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作り方

①ボールにパンケーキミックス、卵、牛乳、ヨーグルトを入れ混ぜる。
②フライパンに油を敷き、直径10㌢位の円になるように焼く。
③ 焼けたら（上面を少し短めに）折り曲げ、ラップで包みさましておく。
④ボウルに生クリームとグラニュー糖を入れ、泡立て器で泡立てておく。
⑤越後姫はヘタをとり半分に切り、キウイはいちょう切り、オレンジは房ごと
に分けおく。

⑥③の生地に、生クリーム、越後姫、オレンジ、キウイをはさむ。
⑦皿に、⑤を盛り付け最後にミントを飾って出来上がり！

Vol.38

気
Kira kira
元
ファーマーズ

Kirakira Kitchen

キラキラキ チンツ

農　 業　 歴／約7年
主な営農内容／春：越後姫　夏：枝豆・黒十全ナス、ナス漬
　　　　　　秋：米　冬：手つき餅　ほか

※広報誌で紹介したレシピは、当JAホームページ
　“キラキラキッチン”に掲載しています！

渡部 かをるさん（27）

みんな大好き
　　 越後姫！
みんな大好き
　　 越後姫！ 第38回

苺のオムレット

材　料（3人分） 
パンケーキミックス・・・100㌘
卵・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1個
牛乳・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・65ml
ヨーグルト・・・・・・・・・・・・・・30㌘
油・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適量
生クリーム・・・・・・・・・・・・・・・適量
グラニュー糖・・・・・・・・・・・・適量
越後姫・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6個
オレンジ・・・・・・・・・・・・・・・・・・1個
キウイフルーツ・・・・・・・・・・・1個
ミント　（飾り用）・・・・・・・・適量

　かをるさんは、越後姫の生産面だ
けでなく販売・消費段階においても積
極的に関わるとてもエネルギッシュな
方で、キラキラマーケットやインショッ
プをはじめ、多くの販売店・飲食店か
ら信頼されています。私も、そんなか
をるさんの活躍を支えられるよう、
日々努力をしていきたいと思います！

営農販売課

佐藤　義孝かをるさんと生育状況や販売について話す佐藤担当

わた  なべ

今食べたい、旬の農産物

越 後 姫

いっしょにがんばりましょう！

丸屋本店用の契約畑で収穫された越後姫が羊羹やジュレに

料理教室で越後姫についてPRするかをるさん

大江山地区／茗荷谷
諸橋弥次郎農園

ふわふわの生地に
フルーツがいっぱいで
春を感じるデザートだよ

　新潟のブランド
イチゴの「越後姫」
は可憐でみずみず
しい新潟のお姫さ
まのようなその姿
から名付けられま
した。

2019.04  vol.0392019.04  vol.039 23

モナ・カサンドラ
●全体運 ★健康運
♥幸運を呼ぶ食べ物

今月の
  運勢 4●公私共に活躍の場が広がり

そう。やりたいことがあれば、
積極的に自己アピールを。に
ぎやかな場所につきあり ★
軽く体を動かすことで、より健
康体に ♥モズク

●あれこれ考え過ぎてしまう
時期です。開き直りの気持ち
を大切に。丁寧に水回りを掃
除すると、開運します ★喉の
ケアをきちんと行うと、好影
響大 ♥コゴミ

●交友関係が活発化する予
感。飲み会の席や旅先で良い
出会いに恵まれそう。趣味や
習い事に力を注ぐのも正解 
★無理は禁物です。適度な休
息を心掛けて ♥蜂蜜

●持ち前の行動力を発揮で
きる月。興味を引かれるジャン
ルがあれば、ぜひ挑戦してみ
て。サポート運も強力です ★
ストレッチなどで体を伸ばす
とグッド ♥トリガイ

●環境などの変化がもとでプ
レッシャーを感じがち。気張ら
ず、気楽に構えましょう。絵本
を読むとリラックス可能 ★生
活リズムが乱れやすい。夜更
かし厳禁 ♥アシタバ

●感傷的になりやすい期間。
落ち込みを感じたら、親しい
人に話を聞いてもらうなどし
て、気晴らしを。お香も吉 ★う
っかり小さなけがをしがち。注
意して ♥ウド

牡羊座　3/21～4/19牡牛座　4/20～5/20双子座　5/21～6/21獅子座　7/23～8/22 蟹座　6/22～7/22乙女座　8/23～9/22
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春の訪れとともに新組織でスタート！
ＪＡ新潟市花卉振興協議会設立総会

キラキラマーケットのファンを増やそう
いくとぴあ食花ＪＡ新潟市直売所出荷者大会

環境に優しくコストも削減
丸山低温倉庫で温湯消毒

坂井一郎組合長が
特別功労者表彰（紅綬）を受賞！
地域の強みを生かし、農家所得向上
に尽力

選ばれるＪＡへ
渉外担当者多数受賞！
第13回JAバンク新潟ステップアップ大会

春の農業機械がズラリ
ＪＡ丸山低温倉庫で展示会

関東地区のトマト栽培を学ぶ
濁川ハウス組合視察研修

3/93/14

2/28 3/6～
4/63/83/19

2/26

メイン化ランク部門最優良賞
優良ＪＡ表彰

優良店舗表彰
総合部門優良賞
個人貯金部門優良賞
年金部門優良賞

総合部門最優秀賞

総合部門特別優秀賞

総合部門優秀賞

貯金部門優秀賞

優良渉外担当者表彰
鳥屋野支店　 阿部　康一
鳥屋野南支店　 渡辺　勝則
大 形 支 店　 大平　寛朗
鳥屋野支店　 石田　真人
鳥屋野南支店　 堀川　智子
大 形 支 店　 曽山　俊介
石 山 支 店　 河原　邦将

木崎支店、大形支店、鳥屋野南支店
鳥屋野支店
石山支店、木戸支店

ＪＡ新潟市

　濁川ハウス組合は、栃木県足利市でＪＡ足利視察研修会
を開きました。組合員や職員１６名が参加しました。
　ＪＡ足利の管内では、濁川トマトと同じ品種である「麗容」
を栽培しています。参加した組合員は、ＪＡ足利の選果場や
生産者の圃場などを見学し、関東地方の産地の現状や栽培
方法、トマトの選果方法などの説明を受けました。今回の研
修を生かし、濁川トマトの産地発展に役立てていきたいと
参加者は新たな気持ちで帰路につきました。

　JA新潟市花卉園芸協議会と豊栄花卉園芸組合は、ＪＡ本
店でJA新潟市花卉振興協議会設立総会を開きました。会
員やＪＡ役職員、㈱新花、新潟地域振興局など関係者26人
が参加し、2019年の活動計画や役員選任を含む全４議案
を可決しました。
　17年12月から各組織の統一に向けて協議を行ってきま
した。18年3月に準備委員会を立ち上げ、19年2月までに6
回の準備委員会を経て、新たな組織で花卉の栽培技術の
向上や有利販売を展開するためスタートを切りました。

　丸山低温倉庫で温湯種子消毒の作業が行われました。
JAでは平成20年から温湯消毒が始まり、年々利用量が増
えています。今年は約180人、27トンの利用を見込んでい
ます。温湯種子消毒機は、60度のお湯に10分漬け、素早く
冷水に5分浸すという作業を全自動で行います。
　温湯消毒機を利用する生産者は、「農薬消毒に比べ遜色
がなく、農薬処分コストもかからず環境にも優しいのでこれ
からも利用したい」と話しました。

　春耕の季節を間近に控えた3月9日、農機車両センター
大江山と農機具センターとよさかは、初の合同農業機械展
示会を丸山低温倉庫で開きました。
　この催しは毎年この時期に行われ、新型農機具を生産者
に紹介しています。会場では担当職員や各メーカーの担当
者が対応に追われていました。卵のプレゼントや抽選会も
行われ多くの来場者で賑わいを見せていました。
　ＪＡでは、農業機械の購入のための各種資金の提案も行
っています。お気軽にご相談下さい

JA新潟市 地域の情報を
お届けします。Topics

第１位　曽野木地区　広瀬　信行さん
第２位　曽野木地区　阿部　軍二さん
第３位　濁 川 地 区　阿部　拓朗さん
第4位　木 崎 地 区　佐藤　　健さん
第5位　曽野木地区　小泉　琢磨さん

受
賞
者

《2018年度　農産物販売　売上げランキング》

（　　　　　　　　　）

　新潟県信連主催のJAバンク新潟ステップアップ大会が
開かれ、平成30年度の最優良JA表彰をはじめ優良店舗・
優良渉外担当
者の受賞で多
数の表彰を受
けました。今後
も皆さまに選
ばれ、お役に立
てる金融サー
ビスの提供に
努めて参りま
す。

　JA全中は、東京都のホテルで開いた通常総会前に先立
ち、農業協同組合功労者表彰を行いました。新潟県からは、
組合員・利用者の負託に応える経営基盤の拡充に努め、地
域の強みを生かした営農経済と信用共済とのバランスのと
れたＪＡ運営が評価され、坂井一郎組合長が「特別功労者表
彰（紅綬）」を受賞しまし
た。
　坂井組合長は「名誉
ある賞をいただくこと
ができたのは、組合員
をはじめ地域の皆様か
ら、地域農業の発展の
ためにご協力いただい
たおかげです。心より感
謝申し上げます」と受賞
の喜びを話しました。

　いくとぴあ食花ＪＡ新潟市直売所出荷者大会が中央区のホテ
ルで開かれました。地域農産物のブランド化促進と年間売り上
げ目標３億８千万円の達成をめざそうと、出荷者と役職員１２０
人が参加し意思結集を図りました。
　土佐道義会長は、「昨年３月に売り場面積を拡大し、土日は特
に農産物が足りない状況です。直売所スタッフと連携し、どんど
ん出荷して直売所ファンを増やして欲しい」とあいさつしまし
た。ＪＡの担当者から、２０１８年度の販売実績の振り返りと季節ご
との売れ筋商品を紹介。今後に向けて需要増加が見込まれる品
目の作付けが提案されました。
　大会では、年間売り上げ上位５人が表彰され、曽野木地区の
広瀬信行さんが2年連続1位に輝きました。
（年間売り上げ上位5人の受賞者は次のとおり）

