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年末年始営業のご案内

（各事業所およびATM）

令和３年産コシヒカリ

１等米比率93.9％

（JAくろべ管内11月18日現在)

作況・等級比率の推移

Ｒ３

95.2%

93.9%

田植えの盛期は５月13日頃で終期は５月28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、寡照や強風の影響から田植え後の活着や初
期生育が停滞する圃場がみられました。幼穂形成期は「コシヒ
カリ」で７月13日頃となりました。出穂期は、「コシヒカリ」
で８月３日頃で平年並みとなりました。梅雨明け以降は高温・
多照傾向で推移し、成熟期は９月12日頃となりました。

Ｒ２

89.0%

94.6%

○作況および品質結果

Ｒ１

82.6%

93.2%

Ｒ３

93.9%

87.6%

Ｒ２

88.6%

82.1%

Ｒ１

89.7%

77.1%

Ｒ３

94.6%

98.3%

○次年度に向けて

Ｒ２

95.9%

99.2%

Ｒ１

93.0%

100.0%

Ｒ３

97.4%

95.0%

Ｒ２

96.1%

99.4%

Ｒ１

90.1%

99.8%

本年は、登熟期（出穂後20日間）の気温が25.7℃（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２等以下への等級格下げ要因は、カメムシ
による吸汁被害粒（斑点米）や黒点類似粒（くさび米）の部分
着色粒が66.6％、青米が11.8％でありました。斑点米防止対
策として、畦畔などではカメムシが発生・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
えと、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、土づくり資材の継続的な施用を行いましょう。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、適切な施肥管理や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。

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

○気象経過および生育状況

Ｒ３

99（平年並）

Ｒ２

103（やや良）

Ｒ１

102（やや良）

（県数値は９月末現在）

富山県における令和３年度の水稲の作柄は、作況指数が99
（平年並）、単収は515㎏／10ａとなりました。
また、県内の１等米比率（９月末現在）は、「コシヒカリ」
95.2％、「てんたかく」93.9％、「てんこもり」94.6％、「富
富富」97.4%となっています。当JA管内では、「コシヒカリ」
93.9％、「てんたかく」87.6％、「てんこもり」98.3％、「富
富富」95.0％となっています。

牡羊座 ３／ 21 ～４／ 19 １月の運勢
【全体運】やるべきことが多い中何に着手すればいいのかはっきりしてきます。計画を立て着実に。好結果が待っています
【健康運】適度に体を動かすのが一番の健康法
【幸運の食べ物】ナバナ
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黒部 市 農 産 物 品評 会

11月６日・７日の第６回農業祭の会場において、
第６回黒部市農産物品評会が行われました。

今回の出品点数は、穀物35点、野菜226点、果実

49点、花卉・球根53点、加工品54点の合計417点で
した。審査の結果、金賞８点、銀賞９点、銅賞６点を

選出し、上記23点から黒部市長賞などの副賞51点が
選出されました。７日の表彰式では、黒部市長賞（大

野久芳市長）、黒部市農業振興協議会長賞（橋本喜洋
の表彰が行われ、受賞者に記念品が贈られました。

賞

（協賛団体長賞）

（田家）大根

ファームとちや
（浦山）白ねぎ

《住友化学賞》

㈲林農産
（若栗）里いも
◆富山県野菜協会長賞

《日本農薬賞・バイエル賞》

橋爪 秀敬
（東布施）玄米 富富富
【野菜類の部】
◆全国農業協同組合連合会
富山県本部長賞

《名古屋食糧賞・昭和パックス賞》

㈲得能農産
（村椿） 大豆 えんれいのそら
◆ 富山県農業協同組合中央会長賞

《昭和パックス賞》

【穀物類の部】
◆富山県農業共済組合長賞

銀

ベリーズ工房黒部
（石田） ドライフルーツセット

◎総出品数４１７点
【花卉球根類の部】
《北化学賞》
◆ 黒部市農業振興協議会長賞
橋本 和宙
敬称略・（ ）内は地区名
（若栗）人参
◆ 富山県花卉球根農業協同組合長賞
金 賞 （協賛団体長賞） 《三井化学賞・シンジェンタ賞》 【果実類の部】
島
義彦
《住友化学賞》
【穀物類の部】
（村椿）チューリップ球根
新興果樹園
◆黒部市長賞
（浦山）梨 王秋
ゴールデンプリンスクラウス
◆富山県米麦改良協会長賞
【花卉球根類の部】
【加工品類の部】
◆富山県花卉協会長賞
◆黒部市長賞
《名古屋食糧賞・いなほ化工賞》
◆ 黒部市農業振興協議会長賞
《日産化学賞》
《ＪＡライフ賞・協友アグリ賞》
前山
（前沢）ストック
【加工品類の部】
◆黒部市農業協同組合長賞
橘
勇伸
（浦山）玄米 コシヒカリ
◆黒部市農業協同組合長賞
◆ 黒部市農業振興協議会長賞

《名古屋食糧賞・いなほ化工賞》

金塚 政憲
（前沢） 玄米 てんこもり
【野菜類の部】
◆黒部市長賞
◆ 富山県農林漁業振興会長賞
《三井化学賞・バイエル賞・朝日化工賞》

Ｒ＆Ｖのざわ農場㈱
（村椿）人参
◆ 黒部市農業振興協議会長賞
《 朝 日 化 工 賞・ 日 本 農 薬 賞・
協 友 ア グ リ 賞》

神保 與志美
（田家）白ねぎ
◆黒部市農業協同組合長賞
《ＪＡライフ賞・サンアグロ賞・
クミアイ化学賞》

川村
進
（若栗）キャベツ
【果実類の部】
◆ 黒部市農業振興協議会長賞
◆富山県果樹協会長賞

《日産化学賞》

勝仁

《 サンアグロ賞・クミアイ化学賞》

ふじ

小室
亨
（前沢）りんご

松田

栄
（大布施）干し柿

賞

【穀物類の部】
中島
淨
（荻生）玄米 コシヒカリ
㈲グリーンパワーくろべ
（若栗）玄米 コシヒカリ
【野菜類の部】
上坂
實
（浦山）白ねぎ
金塚 淳二
（前沢）里いも
金塚 淳二
（前沢）さつまいも
越野営農組合
（若栗）白菜

