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作り方

①ピーマンは、種とわたを取り、トッピング用に輪切りを4個つくり蒸し焼き
にする。残りはみじん切りにする。

②玉葱は薄切りにする。
③鍋にバターを入れ、玉葱を中火で炒める。
④玉葱がしんなりしてきたら、ピーマンを加えさらに炒める。
⑤コンソメ、水を加えふたをして弱火で10分加熱する。
⑥⑤をミキサーまたはブレンダーでかくはんする。
⑦鍋に⑥と牛乳を入れて温め、塩・コショウで味を整える。
⑧器に⑦を注ぎ、輪切りにしたピーマンとミントを飾って出来上がり。

気
Kira kira
元
ファーマーズ

Kirakira Kitchen

Vol.42

農 業 歴／約25年
栽培品目／水稲、花卉（小菊、スプレー菊、テッポウユリ、
　　　　　アスター、ケイトウなど）

※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！

前田 孝幸さん（45）

花のある
日々
是好日

花のある
日々
是好日 第42回

ピーマンのポタージュ

材　料（2人分） 
ピーマン・・・・・・・・・・・・・・・4個
玉葱・・・・・・・・・・・・・・・・・1/2個
水・・・・・・・・・・・・・・・・・・・200㏄
牛乳・・・・・・・・・・・・・・・・・150㏄
バター・・・・・・・・・・・・・・・・10㌘
コンソメ・・・・・・・・・・・・・・・・1個
塩・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適量
コショウ・・・・・・・・・・・・・・・・適量
ミント・・・・・・・・・・・・・・・・・・適量

　孝幸さんは、JA新潟市
花卉振興協議会のキク部
会の部会長を勤めていた
だいています。栽培に熱
心で品質のよい切花を出
荷されています。私もサポ
ートできるように頑張りま
す！

中部営農センター　岩名  祐 指導員

まえ　だ　　たか  ゆき

今飾りたい、旬の花

いっしょにがんばりましょう！

木戸地区／竹尾

　古くから夏の切り花とし
て親しまれてきたアスター
は、その花型からも仏花の
イメージが強い花でした
が、近年の品種改良によ
り、さまざまな花型や花色
の楽しめる人気品種に生ま
れ変わりました。

アスター グリーンが鮮やかな
ポタージュです。
暑い夏は冷やしていた
だいてもおいしいから
作ってみてね！

モナ・カサンドラ
●全体運 ★健康運
♥幸運を呼ぶ食べ物

●レジャー運良好。気の合う
仲間たちと出掛ければ、わく
わくうれしい発見あり。実力発
揮のチャンスがある予感 ★
エネルギッシュ。スポーツイベ
ントが吉 ♥新ショウガ

●「親しき仲にも礼儀あり」を
肝に銘じたい時期。特に家族
に口うるさくするのは避けて。
開運には部屋の掃除を ★胃
腸に優しい食事にすると体調
に好影響 ♥キュウリ

●フットワークが軽くなりそ
う。学ぶ喜びを味わえるとき
なので、セミナーなどに参加
してみて。ご近所散策も幸運 
★疲れをため込まない工夫
を。睡眠が大事 ♥車エビ

●勢いのある月。やってみた
いことに積極的にチャレンジ
を。自分の考えやプランを伝
えると協力してもらえそう ★
体力の過信はNG。適度に休
息を取って ♥イチジク

●物事が遅々として進まず、
焦りが生じがち。慌てず、じっ
くり取り組んで。気分転換に
は絵画鑑賞がお勧め ★冷た
い物、甘い物の取り過ぎに注
意 ♥昆布

●何となくモヤモヤしやすい
かも。好きなことを楽しみ、気
持ちを明るく変えてみて。デト
ックスにもツキあり ★運動不
足を解消すると好転。ヨガが
最適 ♥シシトウ

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

8今月の
  運勢
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農業と福祉の連携に期待
中部営農センター野菜講習会で活動を学ぶ

新潟県はナスの作付面積日本一
ナスの二大産地で出荷始まる

門外不出の伝統種「やきなす」
木崎露地野菜生産組合

新潟市食と花の銘産品「十全なす」
曽野木ナス部会

コスト低減・園芸生産拡大へ
農機展示会2019サンクスフェア

トルコギキョウ出荷盛ん
トレンドは大輪で八重咲きのライトピンク
出荷15万本見込む

世界遺産を訪ねて～群馬「富岡製糸場」～
女性部大形支部視察研修

LAの甲子園　職員3人が受賞
ＪＡ共済優績ライフアドバイザー全国表彰式

第61回ＪＡ新潟市鳥屋野ゴルフクラブ
ゴルフコンペ神道寺地区長谷川さんに栄冠！6/146/18

6/
29・30

6/30 6/18

7月中旬  
 ～11月

6月下旬  
 ～8月

　鳥屋野・鳥屋野南支店は、ノーブルウッドゴルフクラブで
第61回コンペを開きました。当日は晴天にも恵まれ、ゴルフ
日和でのプレーとなりました。参加者42人による和やかな
雰囲気のもと、ゴルフの腕前を競
い合いました。
　表彰式でも大いに盛り上がり、令
和最初のコンペ優勝者は神道寺地
区の長谷川久志さんでした。おめ
でとうございます。また、ご参加い
ただいた皆さまありがとうござい
ました。

　豊栄花卉園芸組合でトルコギキョウの出荷が7月中旬か
ら始まりました。今年産は気温の寒暖差が激しく生育への
影響が懸念されましたが生育状況は平年並み。草姿も良く
品質はおおむね良好で、出荷はお盆にピークを迎え11月ま
で続きます。同組合は約５０アール栽培し、県内外の市場へ
約１５万本の出荷を見込んでいます。
　約５万本を栽培する佐藤敏明会長は「トルコギキョウは湿
度に敏感で換気やこまめな湿度対策が大切だ」と栽培の難
しさを話します。
　木崎営農センター肥田野大輔指導員は「栽培技術の共
有、出荷規格の統
一を図り品質を均
一化し、生産者の
所得向上と産地
の活性化につな
げたい」と話しま
した。

　中部営農センターは、4月に開講した「野菜栽培基礎講習
会」で、「農福連携」への関心を高めてもらおうと、新潟市あ
ぐりサポートセンターの佐藤陽子就農支援員から新潟市の
農福連携の取り組みやマッチングした事例などを学びまし
た。組合員、JA職員など14人が参加しました。金子琢也セン
ター長は「農作物の管理作業や除草作業などで雇用を始め
た組合員もいる。JAも特別支援学校の農業実習や雇用を
行ってきた経緯があり、農家の高齢化や担い手不足が深刻
化している今こそ、農福連携で労力不足を解消したい」と期
待を寄せています。

トルコギキョウを収穫する佐藤会長

農福連携を説明する佐藤支援員と金子センター長

優績表彰（通算表彰5回）
渡辺　真幸豊 栄 支 店

優績表彰
特別表彰（建物更生共済の部）

阿部　康一
大平　寛朗

鳥屋野支店
大 形 支 店

　女性部大形支部は、毎年恒例の視察研修に部員・事務局
26人で群馬県の富岡製糸場に行きました。世界遺産の富岡
製糸場の歴史を感じる建物と当時の製糸工場設備を見学し
時代背景などを学びました。また、群馬県庁で群馬産の食
材を使った洋食コースランチを皆さんで堪能しました。昼食
後は、JA佐波伊勢崎ファーマーズマーケット「からか～ぜ」
を視察。農産物のほかにJAオリジナル商品などもあり楽し
くお買い物もできて充実した1日を過ごしました。

　全国共済農業協同組合連合会主催の平成30年度JA共
済優績ライフアドバイザー（LA）全国表彰式が開かれまし
た。全国から優秀な成績を挙げたLA1221人が集い、表彰
式が行われました。ＪＡ新潟市からは、3人の職員が表彰さ
れ、喜びを分かち合いました。これか
らも、丁寧で誠実な推進活動を行い、
利用者満足度の向上を図り、組合員
をはじめ地域の、皆さまから愛される
ＪＡ共済を目指してまいります。