温湯消毒をする組合員とＪＡ職員JA足利で産地の現状を聞く参加者

メーカーから機械の説明を聞く来場者第2位　阿部軍二さん 第3位　阿部拓朗さん

農協特別功労者表彰を受けた坂井組合長

第1位　広瀬信行さん

あいさつする土佐会長

受
賞
し
た
渉
外
担
当
者
た
ち

同協議会役員の皆さん 会　長 ： 佐藤敏明さん　右から3番目
副会長 ： 八木英市さん　右から2番目

モナ・カサンドラ
●全体運 ★健康運
♥幸運を呼ぶ食べ物

今月の
  運勢 4

天秤座　9/23～10/23蠍座　10/24～11/22射手座　11/23～12/21水瓶座　1/20～2/18 山羊座　12/22～1/19魚座　2/19～3/20
●まずまずの運気。ただ、決断
力が乏しくなるため、1人で考
え込むより、周囲に相談を。音
楽鑑賞もラッキー ★スポー
ツの腕が上達しそう。楽しむと
◎ ♥オレンジ

●物事を深刻に受け止めやす
い傾向が。意識して良い面を
探しましょう。部屋の整理整頓
をすると心も穏やかに ★運
動不足になりやすいので、小
まめに動いて ♥ニラ

●努力が認められるなど、う
れしい出来事が期待できま
す。リーダー役に抜てきされ
やすいので意欲的に引き受け
て ★体力過信気味。疲労解
消を怠らないこと ♥サヨリ

●コミュニケーション運が
上々。初対面の相手ともフラ
ンクに話すことで、耳寄りな情
報が。ネット検索にもつき ★
体を動かせば、より快調に過
ごせます ♥ゼンマイ

●思うようにならないことが
多くなる気配。特に家族など、
身近な人たちから干渉されが
ち。感情的にならないで ★健
康食品に凝り過ぎ。ほどほど
がベスト ♥ヒジキ

●周りへの気配りを発揮する
ことで、運が上向く兆し。余暇
はオペラやミュージカルを見
に行くと、良い刺激に ★消化
の良い食材が体調を上向か
せる鍵に ♥ミツバ
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ＪＡ新潟市花卉振興協議会設立総会

キラキラマーケットのファンを増やそう
いくとぴあ食花ＪＡ新潟市直売所出荷者大会

環境に優しくコストも削減
丸山低温倉庫で温湯消毒

坂井一郎組合長が
特別功労者表彰（紅綬）を受賞！
地域の強みを生かし、農家所得向上
に尽力

選ばれるＪＡへ
渉外担当者多数受賞！
第13回JAバンク新潟ステップアップ大会

春の農業機械がズラリ
ＪＡ丸山低温倉庫で展示会

関東地区のトマト栽培を学ぶ
濁川ハウス組合視察研修

3/93/14

2/28 3/6～
4/63/83/19

2/26

メイン化ランク部門最優良賞
優良ＪＡ表彰

優良店舗表彰
総合部門優良賞
個人貯金部門優良賞
年金部門優良賞

総合部門最優秀賞

総合部門特別優秀賞

総合部門優秀賞

貯金部門優秀賞

優良渉外担当者表彰
鳥屋野支店　 阿部　康一
鳥屋野南支店　 渡辺　勝則
大 形 支 店　 大平　寛朗
鳥屋野支店　 石田　真人
鳥屋野南支店　 堀川　智子
大 形 支 店　 曽山　俊介
石 山 支 店　 河原　邦将

木崎支店、大形支店、鳥屋野南支店
鳥屋野支店
石山支店、木戸支店

ＪＡ新潟市

　濁川ハウス組合は、栃木県足利市でＪＡ足利視察研修会
を開きました。組合員や職員１６名が参加しました。
　ＪＡ足利の管内では、濁川トマトと同じ品種である「麗容」
を栽培しています。参加した組合員は、ＪＡ足利の選果場や
生産者の圃場などを見学し、関東地方の産地の現状や栽培
方法、トマトの選果方法などの説明を受けました。今回の研
修を生かし、濁川トマトの産地発展に役立てていきたいと
参加者は新たな気持ちで帰路につきました。

　JA新潟市花卉園芸協議会と豊栄花卉園芸組合は、ＪＡ本
店でJA新潟市花卉振興協議会設立総会を開きました。会
員やＪＡ役職員、㈱新花、新潟地域振興局など関係者26人
が参加し、2019年の活動計画や役員選任を含む全４議案
を可決しました。
　17年12月から各組織の統一に向けて協議を行ってきま
した。18年3月に準備委員会を立ち上げ、19年2月までに6
回の準備委員会を経て、新たな組織で花卉の栽培技術の
向上や有利販売を展開するためスタートを切りました。

　丸山低温倉庫で温湯種子消毒の作業が行われました。
JAでは平成20年から温湯消毒が始まり、年々利用量が増
えています。今年は約180人、27トンの利用を見込んでい
ます。温湯種子消毒機は、60度のお湯に10分漬け、素早く
冷水に5分浸すという作業を全自動で行います。
　温湯消毒機を利用する生産者は、「農薬消毒に比べ遜色
がなく、農薬処分コストもかからず環境にも優しいのでこれ
からも利用したい」と話しました。

　春耕の季節を間近に控えた3月9日、農機車両センター
大江山と農機具センターとよさかは、初の合同農業機械展
示会を丸山低温倉庫で開きました。
　この催しは毎年この時期に行われ、新型農機具を生産者
に紹介しています。会場では担当職員や各メーカーの担当
者が対応に追われていました。卵のプレゼントや抽選会も
行われ多くの来場者で賑わいを見せていました。
　ＪＡでは、農業機械の購入のための各種資金の提案も行
っています。お気軽にご相談下さい

JA新潟市 地域の情報を
お届けします。Topics

第１位　曽野木地区　広瀬　信行さん
第２位　曽野木地区　阿部　軍二さん
第３位　濁 川 地 区　阿部　拓朗さん
第4位　木 崎 地 区　佐藤　　健さん
第5位　曽野木地区　小泉　琢磨さん

受
賞
者

《2018年度　農産物販売　売上げランキング》

（　　　　　　　　　）

　新潟県信連主催のJAバンク新潟ステップアップ大会が
開かれ、平成30年度の最優良JA表彰をはじめ優良店舗・
優良渉外担当
者の受賞で多
数の表彰を受
けました。今後
も皆さまに選
ばれ、お役に立
てる金融サー
ビスの提供に
努めて参りま
す。

　JA全中は、東京都のホテルで開いた通常総会前に先立
ち、農業協同組合功労者表彰を行いました。新潟県からは、
組合員・利用者の負託に応える経営基盤の拡充に努め、地
域の強みを生かした営農経済と信用共済とのバランスのと
れたＪＡ運営が評価され、坂井一郎組合長が「特別功労者表
彰（紅綬）」を受賞しまし
た。
　坂井組合長は「名誉
ある賞をいただくこと
ができたのは、組合員
をはじめ地域の皆様か
ら、地域農業の発展の
ためにご協力いただい
たおかげです。心より感
謝申し上げます」と受賞
の喜びを話しました。

　いくとぴあ食花ＪＡ新潟市直売所出荷者大会が中央区のホテ
ルで開かれました。地域農産物のブランド化促進と年間売り上
げ目標３億８千万円の達成をめざそうと、出荷者と役職員１２０
人が参加し意思結集を図りました。
　土佐道義会長は、「昨年３月に売り場面積を拡大し、土日は特
に農産物が足りない状況です。直売所スタッフと連携し、どんど
ん出荷して直売所ファンを増やして欲しい」とあいさつしまし
た。ＪＡの担当者から、２０１８年度の販売実績の振り返りと季節ご
との売れ筋商品を紹介。今後に向けて需要増加が見込まれる品
目の作付けが提案されました。
　大会では、年間売り上げ上位５人が表彰され、曽野木地区の
広瀬信行さんが2年連続1位に輝きました。
（年間売り上げ上位5人の受賞者は次のとおり）

温湯消毒をする組合員とＪＡ職員JA足利で産地の現状を聞く参加者

メーカーから機械の説明を聞く来場者第2位　阿部軍二さん 第3位　阿部拓朗さん

農協特別功労者表彰を受けた坂井組合長

第1位　広瀬信行さん

あいさつする土佐会長

受
賞
し
た
渉
外
担
当
者
た
ち

同協議会役員の皆さん 会　長 ： 佐藤敏明さん　右から3番目
副会長 ： 八木英市さん　右から2番目

モナ・カサンドラ
●全体運 ★健康運
♥幸運を呼ぶ食べ物

今月の
  運勢 4

天秤座　9/23～10/23蠍座　10/24～11/22射手座　11/23～12/21水瓶座　1/20～2/18 山羊座　12/22～1/19魚座　2/19～3/20
●まずまずの運気。ただ、決断
力が乏しくなるため、1人で考
え込むより、周囲に相談を。音
楽鑑賞もラッキー ★スポー
ツの腕が上達しそう。楽しむと
◎ ♥オレンジ

●物事を深刻に受け止めやす
い傾向が。意識して良い面を
探しましょう。部屋の整理整頓
をすると心も穏やかに ★運
動不足になりやすいので、小
まめに動いて ♥ニラ

●努力が認められるなど、う
れしい出来事が期待できま
す。リーダー役に抜てきされ
やすいので意欲的に引き受け
て ★体力過信気味。疲労解
消を怠らないこと ♥サヨリ

●コミュニケーション運が
上々。初対面の相手ともフラ
ンクに話すことで、耳寄りな情
報が。ネット検索にもつき ★
体を動かせば、より快調に過
ごせます ♥ゼンマイ

●思うようにならないことが
多くなる気配。特に家族など、
身近な人たちから干渉されが
ち。感情的にならないで ★健
康食品に凝り過ぎ。ほどほど
がベスト ♥ヒジキ

●周りへの気配りを発揮する
ことで、運が上向く兆し。余暇
はオペラやミュージカルを見
に行くと、良い刺激に ★消化
の良い食材が体調を上向か
せる鍵に ♥ミツバ
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No.