銅

岩井中

《シンジェンタ賞・北興化学賞》

（農）

（農）

牡牛座 ４／ 20 ～５／ 20 １月の運勢
【全体運】好調運です。やりたいことをリストにし今年の目標を立てて。実り多い年にできます。技術の取得にツキあり
【健康運】痛いところがあるときは無理をしないこと
【幸運の食べ物】ヒラメ
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（農）

（後列左から）橋本喜洋会長、大野久芳市長、平野正義組合長
（前列左から）川村進さん、神保與志美さん、能澤喬之さん

会長）、黒部市農業協同組合長賞（平野正義組合長）

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

タイ王国の現状と今後の輸出について

第41回は、海外事業部からタイ王国の様子と輸出先の国々についてお伝えします。
いつも大変お世話になっております。
何度目の登場でしょうか？㈱名古屋食糧の橋本です！
今回は、新型コロナウイルス感染拡大から約２年経過した海外の“現状”
をお伝えできればと思います。

〈タイ王国での黒部米コシヒカリについて〉
㈱名古屋食糧 海外事業部

橋本

晴斗

⇒継続しているタイ王国（Fuji Super様）では、毎月精米１ｔほどの販売をキー
プしております。新米フェア（写真参照）の際は２ｔほどまで販売量が伸びます
が、すごく売れているかというとまだまだ厳しい状況です。今年のフェアは開催
こそできましたが、昨年と同様に試食販売などは禁止されています。実際にお米
を口にしていただくきっかけとしても、販売方法の制限解除を願うばかりです。

〈タイ王国の現状について〉

新米フェア（Fuji Super）

⇒タイ王国全土の感染者数は5,000人程度にまで落ち着き、ワクチン接種完了者
の受け入れ条件緩和も徐々に進んでいます（11月末時点）。ここはさすが観光立
国といったところで、観光客の増加に伴い飲食業界も少しずつ回復基調にありま
す。黒部米コシヒカリについては、業務用としての大幅回復にはまだ時間がかか
りそうですが、一方で量販店向けは堅調に推移するのではと考えており、某ディ
スカウントストア３号店のオープン時にも導入する予定です。

〈その他の国への輸出について〉

黒部米コシヒカリも並ぶ

⇒現在はタイ王国がメインの輸出先になりますが、北米へは10ｔ以上（量販店向
け）の出荷が１度実現しており、かなり伸びしろが期待される輸出先です。その
ほか、ニュージーランドとオーストラリアにも月で数ｔずつ出荷しています。
黒部米コシヒカリは『あっさりしながらも上品な甘みを感じられるスペシャル
なお米』として上記の国以外にも直接輸出・販売拡大を仕掛けているところです。
またこの場で良いご報告ができることを願いつつ…乞うご期待！

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。

三日市支店
金融窓口係
大坪 光代

今回はブロッコリーの収穫と
出荷準備作業をお願いしました。収穫は
ひとつひとつ手作業になるので、複数人で効
率的に作業を進められて良かったです。収穫し
たブロッコリーはその日のうちに出荷し、
新鮮な状態でお届けしています。

私も畑で野菜を栽培
していますが、これだけ規
模が大きいと収穫までの管理も
大変だと思います。生産者の方か
ら栽培方法や作業について教えて
いただき、とても勉強になりま
した。また、収穫から出荷ま
での流れを知ることも
できました。

今回の農業塾 講師
金塚 淳二さん（前沢）

双子座 ５／ 21 ～６／ 21 １月の運勢
【全体運】つい、うっかりしてしまいがち。安全点検はしっかりと。いつも使う物は特に入念に手入れをしておきましょう
【健康運】記録にこだわり過ぎず運動を楽しんで
【幸運の食べ物】チコリ
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「KOKOくろべ」直売所通信

Vol.15

野菜畑の土づくりについて（土壌の酸度矯正）
高品質で美味しい野菜を育てるために「土づくり」は大切な作業です。今回は、土づくりの基本的な作業
の中から「土壌のpH（酸度）矯正」について説明していきます。

石灰質肥料施用による酸度矯正
野菜には酸性土壌（pH5.0～5.5）でもよく育つもの（ばれいしょ、さつまいも、スイカなど）や、中性
に近い土壌（pH6.0～7.0）が適しているもの（ほうれん草、玉ねぎ、ねぎ、アスパラガスなど）があります。
それぞれの特性に応じて「苦土石灰」など石灰質肥料の量を加減し、土壌の酸度を矯正しましょう。
また、トマト、キャベツ、白菜は石灰不足に注意が必要です。石灰が土壌にたくさんあっても、根が弱っ
ていると吸収されずに不足してしまう場合があり、尻腐れ症（トマト）や内部腐敗症（キャベツなど）が発
生しやすくなります。毎年このような症状が発生する圃場（場所）では、元肥の石灰質肥料をいつもより多
めに施用したり、数回の石灰質肥料の追肥を実施したりすることで対策できます。

酸度矯正のための石灰量の目安
★酸性土壌（pH5.0～5.5）に施用する場合
目標酸度と必要施用量（１㎡当たり）
pH5.8まで

pH6.2まで

pH6.6まで

消 石 灰

20～50ｇ

45～75ｇ

70～125ｇ

苦土石灰

25～75ｇ

65～110ｇ

105～150ｇ

土壌状態を正確に把握！
土壌pHは、生えてくる雑草の種類によって大まかに推測可能（スギナ、スズメノテッポウ、白クローバー
はpH4.5～5.5で多発しやすいなど）ですが、「土壌pH（酸度）計」を利用することでさらにきめ細かい管
理が可能となり、より品質の高い野菜をつくることができます。

〈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

JA全農から新しいブランド
が誕生しました！国産への愛と応援の
気持ちが込められた「ニッポンエール」シ
リーズ。全国各地の食べ物を使用し、商品
ごとに味のラインナップも多彩です。各産
地の旬を味わいながら日本にエールを
送りませんか♪

FAX：52-5710

すまいる 掲示板
JAくろべ職員のおすすめ品!!