　ＪＡとＪＡ全農にいがた、系統経済事業推進協議会農業機
械部会は、農業機械大展示会「２０１9サンクスフェア」を新潟
市産業振興センターで開きました。国内外の農機メーカー
30社が集まり、約600台の農業機械が展示されました。
　特設コーナーでは、コスト低減や効率化を図るために必
要な機能を絞り、低価格化を実現したトラクターやエダマ
メ・タマネギの作業一貫体系機械、ドローン、ＩＴ技術を駆使
したロボットトラクター・コンバインの実演などが行われ、2
日間で5500人が来場し賑わいました。　　　
　農機車輛センター大江山の田沢正義担当は「農業機械の
相談はいつでも声をかけてください」とＰＲを行いました。

JA新潟市 地域の情報を
お届けします。Topics

優勝者の長谷川久志さん

やきなすを収穫する伊東部会長 十全なすの出荷作業をする山田副部会長㊧

富
岡
製
糸
場
で
記
念
撮
影
す
る
参
加
者

プ
レ
ー
す
る
参
加
者

試
乗
し
説
明
を
熱
心
に
聞
く
来
場
者

　木崎露地野菜生産組合のなす部会で、「やきなす」の出荷
が最盛期を迎えました。やきなすは、全国でも木崎地区の笹
山・内島見地区のみで栽培される門外不出の伝統種で大き
なものは、約３０㌢、３００㌘にもなります。
　同部会では生産者７人
が、約１．２㌶を作付けしま
した。生育・収穫量ともに平
年並で、６月下旬から８月末
まで５㌔で約２万６０００㌜、
１３０㌧の出荷を見込んで
います。収穫したやきなす
は作業場で選別され、一つ
ひとつ布で拭きあげ3L、
2L、L、Mの大きさ別に詰め
て出荷します。

　曽野木ナス部会で「十全なす」の出荷が始まりました。今
年産は少雨により木の成長が遅く、６月中旬の大風で木の
枝が折れる被害も出ましたが順調に回復し出荷への影響は
少なく平年並み。７月下旬からお盆過ぎに最盛期を迎え、約
１２トンの出荷を見込みます。同部会員２人が約２５アール作
付けし、県内市場への共選出荷と、主に漬物向けに加工用
も出荷します。
　十全なすは新
潟市が指定する
「食と花の銘産
品」のひとつで、
皮がやわらかく傷
つきやすいので、
収穫や出荷時に
は丁寧な作業が
行われています。

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
●人との交流から良い刺激を
受けられます。飲み会など、出
会いの機会も大切に。思い切
ったイメチェンもラッキー ★
体質に合う食材やサプリメント
が見つかる予感 ♥モロヘイヤ

●自己流に固執せず、視野を
広げましょう。柔軟な発想が運
気上昇の鍵。ガーデニングや
盆栽を始めるのもグッド ★日
焼け止め対策は万全に。曇り
でも徹底 ♥イワシ

●アクティブに動けばチャン
スをつかめる兆し。未体験ジャ
ンルでも成功確率は大。自分
らしさを発揮できるはず ★大
いに体を動かし、夏を満喫で
きそう ♥サザエ

●人の影響を受けやすい傾
向。周囲を気にせず、マイペ
ースに取り組んで。自然の中
に出掛けると良い気晴らしに 
★体調管理を心掛けて。規則
正しい生活を ♥トマト

●過去の出来事にとらわれが
ち。深刻にならず、気楽に考え
てみて。心身共にリラックスす
るには呼吸法がベスト ★冷
房に当たり過ぎず、外の風を
味わって ♥梨

●気持ちが揺れ動きやすいよ
う。大好きな曲を聴くなど、小
さな幸せを大切に。鏡の前で
ほほ笑むのも効果的 ★治癒
力を高める暮らしを目指すと
好変化 ♥マスカット

うっ ぷん

モナ・カサンドラ
●全体運 ★健康運
♥幸運を呼ぶ食べ物

8今月の
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曽野木ナス部会

コスト低減・園芸生産拡大へ
農機展示会2019サンクスフェア

トルコギキョウ出荷盛ん
トレンドは大輪で八重咲きのライトピンク
出荷15万本見込む

世界遺産を訪ねて～群馬「富岡製糸場」～
女性部大形支部視察研修

LAの甲子園　職員3人が受賞
ＪＡ共済優績ライフアドバイザー全国表彰式

第61回ＪＡ新潟市鳥屋野ゴルフクラブ
ゴルフコンペ神道寺地区長谷川さんに栄冠！6/146/18

6/
29・30

6/30 6/18

7月中旬  
 ～11月

6月下旬  
 ～8月

　鳥屋野・鳥屋野南支店は、ノーブルウッドゴルフクラブで
第61回コンペを開きました。当日は晴天にも恵まれ、ゴルフ
日和でのプレーとなりました。参加者42人による和やかな
雰囲気のもと、ゴルフの腕前を競
い合いました。
　表彰式でも大いに盛り上がり、令
和最初のコンペ優勝者は神道寺地
区の長谷川久志さんでした。おめ
でとうございます。また、ご参加い
ただいた皆さまありがとうござい
ました。
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ら始まりました。今年産は気温の寒暖差が激しく生育への
影響が懸念されましたが生育状況は平年並み。草姿も良く
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　約５万本を栽培する佐藤敏明会長は「トルコギキョウは湿
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　木崎営農センター肥田野大輔指導員は「栽培技術の共
有、出荷規格の統
一を図り品質を均
一化し、生産者の
所得向上と産地
の活性化につな
げたい」と話しま
した。

　中部営農センターは、4月に開講した「野菜栽培基礎講習
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化している今こそ、農福連携で労力不足を解消したい」と期
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トルコギキョウを収穫する佐藤会長

農福連携を説明する佐藤支援員と金子センター長

優績表彰（通算表彰5回）
渡辺　真幸豊 栄 支 店

優績表彰
特別表彰（建物更生共済の部）

阿部　康一
大平　寛朗

鳥屋野支店
大 形 支 店

　女性部大形支部は、毎年恒例の視察研修に部員・事務局
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JA新潟市 地域の情報を
お届けします。Topics

優勝者の長谷川久志さん

やきなすを収穫する伊東部会長 十全なすの出荷作業をする山田副部会長㊧
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　木崎露地野菜生産組合のなす部会で、「やきなす」の出荷
が最盛期を迎えました。やきなすは、全国でも木崎地区の笹
山・内島見地区のみで栽培される門外不出の伝統種で大き
なものは、約３０㌢、３００㌘にもなります。
　同部会では生産者７人
が、約１．２㌶を作付けしま
した。生育・収穫量ともに平
年並で、６月下旬から８月末
まで５㌔で約２万６０００㌜、
１３０㌧の出荷を見込んで
います。収穫したやきなす
は作業場で選別され、一つ
ひとつ布で拭きあげ3L、
2L、L、Mの大きさ別に詰め
て出荷します。

　曽野木ナス部会で「十全なす」の出荷が始まりました。今
年産は少雨により木の成長が遅く、６月中旬の大風で木の
枝が折れる被害も出ましたが順調に回復し出荷への影響は
少なく平年並み。７月下旬からお盆過ぎに最盛期を迎え、約
１２トンの出荷を見込みます。同部会員２人が約２５アール作
付けし、県内市場への共選出荷と、主に漬物向けに加工用
も出荷します。
　十全なすは新
潟市が指定する
「食と花の銘産
品」のひとつで、
皮がやわらかく傷
つきやすいので、
収穫や出荷時に
は丁寧な作業が
行われています。