◆秋～冬作業（９月～３月導入） ６月３日（月）～ 17日（月）
◆ソフト事業（９月～３月導入） ６月３日（月）～ 17日（月）

新潟市ホームページアドレス：
https://www.city.niigata.lg.jp/business/norinsuisan/nogyo/oshirase/nosei20190214.html

※春～夏作業については、受付を終了いたしました。
詳しくは、JA新潟市各営農センター
または区役所の農政担当課まで
お問い合わせください。

要望募集のスケジュール

★昨年度からの変更点

元気な農業応援事業のお知らせ

複合経営を推進するため、機械導入台数の上限を見直します！

　新潟市の農業の持続的発展と効率的で安定した魅力ある農業の担い手を育
成することを目的に、需要に応じた米生産や園芸作物の導入による経営の複合
化、規模拡大や経営改善、農産物付加価値向上などの取り組みを支援します。

　園芸の導入に際しては、複数の機械整備(定植機・収穫機等)が必要であることから、現状要
件を「１採択・１台」から「複数台」とし、さらに、米対策ハード事業との重複申請を可能とすること
で園芸導入による複合経営の推進を図ります。

※法人で米と園芸の両方に取り組む場合、整理番号４～６のいずれかを選択する。
※採択審査は、米ハード事業、園芸ハード事業それぞれで実施します。いずれか一方が採択ポイントに満たなかった
　場合は、採択ポイントを満たす事業のみ採択となりますのであらかじめご了承ください。
　（整理番号６を選択した場合、法人特例の適用外となります。)

〈活用のイメージ〉

1
2

3

4
5

6

区　分 採　択 事業費の範囲 事業費 補助金額

個人A

個人B

個人C

米

園芸

米＋園芸

事業費の範囲内で１台まで

事業費の範囲内で複数台

50～300万円以内

30～300万円以内

  90万円以内×1

  90万円以内×1

  90万円以内×2
米：事業費の範囲内で１台まで
　　　　　　  ＋ 
園芸：事業費の範囲内で複数台

50～300万円以内
＋

30～300万円以内

法人A

法人B

法人C

米

園芸

米＋園芸

事業費の範囲内で１台まで

事業費の範囲内で複数台

50万円以上

50万円以上

180万円以内×1

180万円以内×1

  90万円以内×2
米：事業費の範囲内で１台まで
　　　　　　  ＋ 
園芸：事業費の範囲内で複数台

50～300万円以内
＋

30～300万円以内

募集期間を過ぎてからの要望書の提出は受付できませ
んのでご注意ください。
また、新潟市ホームページでも募集内容の確認や様式の
ダウンロードが可能です。

営
農
情
報

１.支援内容
種　別 支　援　内　容

機械 ・施設設備 対象事業費５０～３００万円　３／１０以内補助 （一部事業30～300万円）

取　組　推　進

２.支援対象者
種　別 支援対象者

機械 ・施設設備
①個人　②農地所有適格法人　③集落営農組織
④１年以上活動実績があり３戸以上の農家が組織する団体　⑤農業協同組合
※購入する場合は、保険の加入が要件です。①～③と④の重複申請はできません。

取　組　推　進

特　　　　　例

３.支援者の要件
種　別 支援対象者の要件

機械 ・施設設備 （１）認定農業者（又は認定見込者）認定新規就農者（又は認定見込者）。
（２）「農業経営改善自己チェック」、又は「web農業簿記システム」等の実施。 

取　組　推　進

４.事業内容の概要
事　業　種　目 事　業　概　要

機
械・施
設
設
備

取
組
支
援

米対策支援

園芸等対策支援

米生産の経営規模拡大等に必要な適正規模の機械・施設の導入

生産コストの低減や生産の効率化を図るための機械の整備

多様な米づくり支援

スマート農業導入支援

※補助対象事業費は、税抜価格です。

対象事業費１０～３００万円　１／２～３／１０以内補助

特例 対象：新規就農者（又は認定見込者）、農地所有適格法人
　　 支援：事業費５０万円以上 上限補助額１８０万円

①農地所有適格法人 ②集落営農組織 ③３戸以上の農家が組織する団体

（１）以下①～⑤のいずれかに該当すること。
　①認定農業者（又は認定見込者）
　②エコファーマー（又は認定見込者）
　③新潟県特別栽培農産物認証制度認証者
　④有機ＪＡＳ認証制度認証者
　⑤食と花の銘産品を生産する販売農家
（２）「農業経営改善自己チェック」、又は「web農業簿記システム」等の実施。

複合経営の推進及び特色ある園芸品目の生産への支援

果樹産地の維持、拡大に向けた体制の整備への支援

省エネルギー型ハウス被覆資材、修繕資材の導入（資材費に限定）

新規園芸品目・技術導入支援

果樹産地生産振興支援

省エネルギー対策支援

自給率向上支援

園芸生産支援

生産性向上支援

鳥獣被害防止対策支援

スマート農業導入支援

新たな産地づくり支援

麦・大豆・飼料作物等の経営規模の拡大に必要な機械・施設の整備

園芸等生産の規模拡大に必要な適正規模の機械・施設導入

単収の向上や高品質化に当たって必要となる機械・施設の整備

被害防止対策に必要な機械・施設整備を支援

生産コストの低減や生産の効率化を図るための機械の整備

農協や複数法人が大規模な園芸の産地化に取組む際の国・県の補助残を支援
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No.

◆秋～冬作業（９月～３月導入） ６月３日（月）～ 17日（月）
◆ソフト事業（９月～３月導入） ６月３日（月）～ 17日（月）

新潟市ホームページアドレス：
https://www.city.niigata.lg.jp/business/norinsuisan/nogyo/oshirase/nosei20190214.html

※春～夏作業については、受付を終了いたしました。
詳しくは、JA新潟市各営農センター
または区役所の農政担当課まで
お問い合わせください。

要望募集のスケジュール

★昨年度からの変更点

元気な農業応援事業のお知らせ

複合経営を推進するため、機械導入台数の上限を見直します！

　新潟市の農業の持続的発展と効率的で安定した魅力ある農業の担い手を育
成することを目的に、需要に応じた米生産や園芸作物の導入による経営の複合
化、規模拡大や経営改善、農産物付加価値向上などの取り組みを支援します。

　園芸の導入に際しては、複数の機械整備(定植機・収穫機等)が必要であることから、現状要
件を「１採択・１台」から「複数台」とし、さらに、米対策ハード事業との重複申請を可能とすること
で園芸導入による複合経営の推進を図ります。

※法人で米と園芸の両方に取り組む場合、整理番号４～６のいずれかを選択する。
※採択審査は、米ハード事業、園芸ハード事業それぞれで実施します。いずれか一方が採択ポイントに満たなかった
　場合は、採択ポイントを満たす事業のみ採択となりますのであらかじめご了承ください。
　（整理番号６を選択した場合、法人特例の適用外となります。)

〈活用のイメージ〉

1
2

3

4
5

6

区　分 採　択 事業費の範囲 事業費 補助金額

個人A

個人B

個人C

米

園芸

米＋園芸

事業費の範囲内で１台まで

事業費の範囲内で複数台

50～300万円以内

30～300万円以内

  90万円以内×1

  90万円以内×1

  90万円以内×2
米：事業費の範囲内で１台まで
　　　　　　  ＋ 
園芸：事業費の範囲内で複数台

50～300万円以内
＋

30～300万円以内

法人A

法人B

法人C

米

園芸

米＋園芸

事業費の範囲内で１台まで

事業費の範囲内で複数台

50万円以上

50万円以上

180万円以内×1

180万円以内×1

  90万円以内×2
米：事業費の範囲内で１台まで
　　　　　　  ＋ 
園芸：事業費の範囲内で複数台

50～300万円以内
＋

30～300万円以内

募集期間を過ぎてからの要望書の提出は受付できませ
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営
農
情
報
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２.支援対象者
種　別 支援対象者
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（２）「農業経営改善自己チェック」、又は「web農業簿記システム」等の実施。 

取　組　推　進

４.事業内容の概要
事　業　種　目 事　業　概　要

機
械・施
設
設
備

取
組
支
援
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事業実施主体： ＪＡグループ新潟担い手サポートセンター

にいがた農業応援ファンドにいがた農業応援ファンド
2019年度も取り組みます！
～明日の農業を支える皆様へ～

営農＆金融担い手情報

１．園芸生産拡大支援事業 〈新規事業〉 ２．商談会等販路拡大の活動支援事業

３．新規・親元就農応援事業 〈対象者を新規就農者にも拡充〉

　園芸生産の規模拡大や園芸生産への新規取り
組み等に取り組む担い手に対し、必要な費用の
一部を助成

担い手向け支援

【助 成 枠】　4,000万円（2019年度）
【助成金額】　対象費用の30％（上限30万円）
【申請受付】　①2019年4月1日～5月15日
　　　　　　②2019年10月1日～10月31日

　国内及び海外の商談会等を通じて県産農産物
の販路拡大を目指す農業者等に対し、その取り
組みに必要な費用の一部を助成
【助 成 枠】　1,000万円（2019年度）
【助成金額】　国内：上限10万円、海外：上限50万円
【申請受付】　2019年2月1日～12月30日

　新潟県内において、営農を今後も継続する（ま
たは、実施期間中に就農する）見込みである認定
新規就農者に対し、営農費用の一部を助成

※青年等就農計画の認定を受けた認定新規就農者かつ、独
立就農者が対象となります。
※2019年4月1日において、就農後3年以内かつ、満18歳
以上50歳未満の方が対象となります。

※行政から補助金等を受けた、または受ける予定がある事
業にかかる費用は対象外となります。

※2019年中に新たに親元で就農を開始する満50歳未満
の子や孫等を持つ認定農業者等が対象となります。
※農業次世代人材投資事業（旧青年就農給付金事業）経営
開始型等の給付金を受給していない、または受給する予
定がない方が対象となります。

※1事業者あたり、国内2回・海外1回の申請を上限とします。
※本事業は4期に分けて行い、助成枠を超過した場合はそ
の後の募集は行いません。

新規就農者営農支援事業

【助 成 枠】　2,000万円（親元就農応援事業との合計）
【助成金額】　1事業対象者あたり上限20万円
【申請受付】　2019年10月1日～10月31日

　農業に従事する意欲があり、新たに親元で就
農を開始する子またはその配偶者等を持つ農業
者に対し、営農費用の一部を助成

親元就農応援事業

【助 成 枠】　2,000万円（新規就農者営農支援事業との合計）
【助成金額】　1事業対象者あたり上限20万円
【申請受付】　2019年10月1日～10月31日

　JAグループ新潟では、JA自己改革の一環として「にいがた農業応援ファンド」を展開し、
新潟の農業の未来に向けて意欲的に取り組む農業者を資金面から支援しています。JA新
潟市管内においては2018年度は各事業合計で39件、17,987,000円の助成があり、各
農業者がさらなる農業活動に取り組んでいます。
　2019年度においてはこれまでの事業内容の見直しを行い、新たな事業の創設及び既
存事業の拡充を行いました。園芸生産に意欲的に取り組まれる方、新規就農・親元就農を
される方、商談会などへの出店により販路拡大を目指す方などを対象として助成をいたし
ます。
　これからの新潟の農業を支えていく皆さま、ぜひこのファンドをご活用ください。