アグリプラザ東
で
購入できます！

（☎65-9100）

JA全農

金融共済部
共済課

5

有倉

光宏
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共済課

山本

茜

ニッポンエール〈シリーズ〉

・ドライフルーツ･･ 177円～380円（税込）
・ドライフルーツ･･
・こめカリッかりんとう････
・こめカリッかりんとう
････ 170円（税込）
・ジュレショコラ･･････････
・ジュレショコラ
･･････････ 180円（税込）
・グミ････････････････････
・グミ
････････････････････ 130円（税込）

蟹座 ６／ 22 ～７／ 22 １月の運勢
【全体運】交友関係が活発化。１人では難しいことも協力者を募れば何とかなります。知恵を借りるときは謙虚に話を聞いて
【健康運】食事はバランス良く。野菜多めが◎
【幸運の食べ物】フキのとう

「みずほ」の題字デザインを募集します！
広報誌「みずほ」では、令和４年４月号より表紙デザインのリニューアルを予定しています。

つきましては、
「みずほ」の新しい題字デザインを地域の皆様から募集いたします。

募集期間：令和４年 １月28日
（金）
まで
〈応募資格〉

※必着
白色用紙に黒文字
（筆・筆ペン）

JAくろべの組合員（またはご家族）で、下記の事項について
ご了承いただける方

・「みずほ」誌面での作品使用および作者名の表示（最長１年間）
・ 採用発表時における氏名・地区名の公表

〈作品規格〉

・ ひらがな３文字で「みずほ」（横書き）
・ １文字あたりの「高さ」または「幅」が５cm以上
・ 筆または筆ペンによる読みやすい文字であること（書体自由）
・ 背景（用紙）は白色無地、文字は黒色（濃淡表現不可）

１文字あたりの
高さまたは幅が
５cm以上

〈応募方法〉
下記の必要事項を記入した別紙（※）と作品をあわせて、お近くの支店窓口まで直接ご提出ください。
①氏名（ふりがな） ②住所・電話番号

③年齢・性別

④作品のイメージ

⑤JAや広報誌へのご意見

※専用用紙はありませんので、①～⑤を記入したものをご用意ください（作品への記入はご遠慮ください）
※④および⑤につきましては、採用発表時に誌面でご紹介する可能性があります
・応募いただいた作品は返却できません。
・作品の選考はJAくろべおよびみずほ編集委員会が行います。
〈その他注意事項など〉 ・応募数に応じて、使用期間を調整する場合があります（数カ月～１年間）。
・採用作品は「みずほ」３月号（令和４年３月発行）誌面にて発表いたします。
・採用された方には記念品のプレゼントを予定しています（内容未定）。

Ａ賞 富山県下50名様 Ｂ賞 富山県下150名様 Ｃ賞 富山県下300名様
富山県産和牛
肩ロースすき焼き用

富山の牛豚使用
ハンバーグ８個

おかきセット
（歌づくし18g×18袋）

●応募方法／キャンペーン期間中、参加JA-SSにて配達灯油50Ｌお買い上げ毎に応募券１枚を進呈いたします。応募券を５枚集めて、応募用紙に添付
してください。応募用紙１枚を１口として「JA配達灯油サンクスキャンペーン」の応募権利獲得となります。応募用紙に必要事項を記入し切り取っ
たうえで、取扱JA-SSスタッフまでお渡しください。 ※富山県下で500名様の当選となります。
※おひとり様何口でもご応募できます。
●当選発表／キャンペーン終了後、応募者の中から厳正な抽選を行い、2022年３月下旬頃、当選者にご連絡いたします。
※本キャンペーンは景品表示法に基づいて実施いたします。

獅子座 ７／ 23 ～８／ 22 １月の運勢
【全体運】「いつもと同じ」が幸運のキーワード。伝統や習慣を大切に。手間のかかる作業を丁寧に進めれば問題も解決へ
【健康運】好きな運動ほど健康効果が高そう。楽しんで
【幸運の食べ物】小松菜
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黒部の丸いも販売中! !
、

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

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？

３㎏箱

10㎏箱

規格

販売価格（税込）

良Ａ

2,100円

優

2,700円

良Ａ

5,400円

優

7,600円

【ご購入・ご注文】アグリプラザ東

☎65-9100

ペット葬儀受付サービス開始のお知らせ
（JAくろべ・北陸ペット葬儀社）
このたび、JAくろべは北陸ペット葬儀社様と業務提携し、
組合員様向けのペット葬儀受付サービスを開始することと
なりました。最愛なるペットとのお別れを、JAくろべが心
を込めてサポートいたします。
※ペット葬儀は北陸ペット葬儀社が行います。

JAくろべ

利用特典

葬儀代金10％引き

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

☎54-5450
☎54-0040
☎65-7220
北陸ペット葬儀社

7
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資材課
〈24時間受付ダイヤル〉

JAくろべ興産㈱

☎54-0445
☎54-0314
☎57-0205

0120-83-9900

乙女座 ８／ 23 ～９／ 22 １月の運勢
【全体運】少し暴走気味の傾向はあるものの発展的。周囲の意見を聞くよう心掛けて。一緒に喜んでくれる人がいるのが大事
【健康運】あったか靴下で足元を冷えからガード
【幸運の食べ物】ヤマトイモ

