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トップニュース 上半期地区別説明会を開催
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JA成田市

T O P N E W S

上半期地区別説明会を開催
当JAは全７支所を対象とした「地区別説明会」を８月
４日から７日にかけて開催しました。総代と支部長・農家
組合長の方々302名にご出席いただき、上半期の決算報告
と下半期への取り組みについて報告しました。皆様から貴
重なご意見・ご要望をいただきましたので、主な内容を紹
介致します。

上半期決算結果

久住支所

上半期における販売事業は、米の消費量が減少し、販売
が進まず取扱高が伸び悩みました。購買事業は、生産資材
を中心に消費増税による駆け込み需要が多く、計画を上回
る事が出来ました。また、信用事業は各種キャンペーンを
実施し個人貯金の増強を図り、適切な資金運用を行い、計
遠山支所
画を上回る実績を上げました。その結果、上半期の当期剰
余金は計画を大きく上回りましたので、下半期もこの収益を確保しながら役職員が一丸と
なり事業を展開して参ります。（図下参照）
（単位：千円）

項

目

貯金残高
貸出金残高
事業概況
長期共済保有高
販売品取扱高
購買品取扱高
事業総利益
信用事業総利益
共済事業総利益
購買事業総利益
事業損益
販売事業総利益
その他事業総利益
事業利益
当期剰余金
自己資本比率

26年度
上半期計画
83,652,790
23,675,955
302,270,140
1,086,099
1,322,630
953,991
390,155
224,530
190,874
114,319
34,113
60,068
44,000

26年度
上半期実績
85,205,205
23,090,286
299,455,930
863,612
1,406,178
997,176
459,310
211,092
194,229
88,635
43,909
122,128
107,062
16.75%

達

成

率

101.86%
97.53%
99.07%
79.52%
106.32%
104.53%
117.72%
94.01%
101.75%
77.53%
128.71%
203.32%
243.32%

皆様からのご意見・ご要望
組合員 「稲作農家の生産コストについて、１俵当たりいくらか教えてほしい」
Ｊ Ａ 「農水省の試算によると１俵13,700円（刈取り調整前のコストは１俵当たり5,000

円）となります」
組合員 「今年度も米が安いと倒産する農家も出てくる恐れがある。農家が倒産または離
農する前に、JAの営農指導に頑張ってもらい、どんな品種が良いかなど、教え
てもらいたい。また今後、合併するにあたり、営農指導に力を入れ、成田が経済
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Ｊ Ａ
組合員
Ｊ Ａ

組合員
Ｊ Ａ

でも引っ張っていけるように頑張ってもらいたい」
「貴重なご意見ありがとうございます。今後、営農指導に力を入れて参ります」
「３JAの合併によるメリット、デメリットを教えてほしい」
「正組合員の減少や担い手の減少の中で維持しているJA成田市の現状を踏まえる
と持続可能な農業は厳しい状況と言えます。将来に向けて、手を上げてきた２
JAの農業者と手を携えて共に農業の活性化を目指し、進んで行く方向がJA成田
市の組合員の利益に通ずる事になると思います」
「今後のJA改革についてお聞きしたい」
「昭和22年の農協発足以来、大きな改革をしてきませんでしたが、今後は地域の
自主性発揮とスピード感ある農業経営、農業者の所得向上を目指し、地域農業全
体が活性化する為に組織、職員共に自己改革を進めて参ります。その鍵を握る単
協の経済事業については合併によるスケールメリットが非常に大きいので、「農
産物価格をより高く、生産資材をより安く」という改革実現に向け努力致します。
販売の実需者要望に合う品質・数量を安定的に供給するには営農指導などを通じ
た生産者との一層の連携強化が不可欠です。また、生産資材調達については、品
質を考えずにただ価格だけを比べて系統外から調達する「安かろう、悪かろう」
の結果にならないように慎重に取り組まなければなりません。改革実現に向け、
農業者とJAが一体となれるように実践していきますので、今後もご理解、ご協
力をお願いします」

今回いただいた貴重なご意見・ご要望は、今後の事業運営に活かして参ります。その他、
ご意見・ご要望がありましたら各支所へお願いします。（上半期決算の事業実績はJA成田
市ホームページに詳しく掲載しておりますので、ご覧下さい）

T O P

I C S

米の検査始まる

当JA管内の平成26年産米の初検査が８月21日、北羽鳥新田倉庫において行われました。
この日出荷された「ふさおとめ」560袋と「ふさこがね」368袋を検査し、多くが１等米と
なりました。
今年は天候に恵まれ、稲が順調に生育し、例年より早く収穫期を迎えています。生産者
の方に話を伺ったところ「作柄の良い美味しい
お米が収穫出来ていますので、期待してほしい」
と話していました。
初検査では設楽組合長をはじめ当JAに在籍
する農産物検査員全員が出席し、今年産米の出
来栄えを確認した他、今後の検査基準などにつ
いて話し合いました。
当JAでは、契約米・加工米・飼料米を含め
て約94,000俵の集荷を見込んでいます。
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〜JA管内の話題〜
₇月₂₂日

