

14.0～14.5％

もどる

丁寧な乾燥で玄米水分14.5〜15.0％に仕上げましょう！
①ヤケ米、異臭米の発生防止
→刈取り後、必ず４時間以内に乾燥機へ張り込み、

→張り込み後、常温で２～３時間の通風乾燥を行う。
→乾燥機の基準温度を守り、乾燥。
※乾燥速度は１時間で0.8％以下を目安とする。ただし初期水分が25%以上と高い場合や、
20％以下と低い場合は、送風温度を基準より５℃程度低くし（45℃以下）
、毎時乾減率
を0.6%以下とするなど、籾の状態に応じた乾燥を行い、胴割米の発生防止に努める。
③過乾燥米と高水分米の発生防止
→玄米水分が17％以下になったら手動水分計でこまめに測定し、仕上げましょう。

〈調製・出荷〉
水分、穀温が高いと肌ずれで品質が下がります。
①籾摺り
→乾燥後２～３日置いて、全体の玄米水分を均一にしてから籾摺りを行いましょう。
→籾摺り前に必ず再度、玄米水分チェックを！
②調製
→各自の選別機能力に応じた適正流量を厳守し、屑など未熟粒の選別を徹底しましょう。
③量目や出荷
紙袋を含めた皆掛重量は30.5㎏で過不足のないように！
出荷時は、栽培管理記録・GAPチェック表は必ず記帳し提出ください。

☆栽培管理や出荷方法などの詳細は各地区の夏季農事懇談会などでご確認ください。
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牡牛座 ４／ 20 ～５／ 20 ９月の運勢
【全体運】好調です。駄目もとでやってみるくらいの気持ちが幸運を引き寄せます。問題は創意工夫で乗り切ってニッコリ
【健康運】間食は控えめに。野菜たっぷりの食事が◎
【幸運の食べ物】ジャガイモ

にんじんの播種と防除について
３月

４月

５月

〈にんじん栽培適期表〉
６月

７月

８月

９月

10 月

11月

12月

春まき

：種まき

夏まき

：収穫期

：生育期

●にんじんの特性と栽培ポイント
・にんじんは発芽が揃いにくいので、発芽までうねを乾かさないよう「かん水」する
・初期生育は鈍いので、１回目の間引きは少し遅らせ、競合させることで生育を促す
・未熟堆肥の投入は岐根を誘発するので、完熟堆肥以外は適用しない
・疎植になると肥大が過剰になり、割れやすくなる

★肥料別の施肥例（１㎡当たり）
肥料名

基

肥

追肥①※

追肥②※

2,000ℊ

―

―

150ℊ

―

―

粒状BMようりん

30ℊ

―

―

硝加燐安333

70ℊ

―

―

発酵けいふん
マグー100（苦土石灰）

野菜の達人

―

20ℊ

20ℊ

※ ①は２～３葉期、②は５～６葉期に施用する

●播種
・うね幅150cm、うね高25cm以上、株間5～６cm、条間20～24cmとし、４条播きとする
・播種深度は５mm～１cmの浅播きとする
・高温日が継続する予報が出た場合は、播種を行わない
・「ダイアジノン粒剤５」をうね立て前またはうね立て時（播種前）に散布し、土壌によく混和させる

●病害虫防除
〈播種前に散布（ネキリムシ類）〉
適用病害虫

農薬名

使 用 量

使用時期

使用回数

使用方法

ネキリムシ類

ダイアジノン粒剤５

６ｇ/１㎡
（６㎏/10ａ）

播種前

１回以内

全面土壌混和

〈害虫の発生が見られたら散布（ヨトウムシ・キアゲハ）〉
適用病害虫

農 薬 名

希釈倍数

使用時期

使用回数

ヨトウムシ

ランネート45DF

1,000倍

収穫14日前まで

２回以内

キアゲハ

マラソン乳剤

2,000倍

収穫14日前まで

４回以内

○黒葉枯れ病
・夏の乾燥や台風、秋の長雨のあとなどに多発しやすい
・葉が黒く変色し、全体が縮んだようになることもある
散布の目安

農 薬 名

希釈倍数

使用時期

使用回数

播種後40日頃

ダコニール1000

1,000倍

収穫７日前まで

５回以内

黒葉枯れ病発生時

ストロビーフロアブル

2,000倍

収穫７日前まで

３回以内

双子座 ５／ 21 ～６／ 21 ９月の運勢
【全体運】壁に当たりながら進むことになりそうですが後半は上昇！困ったときは相談を。助けてくれる人が現れます
【健康運】軽いストレッチが凝りの予防に効果的
【幸運の食べ物】サラダカラシナ
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いつまでも元気でいるために！
〈人間ドックのお知らせ〉
〈厚生連滑川健康管理センター〉
【JAくろべ組合員対象】
日