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
●人との交流から良い刺激を
受けられます。飲み会など、出
会いの機会も大切に。思い切
ったイメチェンもラッキー ★
体質に合う食材やサプリメント
が見つかる予感 ♥モロヘイヤ

●自己流に固執せず、視野を
広げましょう。柔軟な発想が運
気上昇の鍵。ガーデニングや
盆栽を始めるのもグッド ★日
焼け止め対策は万全に。曇り
でも徹底 ♥イワシ

●アクティブに動けばチャン
スをつかめる兆し。未体験ジャ
ンルでも成功確率は大。自分
らしさを発揮できるはず ★大
いに体を動かし、夏を満喫で
きそう ♥サザエ

●人の影響を受けやすい傾
向。周囲を気にせず、マイペ
ースに取り組んで。自然の中
に出掛けると良い気晴らしに 
★体調管理を心掛けて。規則
正しい生活を ♥トマト

●過去の出来事にとらわれが
ち。深刻にならず、気楽に考え
てみて。心身共にリラックスす
るには呼吸法がベスト ★冷
房に当たり過ぎず、外の風を
味わって ♥梨

●気持ちが揺れ動きやすいよ
う。大好きな曲を聴くなど、小
さな幸せを大切に。鏡の前で
ほほ笑むのも効果的 ★治癒
力を高める暮らしを目指すと
好変化 ♥マスカット

うっ ぷん

モナ・カサンドラ
●全体運 ★健康運
♥幸運を呼ぶ食べ物

8今月の
  運勢
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特集「立つ」ブランドと農業
ＪＡ新潟市青年部　視察研修会＆パネルディスカッション

「立つ」ブランドと農業

　JA青年部は『「立つ」ブランドと農業』をテーマに、
視察研修会とパネルディスカッションを行いました。
　どのような農産物が人を引きつけるのか、作り手と選ぶ
人の関わり、良いブランドの条件など、売り手や消費者
が求めるヒントを探るため、初の試みとして青年部員・
JA事務局約50人が参加しました。

「立つ」ブランドと農業
久保田 健司
一般社団法人
ピースキッチン新潟

久保田 健司
一般社団法人
ピースキッチン新潟

長谷川 雅史
㈱新潟三越伊勢丹
越品プロジェクト
セールスディレクター

長谷川 雅史
㈱新潟三越伊勢丹
越品プロジェクト
セールスディレクター

井勝 弘樹
ＪＡ新潟市キラキラマーケット
直売所マネージャー

井勝 弘樹
ＪＡ新潟市キラキラマーケット
直売所マネージャー

2016年3月から、新潟の地域価値向上に取
り組む「NIIGATA越品」プロジェクトを展
開。新潟の銘品の作り手の思いやストーリー
を届けている。

2019年5月に5周年を迎えたキラキラ
マーケットの開設から携わり、4月から
マネージャーとして店舗運営から生産者
とのやり取りまで行う。県内外からの観
光客も立ち寄るスポットとして成長。

山倉 慎二
ＪＡ新潟市青年部　部長
山倉 慎二
ＪＡ新潟市青年部　部長
2019月2月にJA新潟市青年部
の部長に就任。
大江山地区で越後姫を中心に園
芸・稲作に取り組む。

新潟駅の「km-0 niigata lab」を担当。生産地と消費
地が近い新潟の魅力を伝えるためのNカレッジなどさ
まざまな企画に取り組んでいる。

＜視察研修　今代司酒造・峰村醸造＞
　視察研修会では、中央区にある今代司
酒造の施設を見学。酒米がお酒になるま
での工程や同社の歴史などを学びまし
た。
　古くからの伝統を守りつつ、時代の変化
に柔軟に対応していく姿勢に感銘を受け
ました。

5,400円（税込）容量：720㎖
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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

各種ご宴会ご予約承ります
予約制のランチも好評です
各種ご宴会ご予約承ります
予約制のランチも好評ですカルシウム欠乏対策にカルシウム欠乏対策に
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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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豊栄
駅

福島潟

豊栄支店、葛塚営農センター、
農機具センターとよさか葛塚

豊栄総合
体育館

　内沼潟は新潟市北区内沼にあり、
福島潟から南西約2㎞の位置にある
小さな潟です。1680年頃の福島潟
は約5,800ヘクタールあったといわ
れており、内沼潟もその一部でした。
1816年（文化13年）に福島潟から
分離してできました。
　その後、干拓の進行や北東部の埋
め立てなどによって、現在（平成29
年）では約1.15ヘクタールほどの大
きさとなっています。
　潟の周囲にはヨシ・マコモの小群
落があります。また、周辺の水田で
は、冬季になるとハクチョウなどが餌
を採っている姿が見られます。
　かつてハスが湖面に繁茂していましたが、2012 年頃から確認され
なくなっているとのことです。
　2010年には、「内沼潟共有者の会」が設立
され、貴重な潟を守るための取り組みが進めら
れています。
　田んぼの真ん中にあり分かりづらい場所に
ありますが、潟や歴史に興味のある方はぜひ、
訪れてみてはいかがですか。

今月は大形地区津島屋の元気いっぱいな
兄弟をやさしく見守る佐々木さんのお宅に
お話を伺いました！！

ぼく
人見知り
しないよ！

自転車も
乗れるように
なったよ！！

カメも泳いでいるよ！！

お兄ちゃん
大好き

将来の夢は新幹線の運転手さん

ガタンゴトン
電車きまーす

Q ： 二人はどんな性格ですか？
　おにいちゃんの飛向くんは、おしゃべりが大好きでとても活発！
　幼稚園では園長先生の体調を気遣うなど、やさしい一面もあり
ます♡
　おとうとの志成くんは、人見知りもなくよく笑い朗らかです。

Q ： 飛向くんはどんな遊びが好きですか？
　電車と新幹線が大好きで、お家ではよく模型を使って遊んでい
ます。とくに新幹線が大好きで、将来の夢は新幹線の運転手さん
になりたいという飛向くんは、最近、自転車に乗れるようになり、休
日になると自転車に乗って遊んでいます。

Q ： 二人はどんな子に成長してほしいですか？
　二人とも仲良く、元気にすくすく育ってね！

～昔は福島潟とつながっていた小さな潟～

「内 沼 潟」

内沼潟

案内図 新潟市北区内沼

お父さん 佐々木 雄大さん　お母さん 彩さん

長男 飛向くん（４歳４か月）　次男 志成くん（7か月）

さ さ き　ゆうだい あやか

ひなた しせい

大形地区／津島屋

ニコ
ニコ

みんなの
いっぱい笑 顔
広 場

おおきくな
あれ
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農機具センターとよさか葛塚

豊栄総合
体育館

　内沼潟は新潟市北区内沼にあり、
福島潟から南西約2㎞の位置にある
小さな潟です。1680年頃の福島潟
は約5,800ヘクタールあったといわ
れており、内沼潟もその一部でした。
1816年（文化13年）に福島潟から
分離してできました。
　その後、干拓の進行や北東部の埋
め立てなどによって、現在（平成29
年）では約1.15ヘクタールほどの大
きさとなっています。
　潟の周囲にはヨシ・マコモの小群
落があります。また、周辺の水田で
は、冬季になるとハクチョウなどが餌
を採っている姿が見られます。
　かつてハスが湖面に繁茂していましたが、2012 年頃から確認され
なくなっているとのことです。
　2010年には、「内沼潟共有者の会」が設立
され、貴重な潟を守るための取り組みが進めら
れています。
　田んぼの真ん中にあり分かりづらい場所に
ありますが、潟や歴史に興味のある方はぜひ、
訪れてみてはいかがですか。