M ONTHLY T OPICS
農業祭を２年ぶりに開催
第６回農業祭
当JAは11月６日・７日、第６回農業祭を当JA本店
構内で開催しました。昨年はコロナ禍により中止とな
りましたが、今回はステージイベントや飲食を取りや
めるなど規模を縮小し、会場内での感染予防対策を徹
底しての開催となりました。
会場では、農業機械や自動車などが展示されたほ
か、道の駅「KOKOくろべ」プレイベント「秋の旨い

「瑞彩マルシェ」出荷者が多数出店

もんフェア」も同時開催されました。直売所の出荷者
による農産物やテイクアウト商品、JAくろべ女性部
による加工品など、多くの販売ブースが並びました。
また、２年ぶりの開催となった黒部市農産物品評会
の会場では、開場直後から高品質な農産物を買い求め
る来場者で賑わいました。
※第６回黒部市農産物品評会の審査結果については
３ページをご覧ください。

気候に恵まれ上々の出来
夏播き人参収穫

農産物品評会も２年ぶりに開催

農業振興への取り組みに感謝
令和３年度富山県功労表彰
令和３年度富山県功労表彰式が11月１日、富山
県民会館で行われ、JAくろべ管内から有限会社林
農産（若栗）が表彰されました。
この表彰は、県の発展に著しく寄与し、または県
民の福祉の増進に多大の功績があったもの、その他
広く県民の模範となるものについて行われるもので
あり、同社のこれまでの取り組みや地域農業振興へ

収穫機による作業効率化

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。
若栗地区の圃場では11月４日、人参「愛紅（あい

の功績が認められたものです。
表彰式後には、同社代表の林幸治さんが報告のため
当JA本店を訪れ、平野正義組合長から農業振興に対
する謝辞とお祝いの言葉が贈られました。

こう）」の収穫作業が行われました。この日に収穫さ
れた人参は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、葉や根を取り除いてから運搬
用の袋に入れられました。
今年の夏播き人参は、台風などの被害がほとんどな
かったこともあり、順調に生育が進み上々の出来とな
りました。管内全体の作付面積は約1.9haで、12月
中旬までには収穫作業を終え、主に県内外の市場へ出
荷されました。

有限会社林農産の林幸治さん（右）

天秤座 ９／ 23 ～ 10 ／ 23 １月の運勢
【全体運】にぎやかなお正月に。忙しさはあるものの周囲の笑顔があなたを幸せな気持ちにしてくれます。連絡は小まめに
【健康運】グループで運動を楽しみながら健康維持
【幸運の食べ物】ダイコン
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慣れない魚にも挑戦
第３回JAくろべクッキング教室

女性

部

ともにコロナ禍へ立ち向かおう
JAくろべ青壮年部

意見書提出

JAくろべ青壮年部は11月10日、当JA本店を訪問し、
米価および野菜価格下落への対応などを求める意見書を
提出しました。
同部の村井斉昭部長は「米価・野菜価格下落に係る農
家経営安定を求める意見書」を平野正義組合長に手渡し、
コロナ禍での需要減少やそれに伴う価格下落に対して国
などへ働きかけることや、部員とJA役職員の意見交換の
場を設けることなど、JAへの要望について説明しました。
このコロナ禍を契機とし、今後も生産者とJAが一体と

指導を受けて魚をさばく学級生

第３回JAくろべクッキング教室が11月16日から

なって状況改善に取り組んでいくことを確認しました。

26日にかけて、黒部市コミュニティセンターで開催
され、前沢・村椿・生地・若栗・宇奈月地区から43
人の学級生が参加しました。
今回は「魚のさばき方講習会」として、フクラ
ギ・コショウダイ・アオリイカなどが用意され、講
師の実演を見ながらさばき方を学びました。学級生

お孫さんから花束を受け取る木島さん

は「なかなか調理する機会のない魚もあって楽しい。
改めてさばき方を学べた」と話していました。

ひとつひとつ手作業で収穫
加工用キャベツ収穫

意見書を手渡す村井部長（右）

家で手軽にできる脳トレ
ミニデイサービス「茶話会」

女性

部

JAくろべ助け合い組織ひまわり会は11月18日、飯
沢公民館でミニデイサービス「茶話会」を開き、17
人が参加しました。
当日は、ボランティア団体「くろべ脳トレクラブ」
の方を講師に招き、認知症予防を目的とした脳と体の
トレーニングを行いました。参加者は、計算や言葉の
パズルなどで脳を活性化させ、上半身を使った体操で
体をリラックスさせました。
丁寧に収穫作業を進める

会の終わりには、お茶とお菓子をいただきながら参

管内では、加工用キャベツの収穫が11月中旬か

加者同士で交流し、楽しい時間を過ごしました。

ら始まりました。
前沢地区の圃場では11月17日、８月に定植した
キャベツの収穫作業が行われました。生産者はキャ
ベツの大きさや形を確認しながら手作業で収穫し、
出荷用のコンテナに積み込みました。
今年の加工用キャベツは管内６戸が約90ａに作
付けし、約26ｔの出荷を見込んでいます。収穫さ
れたキャベツは、県内外の業者へ一定の価格で契約
販売されます。

体を動かすことで脳にも働きかける

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 １月の運勢
【全体運】少し遠出をして行動範囲を広げると幸運をキャッチできます。小旅行も吉。手紙やメールの返信は早めに
【健康運】食事は目でも楽しみ、腹八分目を心掛けて
【幸運の食べ物】ミカン