曜

予定
人数

12

火

25

前沢・荻生・大布施・
三日市

20

水

25

村椿

12

金

20

大布施・荻生

18

木

20

村椿・生地

29

月

20

東布施

７

火

５

全地区

10

金

５

宇奈月温泉・音澤

１

７

金

５

全地区

２

４

金

５

全地区

３

３

木

５

全地区

月

10

11

12

予定地区

★検査内容
胃（透視）・胃カメラ（予約制）・血液検査
腹部超音波検査（肝臓・腎臓・胆のう）
身体計測・血圧測定・尿検査・便潜血
心電図検査・肺機能・胸部ｘ-ｐ・視力検査
眼底検査・聴力検査・診察・問診・健康相談
〈女性は子宮・乳房のがん検診があります〉
★予約制で選べる検査（おすすめします！）
◆脳ドック（１日２名まで）……… 22,000円
◆肺ヘリカルＣＴ………………… 6,600円
◆ＢＮＰ検査……………………… 1,540円
（心臓への負担や心不全などに関する検査です）

◆喀痰検査………………………… 2,420円
◆ＰＳＡ検査（前立腺がん）……… 1,550円
◆ＣＴ内臓脂肪測定検査………… 2,100円
◆頸動脈超音波検査……………… 3,850円
◆ペプシノゲン検査……………… 2,420円
当日でも   ◆骨密度検査………………… 2,760円
追加可能   ◆ピロリ菌抗体検査（血液）
…… 890円

(

※上記日程は変更となる場合がございますので、あらかじめ
ご了承ください。

★富山県後期高齢者医療の被保険者および
黒部市国保の被保険者（ドック受診日当日、
満40歳以上）の方へ

※骨密度検査・ピロリ菌抗体検査は当日の追加も可能です。
※胃カメラ・脳ドック予約には人数制限があります。

ご希望の方は実施日を予約後、検査の14日前
までに個人で事前の申請が必要です。詳しくは
下記までお問い合わせください。

黒部市役所保険年金課

厚生連滑川健康管理センター

★健診施設

☎54-2578

なぜ健診が大切なの？
１

自覚症状が
ないうちに
早期発見できる

２

病気が
軽いうちに
治せる

３

健康状態を知り悪い
生活習慣を改める
きっかけになる

年に一度は、健診を受けましょう!!

★お申込みは最寄りの営農支援センターまで！
南部営農支援センター

☎54-5450

北部営農支援センター

☎54-0040

東部営農支援センター

☎65-7220

〈黒部市民病院での検診をご希望の方〉
黒部市民病院での人間ドックを希望される方は、
黒部市民病院へ直接お申込みください。

★黒部市民病院で受診する場合の検診
助成について

※厚生連滑川健康管理センターとは検診内容が異な
ります。黒部市民病院での検診内容については、
下記までお問い合わせください。

厚生連滑川健康管理センターのほかに、
黒部市民病院で人間ドックを受診した場合
も助成の対象となります。詳しくは下記ま
でお問い合わせください。

黒部市民病院健康管理センター
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☎56-7232

黒部市役所保険年金課

☎54-2578

蟹座 ６／ 22 ～７／ 22 ９月の運勢
【全体運】友人との会話でいいことを思い付きそう。SNSでのやりとりも◎。趣味の時間を多めに取ってリフレッシュ
【健康運】予定は前半に詰め込み後半はのんびり
【幸運の食べ物】ルッコラ

お

て！
え
し

くらしの法律教室

お

● 廣野・南法律事務所

Q.今回のテーマ
2,000万円を保有しています。私が死亡すると相続人は妻と娘です
私は70歳の男性で、財産として自宅不動産2,000万円と、預貯金

が、折り合いが悪く、法定相続分で遺産分割することになるかもしれませ
「配偶者居住権」
ん。この場合、妻が自宅を相続すると預貯金は全て娘が相続することにな
について
り、妻の生活が成り立たなくなるのではないかと心配です。私として何かで

え
し弁護士

て！

くらしの法律教室
南

果 ●

今回のテーマ

「配偶者居住権」
について

きることはあるでしょうか。

A. 者が自宅以外の財産を取得できなくなる
これまでは、ご質問のような場合、配偶

などの不都合が生じていました。そこで、改正民
法（令和２年４月１日施行）では、新たに「配偶
者居住権」が創設されました（※１）。
この配偶者居住権とは、配偶者に「住み慣れ
た住居に無償で住み続ける権利」を確保しつつ、
「一定程度の生活資金」も確保できるようにした
ものです。あくまでも、配偶者が居住する権利な
ので、第三者に売却することはできませんし、そ
の配偶者が死亡した場合には消滅します（その配
偶者の相続人には相続されません）。
配偶者居住権が成立するのは、配偶者が相続開
始時に被相続人が所有（配偶者と共有の場合も含
む）している建物に居住しており、①遺産の分割
によって配偶者居住権を取得するものとされた場
合または②配偶者居住権が遺贈の目的とされた場
合です。