今月は大形地区津島屋の元気いっぱいな
兄弟をやさしく見守る佐々木さんのお宅に
お話を伺いました！！

ぼく
人見知り
しないよ！

自転車も
乗れるように
なったよ！！

カメも泳いでいるよ！！

お兄ちゃん
大好き

将来の夢は新幹線の運転手さん

ガタンゴトン
電車きまーす

Q ： 二人はどんな性格ですか？
　おにいちゃんの飛向くんは、おしゃべりが大好きでとても活発！
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Q ： 飛向くんはどんな遊びが好きですか？
　電車と新幹線が大好きで、お家ではよく模型を使って遊んでい
ます。とくに新幹線が大好きで、将来の夢は新幹線の運転手さん
になりたいという飛向くんは、最近、自転車に乗れるようになり、休
日になると自転車に乗って遊んでいます。

Q ： 二人はどんな子に成長してほしいですか？
　二人とも仲良く、元気にすくすく育ってね！

～昔は福島潟とつながっていた小さな潟～

「内 沼 潟」

内沼潟

案内図 新潟市北区内沼

お父さん 佐々木 雄大さん　お母さん 彩さん

長男 飛向くん（４歳４か月）　次男 志成くん（7か月）
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ひなた しせい
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「信頼と安心」のJA新潟市自賠責共済代理店です。
車検・定期点検・板金・塗装などにぜひご利用ください。

（有）丸庄自動車
新潟市北区鳥屋浦７５３
３８６－０２８３
３８６－７４８７
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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。
〈
有
料
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〉
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A

Q 　先月の税金コンシェルジュで民法改正により遺言
書が残しやすくなったと伺いしましたが、ほかに遺言

書の作成についての注意点などありますか？

　まず遺言書の作成は書き方が正しければ問題が
ないというわけではありません。

　自筆証書遺言の中には問題のない遺言書はあまりない
のが現実です。民法改正により技術的、形式的には楽にな
りましたが内容に問題があれば、その結果、遺族の人を苦
しめることになります。
まず大きな点で書いた遺言書を検討してみましょう
1. 誰に相続させるか明確になっているか
2. 抽象的な表現が多くないか

3. 財産を相続する人が何をしなければならないか理解し
　 ているか
4. 遺言書を作成した後に状況が変化したらどうなるか
5. 残された家族が遺言書を見てどう感じるか
　これらのことを多岐にわたって検討
し、遺言書の作成に取り掛からなければ
なりません。遺言は自分が生きてきてど
う残したいかの最後の言葉になります。
　様々な点で専門家に相談しながら遺
言について、改めて考えてみることをお
勧めします。

　「お医者さん」といったら、内科医を想像しがちです。しか
し、医師の専門は多様で、放射線に関わる画像診断を専門
にした「放射線科医」と呼ばれる医師が存在します。同様に
病院に関わる医療スタッフも多様で、放射線に関わる画像
を撮影する「診療放射線技師」も働いています。
　病気の診断は、血液検査、尿検査、心電図、レントゲン撮
影等を基本に、必要があれば特殊検査を行い、総合的な判
断から、病気の有無が指摘されます。ただ、個々の検査にお
いて、早期な病気であればあるほど、偽陰性（病気が存在
するにも関わらず検査で陰性とした）の可能性はゼロでは
ありません。
　この春に高視聴率にて放送された月9ドラマ「ラジエー
ションハウス」では、放射線科医と放射線技師の関係が描
かれていました。患者さんを中心に考え、正確な診断を下
すことを念頭においた放射線科医と、より正確な情報のつ
まった画像を提供する放射線技師とのチーム医療です。

　CT検査やMRI検査では、どのような撮影条件、どのような
撮影断面で撮影すれば、より病変が評価できるのか。胃のバ
リウム検査においては、放射線技師は動画を見て撮影を行
い、病気の有無を8枚から16枚の写真を作成します。検査で
得られた大量の画像情報を整理し、医師に伝えている訳で
す。
　未来を見据えた医療界では、人工知能AIによる病気の診
断開発も急激に進んでいます。しかし、それらも、しっかりとし
た放射線科医の優れた目と信頼のある情報を提供できる放
射線技師の腕にかかっていると確信
しています。
　病気を早期に発見し、早期の治療を
行うことが必須です。地域の皆様に安
心して頂ける医療を常に心がけ、様々
な医療スタッフが精進しています。

田中税務経理事務所

CFP 田中 陽子

新潟医療センター放射線科
技師長　大橋 利弘

JA新潟市女性部　岡方支部長　小林 弘子

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

トマト選果見学とトマト料理実習
　女性部岡方支部とJAは、
岡方第一小学校から北区の
恵みである豊栄とまとを総合
学習で学びたいという依頼を
受け、6月19日にハウス・ト
マト選果見学、7月11日にト
マト調理実習を行いました。
　トマト調理実習では、3年生16
人が4班に分かれ、女性部4人が
各班の先生となり「トマト白玉」
を一緒に作りました。児童たち

北部営農センター
武田 知也

サマーズ
クラウド
タキシード７
スパイダー
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上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬

※播種時期　　　　収穫時期
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施肥量
（ｋｇ）肥料名

は、トマトの中身をくり
抜いたり白玉粉をこね
たり楽しそうに作業を
行っていました。私た
ちもおいしそうに食べ
ている姿をみて、この
体験を通じて地産地消
の大切さやJA・女性部活動をもっ
と身近に感じてもらえることができ
たら嬉しいです。

ト
マ
ト
白
玉

1.作型
　９月播きは、播種から収穫まで３０～３５日
　１０月播きは、播種から収穫まで４０～６０日
2.施肥
　施肥量の例です。前作の残肥を考慮して設計しましょう。
3.栽培方法
　（1）播種前／肥料をまき土とよく混ぜた後、幅６０～７０ｃｍ、
　　　　　　  高さ１０ｃｍほどの畝を立てましょう。
　（2）播　種／畝に播種深１～１．５ｃｍで播種し、その後鎮圧を
　　　　　　  丁寧におこない、播種粒数（１ｍ当たり）
　　　　　　　９月まき：２０～２５粒、１０月播き：２５～３０粒とし、
　　　　　　　播種終了後は１時間ほど灌水しましょう。
　（3）その後の管理
　　  ・発芽～本葉４枚までは、立枯れ病防止の為灌水は出来
　　　るだけ控え、但し、土がかなり乾燥している場合は早
　　　朝に少量灌水しましょう。
　　  ・本葉５枚～収穫１０日前までは、生育の状態を見て灌水
　　　し、徒長させないように換気を行いましょう。
　　  ・収獲１０日前～収穫期では、徒長防止・品質向上の為で
　　　きるだけ灌水を控えましょう。

　（4）収獲
　　　２５ｃｍ程までに伸びたら収穫適期です。
　　　地際部より根を１ｃｍほど残して鎌などで切り取りましょう。
　　　収穫後は早めに冷蔵庫などに入れ品質を保ちましょう。
4.営農ワンポイントアドバイス
　　９月はまだ気温が高いため、高温時には注意して播種して
　ください。温度が高いと芽が出てこない場合があります。

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～ 

岡方第一小「北区の恵み・豊栄とまと」を学ぶお手伝い

キラキラ営農情報

遺言書の作成について ２

秋まきほうれん草

『病気の早期発見を支える』 ～放射線に関わる画像診断とそれに関わるスタッフ～

キラキラコラム
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『病気の早期発見を支える』 ～放射線に関わる画像診断とそれに関わるスタッフ～

キラキラコラム



お問い合わせ／営農経済部 米穀課 025-270-2295（真田・前田宛）

勤務地　ＪＡ新潟市管内の米穀倉庫
内　容　シール貼・押印など米検査補助作業
期　間　９月上旬～10月上旬頃
時　間　8:30～17:00（基本）
給　与　時給 900円
募集数　若干名

お米検査
補助

お米検査
補助 アルバイト大募集！
女性や学生、未経験の方も大丈夫です！

申込みはお早めに！

★フォークリフトオペレーターも同時募集！時給優遇★

〈
有
料
広
告
〉

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】
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©よりぞう

