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いざ

づくりと秋起こし！効果的な対策にて
高品質で美味しい黒部米を届けよう♫

次年度も高品質で美味しい「名水の里 黒部米」を生産するために土づくりを徹底しよう！
・健全な土は、高品質で美味しい米を生産する上で、極めて重要です。

・稲刈り後は、不足養分の補給や有機物の施用、秋起こしを行いましょう。

●土壌改良資材の施用

 「ケイ酸」の補給による品質食味向上と、「アルカリ」の補給によるカドミウム吸収抑制のために、
土壌改良資材は毎年継続施用しましょう！

※「ケイ酸」…稲の成長に不可欠な成分。
生
 育中に土中のケイ酸を吸収する
ので毎年補給が必要。

※「アルカリ」…適 正なpHへ誘導しカドミウム
吸収抑制に重要な成分。
毎年補給でpH向上が必要。

〈主な土壌改良資材の特徴と施用量〉
資材名

10ａ
当たり

特徴（主な成分）

pH矯正のほか、稲の葉や茎が丈夫になり、倒伏やいもち病に対する抵抗
200㎏
性が増す（ケイ酸分30%、アルカリ分45%）
pH矯正のほか、秋落ちしやすい砂質浅耕土で不足する鉄分とケイ酸の同時
アサヒニューテツ
100㎏
補給ができる
（ケイ酸分20%、アルカリ分30%、鉄分16.8％、苦土3.5％）
pH矯正のほか、ケイ酸・リン酸・苦土・鉄を一度に補給できる省力複合資
シリカロマン
100㎏
材
（ケイ酸分25%、アルカリ分45%､ 鉄分５％、リン酸５%、苦土７%）
天然ミネラルを含み根張りを促進させる
シンキョーライトＰ 根量を増やし太い茎づくり、保肥力の向上、倒伏に強い稲づくりに役立つ 60㎏
（ケイ酸分66.1％、カリ２％、石灰2.4％、鉄分2.6％）
ケイカル

●有機物の施用
土壌改良資材と併せて、稲わらや籾殻のほか有機物を施用し、腐植含量を高めましょう
有機物は土中で分解が進み、腐植に変化します。
土壌中の腐植含有量が向上することで、
①浸透性・保水性・通気性が上がり、根張りが向上する
②微生物が増加し、地力を高める
③養分の保持力が上がり、登熟歩合が高くなる

さらなる
品質食味安定向上

〈堆肥（有機物）の標準施用量〉
区分
牛ふん堆肥
豚ふん堆肥
発酵けいふん

施用量
基肥窒素減肥量
施用量
基肥窒素減肥量
施用量
基肥窒素減肥量

（乾田）
秋施用
２ｔ／10ａ
無
１ｔ／10ａ
無
150㎏／10ａ
無

春施用
２ｔ／10ａ
１～２㎏／10ａ
0.5～１ｔ／10ａ
１～２㎏／10ａ
100㎏／10ａ
１～２㎏／10ａ

●秋起こし・深耕と排水溝の設置
 秋起こしによって稲わらや籾殻を含めた有機物の腐熟を促進し、地力を向上させましょう
★秋と春の２回起こしで「15㎝以上の作土層」を確保し、根域を拡大しよう
トラクターの速度、ロータリー回転数を落とし、深耕しましょう
深耕による、根域拡大 ⇒ 収量・品質の安定向上
作土層が浅い…根が十分に伸長せず、気温および水分変化の影響を受けやすい
⇒ 特に生育後半で凋落し秋落ち ⇒ 収量・品質の低下

×

★排水の促進を図ろう

田が乾くことで稲わらなどの腐熟促進が進むため、深い排水溝を設置しましょう
透水性が悪いと根の伸長が妨げられ、土壌改良資材や有機物の施用効果が低減
牡羊座 ３／ 21 ～４／ 19 10月の運勢
【全体運】人との触れ合いの中から多くのものを得られます。今まであまり縁のなかったことに挑戦するのもお勧めです
【健康運】野菜を中心に低カロリーの食事を心がけて
【幸運の食べ物】マツタケ
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●次年度のために収穫後からの効果的な除草対策!!
 雑草は土壌中の養分や水を奪い、日光を遮り、空間を占領するなど稲の生育を著しく阻害します。雑草
を放置すると収穫が皆無になることもあります。また、カメムシの被害を助長するなど、品質にも悪影響
を及ぼす可能性があるため、除草対策はとても重要です。
 水田の土中には数千から数万のヒエの種子があると言われています。雑草の種子が多いと翌年また雑草
が発生して多量の種子を残すため、年々防除が困難になります。その対策として、稲刈り後の除草剤散布
が効果的です。

①ヒエや一年生雑草の多い圃場〈プリグロックスＬ〉
○使用方法……収穫後から耕起前までにプリグロックスＬを全面散布（１回）。
○効果…………接触した雑草を枯らし、薬液が雑草（ヒエなど）の種子に付着すると発芽を抑制。ヒ
エなどのイネ科雑草の発生を減らす。漏生籾（こぼれ籾）など、次作水稲の異品種混
入を減らす。※毎年散布で雑草の発生量を低減。
○注意点………雑草種子への効果発現には、地表面の雑草に直接薬液が触れるようにたっぷり散布する。
★プリグロックスＬ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。