※事業内容の詳細につきましては、お近くの営農センター又はサポート店までお問い合わせください。
※助成枠を超える多数の申請となった場合、抽選または案分などにより助成先・助成額を決定することがございます。
※事業実施主体：JAグループ新潟担い手サポートセンター
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大人のないしょランチ（女性限定）
「バリアフリー館」で安心・快適なひと時を

新潟市北区松浜本町4-11-6
TEL 025-259-2010

法事・各種お祝い・ご会食を承ります。

大人のないしょランチ（女性限定）
「バリアフリー館」で安心・快適なひと時を

新潟市北区松浜本町4-11-6
TEL 025-259-2010

法事・各種お祝い・ご会食を承ります。
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お散歩大好き！
おしゃべり上手なまゆちゃん

石山地区／長潟　

ご主人 ： 斎藤 幸治さん
さいとう  こう じ

地域の皆さん
よろしく
お願いします！新採用

職員 す
で

　4月1日付で、8名の新採用職員が入組しま
した。地域の皆さまから、信頼され、お役にたて
るよう精一杯頑張ります！よろしくお願いします。

①長岡市　②1998年
③ドライブ
④シャインマスカット
⑤池に田んぼに瑞々しい穂。まさ
に農業にピッタリな名前です！
若さと笑顔を武器に精一杯頑
張ります‼

自己紹介の内容は次の通りです。

①出身地　②誕生年
③特技・趣味　④好きな農産物
⑤JA職員としてのこれからの抱負

いけ　だ　　　 みず  ほ

池田　瑞穂
①東区　②1995年
③人の顔を覚えること
④越後姫
⑤ダンス・ピアノ・乗馬など様ざま
なことに挑戦してきました！持ち
前のチャレンジ精神で頑張りま
す。よろしくお願いします！

あら　の　　　 え　 り

新野　恵里
①東区　②1998年
③剣道
④いちご
⑤小学１年から剣道を始め、高校
でのボジションはきりこみ隊長
をしていました！ガッツあふれる
パワーでいろんなことにチャレ
ンジします！

こん どう　　  りょう  た

近藤　亮拓
①江南区　②1995年
③カラオケ、ゲーム、ペン回し
④枝豆
⑤大学ではペン回し研究会とい
う変わったサークルに所属して
いました。仕事もガンガン回し
ていけるよう頑張ります！

こ　じま　　　そう　た

小島　惣太

①北区　②1996年
③ドライブ
④トマト
⑤幼い頃から農産物に囲まれて
育ちました。新潟の野菜愛は人
一倍あります！笑顔でモリモリ
成長していきたいです！

い　とう　　　 ま　  ゆ

伊東　茉優
①北区　②1998年
③ダンス、トロンボーン
④さつまいも
⑤とにかく美味しいものが大好き
なので、食に直接関わるお仕事
ができることをとても嬉しく思っ
ています‼ここでしかできない経
験をたくさんしていきたいです！

ふじ　た　　　  ゆ　 め

藤田　結女
①中央区　②1996年
③音楽を聴くこと、食べること
④とにかくお米
⑤人生の困難を、笑顔とポジティ
ブで乗り切ってきました。お酒
で疲れを癒しながら、楽しんで
仕事ができたらいいなと思いま
す！

たか  はし　　　 ま　 お

髙橋　真央
①秋葉区　②1996年
③麻雀
④ル レクチェ
⑤社会人として働くことに不安は
たくさんありますが、自慢の笑
顔を振りまきながら頑張りたい
と思っています♪

たか　い　　　じゅん や

髙井　洵弥

Ｑペットの種類は何ですか？
犬種 ： 黒柴

Ｑペットについて教えてください。
名前 ： まゆ
名前の由来 ： 

　娘さんのテストの結果が良かったら犬を飼う約束をしてい
ましたが、テスト前にペットショップをのぞいてしまったら、一目
ぼれをして家族になりました。「まろ眉毛」が特徴的だったので
娘さんが「まゆ」と命名しました。

性別 ： 女の子
年齢 ： ２歳８か月
好物 ： スライスチーズ
特技 ： お手・お座り・おかわり・ハイタッチ・喋る（「ごはん」と聞こえる）

Ｑペットについて一言お願いします。
　コタツやストーブなどの暖かい場所や家の庭にあるドッグランで遊
ぶのが大好き！ 
　外で作業をするときもいつもついてきて、何か要求するときは「ご
はん」と喋っているように聞こえる「まゆ」。これからもスポーツ公園で
散歩をしようね！

みんなの
いっぱい笑 顔
広 場

マイペット

散歩しよっ
ごはん 
 ごはん

小さい頃の
ワタシだよ　

お誕生日を
祝ってもらった

ワン
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みんなの
いっぱい笑 顔
広 場

マイペット

散歩しよっ
ごはん 
 ごはん

小さい頃の
ワタシだよ　

お誕生日を
祝ってもらった

ワン
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　天候が心配された３月１７日、旧両川サポート店前でＪＡ
新潟市女性部両川支部は、女性部５人とＪＡ職員３人で、
新潟ハーフマラソンの給水ボランティアを行いました。田
園風景を走り抜ける同マラソンは、地域の一大イベントと
して定着しつつあり、ランナーを応援しようと多くの地域
住民が声援を送りました。途中、応援サポーターのＢＳＮ
新潟放送の黒崎アナウンサーと新潟県住みます芸人のい
っすねー！山脇さんが立ち寄り、ギャグや軽妙なトークで私
達を楽しませてくれました。その様子も２３日にＢＳＮテレビ
で放映されました。ランナーとの交流もまた楽しみのひと
つとなっています。次回は、もっと利用しやすいようにさ
らに工夫をしていきたいと思います。

A

Q 　私は外孫の大学の入学金及び授業料500万円を
大学の指定口座に振り込みました。この500万円

は私から孫への贈与として申告しなければならないのでし
ょうか？このような場合、外孫と内孫との違いはあるので
しょうか？

　親が子供に教育資金を払ってあげても贈与には
ならないと同じように祖父や祖母が孫に教育資金を

払ってあげても、贈与にはなりません。なぜなら祖父母も
孫に対する扶養義務があるからです。もちろん外孫も内
孫も関係ありません。ただし気を付けなければいけない

ことは、必要な支払いは必要額のみを直接支払うこと。た
とえば孫が大学に入学したのでお金もかかるだろうからと孫
の口座に500万振り込む、これは同じ
500万でも贈与になる可能性が大きい
です。孫の預金にたまることは贈与と
認定されます。支払いはその都度その
額を直接支払うよう留意して下さい。

　皆さんは病院の『医療福祉相談室』をご存知ですか？新
潟医療センターでは4名の医療ソーシャルワーカーと退院
支援部門の看護師2名が『医療福祉相談室』で働いていま
す。
　『医療福祉相談室』で働く医療ソーシャルワーカーは、患
者様とご家族様の気持ちと暮らしを支える福祉専門職で
す。病気や入院に伴う医療費などの経済面、退院後の生活
不安などの社会面、どこに相談してよいか分からない心配
事などの相談をお受けし、様々な福祉サービスや制度のご
紹介等、問題の解決をお手伝いしています。
例えば、このような時ご相談ください。
○介護保険制度や、福祉サービスについて知りたい
○退院後の生活に不安があり、施設について知りたい
○療養中の医療費の支払いに心配がある
○どこに相談してよいか分からないことがある
　相談をご希望の方は、1階受付の医療福祉相談受付に

お声掛け下さい。月～金曜日8：30～17：00（祝日休み)
　思わぬ入院は、療養中の医療費や今後の生活の不安等、
様々な心配事を抱えることがあります。当院では入院後、早
い段階から安心した退院を迎えて頂けるように、患者様にど
のようなご支援が必要か、多職種スタッフ（病棟看護師、退
院支援部門看護師、医療ソーシャルワーカー、リハビリ等）で
定期的に情報共有を行っています。必要に応じて『医療福祉
相談室』よりお声掛けさせて頂く他、患者様やご家族様から
直接のご相談もお受けしています。
　ご自宅で何らかの福祉サービスをご利
用されていた方には、担当ケアマネジャ
ー等、関係機関との連携も行っています。
昨今、在宅生活を支える支援者と病院と
の連携強化が重要性を増しており、当院
も力を入れていきたいと考えています。

田中税務経理事務所

CFP 田中 陽子

新潟医療センター
医療ソーシャルワーカー

菅原 邦子

相続・遺言のご相談はＪＡ新潟市まで　金融共済部（営業企画推進課）025-270-2360

JA新潟市女性部　両川支部　支部長　伊田 敏子

女性部と交流する、いっすねー！山脇さん

　ＪＡグループは、ＪＡのあるべき姿を「食と農を基軸とし
て地域に根ざした協同組合」と定め、「持続可能な農業」
と「豊かでくらしやすい地域社会」の実現を目指していま
す。そのために、全国各地域に設けている支所・支店や営
農センターなどを通じて総合事業を展開し、組合員の営
農とくらしを支えています。
　買い物が困難な地域を対象に移動購買車・金融店舗車
を巡回させているＪＡ、地方公共団体など多様な組織と連
携協定を結び、高齢者の見守り活動も行っているＪＡもあ
ります。ＪＡは、地域を支える重要な生活インフラとしての
機能をこれからも強化していきます。

Go Go！女性部

健康コラム

税金コンシェルジュ
～身近な税金のお悩み相談～ 

新潟ハーフマラソン２０１９
女性部両川支部の給水コーナーが大人気！

JA新潟市
自己改革ニュース 「地域」に根ざした協同組合

Vol.13

孫への贈与

『医療福祉相談室』をご存知ですか？

キラキラコラム
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椅子・テーブル席もご用意いたします。
新潟市北区松浜本町1丁目1－18
電話（025）258－3040

歓送迎会ご予約承ります
予約制のランチも好評です
歓送迎会ご予約承ります
予約制のランチも好評です
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白アリ被害の見つけ方
①羽アリが飛んだ
②蟻道があった
③空洞音がする
④近所で白蟻が出た

便利なフリーダイヤルでどうぞ
０１２０- 59 - 6471

農協の白アリ保証
ネットワーク

只今
シロアリ被害続出

無料点検
実施中

只今
お宅は大丈夫？

【施行：㈱コダマ新潟】
田んぼに入らずラクラク散布！

キラキラ・コシヒカリ　栽培指針　掲載除草剤キラキラ・コシヒカリ　栽培指針　掲載除草剤
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生花（葬儀・法事用）
有限会社　 花蔵みなみ

北区松浜三軒屋町9-9
TEL 025-259-5898  FAX 025-259-7581

生花（葬儀・法事用）
有限会社　 花蔵みなみ

北区松浜三軒屋町9-9
TEL 025-259-5898  FAX 025-259-7581
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お問い合わせ／各支店