丸いもが収穫期迎える

今月
の
黒部の特産「丸いも」収穫 表紙

農業への支援と具体策を提案
農政懇話会

黒部丸いも生産組合は12月２日、有限会社林農産
の圃場（若栗）で丸いもの作柄を確認しました。
当日は、島是仁組合長をはじめとする生産者が掘り
出した丸いもの大きさや形などを確認し、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、
夏に雨が多かったことから収穫がやや遅れています
が、量・大きさともに上々の出来となりました。管内
約１haで栽培されている丸いもは、12月下旬にかけ
て最盛期となり、２～３ｔ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。

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11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。
また、道の駅「KOKOくろべ」および農林水産物
直売所「瑞彩マルシェ」の開業に向けて、JAと市が

丸いもの出来を確認する生産者

結果を次の生産に生かす
令和４年産「富富富」生産者募集

相互に密な連携を図っていくことを確認しました。

地産地消を意識する機会に
「黒部地場産学校給食の日」試食会

令和３年産「富富富」栽培研修会および令和４年産
生産者募集にかかる説明会が11月30日、黒部市民会
館で開かれ、管内生産者など39人が参加しました。
研修会では、３年産の生育や収量・品質を振り返
り、栽培技術の実施状況や次年度に向けた対策につい
て確認しました。生産者募集にかかる説明会では、応
募基準や栽培のルールなどについて県の担当者から説
明があり、参加者は４年産の栽培方法や出荷方法など
について質問を交えて確認しました。

児童と一緒に給食を味わう平野組合長

黒部市による「黒部地場産学校給食の日」の試食
会が11月25日、中央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
くの黒部産食材を使い、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。今回は年１回の試食会として中義文市教育長
や当JA平野正義組合長（市地産地消促進協議会長）
などが参加し、黒部産「富富富」や黒部名水ポーク、
野菜・果物など15種類の黒部産食材を使った給食
栽培にかかる各事項を説明する担当者

を児童と一緒に味わいました。

射手座 11 ／ 23 ～ 12 ／ 21 １月の運勢
【全体運】先を急ぐあなたに周りが右往左往。多少言い争いはあるものの楽しい期間です。話を聞く耳を持つともっと発展的に
【健康運】力を出せます。動き過ぎには気を付けて
【幸運の食べ物】シュンギク
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ちいきの

暮らしいき いき
ネットワーク

白菜の本格キムチ
「あっさり漬の素」を使えば短時間で下ごしらえ可能！
塩漬けの手間をかけずにキムチが作れます。

⎛
⎝

■材料

Ａ

■作り方

白菜………………………………… 500ℊ
大根…………………………………… 50ｇ
ベジレンド

あっさり漬の素

｝

（しおこんぶ味）…………………１袋（13ｇ）

りんご……………………１/２個
にんじん…………………１/３本
ニラ………………………… 適量
エーコープ

合計
300ℊ
程度

キムチの素……… ２～３袋（１袋15ℊ）

★お好みで白髪ねぎ、しょうが、にんにく、
乾燥小えびなどを適量加えてもOK

◇ 行 事予定 ◇

❶･白菜はざく切り、大根は５㎝程の千切りにしポリ袋に
入れ、あっさり漬の素で漬け込みます（Ａ）
。
❷①を漬けている間に他の具材を作ります。にんじんは
千切り、ニラは５㎝程のざく切りにします。りんごは分
量の半分を千切り、残りはすり下ろしておきます。まと
めた具材にキムチの素を入れ混ぜ合わせます（※お好み
で混ぜたいものがあれば刻んで一緒に混ぜます）
。
❸①をさらに揉み、ポリ袋ごと絞りしっかりと水気を切
ります。②をポリ袋に入れてよく混ぜ合わせ、ポリ袋の
中の空気をしっかり抜き密封します。
❹冷蔵庫で一晩漬け込んで完成です。２～３日くらいで
さらによく漬かり美味しくなります。

12月下旬～１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

12月
22（水）

27（月）

23（木）

28（火）

24（金）定例理事会

29（水）

25（土）

30（木）

26（日）

31（金）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。

11（火）

２（日）

12（水）

３（月）

13（木）

４（火）年賀式

14（金）

５（水）

15（土）

６（木）

16（日）

≪特集≫
・未来につなぐ
後継者につなぐ
・土鍋の魔法
１月号

１月
１（土）元日

『家の光』『ちゃぐりん』
１月号の読みどころ

定価922円（税込）

『ちゃぐりん』
・魔法のかおり塩

ファミリー活動
税務・法律相談日
17（月）
（～24日）
（午後２時～／本店）

７（金）
日帰り人間ドック 18（火）
（全地区） 19（水）
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８（土）

20（木）

９（日）
10（月）成人の日

21（金）
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１月号

定価576円（税込）

22（土）

山羊座 12 ／ 22 ～１／ 19 １月の運勢
【全体運】ハッピーな年明けです。あなたの行動が周りの人も幸せな気分に。楽しい予定を立てて。人の世話を焼くのも◎
【健康運】頭や首のつぼを刺激してストレスを軽減
【幸運の食べ物】ハクサイ

今月の

みんなの広 場

子
っ
部
黒

石田こども園（ぞう組）

☆ドッジボール大好き☆
体を動かすことが大好きな17人
の子どもたち。特にドッジボールが
好きで、最近は毎日楽しんでいま
す。投げるスピードがどんどん速く
なってきて、投げるだけではなく
ボールをキャッチすることにも挑戦
中です！

農業
図鑑

「地域を盛り上げたい」
ふ せんたん

布施 谷 ふるさと活性化委員会
会長：岩田 善治
設
立：1998年４月
会員数：約40名
活動内容：山菜の加工・販売、イベント出店など
活動地域：東布施（笠破・田籾・池尻・福平）