①は、遺産分割協議のほか、調停や審判（※２）
も含みます。②は、遺言で配偶者に配偶者居住権
を遺贈することのほか、死因贈与も含むと解釈さ
れています。
さらに、第三者に対抗するためには、建物の登
記簿謄本に配偶者居住権の登記をする必要があり
ます。配偶者は、建物所有者に対して登記手続を
請求することができ、建物所有者は配偶者に登記
をさせる義務を負います。
いずれにしても、この質問における「私」とし
ては、配偶者居住権を妻に遺贈する旨の遺言書を
作成することがよいのではないでしょうか。ただ
し、遺言書の文言、配偶者居住権の負担付自宅所
有権の取り扱い、遺留分侵害額請求との関係な
ど、検討すべき事項もありますので、具体的な遺
言の内容については専門家にご相談いただくのが
よいかと思います。

※１……被相続人が令和２年４月１日以降に亡くなった場合の相続が対象となります。３月以前に亡くなった場合、
遺産分割協議などが同年４月以降に行われても、配偶者居住権の設定はできません。遺贈の場合は、同年
４月１日以降に作成された遺言によることが必要です。
※２……家庭裁判所が審判で配偶者居住権を認めることができるのは、（ⅰ）相続人の間で、配偶者居住権を配偶者
に認めることについて合意が成立している場合、または（ⅱ）居住建物の所有者の受ける不利益の程度を
考慮してもなお配偶者の生活を維持するために特に必要があると認められる場合に限られます。

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。

南部支店
共済係長
入江 江利香

三日市支店
複合渉外係
晴柀 真陽

職員の方には、じゃがいもを
大・中・小のサイズごとに分ける選別を
行ってもらいました。じゃがいもは給食セン
ターに送るもので、短い間にたくさんのじゃが
いもを選別する必要があります。手伝って
いただき大変助かりました。

給食センターに送る
野菜を選別するという貴重
な経験をさせていただきまし
た。給食を食べていた当時は、こ
んなに手間暇かけてつくられたも
のだとわかっていませんでした。
普段食べている野菜のありが
たみを感じました。

獅子座 ７／ 23 ～８／ 22 ９月の運勢
【全体運】買い物が楽しい月です。下調べを入念に。お気に入りの逸品が手に入りそう。連絡役を買って出るとツキがアップ
【健康運】栄養バランスが大事。何でも少しずつ
【幸運の食べ物】マツタケ

今回の農業塾 講師
金塚 淳二さん（前沢）
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「KOKOくろべ」直売所通信

Vol.11

直売所での商品販売について聞きました！
Ｑ．黒部市にはどんな魅力があると思いますか？

販売者紹介

→黒部市は山と海が近く、山菜や農産物、海の幸も鮮度が良いものが手に入りま
す。観光資源としても、宇奈月温泉、トロッコ電車、生地の清水や漁港など、ほ
かでは味わえないものがそろっているのも魅力の一つだと思います。
Ｑ．おすすめの商品について教えてください

か じか

味処「河鹿」
店主 松下幸之助さん
（宇奈月温泉）
〈販売予定のもの〉
＊釜めし（種類は都度変更）
＊惣菜

など

→「河鹿」で一番のメイン商品は、40年以上変わらない「釜めし」です。店内には
人気の「おでん」をはじめ、地元食材を使用した一品料理や各種定食もあります。
また、姉妹店の「ちょっこし屋」では、地元の農家さんから仕入れた野菜や山菜
などを使用したお惣菜を販売しております。
Ｑ．農林水産物直売所での販売にあたっての意気込みや、今後やってみたいこと
などを聞かせてください
→
「釜めし」自体は店舗や出張販売でも同時に取り扱っておりますが、その直売所
にしかないメニューや直売所ならではの価格設定をもって、訪れたお客様が購入し
たくなるような工夫をしていきたいと思っております。また、地産地消の観点から
私自身が直売所で食材を仕入れ、地元産の食材を使用した釜めしなどを直売所で提
供することで、黒部の味わいを消費者に発信できるようにしていきたいです。
Ｑ．道の駅「KOKOくろべ」農林水産物直売所に期待することは？
→石川県における近江町市場のように、そこに行けば地元の旬が幅広く味わえる
ような観光スポットにしてほしいです。また、地元住民も買いに出かけたくなる
ような高すぎない価格帯と品揃えの良さで、県内外から人が集まるような店舗づ
くりをしてほしいと思っています。山と海の橋渡し、地域の中心となるような施
設になればと思います。

〈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

すまいる 掲示板
さらっとした飲み心地で
毎日飲みたいと思える豆乳飲
料です。国産大豆の豆乳に富山
県産ハトムギエキスを配合し、
さらにコラーゲン入りなので
女性にもおすすめ！私も
大好きです♡
北部支店
共済係 舘下 朋叶
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FAX：52-5710

め品!!