②クログワイなどの多年生雑草が多い圃場〈ラウンドアップマックスロード〉
○使用方法……収穫後10日以降（雑草が再生し、黄化する前）を目安に散布。
○効果…………葉や茎から吸収され、根まで枯らし生育・再生を防ぐ。土中に休眠している塊茎を枯
らすには連続して数年（３年程度）防除することがおすすめ。雑草の葉が緑色であれ
ば低温時でも安定した効果を発揮する。
○注意点………秋起こしをする場合は散布後１週間以上間隔を空ける。
ラウンドアップマックスロード
（クログワイ、オモダカ、イボクサ）
・根、塊茎を確実に減らす（クログワイ
やオモダカの根を枯らし、塊茎の再生
を抑える）
・土中の休眠している塊茎を枯らすには、連続
して数年（３年程度）散布することが重要
・散布後１時間経てば、その後雨が降って
も大丈夫
・雑草の葉茎にしっかりかかるよう散布

プリグロックスＬ
（ヒエ）
・ヒエやアゼナ、コナギなどの１年生雑
草を減らす（種や発芽した１年生雑草
を枯らし、発生を抑える）
・気温が低い秋冬期でも効果（３～５日
後には効果が完成）
・散布後30分経てば、その後雨が降っても
大丈夫
・雑草の種子や葉茎に丁寧にたっぷり散布

10ａ当たり倍率
および散布量

50倍液を50Ｌ
（水50Ｌに薬１Ｌ）

150倍液を150Ｌ
（水150Ｌに薬１Ｌ）

10Ｌタンクなら

水10Ｌに薬200㎖
５回で10ａ分となる

水10Ｌに薬66㎖
15回で10ａ分となる

除草剤名

特徴および
ポイント

●畦畔雑草管理の省力化（次年度対策）
①カソロン粒剤6.7……一年生雑草および多年生広葉雑草、スギナに高い効果
○使用時期……秋冬期（積雪のある地域では根雪前）、または、春期（３～５月の雑草発生前～始期）
○使用量………１ａ約600ｇ【１袋（３kg）で幅１ｍの畦畔を500ｍ散布できます】（６kg／10ａ）
○使用方法……均一に散布する（傾斜が急なのり面では使用を避けてください）。
雪の降る前11月の低温時に使用する。
雨が降って湿った状態で散布すると効果あり。
○使用回数……１回（水田畦畔）
★R５水稲作付予定田（本田）には散布しないでください（薬害がでます）。

②ザクサ液剤…スギナ、ツユクサなどほとんどの雑草を枯らします。早く枯らし、雑草の発生を長く抑えます。
○使用時期……………………… 雑草生育期 草丈30cm以下
○１ａあたり散布量（希釈）… … 水：10Ｌ ザクサ液剤：100ml（100倍）
○使用回数……………………… ２回以内

③ダイロンゾル＋ザクサ液剤…茎葉除草剤と混用散布。ほとんどの雑草をすばやく枯らし、スギナも枯らします。
○使用時期……………………… 雑草が生えている場合、夏処理（７～８月頃）など
○１ａあたり散布量（希釈）… … 水：10Ｌ ザクサ液剤：100ml（100倍）
ダイロンゾル：25ml（400倍） 散布面積：１m×100m（１ａ）
○使用回数……………………… １回（水田畦畔）
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牡牛座 ４／ 20 ～５／ 20 10月の運勢
【全体運】肩の力を抜きましょう。自分のやり方にこだわり過ぎず周囲の意見を取り入れて。友人との交流が吉
【健康運】楽しみながらできる運動が◎。継続は力なり
【幸運の食べ物】ゴボウ

生産者の皆様へ
令和４年産出荷契約米等概算金単価
制度

種

類

品

種

コシヒカリ

てんたかく

うるち
契約米（ＪＡ米）

てんこもり

富富富

その他

新大正糯
もち
その他
加工用米

うるち

備蓄米

うるち

全品種

全品種

等級

60㎏/個（税込）、紙袋代相当額172円込

令和４年産
概算金単価

令和３年産
概算金単価

前年増減

１等（良食味）

12,300円

11,000円

1,300円

１等

12,300円

11,000円

1,300円

２等

11,300円

10,000円

1,300円

３等

10,300円

9,000円

1,300円

１等

10,300円

9,500円

800円

２等

9,300円

8,500円

800円

３等

8,300円

7,500円

800円

１等

10,300円

9,500円

800円

２等

9,300円

8,500円

800円

３等

8,300円

7,500円

800円

１等

13,100円

11,800円

1,300円

２等

11,300円

10,000円

1,300円

３等

10,300円

9,000円

1,300円

１等

9,800円

9,000円

800円

２等

8,800円

8,000円

800円

３等

7,800円

7,000円

800円

１等

13,500円

13,500円

0円

２等

12,900円

12,900円

0円

３等

11,900円

11,900円

0円

１等

12,700円

12,700円

0円

２等

12,100円

12,100円

0円

３等

11,100円

11,100円

0円

１等

6,000円

6,700円

△ 700円

２等

5,400円

6,100円

△ 700円

３等

4,400円

5,100円

△ 700円

１等

7,000円

7,800円

△ 800円

２等

6,676円

7,476円

△ 800円

３等

5,596円

6,396円

△ 800円

・フレコン出荷・カントリー出荷については、上記金額より60㎏あたり172円（紙袋代相当額）を差し引いた金額となります。
・農産物検査手数料として、紙袋出荷・フレコン出荷・カントリー出荷ともに、60㎏あたり55円（税込）が概算金受領時に差し引き
されます。
・
「JA米」とは、①JA（農産物登録検査機関）で検査を受けたもの、②銘柄が確認できた種籾や苗を使用しているもの（種子更新状
況などを栽培記録簿に記載してください）、③栽培記録簿などにより栽培内容を確認できるもの、④JAグループで推奨している品
種銘柄であるもの、これらの要件をすべて満たしている契約米です。要件に満たない米は60㎏あたり300円が差し引きされます。