平 常 通 り

GWは休まず
営業しています

9：00～19：00

昭和の日
国民の休日
即位の日
国民の休日
憲法記念日
みどりの日
こどもの日
振替休日

4/27（土）
28（日）
29（月）
30（火）
5/1（水）
2（木）
3（金）
4（土）
5（日）
6（月）

ゴールデンウイーク中のATM稼働時間のお知らせ

JAインフォメーション

2020年度春ＪＡ新潟市職員募集のお知らせ2020年度春ＪＡ新潟市職員募集のお知らせ
1.採用予定人数
　①一般職　５名程度　  大学・短大・専門学校卒業
　②農機具整備員  １名　大学・短大・専門学校卒業
2.応募資格
　２０２０年３月末に４年制大学または短大（専門学校
含む）を卒業見込みの者または卒業して３年以内の
者で、１９９５年（平成７年）１月１日以降に生まれた者。

3.応募受付期間
　 ２０１９年５月７日（火）～６月１０日（月）必着
4.応募書類
　①自筆履歴書（写真添付）
　②卒業見込証明書または卒業証明書　　各1通
　③成績証明書
5.選考方法
　○書類選考　応募書類により
　○採用試験　２０１９年６月２０日（木）【筆記試験】
　　　　　　　（言語・計数)、作文、適性検査
　○面　　接　筆記試験合格者に実施いたします。

6.応募方法
　応募書類を受付期間内に下記住所まで郵送また
は持込してください。
〒950－0806　新潟市東区海老ヶ瀬512-1
新潟市農業協同組合
総務部　総務企画課（担当：梅田、高瀬）
TEL025ｰ270-2222 FAX025-270-2292

にいがた就職応援団ナビに掲載中。
エントリーお待ちしています！
にいがた就職応援団ナビに掲載中。
エントリーお待ちしています！

就活
サイト

公的年金をＪＡ新潟市で
お受取りの皆さまへ 5月の総員外務は

18日(土）にお伺いしますいつも年金のお受取りありがとうございます。

お誕生日プレゼント！
【対象期間】 2019年4月1日～2020年3月31日

お問い合わせ／各支店

親善ゴルフ大会のご案内親善ゴルフ大会のご案内親善ゴルフ大会のご案内
2019年5月28日（火）
新潟サンライズゴルフコース

※お申し込みは5月8日まで

定員160名様
参加費5,000円

新潟地区

お問い合わせ／営農センター・各支店

親善ゴルフ大会のご案内親善ゴルフ大会のご案内親善ゴルフ大会のご案内
2019年8月20日（火）
新発田城カントリー倶楽部

※お申込み、参加費等につきましては、後日ご案内いたします。

定員160名様
（予定）

豊栄地区

募集中

JA新潟市 採用 でclick!検索
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賞品
多数用意
しています。

2019年5月28日（火）
新潟サンライズゴルフコース

2019年8月20日（火）
新発田城カントリー倶楽部

長崎県特産
島原そうめん

　JAでは、毎月第2土曜日に全職
員で「組合員訪問活動」を行って
おりますが、本年5月については、
第3土曜日の5月18日を訪問日とさせ
ていただきます。
　ご理解くださいますようお願い申
し上げます。
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椅子・テーブル席もご用意いたします。
新潟市北区松浜本町1丁目1－18
電話（025）258－3040

歓送迎会ご予約承ります
予約制のランチも好評です
歓送迎会ご予約承ります
予約制のランチも好評です
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白アリ被害の見つけ方
①羽アリが飛んだ
②蟻道があった
③空洞音がする
④近所で白蟻が出た

便利なフリーダイヤルでどうぞ
０１２０- 59 - 6471

農協の白アリ保証
ネットワーク

只今
シロアリ被害続出

無料点検
実施中

只今
お宅は大丈夫？

【施行：㈱コダマ新潟】
田んぼに入らずラクラク散布！

キラキラ・コシヒカリ　栽培指針　掲載除草剤キラキラ・コシヒカリ　栽培指針　掲載除草剤
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生花（葬儀・法事用）
有限会社　 花蔵みなみ

北区松浜三軒屋町9-9
TEL 025-259-5898  FAX 025-259-7581

生花（葬儀・法事用）
有限会社　 花蔵みなみ

北区松浜三軒屋町9-9
TEL 025-259-5898  FAX 025-259-7581
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お問い合わせ／各支店

平 常 通 り

GWは休まず
営業しています

9：00～19：00

昭和の日
国民の休日
即位の日
国民の休日
憲法記念日
みどりの日
こどもの日
振替休日

4/27（土）
28（日）
29（月）
30（火）
5/1（水）
2（木）
3（金）
4（土）
5（日）
6（月）

ゴールデンウイーク中のATM稼働時間のお知らせ

JAインフォメーション

2020年度春ＪＡ新潟市職員募集のお知らせ2020年度春ＪＡ新潟市職員募集のお知らせ
1.採用予定人数
　①一般職　５名程度　  大学・短大・専門学校卒業
　②農機具整備員  １名　大学・短大・専門学校卒業
2.応募資格
　２０２０年３月末に４年制大学または短大（専門学校
含む）を卒業見込みの者または卒業して３年以内の
者で、１９９５年（平成７年）１月１日以降に生まれた者。

3.応募受付期間
　 ２０１９年５月７日（火）～６月１０日（月）必着
4.応募書類
　①自筆履歴書（写真添付）
　②卒業見込証明書または卒業証明書　　各1通
　③成績証明書
5.選考方法
　○書類選考　応募書類により
　○採用試験　２０１９年６月２０日（木）【筆記試験】
　　　　　　　（言語・計数)、作文、適性検査
　○面　　接　筆記試験合格者に実施いたします。

6.応募方法
　応募書類を受付期間内に下記住所まで郵送また
は持込してください。
〒950－0806　新潟市東区海老ヶ瀬512-1
新潟市農業協同組合
総務部　総務企画課（担当：梅田、高瀬）
TEL025ｰ270-2222 FAX025-270-2292

にいがた就職応援団ナビに掲載中。
エントリーお待ちしています！
にいがた就職応援団ナビに掲載中。
エントリーお待ちしています！

就活
サイト

公的年金をＪＡ新潟市で
お受取りの皆さまへ 5月の総員外務は

18日(土）にお伺いしますいつも年金のお受取りありがとうございます。

お誕生日プレゼント！
【対象期間】 2019年4月1日～2020年3月31日
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員で「組合員訪問活動」を行って
おりますが、本年5月については、
第3土曜日の5月18日を訪問日とさせ
ていただきます。
　ご理解くださいますようお願い申
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金融共済部次長（営業企画推進課課長兼務）
金融課　課長
金融課　課長補佐
金融課　
営業企画推進課
ローン営業センター　係長
ローン営業センター（正職登用）
共済課（査定Ｇ）
共済課（臨時・事務Ｇ）
石山支店（渉外）
石山支店（共済）
石山支店（臨時・貯金）
木戸支店　支店長
木戸支店（共済）
南部支店　支店長代理（渉外）
南部支店（貯金）
大江山支店　支店長
大江山支店　支店長代理（共済）
大江山支店（渉外）（正職登用）
大江山支店（臨時・貯金）
北部支店　支店長
北部支店　支店長代理（渉外）
北部支店（渉外）
北部支店（渉外）
大形支店　支店次長（融資）
大形支店（渉外）
鳥屋野支店　支店次長（渉外）
鳥屋野支店（渉外）
鳥屋野支店（融資・共済）
鳥屋野南支店（融資）
鳥屋野南支店（渉外）
豊栄支店　支店長
豊栄支店　支店長代理（渉外）
豊栄支店（渉外）
豊栄支店（渉外）
木崎支店（融資）
木崎支店（渉外）
営農経済部　部長
営農経済部　次長
米穀課　係長
米穀課
営農販売課　係長
営農販売課（臨時）
経済課　課長補佐
いくとぴあ食花直売所　マネージャー
いくとぴあ食花直売所
いくとぴあ食花直売所（嘱託・定年再雇用）
豊栄青果物センター（臨時）
豊栄カントリーエレベーター　センター長

木村　俊広
髙杉　晶久
橋本　裕子
小林　明奈
阿部　浩太
冨岡　幹夫
入井　悦子
長谷川　了
山田いずみ
石山　雅輝
山本　健明
立川さとみ
吉岡　和弘
関口　空良
本間　知子
松村　紀子
押味　秀一
田村　　稔
尾川　君江
遠藤美恵子
川合　智佳
石平　敬子
石田　　佳
小野　信一
治田　佳久
川崎　彩乃
阿部　康一
幾野　裕太
貝沼　大輔
長谷川　諒
　賀　剛志
櫻井登四男
小林　靖和
髙橋マサミ
高松　　翔
臼井　　尚
窪田由生菜
阿部　浩已
山﨑　俊文
畠野　俊史
畠山　智仁
佐藤孝太郎
渡部知香子
佐藤　　明
井勝　弘樹
佐藤　拓夢
柄澤　正博
小林さやか
土田　庸雄

氏　　名

金融共済部

営農経済部

営業企画推進課　課長
金融課　課長補佐
金融課　係長
鳥屋野支店（貯金）
豊栄支店（渉外）
南部支店　支店長代理（渉外）
金融共済部付（準職）
ロ－ン営業センタ－
石山支店（臨時・共済）
大江山支店（渉外）
共済課（事務Ｇ）
木戸支店（臨時・貯金）
北部支店　支店長
大形支店（共済）
南部支店（渉外）
北部支店（貯金）
石山支店　支店次長（融資・共済）
北部支店　支店長代理（渉外）
石山支店（準職・渉外）
石山支店（臨時・貯金）
大形支店　支店次長（融資）
北部支店（渉外）
木崎支店（渉外）
大形支店（渉外）
鳥屋野支店　支店次長（融資）
木戸支店（共済）
鳥屋野支店　支店長代理（渉外）
北部支店（渉外）
木崎支店（融資・貯金）
豊栄支店（渉外）
鳥屋野南支店（融資・貯金）
木戸支店　支店長
営業企画推進課　係長
ローン営業センター
共済課（査定Ｇ）
審査管理課
木崎支店（共済）
営農経済部　次長
葛塚営農センター　センター長
濁川サポート店　所長
南部営農センタ－
経済課　係長
豊栄青果物センター（臨時）
大形サポート店　所長
いくとぴあ食花直売所　サブマネージャー
米穀課
豊栄燃料定配センター　センター長
長浦岡方営農センター（臨時）
長浦岡方営農センター　係長（営農指導）