※新之助の無計量荷受けは10月上旬以降とし、後日お知らせいたします。
※２計量済みフレコン出荷者は事前に各営農センターに登録が必要となります。

　平素はＪＡバンクをご利用いただき、誠にありがとうございます。
　さて、このたびＪＡバンクでは、定期性貯金（定期貯金、定期積金など）の
お取引をいただいているお客さまに発送しております下記のご案内状に
つきまして、誠に勝手ながら、2019年10月31日作成分をもちまして、発
送を終了させていただきます。
　ご案内状でお知らせしている満期日などにつきましては、お手元の通帳、
証書などでご確認いただきますよう、お願い申しあげます。
　なお、ＪＡネットバンクをご契約のお客さまを対象に、ご案内状と同様の
内容をＥメールで受け取ることができるサービスを2019年11月頃開始
予定ですので、この機会に、JAネットバンクのご利用をご検討いただきま
すようお願い申しあげます。
　今後もお客さまにご満足いただける商品・サービスの提供に努めてまい
りますので、変わらぬご愛顧を賜りますよう、心よりお願い申しあげます。

お問い合わせ／社会保険労務士 新潟県会員　廣川 廣実　　　連絡先／080-1275-8891（電話受付 17時以降）

障害年金とは、公的年金の一つで、障害によって
働いたり、日常生活を送ったりする上で困難が
ある場合に支払われるものです。

ほとんどの傷病が対象です

社会保険労務士が
詳しくお答え・
ご説明します

あきらめずに
ご相談ください

－ 適用条件 －

1.6 1.5
❶ 給与振込または年金振込をJAに
　 指定されている方
❷ JAカードの発行のある方
❸ JAで他のローン契約
　 （カードローン含む）のある方
❹ JAネットバンク契約のある方
❺ JAで定期貯金（50万円以上）の
　 ある方
❻ JAが定めるその他条件に該当す
　 る方

「応援したい」
その気持ちを
応援したい。

お問い合わせ／各支店または本店金融共済部　025-270-2260

「定期性貯金期日のご案内」「定期積金期日のご案内」発送終了のお知らせ
（2019年10月31日作成分をもって発送を終了します）

ＪＡ新潟市　令和元年産米集荷検査方針

【発送を終了するご案内状】

■定期積金期日のご案内

■定期性貯金期日のご案内

※発送を継続する先
 　●　法人・団体のお客さま

対象商品

内　　容

作成時期

定期積金

満期日などのご契約内容

原則として満期日の２か月前の月末

※発送を継続する先
 　●　法人・団体のお客さま
 　●　課税区分がマル優の口座をお持ちのお客さま

定期貯金、積立式定期貯金、譲渡性貯金

満期日、中間利払日などのご契約内容

原則として満期日、中間利払日の２か月前の月末

対象商品

内　　容

作成時期

7.  フレコン・通袋・紙袋・カントリーエレベーターの出荷対象米穀 

8.  検査日程と注意事項 　
　検査日程も含め集荷検査に必要な書類を８月下旬にＪＡより
各農家に配布いたします。 
 ・水田活用米穀の数量は確実に出荷願います。
　 （３等以上に格付けされた米穀です。） 
 ・備蓄米は水分15.0％以下に仕上げて出荷願います。 
　(水分15.1％以上の米は備蓄米として買入が出来ません） 

9.  色彩選別機による品質向上処理 
　カメムシ被害等により２等以下に格落ちすると思われる米穀
については、出荷者に連絡の の上、希望により色彩選別機によ
る品質向上処理を全体の検査終了後に実施します。 （別途利用
料金をいただきます）

10.  検査結果のお知らせ 
　検査結果および仮渡金の振込み案内は、ハガキにてご案内い
たします。 
　お急ぎの場合は本店米穀課・各営農センター・サポート店へ
ご確認願います。

11.  集荷手数料 
　昨年同様に微収いたします。

12.  集荷協力金 
　円滑な集荷の推進を図るため、各農家組合へ出荷実績に応じ
集荷協力金を前年並みに お支払いいたします。 

13.  異品種・異物混入防止の徹底 
　もち米にうるち米の混入、害虫（イシメコクガ・コクゾウムシ）、
異物（石、プラスチック片） ネズミ糞等の混入クレームが発生し
ています。 刈取り前にコンバイン・乾燥機・籾摺り機・ライスグ
レーダー等の清掃・点検等の徹底をお願いいたします。 

1.  集荷・検査方針
（1）生産者とJAとの出荷契約にもとづき主食用米･水田活用米

穀について全量集荷・全量販売を 目指します。
（2）集荷・検査米の食味・品質を測定し、JA新潟市産米の品質

の底上げを図り、有利販売に努めます。
（3）キラキラコシヒカリ・減農減化コシヒカリは１等２等に検査

格付けされたものとします。

2.  集荷・検査の重点事項
（1）庭先滞貨の解消を図り、円滑な集荷・検査に努めます。
（2）生産履歴とＧＡＰ（生産工程管理）の記帳・確認による安全・

安心なＪＡ新潟市産米を推進します。

3.  集荷検査場所 　 
　出荷形態に応じた検査場所の設置を図り、庭先滞貨のないス
ムーズな集荷を行います。

4.  計画集荷・計画検査の取組み 
（1）公平・公正・適正な農産物検査に取組みます。
（2）効率的で低コストな集荷体制と、既存倉庫の有効活用によ

る計画検査を推進します。 
（3）倉庫別検査計画に基づいた計画集荷・検査体制の実施に向

けて取組みます。

5.  品質仕分区分の実施とプレミアム加算 
（1）品質仕分区分により食味にバラつきのない、ＪＡ新潟市産米

の集荷販売を図ります。
（2）コシヒカリのタンパク質含有率は6.0％以下を目標としま

す。
（3）コシヒカリの１等で下記基準を満たす品質の米穀は、ランク

ＳＳに仕訳区分し, 区分された「ランクＳＳ米」は、プレミアム
加算を実施します。

6.  米粉用米の仮払金の対応について
　米粉用米については、国の交付金が１２月まで支払われない
ため、希望者に仮払金(交付金 の範囲内）を検査後に振込みい
たします。尚、仮払金の返還は交付金の入金後に口座振替にて 
処理させていただきます。(金利はいただきません）

「JAとのお取引はこれから」というお客様もお気軽にどうぞ。
ご相談はお近くのJA窓口へお問い合わせください。ホームページでもご案内しております。

スマホ等は
コチラから検索

http://www.syougai-nenkin.or.jp

JAバンク新潟

出荷形態

【コシヒカリ区分ＳＳ基準】

フレコン 通　袋 紙　袋 生　籾

通 袋 紙 袋 カントリー

集荷検査
場　　所

丸山
低温倉庫

豊栄
低温倉庫

嘉木
低温倉庫

大形
低温倉庫

豊栄
低温倉庫

豊栄カントリー
エレベーター

対象地区 新潟全地区 豊栄全地区 曽野木・両川
鳥屋野

新潟全地区 豊栄全地区 全地区

タンパク質
含有率

75％以上

6.0％以下

フレコン
通袋・紙袋

※上限500円/60kg
(前年価格）

全量検査･
食味調査終了後
（昨年度12月）

※格付数量によっては加算単価は変動する場合があります。

等　級

整粒歩合

１等 支払方法加算単価（税込）出荷形態

ＪＡ米

ＪＡ米

米粉用米

一般米

もち米

酒　米

コシヒカリ・こしいぶき

※新之助

コシヒカリ・こしいぶき

五百万石・越淡麗

フレコン計量

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

×

×

×

○

×

○

○

○

×

×

○

×

○

×

×

×

流通区分

備蓄米・加工用米・
米粉用米

品種・種類
無有

トドロキワセ
○

コシヒカリ・こしいぶき
以外のうるち米

こがねもち・わたぼうし・
ゆきみのり

コシヒカリ・こしいぶき
以外のうるち米

JAインフォメーション



お問い合わせ／営農経済部 米穀課 025-270-2295（真田・前田宛）

勤務地　ＪＡ新潟市管内の米穀倉庫
内　容　シール貼・押印など米検査補助作業
期　間　９月上旬～10月上旬頃
時　間　8:30～17:00（基本）
給　与　時給 900円
募集数　若干名