双子座 ５／ 21 ～６／ 21 10月の運勢
【全体運】とても勢いがあります。上旬は走り抜け、下旬からはのんびり紅葉狩りなどを楽しんで。めりはりが大事
【健康運】スポーツは記録更新のチャンス。挑戦にツキ
【幸運の食べ物】トマト
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出荷契約米にかかる流通経費の項目別上限単価見通しについて
令和４年産出荷契約米の共同計算における経費支出にあたっては、下表の単価を上限単価と見通して
おります。JAくろべでは、今後一層の流通経費削減に努めてまいります。

支出項目および上限単価見通し（うるち米）
支 出 項 目

60㎏ /個（税込）

上限単価

備

考

630円

流通・保管等にかかる経費
立替金利

55円

保管料等

525円

出荷契約金金利・概算金金利
保管料・入出庫料

ほか

安全性確認検査

10円

残留農薬などの検査費用

運賃・集約保管経費

40円

倉庫移動費・倉庫事故補償料

5円

事故処理費用

返品・交換等費用（当事者間協議による）

1,100円

農協販売手数料
販売対策費

10円

信用調査費・良食味区分対策費

出荷諸経費

55円

消耗資材費

販売拡販費

70円

黒部米宣伝経費

合

計

ほか

ほか
ほか

1,870円

※もち米につきましては、全農の共同計算に基づきます。

いざ 土 づくり！ 15
期間

15

9/

11/

美味しい富山を届けよう！

土

づ
く
り

秋の土づくり運動推進中
1 土づくり資材の散布

2

有機物の施用

富山県土づくり資材技術連絡協議会 ／

5
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深耕の実施

全農とやま

蟹座 ６／ 22 ～７／ 22 10月の運勢
【全体運】うまくいかないことが多く気分がめいりがち。ただ、下旬からは急上昇。先のことを考え準備を進めれば大逆転も
【健康運】メンタルが揺れそう。自然の中で深呼吸を
【幸運の食べ物】エビイモ

「手足の痛みやしびれ、
腰痛などにお困りの方へ」
厚生連高岡病院
整形外科診療部長待遇
おお た

太田

たかし

敬

整形外科は全身の運動器を扱っており、診療
範囲は多岐にわたります。当院の整形外科で
は、それぞれの分野に専門家がおり、それぞれ
専門的な立場で診療にあたっています。今回は
その中でも脊椎（せぼね）の領域についてご紹
介します。
脊椎の領域では、首、背中、腰の病気や骨折
などを扱います。脊椎の病気では多くの場合、
何らかの理由で脊椎の中を通る神経が圧迫を受
け、手や足の痛みやしびれを生じます。内服や
リハビリによる治療で改善しない場合は手術が
必要になります。当院では、患者さんの体に対
する負担をより小さくするために顕微鏡や脊椎
内視鏡を用いた手術を取り入れています。
脊椎の骨折については高齢化の進む昨今、受

傷する患者さんが増えてきています。ほとんど
の場合、コルセットを着けることで治療をしま
すが、なかなか骨折が治らず、強い痛みが残っ
たり神経までダメージを受ける場合もあり、そ
のような時は手術が必要になります。手術に
は、１㎝弱の傷で骨の中に医療用のセメントを
注入する方法や、ネジなどを用いて骨折部を固
定する方法などがあります。当院ではセメント
を注入する治療を2011年から行っており、10
年以上の経験を有しています。術直後より骨折
による痛みが軽減するため早い時期からリハビ
リに取り組むことが可能となり、寝たきりの予
防に有用であると考えています。骨折の状態に
よっては骨にネジを入れて骨折部を固定する場
合もあります。骨粗しょう症が強い場合にはネ
ジが緩みやすいことが問題になりますが、当院
ではネジの周りをセメントで補強することでネ
ジのゆるみを予防する方法を全国に先駆けて取
り入れています。
脊椎の病気、骨折いずれにおいても個々の患
者さんに対する適切な診断、治療選択が最も重
要になります。当院には脊椎の専門医が２名お
り、個々の患者さんに合わせて診断・治療を
行っています。手足の痛みやしびれ、腰痛など
でお困りの時はぜひご相談ください。

ヘルス＆ビューティー

白髪
毛髪に色を与えるメラニン色素が何らかの原因で
作られなくなると、髪は色素を失い白髪になります。
白髪の大きな原因は加齢です。老化によりメラニ
ン色素を作る機能が低下して白髪になります。白髪
は個人差があり、遺伝的な要素もあります。
大きなストレス、栄養不足、睡眠不足などでも白
髪が増えることがあります。急に白髪が増えたとき
は、原因があるか考えてみましょう。
白髪は一度生えても、原因を取り除けば元の色の
毛髪に回復できる場合もあります。老化や遺伝的要
素が原因の場合は回復は望めませんが、ストレス、
栄養バランス、睡眠などを改善することで、白髪が
減ることはあり得ます。
白髪を気にして白髪を抜くことはやめましょう。
毛髪を抜くと毛髪が生えなくなることもあり、また
毛を抜くと頭皮に炎症が起こり、色素細胞にもダ
メージを与えかねません。まだ白髪が少数の場合に、