布施谷ふるさと活性化委員会では、地元で
とれた山菜の塩漬け加工や、それらを使った
山菜水煮の販売を行っています。設立と同時
期から主催している「布施谷（ふせんたん）
まつり」は、山菜加工品や地元産野菜、名物の「山菜よも
ぎそば」など地域の特産物が集まるイベントで、秋の風物
詩として地元の方々に親しまれてきました。
昔からソバ栽培が行われてきた地域ですが、近年は人口
減少や高齢化や作放棄地の増加が問題となっていました。
そのような状況で、イベント開催による地域活性化をめざ
して当委員会が設立され、のちに休耕田を活用したソバ栽
培にも取り組むことになりました。現在は会員も高齢とな
りソバ栽培が困難になりましたが、今年から若い方が組織
をつくり一部の活動を継承してくれています。こうした
方々に技術や知識を伝え、積極的にサポートしていくこと
も年長者の大切な役割だと考えています。
恒例の「布施谷まつり」は残念ながらコロナ禍の影響で
中止が続いていますが、地域の皆さんと協力しながらまた
盛り上げていきたいと思っています。道の駅「KOKOく
ろべ」に出荷する際には、加工品だけでなく旬の山菜を新
鮮な状態でお届けできないかと検討中です。今後も各団体
と連携し、地元を元気にできるよう活動していきます。

来月号の掲載予定

来月号はみんなの広場をお休みし、寅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】上昇運です。定まらないことを形にしていく作業にツキがあります。年間予定を立てるなど前向きに動いて
【健康運】楽しみながらできる運動でパワーアップ！
【幸運の食べ物】クワイ
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わが家の

愛 アイドル

笑顔の仲良し兄弟♪
かどわき

門脇
お父さん

め

い

り

と

夢緯くん

（長男

３歳）

浬翔くん

（次男

４か月）

永遠さん

お母さん

沙也加さん

歌や踊り、お話が大好きでいろんなことを
やってみたいお兄ちゃんと、元気いっぱい泣い
たり笑ったりいろんなことに興味を持ち始めた
弟。これからも元気と笑顔いっぱいの２人でい
てね！

（三日市地区）
チャイルド
ギャラリー

「びっくりわくわくハウス」

アマゾン川でピラルクが泳いで
いるところをイメージしました。
２匹で仲良く、にぎやかに泳いで
います。

カッターナイフで、ねこの形に
切りぬくのをがんばりました。す
べり台や足湯もつくって楽しい家
になりました。

魚のうろこやひれを梱包材やダ
ンボールなどさまざまな素材を使
い表現したことで、きれいな模様
に仕上がりました。 （先生より）

建物の切り方や組み立て方、カッ
ターナイフでの窓の切り抜き方など
を工夫して、思わず中に入りたくな
るような家です。
（先生より）

わが町の
げんき印

つじいし

辻石

りく と

陸人さん

（３年）

はぎ の

萩野

あい り

愛莉さん

（２年）

炭焼きの奥深さにふれて

「土木仕事の経験から、できるものは自分で作ることが多いです。
炭焼き窯を造ったのは初めてですが、新しいことに取り組むのは楽し
いです」と話す一夫さんは現在77歳。キャンプ場での窯造りを頼ま
れたことがきっかけで、今年６月から炭焼きに取り組まれています。
材料の木を切るところから始まり、時には寝ずに火の番をして、
じっくりと時間をかけて作るという木炭。お仲間とともにこれまで７
度の炭焼きに挑戦された一夫さんですが、最初のうちは失敗も多かっ
たといいます。「窯が壊れたり、木材が焼失したりと大変でした。自
分の親世代もそうですが、炭焼きを生業としていた人たちには本当に
頭が下がる思いです。４度目の挑戦でやっと木炭ができたときの感動
は忘れられません」と楽しげに振り返ります。
「最近、欠けた木炭を自宅で活用できないかと思って、ドラム缶で
焼きいも用の窯を造ってみたんです。時間があると何かをやっていた
い性分ですから、きっと冬の間も暇を持て余すことはないと思いま
す。これからもいろいろなことに挑戦しつつ、楽しい毎日を送りたい
ですね」と抱負を話す一夫さんです。
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中央小学校

「赤と青のピラルクが泳ぐ」
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まつくら

かず お

松倉 一夫さん
（愛本地区・77歳）

魚座 ２／ 19 ～３／ 20 １月の運勢
【全体運】考え過ぎは禁物。結論が出ないことは少し横に置いておいて。時の流れに任せた方がいい方向へ。おしゃべり吉
【健康運】質のいい睡眠は元気の源。枕選びにこだわって
【幸運の食べ物】マダイ

お

お

て！
え
し

くらしの法律教室

くらしの法律教室

● 廣野・南法律事務所

Q.

私の母は高齢で、父が亡くなってからはひとり暮らしです。
今回のテーマ
私は弟と２人のきょうだいですが、どちらも遠方に暮らしてい
ます。最近、母は認知症が進み、判断能力もかなり低下して頻繁に
通帳や印鑑を紛失している様子で、とても心配しています。
今後、母の財産管理はどのようにしていけばよいでしょうか。

高齢者の財産管理
（法定成年後見人）

A. 断 能 力 が な い、 ま た は 不 十 分 な 状 況 と
すでにお母様ご本人が認知症であり、判

な っ て し ま っ た 場 合、 ご 本 人 以 外 の ご 家 族 が
キャッシュカードで出金をするなど事実上の管理
をすることもあると思います。
しかし、後日その使い道などをめぐって親族間
で紛争が起こりやすくなることから、注意が必要
です。また、入院費用の支払いなどまとまったお
金が必要な場合でも、金融機関の窓口では口座名
義人以外の方による出金は応じてもらえないこと
が多いと思われます。
このような場合、適法にご本人の財産管理を行
うためには、成年後見人の選任を申し立てる必要
があります。
申立の手続は、ご本人の住む場所を管轄する家
庭裁判所に申立書を提出して行います。この際、
さまざまな添付資料が必要となりますので、事前
に裁判所で必要書類を確認したり、申立書類の一
式をもらったりしておくとよいでしょう（※１）。
また、申立時に後見人候補者として親族を指定
することも可能ですが、資産をはじめさまざまな
状況を踏まえ、家庭裁判所が専門家を後見人と指
定したり、親族の後見人に加えて専門家の後見監
督人を指定することもあります。