お米検査
補助
お米検査
補助 アルバイト大募集！
女性や学生、未経験の方も大丈夫です！

申込みはお早めに！

★フォークリフトオペレーターも同時募集！時給優遇★

〈
有
料
広
告
〉

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】
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※新之助の無計量荷受けは10月上旬以降とし、後日お知らせいたします。
※２計量済みフレコン出荷者は事前に各営農センターに登録が必要となります。

　平素はＪＡバンクをご利用いただき、誠にありがとうございます。
　さて、このたびＪＡバンクでは、定期性貯金（定期貯金、定期積金など）の
お取引をいただいているお客さまに発送しております下記のご案内状に
つきまして、誠に勝手ながら、2019年10月31日作成分をもちまして、発
送を終了させていただきます。
　ご案内状でお知らせしている満期日などにつきましては、お手元の通帳、
証書などでご確認いただきますよう、お願い申しあげます。
　なお、ＪＡネットバンクをご契約のお客さまを対象に、ご案内状と同様の
内容をＥメールで受け取ることができるサービスを2019年11月頃開始
予定ですので、この機会に、JAネットバンクのご利用をご検討いただきま
すようお願い申しあげます。
　今後もお客さまにご満足いただける商品・サービスの提供に努めてまい
りますので、変わらぬご愛顧を賜りますよう、心よりお願い申しあげます。

お問い合わせ／社会保険労務士 新潟県会員　廣川 廣実　　　連絡先／080-1275-8891（電話受付 17時以降）

障害年金とは、公的年金の一つで、障害によって
働いたり、日常生活を送ったりする上で困難が
ある場合に支払われるものです。

ほとんどの傷病が対象です

社会保険労務士が
詳しくお答え・
ご説明します

あきらめずに
ご相談ください

－ 適用条件 －

1.6 1.5
❶ 給与振込または年金振込をJAに
　 指定されている方
❷ JAカードの発行のある方
❸ JAで他のローン契約
　 （カードローン含む）のある方
❹ JAネットバンク契約のある方
❺ JAで定期貯金（50万円以上）の
　 ある方
❻ JAが定めるその他条件に該当す
　 る方

「応援したい」
その気持ちを
応援したい。

お問い合わせ／各支店または本店金融共済部　025-270-2260

「定期性貯金期日のご案内」「定期積金期日のご案内」発送終了のお知らせ
（2019年10月31日作成分をもって発送を終了します）

ＪＡ新潟市　令和元年産米集荷検査方針

【発送を終了するご案内状】

■定期積金期日のご案内

■定期性貯金期日のご案内

※発送を継続する先
 　●　法人・団体のお客さま

対象商品

内　　容

作成時期

定期積金

満期日などのご契約内容

原則として満期日の２か月前の月末

※発送を継続する先
 　●　法人・団体のお客さま
 　●　課税区分がマル優の口座をお持ちのお客さま

定期貯金、積立式定期貯金、譲渡性貯金

満期日、中間利払日などのご契約内容

原則として満期日、中間利払日の２か月前の月末

対象商品

内　　容

作成時期

7.  フレコン・通袋・紙袋・カントリーエレベーターの出荷対象米穀 

8.  検査日程と注意事項 　
　検査日程も含め集荷検査に必要な書類を８月下旬にＪＡより
各農家に配布いたします。 
 ・水田活用米穀の数量は確実に出荷願います。
　 （３等以上に格付けされた米穀です。） 
 ・備蓄米は水分15.0％以下に仕上げて出荷願います。 
　(水分15.1％以上の米は備蓄米として買入が出来ません） 

9.  色彩選別機による品質向上処理 
　カメムシ被害等により２等以下に格落ちすると思われる米穀
については、出荷者に連絡の の上、希望により色彩選別機によ
る品質向上処理を全体の検査終了後に実施します。 （別途利用
料金をいただきます）

10.  検査結果のお知らせ 
　検査結果および仮渡金の振込み案内は、ハガキにてご案内い
たします。 
　お急ぎの場合は本店米穀課・各営農センター・サポート店へ
ご確認願います。

11.  集荷手数料 
　昨年同様に微収いたします。

12.  集荷協力金 
　円滑な集荷の推進を図るため、各農家組合へ出荷実績に応じ
集荷協力金を前年並みに お支払いいたします。 

13.  異品種・異物混入防止の徹底 
　もち米にうるち米の混入、害虫（イシメコクガ・コクゾウムシ）、
異物（石、プラスチック片） ネズミ糞等の混入クレームが発生し
ています。 刈取り前にコンバイン・乾燥機・籾摺り機・ライスグ
レーダー等の清掃・点検等の徹底をお願いいたします。 

1.  集荷・検査方針
（1）生産者とJAとの出荷契約にもとづき主食用米･水田活用米

穀について全量集荷・全量販売を 目指します。
（2）集荷・検査米の食味・品質を測定し、JA新潟市産米の品質

の底上げを図り、有利販売に努めます。
（3）キラキラコシヒカリ・減農減化コシヒカリは１等２等に検査

格付けされたものとします。

2.  集荷・検査の重点事項
（1）庭先滞貨の解消を図り、円滑な集荷・検査に努めます。
（2）生産履歴とＧＡＰ（生産工程管理）の記帳・確認による安全・

安心なＪＡ新潟市産米を推進します。

3.  集荷検査場所 　 
　出荷形態に応じた検査場所の設置を図り、庭先滞貨のないス
ムーズな集荷を行います。

4.  計画集荷・計画検査の取組み 
（1）公平・公正・適正な農産物検査に取組みます。
（2）効率的で低コストな集荷体制と、既存倉庫の有効活用によ

る計画検査を推進します。 
（3）倉庫別検査計画に基づいた計画集荷・検査体制の実施に向

けて取組みます。

5.  品質仕分区分の実施とプレミアム加算 
（1）品質仕分区分により食味にバラつきのない、ＪＡ新潟市産米

の集荷販売を図ります。
（2）コシヒカリのタンパク質含有率は6.0％以下を目標としま

す。
（3）コシヒカリの１等で下記基準を満たす品質の米穀は、ランク

ＳＳに仕訳区分し, 区分された「ランクＳＳ米」は、プレミアム
加算を実施します。

6.  米粉用米の仮払金の対応について
　米粉用米については、国の交付金が１２月まで支払われない
ため、希望者に仮払金(交付金 の範囲内）を検査後に振込みい
たします。尚、仮払金の返還は交付金の入金後に口座振替にて 
処理させていただきます。(金利はいただきません）

「JAとのお取引はこれから」というお客様もお気軽にどうぞ。
ご相談はお近くのJA窓口へお問い合わせください。ホームページでもご案内しております。

スマホ等は
コチラから検索

http://www.syougai-nenkin.or.jp

JAバンク新潟

出荷形態

【コシヒカリ区分ＳＳ基準】

フレコン 通　袋 紙　袋 生　籾

通 袋 紙 袋 カントリー

集荷検査
場　　所

丸山
低温倉庫

豊栄
低温倉庫

嘉木
低温倉庫

大形
低温倉庫

豊栄
低温倉庫

豊栄カントリー
エレベーター

対象地区 新潟全地区 豊栄全地区 曽野木・両川
鳥屋野

新潟全地区 豊栄全地区 全地区

タンパク質
含有率

75％以上

6.0％以下

フレコン
通袋・紙袋

※上限500円/60kg
(前年価格）

全量検査･
食味調査終了後
（昨年度12月）

※格付数量によっては加算単価は変動する場合があります。

等　級

整粒歩合

１等 支払方法加算単価（税込）出荷形態

ＪＡ米

ＪＡ米

米粉用米

一般米

もち米

酒　米

コシヒカリ・こしいぶき

※新之助

コシヒカリ・こしいぶき

五百万石・越淡麗

フレコン計量

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

×

×

×

○

×

○

○

○

×

×

○

×

○

×

×

×

流通区分

備蓄米・加工用米・
米粉用米

品種・種類
無有

トドロキワセ
○

コシヒカリ・こしいぶき
以外のうるち米

こがねもち・わたぼうし・
ゆきみのり

コシヒカリ・こしいぶき
以外のうるち米

JAインフォメーション
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お問い合わせ／総務部 農業祭事務局　025-270-2222