健康科学アドバイザー●福田千晶

毛髪を根元で切ることは問題ありません。
徐々に増えてきているのが気になる人は、まずは、
切ったり染めたりして対処しながら、生活の見直し
をして白髪を減らすことを目指しましょう。また、
艶のないパサパサ髪は、さらに白髪が多いように見
えます。農作業や外出時も帽子をかぶり紫外線を浴
びない工夫をし、トリートメントなどヘアケアを継
続し、艶やかな毛髪を維持したいですね。
白髪になったからこそ、
鮮やかな色の服やメークが
映えるなど、グレーヘアを
おしゃれに生かすこともで
きます。白髪を染める場合
も黒やダークブラウンだけ
でなく、青や紫などを入れ
たり、自由に髪色を楽しむ
のもすてきです。

獅子座 ７／ 23 ～８／ 22 10月の運勢
【全体運】人とのつながりが幸運と幸福をもたらします。思い付きを実行してみるとうれしい新展開がありそう。下旬は謙虚に
【健康運】ハイキングなどで楽しみながら体を動かして
【幸運の食べ物】ギンナン
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お墓に
まつわ
る
お墓に
まつわ
る
ト
ラブル
トラブル

● 廣野・南法律事務所

弁護士

南

果 ●

Q. 長男の私が全ての財産を取得しました。当然、お墓の権利も私にある
先日父が亡くなり、私に財産を全て相続させる旨の遺言にしたがって

ものと思っていましたが、次男である弟は自分にも権利があるから、
今後は自分が墓を守っていくのだと言っています。このような主張は
できるのでしょうか。

A. るものと考えられています。

お墓に関する権利は相続財産とは別の権利であり、祭祀承継者に帰属す

この祭祀承継者をどのように決めるかは民法897条で定められています。同条
は、原則として①慣習に委ねつつ、②被相続人から指定がある場合には、その指
定に従うこととしています。さらに、①・②ともない場合には、③家庭裁判所に
より指定することになります。
①慣習とは、その地方で一般に通用しているしきたりのことをいいます。かつての旧民法では、遺産
も祭祀も家督相続することとなっていましたが、現在の民法の下では長男が当然に祭祀承継者となると
いう慣習があるとはいえない旨の判断をした高裁決定があります。
②被相続人の指定は特に方法などに制限がないので、文書でも口頭でも構いませんし、必ずしも明示
的にする必要もありません。生前の被相続人の言動から、祭祀承継者を黙示的に指定したと認められた
ケースもあります。また、上述のとおり相続財産と墓地に関する権利は別のものなので、相続人のうち
１人に財産を相続させる旨の遺言があったとしてもその相続人が祭祀承継者となるわけではありません。
③上記①・②で決まらない場合には、利害関係人が家庭裁判所に祭祀承継者の指定を求める調停を申
立てます。調停で合意できなければ、家庭裁判所の審判で決定されます。
ご質問の場合は財産の相続と別に、祭祀承継に関する遺言があったり、被相続人が生前あなたに対し
て「おまえに墓を守ってほしい」と言っていたなど、明示または黙示の指定があったといえる場合には、
あなたが祭祀承継者となります。このような事情がなく、はっきり慣習もなければ、家庭裁判所での調
停・審判（※１）の手続により決めることとなります。
なお、お墓は単独承継が原則ですので、通常はあなたか弟さんのどちらか１人が祭祀承継者となりま
す（※２）。
祭祀承継者をめぐって紛争が発生することもありますので、ご心配があれば一度専門家にご相談くだ
さい。
※１……家庭裁判所が審判で指定する場合には、
「承継者と被相続人の身分関係のほか、過去の生活関係及び生活感情
の緊密度、承継者の祭祀主宰の意思や能力、利害関係人の意見等諸般の事情を総合して判断」するものとされ
ています。
※２……特別の事情があり、かつ混乱の可能性が少ない場合に限り、裁判所の審判で分割承継や共同承継が認めら
れたケースもあります。

★ 税務・法律相談日のお知らせ ★
毎月第１金曜日は「税務・法律相談日」です！贈与・遺言・相続など、無料で相談に応じます。

〈次回の開催日〉10月７日（金）午後２時～午後４時

会場：JAくろべ本店

※予約制ではありません。順番にご案内しますが、混雑時には相談時間を制限
させていただく場合がございます。
※開 催の有無・日程については「行事予定（11ページ）
」をご確認ください。
毎月の開催を予定しておりますが、新型コロナウイルスの感染状況などに
より変更となる場合がございます。
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乙女座 ８／ 23 ～９／ 22 10月の運勢
【全体運】頭の痛い問題は早めに向き合うのが解決への近道。時には妥協も必要です。おいしいものが潤滑油になってくれます
【健康運】ストレッチやつぼ押しでストレス解消
【幸運の食べ物】国産ライム

M ONTHLY T OPICS
米の受け入れが始まる
令和４年産黒部米の初検査
令和４年産米の初検査が９月２日、当JAの東部倉
庫（若栗）で行われました。
富山県新川農林振興センター職員から令和４年産水
稲の生育概況について説明があり、収穫時の注意点な
どを確認したほか、市の職員が農業情勢について報告
JA農産物検査員が品質を検査

しました。この日は、JA農産物検査員が早生品種「て
んたかく」を中心に55ｔの検査を行い、抽出したサ
ンプルから形質や病害虫被害の有無・水分量などを検
査した結果、粒形や粒ぞろいが良く充実度は平年並み
となり、全量１等に格付けされました。
水稲は管内で1,638ha作付けされています。米の
検査は当倉庫のほか、東布施・大布施・村椿・牧野の