JAくろべ職員のおすす

アグリプラザ東

（☎65-9100）で

購入できます！

JA全農とやま

はとむぎ豆乳飲料

１本（125g）…………116円（税込）
30本入りケース……3,480円（税込）

乙女座 ８／ 23 ～９／ 22 ９月の運勢
【全体運】活気にあふれ華やか。リーダーシップを発揮して。周囲に気配りしつつ動けば信頼と結果を手にできます
【健康運】体からのサインを見逃さずケアは早めに
【幸運の食べ物】サトイモ

M ONTHLY T OPICS
いきいきとしたプレーを披露
JAくろべ年金友の会パークゴルフ大会
年金受給者の健康づくりと親睦を目的として、第５回
JAくろべ年金友の会パークゴルフ大会が７月６日、グ
リーンパークおおしまで行われました。
当日は、開会式で当JA細野義隆常務理事から参加者
に向けてエールが送られ、会員49人が３～４人グルー
プに分かれて27ホールを回りました。今回の大会では、
同スコアを記録する方もいるなど各所で熱い接戦が繰り
広げられました。あいにくの天候のなかでも各グループ

（後列）左から
（前列）左から

が和気あいあいとプレーを楽しみ、普段接点のない会員
同士もスポーツを通じて親睦を深めました。

根塚さん
能登さん

清水さん
岩田さん

能登さん
松田さん

成績は次の通りです。
【女性の部】

【男性の部】
優勝

清水

幸次さん（東布施） 優勝

次勝

根塚

豊和さん（生

参勝

能登

孝さん（生

岩田

幸子さん（浦

山）

地） 次勝

能登加代子さん（石

田）

地） 参勝

松田

プレーの様子

妙子さん（大布施）

地区ごとに生育状況を確認

じゃがいもたくさん穫れたよ！
青田廻り

じゃがいも教室
市の食農体験「じゃがいも教室」が７月８日、
五十里ふれあい農園（三日市）で開かれ、さくら幼
稚園の園児10人がじゃがいもの収穫作業を行いま
した。
JA営農指導員や市の職員から指導を受けた園児
は、茎を掴んで力いっぱいに引き抜き、土の中から
現れるじゃがいもに歓声を上げました。埋まってい
るものは手作業で土から掘り出し、形や大きさを見

生産者と生育状況を確認

稲の生育状況を確認する「青田廻り」が７月９日、
村椿地区の圃場で行われ、生産者などが参加しまし
た。今年の青田廻りは、７月７日から13日にかけて

比べながら「じゃがいもがたくさん穫れた！早く食
べたいな」と笑顔で話しました。
この日収穫したじゃがいもは、後日幼稚園を通し
て園児に届けられました。

管内の各地区で行われました。
現地では営農指導員が圃場に入り、草丈や茎数、葉
色などを見ながら、穂肥の時期や害虫による被害防止
対策など今後の管理について説明しました。今年の
「コシヒカリ」は地区によってばらつきはあるものの、
生育状況はおおむね順調でした。確認の時点では幼穂
形成期を７月13日頃と見込み、平年よりやや遅い状
況でした。秋には平年並みの収量が期待されます。
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！

天秤座 ９／ 23 ～ 10 ／ 23 ９月の運勢
【全体運】注目度がアップ。気持ちを強く持ち堂々と対応すると良い方向へ。おしゃれを楽しむのにも良い時期です
【健康運】疲れを感じたら頭や足つぼをマッサージ
【幸運の食べ物】レンコン

茎を力いっぱいに引き抜く園児
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開業に向けて消費者とふれあう
直売所プレイベント「ココとれ夏祭り」

ハーブの香りで虫よけ効果
第２回JAくろべ女性大学

女性

部

第２回JAくろべ女性大学が７月14日、当JA本店で
開かれ、学級生12人が参加しました。
今回は、保冷剤を使った「虫よけ消臭芳香剤づく
り」を行いました。これは保冷剤に含まれる吸水ポリ
マーの消臭効果を活用したもので、容器に入れた保冷
剤に色をつけて、ハーブ系アロマオイルを入れて香り
をつけました。
学級生は、「可愛く仕上がった。保冷剤の新しい活
用方法を知ることができた」と話しました。
トウモロコシを販売する生産者

令和４年春に開業予定の道の駅「KOKOくろべ」
の農林水産物直売所プレイベント「ココとれ夏祭り」
が７月17日、黒部市総合体育センター前広場で行
われました。当イベントは地場産農林水産物の生産
拡大とコロナ禍で低迷する農林水産物販売の促進を
目的に黒部市農業再生協議会が主催したものです。
会場では、生産者による農産物・加工品の販売や
にんじんの詰め放題などが行われました。とれたての
トウモロコシやもものほか、特産品「いなきび」を練
り込んだ五平餅など地元ならではの食品も販売され、
来場された多くの方が地場産の味を楽しみました。

夏に合う爽やかなカラーに着色

先を見据えたプランと取り組みが必要
黒部市営農組合協議会

情報交換会

黒部市営農組合協議会（米山毅会長）は７月19日、

稲の成長を観察しよう

営農組織同士による情報交換会を管内２カ所で行い、

バケツ稲作特別講習会

会員など25人が参加しました。
当日は、農事組合法人前山（朝倉実組合長）と農事
組合法人浦山12区（岡田與造組合長）の施設を訪問
し、組織の概要や経営方針について組織役員から説明
を受けました。参加した会員は、今後の担い手確保に
向けた後継者育成や作業体制、所得向上への取り組み
などについて活発な意見交換を行ったほか、施設内外
を見学し機械設備の状況や管理方法を確認しました。
また、情報交換後には県から新規就農者雇用にかかる
研修支援制度について、市・JAから各種助成事業に
ついて紹介がありました。