退　職

職員定期人事異動　平成31年4月1日  着任

退職（平成31年3月31日付）

※定年、選択定年、早期退職者につきましては、下記をご覧ください。

※新採用職員につきましては、11ページをご覧ください。

　4月1日に定期人事異動が行われました。新体制のもと、組合員・地域の皆さまに
愛されるJAを目指します。内容は次の通りです。

新　　　　任 旧　　　　任
所　属 役　　　　職

氏　　名新　　　　任 旧　　　　任
所　属 役　　　　職

須田　達也
堀川　智子
青木由美子

営農経済部
金融共済部
営農経済部

大江山サポート店　係長
鳥屋野南支店（渉外）
南部営農センタ－

氏　　名 所　属 役　　　　職
冨岡さち子
渡辺　寛美

金融共済部
金融共済部

南部支店（貯金）
大江山支店（貯金）

氏　　名 所　属 役　　　　職
金融共済部

営農経済部

総　務　部

監　査　室

営農経済部

営農経済部

３月３１日付けで9名が定年・選択定年・早期退職いたしました。

　今日まで大過なく勤めてこられまし
たのも、ひとえに組合員・利用者の皆さ
まのご厚情ご支援による賜物と心から
感謝いたしております。今後は、一組合
員の立場からＪＡ活動を大いに盛り上
げていきたいと思いますので、これか
らもよろしくお願いいたします。
　　　　　　　　　　　退職者一同

土佐　静男
伊藤　一芳
手嶋　　満
柄澤　正博
土佐林雄一
堀　　一之
長谷川　忠
小熊日出幸
橋本　建男

定年退職
定年退職
定年退職
定年退職
定年退職
定年退職
選択定年退職
選択定年退職
早期退職

42年１か月
42年１か月
24年２か月
24年２か月
28年３か月
41年５か月
14年２か月
38年１か月
36年０か月

営農経済部
監　査　室
金融共済部
営農経済部
営農経済部
営農経済部
総　務　部
営農経済部
総　務　部

営農経済部　部長
監査室　室長
豊栄支店　支店長
豊栄燃料定配センター　センター長
農機具センタ－とよさか（長浦）　係長
資材センター
審査管理課　課長
北部営農センター　センター長
総務企画課　課長補佐

大変お世話になりました
定年・選択定年・早期退職者

氏　　名 勤続年数 所　　属 役　　職

豊栄燃料定配センター　センター長
農機具センターとよさか（長浦）（嘱託・定年再雇用）
葬祭センター　センター長
葬祭センター　係長
葬祭センター（正職登用）
葬祭センター（パート）
南部営農センター　係長（ＴＡＣ）
南部営農センター（営農指導）
大形サポート店　所長
北部営農センター　センター長
濁川サポート店　所長
濁川サポート店（正職登用）
木崎営農センター　係長（営農指導）
葛塚営農センター　センター長
長浦岡方営農センター　センター長
長浦岡方営農センター　センター次長
長浦岡方営農センター　係長
総務部　次長（総務企画課課長兼務）
総務企画課　課長補佐
審査管理課　課長
審査管理課
監査室　室長

伊川　博志
土佐林雄一
鈴木三津雄
櫻井奈緒子
渡邉　裕太
長谷川正行
伊藤　貴之
勝本　幹夫
宇佐美　淳
鈴木　　浩
五十嵐　格
吉荒　隆彦
肥田野大輔
本間　　大
原　　聖志
恩田　　寛
齋藤　　洋
本間　卓史
近藤　健介
近藤　　仁
島津　　巧
渡邉　　俊

豊栄燃料定配センター
農機具センターとよさか（長浦）　係長
葬祭センター　センター次長
葬祭センター
葬祭センター（準職）
いくとぴあ食花直売所（パート）
南部営農センタ－　（営農指導・ＴＡＣ）
営農販売課
米穀課　係長
葬祭センター　センター長
いくとぴあ食花直売所　マネージャー
濁川サポート店（準職）
木崎営農センター（営農指導）
長浦岡方営農センター　センター長
長浦岡方営農センター　センター次長
豊栄カントリーエレベーター　センター長
長浦岡方営農センター（営農指導）
総務企画課　課長
営農販売課　係長
大江山支店　支店長
豊栄支店（渉外）
総務部　次長

総　務　部
営農経済部
金融共済部
金融共済部
総　務　部

堀 一之 伊藤 一芳 手嶋 満 橋本 建男
土佐林 雄一

小熊 日出幸
長谷川 忠 土佐 静男 柄澤 正博

所　属 役　　　　職

所　属 役　　　　職

JAインフォメーション
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石山支店（共済）
石山支店（臨時・貯金）
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木戸支店（共済）
南部支店　支店長代理（渉外）
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鳥屋野支店（渉外）
鳥屋野支店（融資・共済）
鳥屋野南支店（融資）
鳥屋野南支店（渉外）
豊栄支店　支店長
豊栄支店　支店長代理（渉外）
豊栄支店（渉外）
豊栄支店（渉外）
木崎支店（融資）
木崎支店（渉外）
営農経済部　部長
営農経済部　次長
米穀課　係長
米穀課
営農販売課　係長
営農販売課（臨時）
経済課　課長補佐
いくとぴあ食花直売所　マネージャー
いくとぴあ食花直売所
いくとぴあ食花直売所（嘱託・定年再雇用）
豊栄青果物センター（臨時）
豊栄カントリーエレベーター　センター長

木村　俊広
髙杉　晶久
橋本　裕子
小林　明奈
阿部　浩太
冨岡　幹夫
入井　悦子
長谷川　了
山田いずみ
石山　雅輝
山本　健明
立川さとみ
吉岡　和弘
関口　空良
本間　知子
松村　紀子
押味　秀一
田村　　稔
尾川　君江
遠藤美恵子
川合　智佳
石平　敬子
石田　　佳
小野　信一
治田　佳久
川崎　彩乃
阿部　康一
幾野　裕太
貝沼　大輔
長谷川　諒
　賀　剛志
櫻井登四男
小林　靖和
髙橋マサミ
高松　　翔
臼井　　尚
窪田由生菜
阿部　浩已
山﨑　俊文
畠野　俊史
畠山　智仁
佐藤孝太郎
渡部知香子
佐藤　　明
井勝　弘樹
佐藤　拓夢
柄澤　正博
小林さやか
土田　庸雄

氏　　名

金融共済部

営農経済部

営業企画推進課　課長
金融課　課長補佐
金融課　係長
鳥屋野支店（貯金）
豊栄支店（渉外）
南部支店　支店長代理（渉外）
金融共済部付（準職）
ロ－ン営業センタ－
石山支店（臨時・共済）
大江山支店（渉外）
共済課（事務Ｇ）
木戸支店（臨時・貯金）
北部支店　支店長
大形支店（共済）
南部支店（渉外）
北部支店（貯金）
石山支店　支店次長（融資・共済）
北部支店　支店長代理（渉外）
石山支店（準職・渉外）
石山支店（臨時・貯金）
大形支店　支店次長（融資）
北部支店（渉外）
木崎支店（渉外）
大形支店（渉外）
鳥屋野支店　支店次長（融資）
木戸支店（共済）
鳥屋野支店　支店長代理（渉外）
北部支店（渉外）
木崎支店（融資・貯金）
豊栄支店（渉外）
鳥屋野南支店（融資・貯金）
木戸支店　支店長
営業企画推進課　係長
ローン営業センター
共済課（査定Ｇ）
審査管理課
木崎支店（共済）
営農経済部　次長
葛塚営農センター　センター長
濁川サポート店　所長
南部営農センタ－
経済課　係長
豊栄青果物センター（臨時）
大形サポート店　所長
いくとぴあ食花直売所　サブマネージャー
米穀課
豊栄燃料定配センター　センター長
長浦岡方営農センター（臨時）
長浦岡方営農センター　係長（営農指導）

退　職

職員定期人事異動　平成31年4月1日  着任

退職（平成31年3月31日付）

※定年、選択定年、早期退職者につきましては、下記をご覧ください。

※新採用職員につきましては、11ページをご覧ください。

　4月1日に定期人事異動が行われました。新体制のもと、組合員・地域の皆さまに
愛されるJAを目指します。内容は次の通りです。

新　　　　任 旧　　　　任
所　属 役　　　　職

氏　　名新　　　　任 旧　　　　任
所　属 役　　　　職

須田　達也
堀川　智子
青木由美子

営農経済部
金融共済部
営農経済部

大江山サポート店　係長
鳥屋野南支店（渉外）
南部営農センタ－

氏　　名 所　属 役　　　　職
冨岡さち子
渡辺　寛美

金融共済部
金融共済部

南部支店（貯金）
大江山支店（貯金）

氏　　名 所　属 役　　　　職
金融共済部

営農経済部

総　務　部

監　査　室

営農経済部

営農経済部

３月３１日付けで9名が定年・選択定年・早期退職いたしました。

　今日まで大過なく勤めてこられまし
たのも、ひとえに組合員・利用者の皆さ
まのご厚情ご支援による賜物と心から
感謝いたしております。今後は、一組合
員の立場からＪＡ活動を大いに盛り上
げていきたいと思いますので、これか
らもよろしくお願いいたします。
　　　　　　　　　　　退職者一同

土佐　静男
伊藤　一芳
手嶋　　満
柄澤　正博
土佐林雄一
堀　　一之
長谷川　忠
小熊日出幸
橋本　建男

定年退職
定年退職
定年退職
定年退職
定年退職
定年退職

選択定年退職
選択定年退職
早期退職

42年１か月
42年１か月
24年２か月
24年２か月
28年３か月
41年５か月
14年２か月
38年１か月
36年０か月

営農経済部
監　査　室
金融共済部
営農経済部
営農経済部
営農経済部
総　務　部
営農経済部
総　務　部

営農経済部　部長
監査室　室長
豊栄支店　支店長
豊栄燃料定配センター　センター長
農機具センタ－とよさか（長浦）　係長
資材センター
審査管理課　課長
北部営農センター　センター長
総務企画課　課長補佐

大変お世話になりました
定年・選択定年・早期退職者

氏　　名 勤続年数 所　　属 役　　職

豊栄燃料定配センター　センター長
農機具センターとよさか（長浦）（嘱託・定年再雇用）
葬祭センター　センター長
葬祭センター　係長
葬祭センター（正職登用）
葬祭センター（パート）
南部営農センター　係長（ＴＡＣ）
南部営農センター（営農指導）
大形サポート店　所長
北部営農センター　センター長
濁川サポート店　所長
濁川サポート店（正職登用）
木崎営農センター　係長（営農指導）
葛塚営農センター　センター長
長浦岡方営農センター　センター長
長浦岡方営農センター　センター次長
長浦岡方営農センター　係長
総務部　次長（総務企画課課長兼務）
総務企画課　課長補佐
審査管理課　課長
審査管理課
監査室　室長