富山湾を見下ろすヒマワリ畑

各倉庫で行われ、10月中旬頃までに全体で約6,318ｔ
の受け入れを見込んでいます。

枕野地区で休耕田活用
黒部市枕野地区の休耕田で、約10万本のヒマワ

美味しい人参をめざす
夏播き人参播種

リが８月中旬頃に見頃を迎えました。同地区では高
齢化などで耕作放棄が増加しており、管内の農業者
や団体で構成する「新枕野地区集落協定」が休耕田
を景観向上に生かそうと昨年からヒマワリの栽培を
始めました。
今年は、６月上旬に背丈の低い２品種「サンマリ
ノ」
「ジュニアスマイル」の種を約１haの土地に播
きました。現地では自由に花を摘んで持ち帰ること
もでき、訪れた人は山あいから望む富山湾を背景に
一面のヒマワリ畑を楽しみました。
ヒマワリを肥料として活用することで土壌の安定
化が期待できることから、同協定では同じ圃場でそ

播種作業を行う

当JAが重点振興作物として推進する夏播き人参の

ばなどの栽培にも取り組めるよう来年以降も続けて
いく予定です。

播種が７月下旬から始まりました。
池田順郎さん（若栗）の圃場では８月10日、野菜
用うね成形播種機を使って夏播き人参「愛紅（あいこ
う）」の播種が行われました。管内の夏播き人参は「愛
紅」のほか「紅ひなた」や「彩誉（あやほまれ）」な
どの品種が栽培され、全体の作付面積は約２haです。
夏播き人参の収穫時期は、播種後約80日が目安と
されています。管内では11月中旬からの収穫が見込
まれ、県内外市場などへ出荷される予定です。
当JAでは、さらなる園芸生産の振興・拡大に向け
た取り組みとして、野菜用うね成形および播種作業の
受託を行っています。

休耕田一面に広がるヒマワリ
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 10月の運勢
【全体運】順風に恵まれ楽しい話題が増えます。多くの人の意見を聞きましょう。おけいこ事や旅行の計画にツキ
【健康運】体力増進のチャンス。ハードな運動もOK
【幸運の食べ物】レンコン
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黒部の自然を楽しむ
名水の里くろべこども自然体験村
くろべ都市農村交流実行委員会が主催する「名水
の里くろべこども自然体験村」が、８月16日から
19日までの３泊４日で実施され、小学校４〜６年
生の子どもたち48人が参加しました。
この取り組みは、東京都と黒部市の小学生が体験
学習を通じて交流を図るもので、東京都千代田区から
お土産を選ぶ子どもたち

24人、黒部市内から24人が集まり、寝食をともにし
ながら野外活動や市内の施設見学などを行いました。
初日の夜にふれあい交流館「あこや～の」で行わ
れた野外炊飯体験では、JAくろべ女性部員からナ
スや玉ねぎなど野菜の天ぷらが振る舞われ、子ども
たちは新鮮な黒部産野菜の天ぷらを味わいました。
最終日には、家族や友達などに渡すお土産を買う
ため道の駅「KOKOくろべ」に立ち寄り、買い物を
楽しみました。

美味しい天ぷらに大満足

直売所の仕事にチャレンジ
ジョブキッズとやま2022

新施設をお披露目
㈱アグリとりの原育苗乾燥調製施設お披露目会
株式会社アグリとりの原では８月22日、育苗乾燥
調製施設のお披露目会が行われ、関係者などが参加し
ました。
同社では、平成30年９月の創業以来、個人が所有
していた２カ所の整備施設で育苗・乾燥調製を行って
いましたが、創業当初の経営面積33haが47haまで増
加し、今後も拡大されることが見込まれるため、水稲
用乾燥機４台が設置された育苗乾燥調製施設を新設し
ました。

野菜を陳列する子どもたち

道の駅「KOKOくろべ」では８月22日・23日の
２日間、県内の小学生が仕事を体験する「ジョブ

新たな設備でさらなる効率化を図り、高品質米生産
をめざします。

キッズとやま2022」が行われました。
この取り組みは、子どもたちが富山のさまざまな
仕事の魅力を学び、体感する機会を創出するとして
北日本放送が主催する事業です。子どもたちは自分
で気になる仕事を選択し、実際に現地などで仕事を
体験します。
KOKOくろべでは２日間合わせて８人の子どもた
ちが体験に訪れ、野菜や加工品の陳列、商品の整頓
やラベル貼りなどを行い、仕事のやりがいや楽しさ
を学びました。

9

2022ー９

完成した育苗乾燥調製施設

№580

蠍座 10 ／ 24 ～ 11 ／ 22 10月の運勢
【全体運】あれこれやろうとしないように。優先順位を付けて時間を有効活用していきましょう。うれしいサプライズの予感
【健康運】持病の再発に注意。冷えないようケアを
【幸運の食べ物】イチジク

今月
の
表
紙
KOKOくろべ来場者50万人達成

たくさんのご来場に感謝

マヨネーズの手作りに挑戦
JAくろべ第２回クッキング教室

女性

部

道の駅「KOKOくろべ」は８月31日、開業から４
カ月で来場者50万人を達成しました。
当日は記念セレモニーが行われ、当JA平野正義組
合長と瑞彩マルシェで一日店長を務めたゆるキャラ
「ばいにゃこさん」など関係者が出席しました。50万
人目となった髙井寛記さんご家族（滑川市）に、記念
品である令和４年産黒部米の目録と花束が贈呈され、
50万人目の前後の来場者にも野菜の詰め合わせが贈
呈されました。年間99万人来場を目標に掲げ、今後
も皆様のご来場をお待ちしております。