稲の長さを確認する児童

バケツ稲作の特別講習会が７月13日から15日に
かけて、市内の小学校３校（たかせ・中央・荻生）
で行われました。
夏休み中は児童がバケツ稲を自宅へ持ち帰り、各
自で稲の観察や管理を行います。児童はJA営農指
導員から「害虫がいたら取り除き、稲は日当たりの
良い場所に置いて水やりは絶やさないように」と説
明を受けながら稲をじっくりと観察しました。秋に
は稲を刈取り、脱穀や籾摺りを行う予定です。
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概要説明を行う組織役員

蠍座 10 ／ 24 ～ 11 ／ 22 ９月の運勢
【全体運】人気運に恵まれ良好です。自分から人の輪の中に入っていきましょう。リモートの活用も吉と出ます
【健康運】友人との散歩や運動は楽しく続けられそう
【幸運の食べ物】イチジク

２年ぶりの伝統行事
東布施地区中陣

ニブ流し

今月
の
表紙

家の中でも健康増進を図ろう
ミニデイサービス「茶話会」

女性

部

川に小舟を流して無病息災を祈る「ニブ流し」が７
月31日、東布施地区の中陣集落で２年ぶりに行われ、
子どもたちや地元住民が参加しました。
「ニブ流し」は 労 働 の 妨 げ と な る 眠 気 の精 霊 や、
罪・けがれなどを舟に乗せて流すことで払う伝統行事
で、県の無形民俗文化財や国の「記録作成等の措置を
講ずべき無形の民俗文化財」に選択されています。
鉢巻きと法被に身を包んだ子どもたちは、華やかに
飾り付けられた小舟を持ち寄り、笛や太鼓に合わせて
集落を練り歩きました。集落内を一巡し終わると、子
どもたちは集落付近を流れる大谷川（俗称前川）の浅
瀬でゆっくりと小舟を流しました。

体を動かして汗を流す

JAくろべ助け合い組織ひまわり会の東布施地区
は７月15日、ミニデイサービス「茶話会」を尾山
公民館で開き、21人が参加しました。
今回は介護予防運動の一環として、心臓に負担を
かけない優しい動きが特徴の血液循環体操「レイン
ボー体操」で体を動かしました。座ったままできる
上半身の体操は体力に自信のない方にも好評で、参
加者は「健康のためにも毎日続けていきたい」と話
しました。

各品種の収穫適期を判定
黒部市果樹振興会

収穫目揃い講習会

次々と小舟を流す子どもたち

オシャレなグリーンインテリア
前沢支部

女性

部

前沢支部は７月26日、「苔玉づくり」を前沢公民館
で開き、11人が参加しました。
今回は６種類の観葉植物から好きなものを選び、講
師の指導を受けながら根を包んだ土を球状にまとめ
て苔を貼り付けました。苔玉を完成させた参加者は、
「土を丸くするのが難しかった。仕上がったものを部
屋に飾るのが楽しみ」と話していました。

生産者が持ち寄ったももを確認

黒部市果樹振興会は７月19日、収穫目揃い講習
会を長谷川果樹園（荻生）で開き、もも生産者や関
係者10人が参加しました。
講習会では、各生産者が持ち寄った「あかつき」
と「なつき」の着色や糖度、果実の硬さなどを確認
し、収穫適期の判定を行いました。富山県新川農林
振興センターの坂田清華氏から、ももの生育状況や
収穫の注意点などの説明があったほか、出荷に向け
て箱詰め方法や価格設定について確認しました。
今年は６月下旬の降水量が少なかったものの、果
実肥大は順調で平年並みとなりました。収穫時期は

涼しげな苔玉が完成

昨年より３日早い７月21日を見込みました。

射手座 11 ／ 23 ～ 12 ／ 21 ９月の運勢
【全体運】有言実行でいきましょう。目的をはっきりさせると効率がアップします。時には周囲を巻き込むのもありです
【健康運】頑張り過ぎは禁物。休憩でリフレッシュ
【幸運の食べ物】アサリ
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ちいきの

暮らしいき いき
ネットワーク

トマトと牛しゃぶの
おろし和え
■材料（２人分）

■作り方

トマト……………………………… １個
グリーンアスパラガス…………… ３本
牛肉（しゃぶしゃぶ用）… …… 80ℊ
大根……………………………… ５cm
エーコープ