伊川　博志
土佐林雄一
鈴木三津雄
櫻井奈緒子
渡邉　裕太
長谷川正行
伊藤　貴之
勝本　幹夫
宇佐美　淳
鈴木　　浩
五十嵐　格
吉荒　隆彦
肥田野大輔
本間　　大
原　　聖志
恩田　　寛
齋藤　　洋
本間　卓史
近藤　健介
近藤　　仁
島津　　巧
渡邉　　俊

豊栄燃料定配センター
農機具センターとよさか（長浦）　係長
葬祭センター　センター次長
葬祭センター
葬祭センター（準職）
いくとぴあ食花直売所（パート）
南部営農センタ－　（営農指導・ＴＡＣ）
営農販売課
米穀課　係長
葬祭センター　センター長
いくとぴあ食花直売所　マネージャー
濁川サポート店（準職）
木崎営農センター（営農指導）
長浦岡方営農センター　センター長
長浦岡方営農センター　センター次長
豊栄カントリーエレベーター　センター長
長浦岡方営農センター（営農指導）
総務企画課　課長
営農販売課　係長
大江山支店　支店長
豊栄支店（渉外）
総務部　次長

総　務　部
営農経済部
金融共済部
金融共済部
総　務　部

堀 一之 伊藤 一芳 手嶋 満 橋本 建男
土佐林 雄一

小熊 日出幸
長谷川 忠 土佐 静男 柄澤 正博

所　属 役　　　　職

所　属 役　　　　職

JAインフォメーション
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お便りコーナー
たくさんのご意見、ご感想ありがとう
ございました。これからも皆さんのお
便りをお待ちしています。

JAインフォメーション

議　　案
1）平成30年度決算の承認及び第16回通常総代会提出議案の
　 決定について
2）給与規程の一部変更ついて
3）文書規程の一部変更について
4）信用事業部門職員の在任期間の延長について
5）組合員等功労者表彰候補者について
6）ＪＡ新潟市米穀共同計算基本要領の改正について
7）平成29年度産水田活用米穀の最終精算について

報告事項
1）2月末実績報告について
2）大口貸出金の報告について
3）貸出金利の設定・変更について
4）集落座談会の日程について
5）合併研究会への参加について
6）全般統制に関する評価報告書について
7）新潟県常例検査の結果について
8）平成30年度決算監事監査の実施報告について
9）平成31年4月定期人事異動について

JA新潟市葬祭センター
虹のホールにいがた

もしもの時は是非ご一報ください

年中無休24時間受付
0800-800-2 4 1 6

に　　 じ　　 い　　 ろ（虹色）

JA新潟市ローン営業センター
ファイナンシャルプランナーが、親切・丁寧にお答えします。
ローンのことなら、どうぞお気軽にご相談ください。

025-247-6685
営業時間／9：30～18：00　土日 9：30～16：00
定 休 日／水曜  土日を除く祝祭日
　　　　　振替休日は休業となります。

年中無休24時間受付

JAの自動車共済 あんしんサービス
事故の場合は、
フリーダイヤル安心サービスにご連絡ください。

0120-258-931
ジ　 コ　 は ク　  ミ　 アイ 0120-77-1682

共済金支払状況（平成31年2月支払分）

死亡
入通院

後遺障害他
小計

火災・落雷等
自然災害
その他
小計
車両
対人
対物
その他
小計

満期・年金・給付金等
合計

共済種類 件 数 金 額（万円）

お役に立ちますJA共済

わたしたちのJA

  2　お酒にのまれている人
  6　先祖の冥福を祈り、追善──を行った
  8　眼鏡のフレームにはめます
  9　両手と両足のこと
10　彼は質問に───なく答えた
11　首の前部にある出っ張り
15　牧場の周りによく立てられています
16　踏むことでよく育つ穀物
18　楽しいとすぐに過ぎてしまいます
20　阿寒湖の物は特別天然記念物
21　一角獣とも呼ばれる想像上の生き物

6
86
7
99
20
5
1
26
32
2
30
19
83
289
497

4,545
956
277
5,778
709
32
1

742
634
66
725
636
2,061
26,247
34,828

二重マスの文字をA～Dの順に並べて、できる言葉は何でしょうか？

3月号の
こたえ ホ ワ イ ト デ ー

おめでとうございます
当 選

Ａ　Ｂ　Ｃ　Ｄ　 E　 F

灰　塚／阿部　睦子 さん
長戸呂／前田由利子 さん
樋ノ入／渡辺　豊子 さん
葛　塚／高橋　順子 さん
新　崎／土田二三子 さん
新　崎／平　チヨ子 さん
中　山／佐藤　信幸 さん
直り山／豊嶋　弘子 さん
大　渕／石山千枝子 さん
割　野／山賀　明雄 さん

FAX：（025）270－2292

応  募  方  法
ひと

いえ

くるま

3月定例理事会 3月26日開催

JA共済事故受付センター

JA共済サポートセンター

パズル

たてのかぎ

  1　春の山菜の一つ。スギナの胞子茎です
  2　和・──・中の料理が味わえるレストラン
  3　絵の具を混ぜ合わせるときに使う板
  4　開店祝いに胡蝶（こちょう）──を贈った
  5　水が湧き出てくる所
  7　奈良県の桜の名所
10　あまり飾り気がありません
12　北海道で生まれた馬や人をこう呼びます
13　火のない所に──は立たぬ
14　米寿は数え年88歳のお祝い、
　　 ──は77歳のお祝い
17　「！」は感嘆符、「？」は──符
19　はさみを振りつつ横歩き
20　一、十、百、千、──

よこのかぎ

あたまの体操
出題：ニコリ

3月号の当選者必要事項をご記入の上、官製ハガキ、またはFAX、Ｅメール
にて、ご応募ください。正解者の中から抽選で、5名様にス
テキなプレゼントをお届けいたします。
※お預かりしました個
人情報につきまして
は、プレゼントの発送
以外の目的には使用
しません。
※ご意見・ご感想につき
ましては、「お便りコ
ーナー」で地区名とイ
ニシャルをご紹介さ
せていただくことが
あります。

0120-063-931
レッカーロードサービス ク　  ミ　 アイ

虹のホールとよさか

950-0806
JA
新
潟
市 

広
報
係 

行

新
潟
市
東
区
海
老
ヶ
瀬

　
　
　
　
　

 

５
１
２
の
１

①クイズの答え
②住所、電話番号
③氏名、年齢
④JAまたは本誌へ
　のご意見、ご感想
　がありましたら
　お寄せ下さい。

4月号のプレゼント

締切は、平成31年4月26日
（当日消印有効）です。

平成31年2月末現在理事会だよ
り

組合員数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
（内、正組合員数）・・・・・・・・・・・・
出資金・・・・・・・・・・・・・・・・・・
貯金・・・・・・・・・・・・・・・・・・
貸出金・・・・・・・・・・・・・・・・
長期共済保有高・・・・・
購買品供給高(工賃等含)・・・・・・・
　
販売品販売高・・・・・・・・・・

16,557人
 8,162人
3,127百万円

119,541百万円
44,083百万円
369,290百万円

251百万円
679 百万円

●北区　T・Fさん
　表紙の花がきれいで目にとまりました。
●北区　A・Mさん
　デルフィニウムとてもすてきなお花ですね。私
も花が大好きですので、見ているだけでも心が
癒されます。豊山関頑張って下さい。応援してい
ます。
●北区　T・Jさん
　「キラキラ」いつも楽しみに見せてもらっていま
す。いろいろな情報に感心したり、時々、知人が
出ていたりで身近に感じています。豊山関応援
しています！
●北区　T・Hさん
　3月号の子供達の「農業体験作文コンクール」を
読んで、体験した素晴らしい感受性に感心しま
した。そして米を育てる大変さを知ってはおりま
したが、今更ながら、深く身に沁みました。毎回
「kirakira」を楽しみにしております。
●北区　S・Hさん
　農業体験作文コンクールを読み、世の中変わっ
たなと思い、農家育ちの私は手伝いを通じて家
族で楽しく体験し学びなつかしく思っています。
米や野菜に感謝ですありがとう‼
●北区　W・Tさん
　農業がんばってますやkirakira元気ファーマー
ズなど毎回楽しみにしてます。
●江南区　T・Kさん
　私は夕食に弁当をとっているので、野菜が不足
しているのです。キラキラキッチンの春のカクテ
ル温野菜サラダを時々作って食べたいと思って
います。
●江南区　Y・Aさん
　毎月楽しみにしています。特に「まちさんぽ」は、
いい所を発見出来て楽しみです。
●北区　T・Tさん
　家族皆でいつも豊山関を応援してます。次の場
所の勝ち越しを祈っています。
●東区　S・Nさん
　豊山関の記事興味深く読みました。やはり入院
するほどのケガだったことがわかりました。よく
頑張っているので、これからも応援します。
●江南区　I・Tさん
　毎月キラキラ楽しみにしてます。くろすわーどは
頭の体操。豊山関のファンです。応援していきた
いです。
●北区　M・Yさん
　豊山関のインタビューが面白かった。手形を合
わせてみて大きいのにビックリしました。
●北区　O・Iさん
　内容が色々と工夫されていて楽しんで見てい
ます。

くろすわーど

簡
単
に
い
ち
ご
大
福
が
作
れ
る
よ
！

キ
ラ
キ
ラ
マ
ー
ケ
ッ
ト
で
販
売
中
‼

5名様に いちご大福の素

毒物及び劇物農薬の購入時には

「印鑑」が必要です。
後日、印鑑を持参する等の便宜渡しは
出来ませんので、ご理解とご協力を
お願いいたします。

E-mail : honten.soumu@ja-niigatashi.or.jp
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お便りコーナー
たくさんのご意見、ご感想ありがとう
ございました。これからも皆さんのお
便りをお待ちしています。

JAインフォメーション

議　　案
1）平成30年度決算の承認及び第16回通常総代会提出議案の
　 決定について
2）給与規程の一部変更ついて
3）文書規程の一部変更について
4）信用事業部門職員の在任期間の延長について
5）組合員等功労者表彰候補者について
6）ＪＡ新潟市米穀共同計算基本要領の改正について
7）平成29年度産水田活用米穀の最終精算について