て！
え
し
弁護士

南

果 ●

今回のテーマ

高齢者の財産管理
（法定成年後見人）

なお、後見申立にあたっては「後見人は毎年あ
るいは随時に家庭裁判所に報告義務がある」、「候
補者以外の者が後見人に選任されても異議申立で
きない」、「一度後見人が選任されると、基本的に
はご本人が死亡するまで継続する」、「申立費用は
申立人自身が負担する必要がある」、「後見人に報
酬を支払う必要があることが多い」などの点につ
いても考慮して申立をしていただくとよいと思い
ます。
申立にあたりご不明な点がある場合や、申立を
すべきかどうか迷うようなときには、一度専門家
にご相談ください。

※１……裁判所のホームページでも、申立書などのダウンロードが可能です。

黒部名水糀みそ 注文受付中！
JAくろべ大布施味噌加工場では、黒部の名水と黒部米コシヒカリ、地場産大豆を使い、化学調味料や
合成保存料など一切使用しない風味豊かな「黒部名水糀みそ」の委託加工を受け付けています。

〈製品価格〉※塩分17％
★10㎏…3,770円（税込）
★15㎏…5,500円（税込）
〆切：２月末日

☆受注生産のため、減塩（塩分13％）
・糀多め（塩分15％）も選択できます。
☆原料持ち込みの場合は値引きになりますのでお気軽にご相談ください。
※加工は㈲グリーンパワーくろべが行っております。
初めて当JAの口座より代金の引き落しを希望される方は「貯金口座振替依
頼書」の提出をお願いします。

JAくろべ大布施味噌加工場 TEL・FAX 54－2995（１月～２月のみ）
JAくろべ営農センター
TEL 52－5615 ／FAX 52－5710

2021ー12 №571 14

私の食育日記

献立決めを楽にしたい

食育インストラクター●岡村

麻純

ここ数年１日３食、家族みんなの食事を作る日々が続いています。買い物、料理、後片付け。どれも思いの
外時間がかかるものですが、何より悩まされるのは献立を決めることです。昼食の片付けをしながら、夕食は
何にしようと考える日々。ついため息が出てしまいます。
そこで、献立決めを楽にするために、曜日でメインの食材を決めています。ごみの日の前日は魚。他、月曜
は鶏肉、何曜日に豚肉、牛肉というように決め、後は材料ごとにメニューをリストアップしておいて、そこか
ら順番に作ります。新しいメニューは余裕のあるときのみ。献立表を作るまめさがなくても、これならゼロか
ら何を作ろうと悩むことがなくなります。
もう１つは、１食に対して頑張り過ぎないことです。一汁三菜の食事にこだわり過ぎず、疲れていたら迷わ
ず１品さぼります。それでも育ち盛りがいるわが家、栄養バランスは大事にしたい。そこで意識しているの
が、食育活動でも使われる三色食品群です。食品を主な栄養ごとに、赤、黄、緑の３色に分類したもので、赤
はタンパク質が中心の肉や魚、豆腐などで、主に体をつくるもの。黄はご飯、麺
類などの炭水化物が中心で、エネルギーを作るもの。緑はビタミン、ミネラルが
豊富な野菜などで、体の調子を整えるものです。１食にこの３つの色が入ってさ
えいれば良しとし、緑はプチトマトのみなんてときもあります。それでも、これ
にどこかで乳製品と果物を加えれば、バランスの取れた食事になります。
子どもたちには「食べることは生きること」と伝えています。バランスの良い
食事は心と体の健康、病気を予防する力など、生きる土台になります。だからと
いって食事作りで毎日疲れ果ててしまっては本末転倒。１週間、１カ月を振り
返ってみたときに、いろいろ食べているから大丈夫と思える緩さを大切にしてい
ます。

お米と日本人

粥は米の炊き方の基本

伝承料理研究家●奥村

彪生

漢文学者の白川静氏によれば、粥（かゆ）は米の食べ方を示す象形文字だそうです。米を挟んでいる２つの
弓は白米を水と共に鍋に入れて火にかけ、煮立ったときに立ち上がる湯気を象形しているというのです。
わが国で本格的に水田稲作が始まった弥生時代には、水分の多い汁粥と水分の少ない固粥（かたかゆ：焦げ
付かないように水分を少し残して炊いた飯）があったようです（『和名類聚抄〈わみょうるいじゅしょう〉』）。
当時使われていた素焼きの鍋では現在のような飯は炊きにくく、焦げ付くとおこげが鍋から離れず二度と使え
なくなります。
飯が宮廷で常食になるのは飛鳥・奈良時代ですが、もしかすると固粥だったのかもしれません。または、奈
良時代には木製の蒸し器があったようなので、もしかすると中国や東南アジアの人たちが作る湯取法だったか
もしれません。白米を水から煮て沸騰したらざるにあげ、水を掛けて「おね
ば」を捨てて蒸す方法です。現在の炊き干し法が誕生するのは釉薬（ゆうや
く）を掛けた陶製の羽釜が出現する平安時代から鉄釜が出現する鎌倉時代。
さて、平安時代のお公家さんに好まれたのは朝粥。昨夜の酒の飲み過ぎ
で乾いた喉と胃を癒やすために喜ばれたようです。やがて中国から１月７
日の人日（じんじつ）の食べ物として７種の野草の羹（あつもの：スープ）
の食習が入って七草粥になったという説があります。宮廷ではこの日は叙
位の日に当たり（『延喜式』）、殿上人は名を成すことを願って競って食べた
ようです。豊作を願う１月15日の小豆粥は奈良時代からとみられます（『正
倉院文書』）。
飽（乱）食時代の現在、ビジネスパーソンに粥定食の人気が上昇していま
す。
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理事会だより
◆付議事項
第１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。