たまねぎ黒酢ドレッシング※…… 適宜
※お好みのドレッシングで代用できます

◇ 行 事予定 ◇

❶トマトは１cm厚さのいちょう切りにする。アスパラガスは
根元のかたい部分を切り落としてハカマをとり、熱湯で１～
２分茹でて５cm長さの斜め切りにする。大根はすりおろす。
❷牛肉は茹でて冷水にとり、ザルにあげて水気を拭き、ボ
ウルに入れて、たまねぎ黒酢ドレッシングを大さじ１加え
て、味をなじませる。
❸②にトマトとアスパラガスを入れて混ぜ合わせ、冷蔵庫
で冷やしておく（大根おろしも冷やしておく）。
❹器に盛り、水気を軽く切った大根おろしをのせ、たまね
ぎ黒酢ドレッシングをかける。

８月下旬～９月中旬

『家の光』『ちゃぐりん』
９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

８月
22（日）

27（月）定例理事会

23（月）

28（火）

24（火）

29（日）

25（水）

30（月）

『家の光』
≪特集≫
・食品ロスを減らすワザ
・おやつの時間

日帰り人間ドック 31（火）
26（木）
（若栗・浦山地区）

９月号

定価922円（税込）

９月
１（水）

12（日）

２（木）

13（月）

『ちゃぐりん』

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

（～22日）
４（土）
５（日）

16（木）

６（月）

17（金）

・カラフル野菜の
肉巻きレシピ
・秋を彩る彼岸花

９月号

日帰り人間ドック 18（土）
（全地区） 19（日）

定価492円（税込）

７（火）
８（水）

20（月）敬老の日

９（木）

21（火）

10（金）

22（水）

11（土）
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山羊座 12 ／ 22 ～１／ 19 ９月の運勢
【全体運】好調なスタートですが後半は下り坂。優先事項を割り出し前倒しで進めると好結果に。後半は方向性を維持して
【健康運】前半はハードに動き後半はのんびりが◎
【幸運の食べ物】レタス

みんなの広 場

今月の

子
っ
部
黒

三日市保育所（らいおん組）

☆夏野菜を収穫したよ☆
小さかった苗が太陽の恵みや自然の力に助けられ、たくさん収穫できました。
野菜が成長するために必要なものをみんなで話し合い、水やりをして栄養を与え
ながら、野菜を育てる大変さや楽しさを学びました。

農業
図鑑

シード布施山生産組合
そでさわ

代表者名：袖
代表者名：
袖沢

としろう

利郎

組 合 員：
員：10戸
面
積：約9.9ha（黒部市本野）
作付状況：水稲種子（コシヒカリ）

来月号の掲載予定

今月の黒部っ子「下立保育所」
チャイルドギャラリー「お休み」

「協力し合って維持していく」
シード布施山生産組合は平成10年に設立され、水稲種
子（コシヒカリ）の栽培をしています。組合員は主に兼業
農家で構成されており、人数も少ないため組合所有のコン
バインを順番に使用するなど協力し合っています。そのた
め、使用後の機械は清掃・整備を徹底し、できるだけ長持
ちさせるよう工夫しています。
種子の栽培では、雑草などの混入を避けるために草刈り
作業が欠かせません。坂の多い土地ということもあり、暑
いなか足腰を使う作業は大変ですが、その分品質の良いも
のが収穫できたときは嬉しいですね。みんなで集まって作
業した日にはバーベキューを行うなど、楽しい交流の場も大
切にしているので、コロナ禍が収まったら再開したいです。
自分たちができる範囲の規模を維持しつつ、これまでに
引き継いできた大事な土地を長く守っていけるよう、これ
からも協力して取り組んでいきます。

わが家のアイドル「荻生地区」

農業図鑑「北部営農支援センター管内」

青春・キッズ・げんき印「生地地区」

水瓶座 １／ 20 ～２／ 18 ９月の運勢
【全体運】じっくり進めれば下旬に大きな実りを得られます。苦しいときこそブレずに前進を。耳の痛い意見こそ重要です
【健康運】弱い部分を大切に。無理しなければ安泰
【幸運の食べ物】セロリ

※変更になる場合があります

2021ー８
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わが家の

愛 アイドル

元気いっぱいの笑顔♪
き もと

木本
お父さん

そ

ら

蒼空くん
繁幸さん

（長男

１歳９カ月）

お母さん

毬百さん

毎日たくさんの笑顔を見せてくれる我が
子。 最 近 は 少 し ず つ お 話 が で き る よ う に
なってきたね。これからもたくさんのこと
を経験して、元気に育っていってね。

（ 田家地区）

くまと一緒に子どもたちが楽し
く散歩をしている様子。空にはき
れ い な 虹 が 架 か っ て い て、 先 生
もこの乗り物に乗りたくなりまし
た。
（先生より）