ポイントを教わりながら混ぜる作業を行う受講生

JAくろべ第２回クッキング教室が８月24日から
26日にかけて村椿・若栗の２会場で行われ、３日
間で27人が参加しました。
今回は「基本のマヨネーズ作り」をテーマに、
エーコープ商品のこめ油を使って、味付けが塩・白
コショウ・お酢のみの手作りマヨネーズを作り、ボ
ウルに卵黄・こめ油・お酢を入れて分離しないよう
かき混ぜました。調味料を変えることでさまざまな
アレンジマヨネーズが作れることを教わりました。

ばいにゃこさんから花束を贈呈

会員の輪を広げる
JAくろべ年金友の会連絡協議会総会
JAくろべ年金友の会連絡協議会の総会が８月31日、

受講生は「混ぜ続けるのは疲れたが、完成したマ
ヨネーズは美味しくて達成感があった。参加して良
かった」と話していました。

来シーズンに向け準備開始
もも秋季剪定講習会

当JA本店で開かれました。
協議会会長の清水幸次さん（東布施）が挨拶され、
当JA松岡靖範専務理事が各地区の活動について感謝
の気持ちを述べました。総会では、令和３年度の事業
内容と今年度の事業実施状況について報告されたほ
か、役員改選についての協議が行われました。
JAくろべ年金友の会では、会員同士の親睦を深め
ることを目的にパークゴルフ大会などを実施していま
す。今後も行事や会員向け金融商品など、さらなる会

剪定方法を解説

員数拡大に向けて取り組むことを確認しました。

黒部市果樹振興会は８月29日、もも秋季剪定講
習会を長谷川果樹園（荻生）で開き、会員や関係者
約10人が参加しました。
講習会では、今年のももについて作柄や反省点な
どを振り返り、富山県新川農林振興センターの坂田
清華氏から資料を用いて剪定方法の解説と実演が行
われました。剪定作業は樹齢などの状態や生産者の
栽培方針を確認しながら進められ、会員同士で積極
管内13地区の会長が出席

的な意見交換も行われました。

射手座 11 ／ 23 ～ 12 ／ 21 10月の運勢
【全体運】焦るときほど落ち着いて行動するよう心がけて。冷静でいることが開運の鍵。時にはクールな決断が吉と出ます
【健康運】頑張り過ぎないで。休憩で効率アップ！
【幸運の食べ物】チンゲンサイ
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エビとキノコの和風アヒージョ
カリカリに焼いたパンを具材の旨みが溶け出したオイルにつけて
味わってみてはいかが？小さめのフライパン・鍋でもできます！
具材も食べられます♪

■材料（４人分）
エーコープ和風だし……………………… １袋
エビ（大）（むきエビでも可）
…………… ８匹
マッシュルーム…………………………… ６個
しめじ……………………………………… １株
ニンニク…………………………………… ２片
オリーブオイル…………………………150ml
塩……………………………… 小さじ１/２弱
黒コショウ………………………………… 適量
パセリ（お好みで）
… …………………… 適量
★エビの下ごしらえ用
塩・料理酒・片栗粉……………………… 適量

９月下旬～10月中旬

■作り方
❶エビは殻をむいて背ワタを取り、塩・料理酒・片
栗粉でもんで汚れを取って水洗いし、水気を拭きま
す。
❷オリーブオイルでニンニクを炒めて香りを出し、
食べやすい大きさに切ったキノコとオリーブオイル、
和風だしを破って入れて、中火で煮込みます。
❸キノコに火がとおったらエビを入れてさらに中火
で煮込みます。
❹塩・黒コショウで味を調えて、パセリを散らして
できあがりです。

◇ 行 事 予定 ◇ ※日帰り人間ドック（市民病院）
の申請は翌月10日まで

『家の光』『ちゃぐりん』
10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

９月
22（木）

27（火）定例理事会

23（金）秋分の日

28（水）

24（土）

29（木）

25（日）

30（金）

『家の光』
≪特集≫
・お金に頼らず
豊かに暮らすヒント

日帰り人間ドック
26（月）
（全地区）

・理想の私になれる
“習慣化”
10月号

定価629円（税込）

10月
１（土）

12（水）

２（日）

13（木）

３（月）

14（金）

『ちゃぐりん』
・ボリューム満点！
野菜ステーキ

日帰り人間ドック 15（土）
４（火）
（前沢・三日市地区） 16（日）
５（水）

ファミリー活動
17（月）

（〜24日）

６（木）

税務・法律相談日 18（火）
７（金）
（午後２時～／本店） 19（水）
８（土）

20（木）

９（日）

21（金）

10（月）スポーツの日

22（土）

・ゆれくる遊撃隊の
レッツ防災術
10月号

定価492円（税込）

11（火）
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山羊座 12 ／ 22 ～１／ 19 10月の運勢
【全体運】非常に厳しい時期ですが、次第に解消へと向かいます。ゆっくりとした動作を心がけて。最善のプランが浮かぶはず
【健康運】イライラしたら甘いものを食べて元気回復
【幸運の食べ物】アケビ