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）大口貸出金の決定について
2）登録金融機関業務にかかる規程の一部改正について
3）令和元年産米の集荷検査方針の決定について

報告事項
1）6月末実績報告について
2）貸出金利の設定・変更について
3）JAバンク体制整備モニタリングについて
4）関連事業者との取引に関する調査について
5）営農施設整備検討委員会設置要領について

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（令和元年6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　夏休みの最終日に慌てて片付ける子
　　 もいます
  5　酒のお供です
  7　建具の滑りを良くするために敷居に
　　 塗ることも
  8　脂──、糖──、タンパク──
  9　野球のピッチャーが登る所
11　その人が住んでいる所。彼は──の
　　 名士だ
12　ロケットが飛び立つ先
14　鶴と並んでめでたい生き物
15　芝居の最後に下ろす物
16　上野動物園生まれのシャンシャンは
　　 何の動物？
17　イチゴ味やメロン味のシロップを掛けて
　　 食べます。パッピンスやハロハロもこの一種

14
94
4

112
2
1
0
3
28
10
28
13
79
574
768

6,568
1,186
512
8,267
16
9
0
25
451
657
635
290
2,033
71,196
81,521

二重マスの文字をA～Eの順に並べて、できる言葉は何でしょうか？

7月号の
こたえ ブ ル ー ベ リ ー

おめでとうございます
当 選

Ａ　Ｂ　Ｃ　Ｄ　Ｅ　Ｆ

長　場／鈴木はるひ さん
石　山／渡邊　裕子 さん
上木戸／廣井　冴希 さん
松　山／荒井　厚子 さん
新岡山／皆川なつき さん

FAX：（025）270－2292

応  募  方  法
ひと

いえ

くるま

7月定例理事会 7月25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　令和元年は8月8日。暦の上では
　　 もう秋です
  2　日焼けした後にできることも
  3　彼女の料理の腕前は──はだしだ
  4　アップの反対語です
  6　竹や梅と並んでめでたい植物
  9　こすれてすり減ること
10　五輪で3位の選手の首に掛けら
　　 れます
11　辞書で四字──の意味を調べた
13　おこわを竹の皮でくるんだ中華──
14　握りずしを数えるときに使う言葉
16　フランスの首都。花の都といわれ
　　 ます

よこのかぎ

あたまの体操
出題：ニコリ

7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。

8月号のプレゼント

締切は、令和元年8月31日（当日消印有効）です。

令和元年6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・・・・・・・・・・

16,657人
 8,180人
3,163百万円

120,261百万円
44,593百万円
354,647百万円

1,257百万円
2,813百万円

●東区　Ｗ・Ｙさん
　我が家では、今年、ＪＡの准組合員になりました。近
くにあっても遠い存在であったＪＡですが、今はＪＡ
のよさを身近に感じるようになりました。
●村上市　Ｍ・Ｄさん
　「kirakira」JAの魅力を感じます。私は直売所が大
好きで妻と一緒に買い物へ行っています。やっぱり
直売所は新鮮かつ安全です。キラキラマーケットへ
行ってきました。かなり混み合っていましたが、たく
さんの野菜とくだものを購入しました。その後は
「みのりみのる」でランチしてきました。
●北区　Ｋ・Ｉさん
　お便りコーナーで、豊栄のトマトが本当においしい
とありました。私自身、東京で40年ほどおり、去年、
ふるさと（豊栄）にＵターンして、ほんとうに新潟の
野菜・米等、日本一だと思います。
●北区　K・Tさん
　広報誌の郵送終了のお知らせで驚きました。今日、
友達がブルーベリーを沢山届けて下さり、美味しく
頂き、目がすっきりしたような気持ちになっていた
所、パズルを解いて答えを書いたら、なんとブルー
ベリーでした。またまた、驚きでした。長い間、あた
まの体操でパズルを楽しませていただき、ありがと
うございました。
●江南区　Ｔ・Ｙさん
　にんじんの葉っぱの天ぷらが好きで、それが食べ
たくてにんじんの種をまいたことがあります。にん
じんそのものはあまりよくできませんでしたが、新
鮮な葉はサラダ、天ぷらとおいしく頂きました。ま
た、種をまこうかなあ・・・と思います。
●江南区　Ｔ・Ｅさん
　にんじんのキラキラゼリー作りました。りんごジュ
ースがあったのでオレンジの代わりに使い、星型に
んじんは、ちょっと少なく盛り付けて出したら孫が
かわいいと言って食べてくれました。
●東区　Ｔ・Ｈさん
　ＡＴＭ機で硬貨の入出金ができると、非常に便利な
ので一日も早く新しいＡＴＭ機にしてほしいと日々
思っています。何卒宜しくお願いします。
●江南区　Ｉ・Ｋさん
　毎月のキラキラの表紙が楽しみです。今月もすて
きでした。
●北区　Ｓ・Ｓさん
　毎号「くろすわーどパズル」を楽しんでいます。にん
じんのキラキラキッチン早速作ります。中川さんの
笑顔がステキです。にんじんだいすきです。
●東区　Ｋ・Ｙさん
　毎月Topics参考になり、楽しく読んでいます。又ま
ちさんぽも参考になります。
●北区　S・Mさん
　身近な人の身近な話題が載っていて親しみがわき
ます。キラキラキッチンも大好きです。
●東区　M・Ｎさん
　楽しく読んでいます。子供と行くキラキラマーケッ
トニュースが楽しみです。
●北区　Ｗ・Ｉさん
　毎月広報誌楽しみに見ています。おいしい野菜づ
くり名人、みんなの広場を見て元気をもらっていま
す。
●北区　S・Mさん
　俺んちのおいしい野菜‘にんじん‘白和えで食べた
いです。

くろすわーど

5名様に 新潟の地酒

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

新潟のおいしいお酒をプレゼント
何が届くかお楽しみに！！
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いくとぴあ食花（新潟市中央区清五郎）

10時～15時10 19月 日 10時～15時
キラキラマーケット内で開催！！

第14回 JA新潟市 農業祭

キラキラまつり
第14回 JA新潟市 農業祭

キラキラまつり
10 19月 日土
10月20日 日
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お問い合わせ／総務部 農業祭事務局　025-270-2222

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）大口貸出金の決定について
2）登録金融機関業務にかかる規程の一部改正について
3）令和元年産米の集荷検査方針の決定について

報告事項
1）6月末実績報告について
2）貸出金利の設定・変更について
3）JAバンク体制整備モニタリングについて
4）関連事業者との取引に関する調査について
5）営農施設整備検討委員会設置要領について

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（令和元年6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　夏休みの最終日に慌てて片付ける子
　　 もいます
  5　酒のお供です
  7　建具の滑りを良くするために敷居に
　　 塗ることも
  8　脂──、糖──、タンパク──
  9　野球のピッチャーが登る所
11　その人が住んでいる所。彼は──の
　　 名士だ
12　ロケットが飛び立つ先
14　鶴と並んでめでたい生き物
15　芝居の最後に下ろす物
16　上野動物園生まれのシャンシャンは
　　 何の動物？
17　イチゴ味やメロン味のシロップを掛けて
　　 食べます。パッピンスやハロハロもこの一種
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二重マスの文字をA～Eの順に並べて、できる言葉は何でしょうか？