よね だ

米田

わ

か

和夏さん

（３年）

輝け！スポーツキッズ☆

始筆、終筆に気をつかい、一筆
一筆丁寧に書いたことがよく伝わ
ります。バランスの良さを保ちな
がら、大きくのびのびと仕上げま
した。
（先生より）

メン
バ
募集 ー
中！

「チーム一丸となって勝ち進む！」

なかしま

中島

チャイルド
荻生小学校
ギャラリー

「雲」

筆づかいに気をつけて書き
ました。
「あめかんむり」と下
の部分の大きさに気をつける
ことでバランスの良い字にな
りました。

「くまのおさんぽ」
くまの顔と体が分かるように、
茶色の濃さを変えて塗りました。
また、芝生を表現するために、緑
色と黄緑色を混ぜて塗りました。

のぞみ

希さん
（４年）

黒部東部ファルコンズ
〈練習日程〉
＊曜日・時間＊
火・水・金・土・日曜日
18：00～20：00（平日）
＊場所＊
宇奈月小学校・若栗小学校
＊メンバー＊
男女21名（１～６年生）

キャプテンインタビュー
仲間同士みんな仲が良く、団結しているチームだと思います。練習では、試合で
出た反省点を改善できるような練習を行っています。試合のときはアップをしっか
りしないと全力でプレーができないので、自分はキャプテンとしてチームメイトが
しっかりとアップを行っているかよく見ています。今後も試合に出る予定なので、
これからもチーム一丸となって大会を勝ち進んでいきたいです！

13

2021ー８
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み

こ

れん た ろう

神子 連太郎くん
（６年）

魚座 ２／１9 ～３／ 20 ９月の運勢
【全体運】怖がり過ぎてチャンスを逃がさないように。失敗も今後の糧になります。年長者があなたを導いてくれそう
【健康運】途中でバテないようペース配分に留意して
【幸運の食べ物】カボチャ

理事会だより
月 日（火）

体の事業を行うため、ＪＡ
くろべ興産株式会社の定款

ア実績について
七、令和三年産米の取扱の
変更について
八、電動式移動ラックシス
テム等に係る契約の締結

◆付議事項
の一部改正について協議

未利用口座管

第１号議案
について

◆協議事項

一、道の駅「ＫＯＫＯくろ

べ」農林水産物直売所従

業員の雇用計画について

二、新倉庫建設にむけた状

況報告と米の検査集荷体
制案について

三、ペット葬儀の取次事業

四、アグリプラザ東の閉店

の検討について
ＥＤ）更新工事の入札結

７月

制定について

日（水）」

二、未利用口座管理手数料

の取り組みについて

一、「新たな店舗体制構築」

◆協議事項

「開催日

総務信用委員会

対応について

五、農産物検査法改正への

て

店舗等の活用計画につい

へのスケジュールと閉店

日（水）」

営農経済委員会

判断について

十四、第六回農業祭の開催

いて

社殿修復事業の奉賛につ

十三、八心大市比古神社御

いて

十二、労使協議の結果につ

会議の開催について

十一、総代協議会正副会長

結について

果及び工事請負契約の締

十、農業施設照明器具（Ｌ

負契約の締結について

事の入札結果及び工事請

九、本店外装・防水改修工

し、承認しました。

◆委員会報告
一、営農経済委員会協議経
過報告について
二、総務信用委員会協議経
過報告について

◆報告事項
一、組合員の加入及び脱退
について
二、六月度の事業実施状況
について
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

７月

№567 14
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27

理手数料制定について
長期間利用の無い口座が
不正利用されることによる

月から一定の期

被 害 を 防 止 す る た め、 令
和３年

月１日以

間（２年以上）利用の無い
口座（令和３年
降に開設された普通貯金口
座、総合口座および貯蓄貯
金口座）かつ口座残高が
１万円未満の口座を対象と
した未利用口座管理手数料

ＪＡくろべ興

制定について協議し、承認
しました。
第２号議案

産株式会社の定款の一部改
正について
ＪＡくろべ興産株式会社
において、新規事業として

「開催日

もうすぐ８月が終わりますが、今年の夏はオリン
ピックが盛り上がりましたね！私もテレビの前から
応援していました。どの競技でもたくさんの日本人
選手がメダルを獲得され、嬉しかったですね！メダ
ル獲得に向けて頑張る選手たちの姿にたくさんの勇
気と感動をもらいました。現在パラリンピックが開
催中だと思いますので、引き続き応援していきたい
と思います。
〈MIZU〉

正組合員数
4,542人 （－155人）
（正組合員戸数 3,724戸）（－117戸）
准組合員数
4,982人 （＋ 11人）
（准組合員戸数 3,590戸）（＋ 34戸）
みなさまの貯金高 1,055億7,894万円（102.1%）
みなさまへの貸出金 186億8,025万円（102.4%）
長期共済保有高
1,861億7,938万円（ 95.6%）
購買品供給高
21億8,900万円（110.7％）
販売品販売高
4億8,980万円（ 80.4％）