◆委員会報告
一、総務信用委員会協議経
過報告について

月 日（金）

半期実績について
九、資金運用に関する報告
について
十、第３四半期内部監査中
間報告について
十一、第３四半期相談・苦
情等対応について
十二、第３四半期事務ミス
等の発生状況について
十三、第３四半期自主検査
結果について
十四、第３四半期疑わしい
取引の届出状況について
十五、第６回農業祭実施結
果について
十六、黒部市長との農政懇
話会の開催結果について
十七、指定管理者運営計画
書の提出について
十八、次期役員改選におけ
る役員会推薦候補者につ
いて
十九、農林水産物直売所の
入札について

ミ アイ

0120-0
0120063
63--931

ク

レッカーロードサービスは

ミ アイ

0120-2
0120258-931

ク

は

26

総務信用委員会
25

コ

ジ

11
「開催日
月 日（木）」
一、既往貸出金の条件変更
について
11

◆報告事項
一、組合員の加入及び脱退
について
二、 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
四、令和３年度決算見込み
について
五、令和３年産米買入状況
について
六、令和３年産大豆買入状
況について
七、令和２年産・令和３年
産米販売数量報告につい
て
八、アグリプラザ東第３四
10

12月24日開催の定例理事会は２月号にて報告いたします。

〈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

【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

☆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。
☆
「重要事項説明書」および「ご契約のしおり・約款」を必ず
ご確認ください。

【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：21180500171）】
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みずほ文芸
短歌 



〆
切

河田

法原

小栗

新酒

上田 洋一

稔

洋子

清光

律子

選

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】 10
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。

松井ヨシヱ

※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～Ｅの二重枠に順に並べてできる言葉は何でしょうか？

10

順子

溶子

クロスワードパズル

１

中村

松原

生夫

選

浦田

石田阿畏子

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

一月末日必着（二月号に掲載）

ブランデーのほのかに香る渋皮煮
紅茶で味わう午後のひと時
ピョンピョンと水のアーチが連なった
点検の先雪は近づく
十円で文学全集手放せば
広い棚には空虚居座る
会うたびにシベリアの日々語りたる
翁の訃を聞く 戦後過ぎ行く
赤トンボ物干し竿に羽休め
「いいお天気ね」とくるりとまわす
七五三まいり一張羅の袂ゆれ
よそゆきの顔でポーズ取りおり
カレンダー一枚めくれば師走なり
雪の降る前大根を干す
学び舎に金木犀は咲きほこり
かほり豊かに黄金ちりばむ

俳句

ＪＡくろべ総務課

上賀茂や樽に酢茎の古のれん
百歳の妣の矜持の冬羽織
小春日や縁にひろげて仏具研ぐ
田に二番穂啄む雀かな
冬紅葉焦げんばかりや暮れ残る
峰寺の長き磴道冬紅葉
集落の樹木ひしめく神の旅
衣被つるりと喉をとほりけり
鴨の親子川上を向き静かなり
結界を出でし尼僧や薬喰

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オイルショックともいわれる――危機
③分度器で測ります
⑥栗の実のトゲトゲ
⑦春の七草の一つ。ダイコンのことです
⑧遊園地で――コースターに乗った
⑩おでんに添える黄色い薬味
⑭年下の女きょうだいのこと
⑯屋外で行うことも多い教科
⑱ミカンのものは手でむけます
⑲おしゃれな――でランチを楽しんだ
⑳
「オリオン」
「おおいぬ」
「カシオペア」といえば
【ヨコのカギ】
①１月の第２月曜日は――の日。国民の祝日です
②旅支度で、旅行かばんに――を詰めた
③下手な鉄砲も――撃ちゃ当たる
④北海道東部の市。自然豊かな湿原が有名です
⑤水が混じって軟らかくなった土
⑦これが三つで三振
⑨土を盛り上げて作ります
⑪植物の葉や車の窓などに氷の結晶が付いたもの
⑫
「住めば都」とか「猫に小判」とか
⑬果物――を使ってリンゴをむいた
⑮遠回りをすること
⑯初夢で見ると縁起が良いといわれる鳥
⑰やっぱり自分の――が一番落ち着くなあ

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３年11月末日）（

）は前年同月比

正組合員数
4,481人 （－168人）
（正組合員戸数 3,674戸）（－129戸）
准組合員数
4,981人 （＋ 21人）
（准組合員戸数 3,601戸）（＋ 46戸）
みなさまの貯金高 1,056億9,220万円（102.8%）
みなさまへの貸出金 185億2,986万円（102.4%）
長期共済保有高
1,838億3,213万円（ 95.6%）
購買品供給高
34億5,899万円（111.4％）
販売品販売高
19億 835万円（ 77.3％）
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2021年も残りわずかとなり、１年間あっという間
だったなと感じます。年が明け、お正月に食べるも
のといえばおせちですよね。おせちの中身にはすべ
て意味があるのをご存じですか？具材ひとつひとつ
の意味を知ってから食べると、また違った味わいが
楽しめそうですね。本年も１年間ありがとうござい
ました。来年も「みずほ」をよろしくお願いいたし
ます。皆様良いお年をお迎えください。 〈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
（木）（金融窓口時間８：30〜15：00） 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（金）
１ / １（土）
休 業
休 業
休 業
２（日）
８：30～17：00
３（月）
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（火）（金融窓口時間８：30〜15：00）
●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
（木）

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110円
その他時間帯 手数料220円

【通常稼働】

31

（金）
大晦日

１/１
（土）
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220円

９：00～21：00※
【通常稼働】

（日）

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。

（月）

４

（火）

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110円
その他時間帯 手数料220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（ 火）～10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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