今月の

子
っ
部
黒

みんなの広 場
荻生保育所（ぞう組）

☆夏祭り楽しみだな～☆
中庭で水遊びをしたり、遊戯室ではドッジボールや縄跳びなどで身体を動かしたりして元
気に遊んでいます。おばけやしきごっこに向けて、「おばけどうやって作る？」「部屋を暗く
した方がびっくりすると思う」とおばけやしきを作って友達と楽しみながら準備しました。

若栗保育所（ぞう組）

☆運動会に向けて猛練習☆
運動会に向けてフラッグや踊りに取り組んでいます。技や振り付けを覚えることを楽しみ、
日に日に意欲が増してきている子どもたち。音楽や友達の動きに合わせることや隊形移動も
がんばっています。

水瓶座 １／ 20 ～２／ 18 10月の運勢
【全体運】こうなったらいいなと思っていたことが実現しやすいとき。駄目元でお願い事をするのも◎。いい返事を聞けそう
【健康運】とてもパワフル。仕事に遊びに全力投球で
【幸運の食べ物】ザクロ

2022ー９
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わが家の

愛 アイドル

とっても元気いっぱい♪
げんくん

（アメリカンファジーロップ

飼い主

坂本

１歳）

久享さん

わが家に来て９カ月。最近はとてもな
ついてくれて、飼い主の周りをくるくる
回っています。とっても元気いっぱいで
可愛いです♡

わが町の

子どもたちは人生の先生

げんき印

「16年間仏教の僧侶としてハワイで暮らし、帰国後すでに他界し
ていた母が、私に福祉のために使ってほしいと土地を残してくれて
いました。母の遺言を受け、ふるさとのお手伝いをしたいと思い保
育所の設立を決意し、２年かけて開園させました」と話す恵澄さん
は御年96歳。恵澄さんは市内で３つの保育所を運営する「社会福
祉法人あいじ福祉会」の理事長を務めており、これまでたくさんの
子どもたちと関わってきました。
「子どもたちと同じ時間を共有できて幸せです。子どもたち一人
ひとりの行動や言葉などから気付かされることがたくさんあり、勉
強にもなって生きがいを感じさせてくれます。私にとって子どもた
ちは人生の先生で、感動や楽しみを無限に与えてくれます。そんな
子どもたちには感謝の気持ちしかありません」と話します。
「理事長という重たい役割をしていますが、重たいとは考えず、
子どもたち一人ひとりに対して何ができるだろう、何をしてあげら
れるだろうと常に考えています。今日一日、今この瞬間に最善を尽
くし、周りに感謝しながら力いっぱい生きたいです。私の人生は、
夢が尽きなくて良い人生です」と笑顔で話す恵澄さんです。

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

来月号の掲載予定

今月の黒部っ子「黒部愛児保育園」
チャイルドギャラリー「若栗小学校」
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（ 愛本地区
愛本新 ）
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いわ い

え ちょう

岩井 恵澄さん

（大布施地区・96歳）

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。

わが家のアイドル「村椿地区」

農業図鑑「お休み」

青春・キッズ・げんき印「前沢地区」

※変更になる場合があります

魚座 ２／ 19 ～３／ 20 10月の運勢
【全体運】スタートは難航しても次第に回復。交渉は丁寧に諦めずに続けましょう。助けてくれる人が現れるはず
【健康運】気になるところがあるなら早めに検診を
【幸運の食べ物】ヤーコン