編 集 後 記

）は前年同月比

（

協同の力 （令和３年７月末日）

７
六、２０２１夏の総合フェ

21

10

墓事業、遺品整理、家屋解

21

10



上田 洋一
選

敏子

美子

律子

俳 句
 石田阿畏子
選

庄二

日比野

勝

木野本靖子

岸下

丸田美恵子

沙羅の花あまた散らしてひと日終ふ


露台まで届く出船の遠汽笛


銅像の眼差し遠し蟬時雨


鱧料理をちより聞ゆ笛太鼓


斉藤

尚生

和子

松本みず代

白き卓白き椅子置くバルコニー


入道雲白球一打空高く


丹波路や古き船屋の風知草
桶屋

一深

孝通

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

月

日

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

みずほ文芸
短歌

西島

中村よしゑ

この姥もワクチン終えて晴ればれと
仰ぐ山なみ群青の色
二回目のコロナワクチン接種終え
心に羽根が生えて帰り来
二年ぶりプール掃除にはしゃぐ声

新酒

福島

しぶきも汚れも夏空に飛ぶ 寺島 紀子
初に聞く「妻です」の声清清し
電話の向こうに甥の花嫁
日の出待つひすい海岸刻々と
とばり

帳ほどけて光彩放つ
ファッションもことばも歌も変わり来て
昭和はレトロと若者は言う 岩場 恭子
だらとしか言いようのない朝乃山



咲く如く鱧を盛りたる玻璃の皿
小林

角井

生夫

八月末日必着

笑味ちゃん

答え
３…… ロッジの大きさが違う
６…… カレーが掛かっている
８…… 帽子に羽飾りが付いている
９…… ガスボンベの形が違う
11…… オクラが１個少ない

７

稔

切

６

河田



浦田

コロナ接種終へし安堵や夕端居


吾庭に塩辛蜻蛉遊びたり


〆

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）。
ＪＡくろべ総務課

９ 二重枠に入った数字の

富山の自慢一つ消えたり

【お詫びと訂正】
「 み ず ほ 」 七 月 号（ 令 和 三 年 七 月 発 行 ） で 左 記 の
歌 を 中 村 順 子 さ ん の お 名 前 で 掲 載 い た し ま し た が、
正 し く は 松 井 ヨ シ ヱ さ ん の 作 品 で し た。 ご 両 名 に は
謹 ん で お 詫 び 申 し 上 げ ま す と と も に、こ こ に 改 め て
掲載させていただきます。

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 松井ヨシヱ

送り先

№567
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合計はいくつ？

10

ナンバープレイス

©みんなの
よい食プロジェクト

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。

ルール
⑴ 空
 い てい るマ ス
に、１から９まで
の 数 字 のどれ か
を入れます。
⑵ タ
 テ 列（ ９ 列 ）
、
ヨ コ 列（ ９ 列 ）
、
太 線 で 囲まれ た
３×３のブロック
（それぞれ９マス
あるブロックが９
つ）のいずれにも
１から９までの数
字が１つずつ入り
ます。

９

【まちがいさがし・前回の答え】

「第６回 JAくろべゴルフ大会」開催中止のお知らせ
JAくろべでは、10月に開催を予定しておりました「第６回JAくろべゴルフ大会」につきまして、
JAくろべでは、10月に開催を予定しておりました「第６回JAくろべゴルフ大会
」につきまして、
新型コロナウイルス感染拡大防止のため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
新型コロナウイルス感染拡大防止のため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
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。
す。

秋の農作業安全運動
８月20日～10月20日

「ノーミス」・「ノー事故」の農作業を!!

秋の繁忙期には、コンバインなどによる事故が毎年多く
発生します。余裕をもった農作業計画（点検・清掃含）を
立てるとともに事故防止対策を徹底しましょう!!

❶エ ンジンを始動する時、作業
部のクラッチを入れる時は周囲
へ警告し、安全確認後行いま
しょう（後進する時は特に死角
が多いので注意しましょう）。

❷圃 場への出入りには
十分注意しましょう。

❸詰まったワラを取り除く
場合は、作業部停止だけで
なく必ずエンジンを切り
ましょう。

❹手刈り稲の脱穀は手や
腕の巻き込まれに注意
しましょう。

日頃のご愛顧に感謝の気持ちを込めて

１

2021

８⁄

日

ハイオクガソリン レギュラーガソリン

10 ⁄
軽

31

油

レシートを10,000 円 分（税込）集めて
ステキな賞品を当てちゃおう!!
台紙に店頭で給油した対象のレシートを貼って
店頭の受付箱に投函してください。
※記載の当選者数は富山県下全体での総数となります。
※賞品は予告なく変更となる場合もございます。ご了承ください。
※プレゼントは景表法の規定により進呈いたします。

日

2021

11 ⁄

５

金

1等

シャープ50型液晶テレビ

2等

花王アタックZEROギフト

５名様

80名様

3等

100名様

４Kの美しい映像が楽しめるWチューナー内蔵液晶テレビ。
※テレビの取り付けはお客様でお願いします。

洗うほど衣類がよみがえるアタックZEROのギフト。

らーめん詰め合わせ
野菜とよく合うもみ切り打ち麺のらーめん。

〈お問い合わせ〉
JAくろべサービス㈱カーポート宇奈月 ☎65-1068
８月号 №567
令和３年８月20日発行
発行部数 7,300部

■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