報告事項
1）2月末実績報告について
2）大口貸出金の報告について
3）貸出金利の設定・変更について
4）集落座談会の日程について
5）合併研究会への参加について
6）全般統制に関する評価報告書について
7）新潟県常例検査の結果について
8）平成30年度決算監事監査の実施報告について
9）平成31年4月定期人事異動について

JA新潟市葬祭センター
虹のホールにいがた

もしもの時は是非ご一報ください

年中無休24時間受付
0800-800-2 4 1 6

に　　 じ　　 い　　 ろ（虹色）

JA新潟市ローン営業センター
ファイナンシャルプランナーが、親切・丁寧にお答えします。
ローンのことなら、どうぞお気軽にご相談ください。

025-247-6685
営業時間／9：30～18：00　土日 9：30～16：00
定 休 日／水曜  土日を除く祝祭日
　　　　　振替休日は休業となります。

年中無休24時間受付

JAの自動車共済 あんしんサービス
事故の場合は、
フリーダイヤル安心サービスにご連絡ください。

0120-258-931
ジ　 コ　 は ク　  ミ　 アイ 0120-77-1682

共済金支払状況（平成31年2月支払分）

死亡
入通院

後遺障害他
小計

火災・落雷等
自然災害
その他
小計
車両
対人
対物

その他
小計

満期・年金・給付金等
合計

共済種類 件 数 金 額（万円）

お役に立ちますJA共済

わたしたちのJA

  2　お酒にのまれている人
  6　先祖の冥福を祈り、追善──を行った
  8　眼鏡のフレームにはめます
  9　両手と両足のこと
10　彼は質問に───なく答えた
11　首の前部にある出っ張り
15　牧場の周りによく立てられています
16　踏むことでよく育つ穀物
18　楽しいとすぐに過ぎてしまいます
20　阿寒湖の物は特別天然記念物
21　一角獣とも呼ばれる想像上の生き物

6
86
7
99
20
5
1
26
32
2
30
19
83
289
497

4,545
956
277
5,778
709
32
1

742
634
66
725
636
2,061
26,247
34,828

二重マスの文字をA～Dの順に並べて、できる言葉は何でしょうか？

3月号の
こたえ ホ ワ イ ト デ ー

おめでとうございます
当 選

Ａ　Ｂ　Ｃ　Ｄ　 E　 F

灰　塚／阿部　睦子 さん
長戸呂／前田由利子 さん
樋ノ入／渡辺　豊子 さん
葛　塚／高橋　順子 さん
新　崎／土田二三子 さん
新　崎／平　チヨ子 さん
中　山／佐藤　信幸 さん
直り山／豊嶋　弘子 さん
大　渕／石山千枝子 さん
割　野／山賀　明雄 さん

FAX：（025）270－2292

応  募  方  法
ひと

いえ

くるま

3月定例理事会 3月26日開催

JA共済事故受付センター

JA共済サポートセンター

パズル

たてのかぎ

  1　春の山菜の一つ。スギナの胞子茎です
  2　和・──・中の料理が味わえるレストラン
  3　絵の具を混ぜ合わせるときに使う板
  4　開店祝いに胡蝶（こちょう）──を贈った
  5　水が湧き出てくる所
  7　奈良県の桜の名所
10　あまり飾り気がありません
12　北海道で生まれた馬や人をこう呼びます
13　火のない所に──は立たぬ
14　米寿は数え年88歳のお祝い、
　　 ──は77歳のお祝い
17　「！」は感嘆符、「？」は──符
19　はさみを振りつつ横歩き
20　一、十、百、千、──

よこのかぎ

あたまの体操
出題：ニコリ

3月号の当選者必要事項をご記入の上、官製ハガキ、またはFAX、Ｅメール
にて、ご応募ください。正解者の中から抽選で、5名様にス
テキなプレゼントをお届けいたします。
※お預かりしました個
人情報につきまして
は、プレゼントの発送
以外の目的には使用
しません。
※ご意見・ご感想につき
ましては、「お便りコ
ーナー」で地区名とイ
ニシャルをご紹介さ
せていただくことが
あります。

0120-063-931
レッカーロードサービス ク　  ミ　 アイ

虹のホールとよさか

950-0806
JA
新
潟
市 

広
報
係 

行

新
潟
市
東
区
海
老
ヶ
瀬

　
　
　
　
　

 

５
１
２
の
１

①クイズの答え
②住所、電話番号
③氏名、年齢
④JAまたは本誌へ
　のご意見、ご感想
　がありましたら
　お寄せ下さい。

4月号のプレゼント

締切は、平成31年4月26日
（当日消印有効）です。

平成31年2月末現在理事会だよ
り

組合員数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
（内、正組合員数）・・・・・・・・・・・・
出資金・・・・・・・・・・・・・・・・・・
貯金・・・・・・・・・・・・・・・・・・
貸出金・・・・・・・・・・・・・・・・
長期共済保有高・・・・・
購買品供給高(工賃等含)・・・・・・・
　
販売品販売高・・・・・・・・・・

16,557人
 8,162人
3,127百万円

119,541百万円
44,083百万円
369,290百万円

251百万円
679 百万円

●北区　T・Fさん
　表紙の花がきれいで目にとまりました。
●北区　A・Mさん
　デルフィニウムとてもすてきなお花ですね。私
も花が大好きですので、見ているだけでも心が
癒されます。豊山関頑張って下さい。応援してい
ます。
●北区　T・Jさん
　「キラキラ」いつも楽しみに見せてもらっていま
す。いろいろな情報に感心したり、時々、知人が
出ていたりで身近に感じています。豊山関応援
しています！
●北区　T・Hさん
　3月号の子供達の「農業体験作文コンクール」を
読んで、体験した素晴らしい感受性に感心しま
した。そして米を育てる大変さを知ってはおりま
したが、今更ながら、深く身に沁みました。毎回
「kirakira」を楽しみにしております。
●北区　S・Hさん
　農業体験作文コンクールを読み、世の中変わっ
たなと思い、農家育ちの私は手伝いを通じて家
族で楽しく体験し学びなつかしく思っています。
米や野菜に感謝ですありがとう‼
●北区　W・Tさん
　農業がんばってますやkirakira元気ファーマー
ズなど毎回楽しみにしてます。
●江南区　T・Kさん
　私は夕食に弁当をとっているので、野菜が不足
しているのです。キラキラキッチンの春のカクテ
ル温野菜サラダを時々作って食べたいと思って
います。
●江南区　Y・Aさん
　毎月楽しみにしています。特に「まちさんぽ」は、
いい所を発見出来て楽しみです。
●北区　T・Tさん
　家族皆でいつも豊山関を応援してます。次の場
所の勝ち越しを祈っています。
●東区　S・Nさん
　豊山関の記事興味深く読みました。やはり入院
するほどのケガだったことがわかりました。よく
頑張っているので、これからも応援します。
●江南区　I・Tさん
　毎月キラキラ楽しみにしてます。くろすわーどは
頭の体操。豊山関のファンです。応援していきた
いです。
●北区　M・Yさん
　豊山関のインタビューが面白かった。手形を合
わせてみて大きいのにビックリしました。
●北区　O・Iさん
　内容が色々と工夫されていて楽しんで見てい
ます。

くろすわーど

簡
単
に
い
ち
ご
大
福
が
作
れ
る
よ
！

キ
ラ
キ
ラ
マ
ー
ケ
ッ
ト
で
販
売
中
‼

5名様に いちご大福の素

毒物及び劇物農薬の購入時には

「印鑑」が必要です。
後日、印鑑を持参する等の便宜渡しは
出来ませんので、ご理解とご協力を
お願いいたします。

E-mail : honten.soumu@ja-niigatashi.or.jp
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リニューアルオープンしてから1年が経ちました。
4月いくとぴあ周辺は花盛り。花見にマーケットへいらっしゃい

リニューアルオープンしてから1年が経ちました。
4月いくとぴあ周辺は花盛り。花見にマーケットへいらっしゃい

いくとぴあキラキラマーケット JA新潟市直売所
新潟市中央区清五郎336
T E L：025-384-8487

春いくフェスタ
いくとぴあ8大イベント

プレゼントもあるよ

キラキラマーケット
ニュース

イ
ベ
ン
ト

イ
ベ
ン
ト

「ごまどうふ」の
石本商店の対面販売

イ
ベ
ン
ト

11：00～　14：00～

イ
ベ
ン
ト

祝！ 新元号

大粒の大豆でおいしい大粒の大豆でおいしい

80g

カメヨコなっとう

パンやクラッカーに
のせてどうぞ
パンやクラッカーに
のせてどうぞ

地元の大豆を使った商品

フムス

キ
ラ
キ
ラ
お
す
す
め
商
品 185円 100g 463円

各1個

〈税抜き〉

2尾入500円〈税抜き〉

〈税抜き〉

〈税抜き〉300円
農福連携商品

5月12日（日）

お母さんの絵

対面販売あります
対面販売あります

募集

GWスペシャル

4月13日●～14日●期間

時間

・お花見など行楽のお弁当やお菓子を
  多数販売します
・わたあめプレゼント！
  〈レシート提示で〉
  AM10時～PM3時
・キラキラちゃん登場！
  AM11時～
“キラキラちゃんとじゃんけん大会”

キラキラちゃんとクイズ大会

菓匠庵の紅白鯛もなか 販売菓匠庵の紅白鯛もなか 販売

内容

土 日

4月5日●～5月11日●期間

4月27日●～5月6日●
5月1日

5月1日と5月3日

期間

・大好きなお母さんの絵を描いて下さい。
 提出いただいた絵は、マーケットに展示
 します。参加賞及び優秀作品
 には、  賞品がございます。

内容

土 月

金 土

2日間

表彰式

JAカードでお支払いいただくとご請求時に5％割引に！

キラキラマーケットでもご利用できます。　カードの申込みは各支店で

祝祝 令和
プレゼントあり

休業日 ： なし
営業時間 ：10時～18時

ＪＡ新潟市農産物直売所にもいらっしゃい！

新潟市東区石山1-4-15（石山支店となり）
毎日営業（不定休）10：00～14：00

新潟市東区東中島2-6-12（東新潟駅ちかく）
毎日営業（不定休）10：00～14：00

新潟市北区石動1-11-1
1月～5月（月、水、金）8：00～13：00
5月中旬～12月　毎日営業（不定休）
6：30～13：00

あいちゃんのふれあい市
豊栄病院前

JA新潟市ほほえみ産直広場
石山直売所

JA新潟市ほほえみ産直広場
中島直売所
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