理事会だより

上半期決算に

◆付議事項
第１号議案

月 日（金）
ついて

項目別上限単価の見通しに

荷契約米に係る流通経費の

ことを承認しました。

した運営方法にて開催する

ルス感染対策等に十分考慮

料および為替手数料の改定

信用業務手数

流通保管経費、手数料、販

について

第７号議案

産査定結果を報告し、貸出

売対策費等の項目別経費

信用業務手数料・為替手

令和４年産出荷契約米の

金及び購買未収金等に対し

に つ い て 協 議 し、 合 計 １，

上半期末を基準とする資

個別貸倒引当金（総額４億

五、ＡＬＭ委員会協議結果
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報告について

六、第２四半期内部監査中

間報告について

七、令和４年度上半期ディ

スクロージャー誌につい

て

八、コンプライアンス・プ

始決定について

十五、貸出先の破産手続開

会議の開催について

十四、総代協議会正副会長

（米保管料の改定）について

十 三、令和４年度事業計画

算報告について

リーエレベーター最終精

十二、令和３年産米カント

報告について

十一、第２四半期自主検査

の発生状況について

十、第２四半期事務ミス等

対応について

九、第２四半期相談・苦情

ログラム進捗状況につい

数料の改定について協議

倒 引 当 金（ 総 額 １，７ ０ ３  （ 見 通 し ） と す る こ と を 承

月１日

融資承認につ

報告について

四、令和４年産麦検査結果

報告について

三、令和３年産米販売数量

について

二、７月度の事業実施状況

について

一、組合員の加入及び脱退

◆報告事項

議し、承認しました。

融資案件１件について協

いて

第８号議案

令和４年

し、承認しました。

㎏個を上限

認しました。

に開催する第７回農業祭に

て

８７０円／

り、令和４年度上半期決算
万５千円）を上半期決算に

全量１等であると仮定した  第６号議案

いについて承認しました。

月５日（土）・６日（日）

３４６万５千円

ついて、企画（イベント）・

て協議し、新型コロナウイ

経費・販売目標額等につい

※概算金単価については４
令和４年産出

ページ参照
第４号議案

［改定日］

６，
１５１万８千円）
、一般 貸

（子会社含む）を承認しま

第５号議案

令和４年産米

計上することを承認しまし

に係るＪＡ直売所への出荷

第３号議案

令和４年産の出荷契約米

た。

社の税引前当期利益は次の

荷契約米に係る概算金単価

（ う る ち ＝ ７ ９，５ ５ ４ 俵、

黒部市農協及び子会社各

通りです。

の決定及び概算金の支払い

計画について

▽黒部市農協＝

も ち ＝ ５ ９ ９・５ 俵 ） の 販

令和４年産出荷契約米の  売先別の出荷計画数量を協

▽㈲グリーンパワーくろべ＝

場 合の見込み概 算 金（８億  の開催計画について

概算金単価と出荷契約米が  議し、承認しました。

［当期損失］ ８３７万円

５，
０６６万５千円）の支払 

第７回農業祭

▽ＪＡくろべサービス㈱＝

５７８万１千円

▽ＪＡくろべ興産㈱＝

１億３，６４７万７千円

について

令和４年産出

した。

60

ついて

26

資産査定結果

第２号議案

及び貸倒引当金の計上につ
いて

11

11

７月末の損益計算書によ

８

みずほ文芸
短歌 



切

濱田

石浦

上田 洋一

榮子

好代

選

溶子

良子

松原

慶喜

寺島

小田

生夫

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

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】 ５
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。

和子

浦田

選

Ａ～Ｄの二重枠に順に並べてできる言葉は何でしょうか？

11

小田

石田阿畏子

慶喜

クロスワードパズル

10

松井ヨシヱ

小田

和子

和子

岩井中好美

小田

丸田美恵子

生夫

木野本靖子

浦田

斉藤

九月末日必着

「ようこそ」と迎えしトキは今どこに
で ほ
出穂が近付くあの日の青田
若き日の「さぼうる」の名の珈琲屋
ちょっと無理してブラックを知る
飼い犬も驚きふるえ止まらずに
助け請いおり花火響けば
アルバムに障子を洗ふ在りし日の
母の笑顔を見つけ涙す
ひまわりの畑でひ孫ポーズとれば
スマホの中で笑顔はじける
夏休み最後の一夜親と子は
線香花火で思い出つくる
長き夜に思ひ出ばなし語りたく
せ い
なるのは老いし所為かも知れぬ
胡弓の音に三味の音唄も重なりて
八尾の街に哀愁ただよう

俳句

〆

馬市の思ひ出語る父の背な
遠花火大輪咲きて音淋し
帰京する車の上に秋あかね
言えるのは秋の七草五つほど
休耕田頭を垂れし猫じゃらし
蜩や碑の影長く夕暮るる
植ゑもせぬ捩花ひとつ空めざす

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機械などのパーツのこと
③オクトーバーフェスト発祥の国です
⑤中国の大きな打楽器
⑥好・始・娘・妹は――偏の漢字
⑦池の――によって、土地を増やした
⑨日本国憲法では――の下の平等が保障されています
⑪学校の運動会で踊ることもあります
⑬視聴――、円周――
⑮海水の影響で塩分を含む湖
⑰台所のこと。漢字で書くと「厨」
⑲たんすやソファなどのこと
⑳ノーの反対語
阿寒湖のものは国の特別天然記念物
【ヨコのカギ】
①巨峰やピオーネ、デラウェアなどの収穫体験ができます
②竜宮城で舞う魚
③卵と鶏肉とご飯で親子――を作った
④実るほど頭（こうべ）を垂れる――かな
⑥コロコロと気分が変わる人のこと
⑧無料です。代金はいりません
⑩秋の空にぽこぽこと浮かびます
⑫ろうそくの炎にガラス板を近づけると付きます
⑭学校の教室に並べるもの
⑯船が停泊するときに下ろします
⑱クルミが似合うげっ歯類

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４年８月末日）

（

正組合員数
4,365人 （－156人）
（正組合員戸数 3,590戸）（－117戸）
准組合員数
4,960人 （－ 19人）
（准組合員戸数 3,592戸）（＋ 4戸）
みなさまの貯金高 1,065億7,401万円（100.2%）
みなさまへの貸出金 186億5,022万円（100.1%）
長期共済保有高
1,764億6,925万円（ 95.3%）
購買品供給高
24億8,916万円（ 99.0%）
販売品販売高
6億5,838万円（103.7%）

依願退職
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編 集 後 記

）は前年同月比

外はだんだんと涼しくなってきて、秋の訪れを感
じますね。「読書の秋」という言葉がありますが、夏
の暑さが過ぎ去り、涼しくて過ごしやすい秋は集中
力が高まりやすい時期のため、読書をするのにぴっ
たりな季節です。お気に入りの本を読み返したり、
新しく気になった本を読んでみたりと、お家などで
ゆっくりと読書を楽しむのも良いかもしれませんね。

〈MIZU〉

金融共済部 貯金課
施設管理部 瑞彩マルシェ

尾崎 梨里
柳川 知緩

お世話になりました。

第７回

業
祭
農

日時
場所

５（土）・６（日）

11/

９：00 〜 15：00
JAくろべ本店

・ご来場の際には感染防止対策（マスク着用・手指消毒・検温・ソーシャルディス
タンスなど）にご協力ください。
・発熱、のどの痛み、長引く咳や倦怠感などの症状がある方はご来場をお控えください。
・新型コロナウイルスの感染状況によっては、中止またはイベント内容などが変更に
なる場合があります。
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