7月号の
こたえ ブ ル ー ベ リ ー

おめでとうございます
当 選

Ａ　Ｂ　Ｃ　Ｄ　Ｅ　Ｆ

長　場／鈴木はるひ さん
石　山／渡邊　裕子 さん
上木戸／廣井　冴希 さん
松　山／荒井　厚子 さん
新岡山／皆川なつき さん

FAX：（025）270－2292

応  募  方  法
ひと

いえ

くるま

7月定例理事会 7月25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　令和元年は8月8日。暦の上では
　　 もう秋です
  2　日焼けした後にできることも
  3　彼女の料理の腕前は──はだしだ
  4　アップの反対語です
  6　竹や梅と並んでめでたい植物
  9　こすれてすり減ること
10　五輪で3位の選手の首に掛けら
　　 れます
11　辞書で四字──の意味を調べた
13　おこわを竹の皮でくるんだ中華──
14　握りずしを数えるときに使う言葉
16　フランスの首都。花の都といわれ
　　 ます

よこのかぎ

あたまの体操
出題：ニコリ

7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
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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。

8月号のプレゼント

締切は、令和元年8月31日（当日消印有効）です。

令和元年6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・・・・・・・・・・

16,657人
 8,180人
3,163百万円

120,261百万円
44,593百万円
354,647百万円

1,257百万円
2,813百万円

●東区　Ｗ・Ｙさん
　我が家では、今年、ＪＡの准組合員になりました。近
くにあっても遠い存在であったＪＡですが、今はＪＡ
のよさを身近に感じるようになりました。
●村上市　Ｍ・Ｄさん
　「kirakira」JAの魅力を感じます。私は直売所が大
好きで妻と一緒に買い物へ行っています。やっぱり
直売所は新鮮かつ安全です。キラキラマーケットへ
行ってきました。かなり混み合っていましたが、たく
さんの野菜とくだものを購入しました。その後は
「みのりみのる」でランチしてきました。
●北区　Ｋ・Ｉさん
　お便りコーナーで、豊栄のトマトが本当においしい
とありました。私自身、東京で40年ほどおり、去年、
ふるさと（豊栄）にＵターンして、ほんとうに新潟の
野菜・米等、日本一だと思います。
●北区　K・Tさん
　広報誌の郵送終了のお知らせで驚きました。今日、
友達がブルーベリーを沢山届けて下さり、美味しく
頂き、目がすっきりしたような気持ちになっていた
所、パズルを解いて答えを書いたら、なんとブルー
ベリーでした。またまた、驚きでした。長い間、あた
まの体操でパズルを楽しませていただき、ありがと
うございました。
●江南区　Ｔ・Ｙさん
　にんじんの葉っぱの天ぷらが好きで、それが食べ
たくてにんじんの種をまいたことがあります。にん
じんそのものはあまりよくできませんでしたが、新
鮮な葉はサラダ、天ぷらとおいしく頂きました。ま
た、種をまこうかなあ・・・と思います。
●江南区　Ｔ・Ｅさん
　にんじんのキラキラゼリー作りました。りんごジュ
ースがあったのでオレンジの代わりに使い、星型に
んじんは、ちょっと少なく盛り付けて出したら孫が
かわいいと言って食べてくれました。
●東区　Ｔ・Ｈさん
　ＡＴＭ機で硬貨の入出金ができると、非常に便利な
ので一日も早く新しいＡＴＭ機にしてほしいと日々
思っています。何卒宜しくお願いします。
●江南区　Ｉ・Ｋさん
　毎月のキラキラの表紙が楽しみです。今月もすて
きでした。
●北区　Ｓ・Ｓさん
　毎号「くろすわーどパズル」を楽しんでいます。にん
じんのキラキラキッチン早速作ります。中川さんの
笑顔がステキです。にんじんだいすきです。
●東区　Ｋ・Ｙさん
　毎月Topics参考になり、楽しく読んでいます。又ま
ちさんぽも参考になります。
●北区　S・Mさん
　身近な人の身近な話題が載っていて親しみがわき
ます。キラキラキッチンも大好きです。
●東区　M・Ｎさん
　楽しく読んでいます。子供と行くキラキラマーケッ
トニュースが楽しみです。
●北区　Ｗ・Ｉさん
　毎月広報誌楽しみに見ています。おいしい野菜づ
くり名人、みんなの広場を見て元気をもらっていま
す。
●北区　S・Mさん
　俺んちのおいしい野菜‘にんじん‘白和えで食べた
いです。

くろすわーど

5名様に 新潟の地酒

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

新潟のおいしいお酒をプレゼント
何が届くかお楽しみに！！
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いくとぴあ食花（新潟市中央区清五郎）

10時～15時10 19月 日 10時～15時
キラキラマーケット内で開催！！

第14回 JA新潟市 農業祭

キラキラまつり
第14回 JA新潟市 農業祭

キラキラまつり
10 19月 日土
10月20日 日



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

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
新潟市北区石動1-11-1

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

石山支店・中島店　お盆市期間中の営業時間

　マーケットでは、夏の農産物が勢ぞろいしています。夏は食欲がなくなるからこそ、
新潟のおいしい農産物を使って夏バテを予防しませんか。いくとぴあ周辺の田んぼは
緑が濃くなり穂が出てきました。新米が楽しみですね！

　マーケットでは、夏の農産物が勢ぞろいしています。夏は食欲がなくなるからこそ、
新潟のおいしい農産物を使って夏バテを予防しませんか。いくとぴあ周辺の田んぼは
緑が濃くなり穂が出てきました。新米が楽しみですね！

お盆には、新潟の農産物でおもてなしをしませんかお盆には、新潟の農産物でおもてなしをしませんか

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

キラキラマーケット
ニュース

イ
ベ
ン
ト

スイカも
まだまだ
甘い！

月
末
恒
例

１００円の野菜が並びます。
お得な商品はお早めに
１００円の野菜が並びます。
お得な商品はお早めに100円市

スタミナフェアー

8月24日●期間 土 25日●日

お盆市
期間

お盆のお花、果物、枝豆など大量販売
ギフトまだまだ受付中！ 
新潟のお土産を色々揃えています！ おいしい試食あり

県産豚肉10％引き県産豚肉10％引き

〈健康総菜店：ことこと〉
カレー弁当限定販売

お花と果物など一部商品を、8時から販売します。
10時より通常販売

今年もします！お盆の朝市
4日間は
午前8時開店〈　　　〉

お盆市期間中は9時30分に開店

内容

6日間

4日間

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

休業日 ： なし
営業時間 ：10時～18時

イ
ベ
ン
ト

8月24日●・25日●土 日期間

内容

2日間

※写真はイメージです

※写真はイメージです※写真はイメージです

※写真はイメージです

新
米
情
報

8月10日●～15日●土 木

8月10日●～13日●土 火

8月10日●～13日●土 火

9月上旬より  　　こしいぶき
9月中旬すぎより  コシヒカリ
10月初旬より  　 新之助

ツイッター、フェイスブック、
ホームページで
最新情報をご覧ください。

夏バテ解消

Twitter Facebook ホームページTwitter Facebook ホームページ

新米の販売始まります

お花の予約
できます
朝市します！

“新米ギフト”予約承ってます！

まもなく

「新鮮・安全・安心」モットーです！ほほえみ産直広場

8月10日（土）～15日（木）6：30～13：00
＊8/13（火）のみ 6：30～12：00お盆花

販売

8/13（火）8/12（月）8/11（祝）8/10（土） 8/14（水） 8/15（木） 8/16（金）
営業
時間

9：30～
14：00

9：30～
14：00

9：30～
14：00

9：30～
12：00 休　業

10：00～
14：00
通常営業

数に限りが
ありますので
お早めに

お盆市
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