青壮年部がソフトボール大会に参加

JA成田市青壮年部は北羽鳥多目的広場におい
て開催された第33回千葉県青協ソフトボール大
会に出場しました。県内のJA青（壮）年部６チー
ムが参加し、白熱した試合を展開。気迫のこもっ
たプレーが多く見られ、会場は大変盛り上がり
ました。
当JA青壮年部は過去に何度も優勝した強豪
チームです。１回戦を33対０のコールド勝ちし、
「今年は優勝するぞ」と意気込み準決勝に臨みましたが、惜しくも僅差で敗れてしまいました。
小泉青壮年部長は「死力を尽くした結果、敗れてしまい悔しい。来年はぜひ優勝したい」と
話していました。

女性部が手芸教室を開催
JA成田市女性部はサンポップにおいて手芸
教室を開催し、部員19名が参加しました。
教室は部員同士で協力しながら行われ、部員
からは「難しそうだったが、実際やってみると
分かりやすく、自分なりにデザインを考えた
り出来るので楽しかった。さっそく家でも作っ
てみたい」との声が聞かれました。
女性部では、今後も部員同士の親睦を深める
₇月₃₁日
ための様々な活動を定期的に行っていく他、イ
ベント等において、多くの方に加入していただけるよう積極的にPR活動を展開していくとし
ています。

Ａコープ店が夏の感謝祭を開催
Ａコープ店において夏の感謝祭を開催しまし
た。３日間とも多くの方にご来場いただき、店
内の新鮮な産直野菜は昼過ぎに品薄となる盛況
ぶり。また、９日と10日には駐車場においてＡ
コープ産直部会による「焼きそば」や「ソフト
クリーム」などの販売、
「かき氷」の無料配布
などが行われ、賑いを見せました。
荒居部会長は「普段から私達の作った野菜を
₈月₈日～₁₀日
食べて下さっているという方から産直野菜が新
鮮で美味しいと声をかけていただき、とても嬉しい。今後もイベントを通して皆さんの声を聞
き、美味しい農産物を心を込めて作っていきたい」と話していました。
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〜カメラリポート〜

収穫に向け、甘芋ん育成研究会が販売会議を開催

第54回成田市栗生産組合通常総会を開催

₇月₃₀日

₈月₂₅日

生産者とJA関係者20名が出席。本年度
出荷計画や販売対策について協議した他、
農業事務所の担当者から病害虫及び雑草防
除について学びました。

生産者と関係者40名が出席し、平成26年
度事業計画などの議案すべてが可決された
他、役員改選では新組合長に大室の小倉紀
一さんが選出されました。

各地区にて夏祭りを開催

₇月₂₀日

₇月₂₅日～₂₆日
長沼祗園祭（長沼）

保目神社例大祭（寺台）

₇月₂₇日
麻賀多神社例大祭（台方・下方）

当JA管内では毎年、各地区で夏から秋にかけて祭が開催されます。子供から大人まで地
と ぎょ
域の方々が一体となって伝統ある神輿の渡御（※）や山車の引き廻し、獅子舞等が行われてい
ます。今年も各地区とも威勢の良い声が響き渡り、夜遅くまで盛り上がっていました。
（※）渡御…神社祭礼等で災厄や穢（けが）れを吸収して清めるために神輿や山車を出して歩く事

成田市
北須賀

〜今月の表紙〜 スマイルキッズ

はる と

吉岡

暖人くん（3歳）
り

お

莉緒ちゃん（6ケ月）

今月の表紙は成田市北須賀（公津支所管内）の吉岡暖人くん、莉緒ちゃ
んです。暖人くんは戦隊ヒーローと自動車が大好きな元気いっぱいの男の子。
家では戦隊ヒーローのテレビを見ながらはしゃいでいます。また、外が大好
きでよく畑や田んぼに行っておじいちゃん達のお手伝いをしています。暖人く
んに将来の夢を聞いたところ「消防士になりたい」と元気に答えてくれました。
莉緒ちゃんは最近、寝返りとハイハイが出来るようになりました。お兄ちゃ
んが大好きで一緒におもちゃで遊ぶ時は一番嬉しそうな笑顔をしています。
ご両親は「元気に仲良く、すくすく育ってほしい」と話していました。
【父】正人さん【母】寿子さん
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オモダカ

クログワイ

除草剤名
ラウンドアップ
マックスロード
タッチダウンｉＱ

コウキヤガラ

ホタルイ

使用時期／使用回数

薬量（㎖）

希釈倍率（ℓ）

雑草生育期１回

500～1,000㎖

50～100ℓ

水田作物刈取り後雑草再生時
（草丈30㎝以下）／１回

500～1,000㎖

50～100ℓ

稲刈り後、田にすきこみ

石化窒素、
ワラゴールドを適量施肥

稲ワラ

腐熟促進資材
春先までに何度か耕起することで
更に効果が高まります。

腐熟促進

水田の地力アップ

不足しがちな2大成分
ケ

イ

酸

リ

チッソの約 10 倍量を吸収する
非常に需要な成分です。

ン

酸

三大要素の一つ。吸収効率が
悪いので、補給が重要です。
効

効

果

果

◎倒伏予防
◎乳白米軽減
◎耐病性向上
◎食味向上

◎分げつ促進
苦土との
◎登熟向上
効果が
◎食味向上
効果的
◎収量増加

※掲載の肥料・農薬は経済センターにて販売していますので、お買い求め下さい。
●お問い合せ 経済センター TEL.0476-20-1971
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水稲
情報
①

稲刈り後の除草作業と土づくり

難防除除草対策

～特性を知って効果的な防除～
近年、難防除雑草といわれるオモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、ホタルイなどは、
現在主流となっている初中期一発剤だけの処理では難しく、体系処理が必要です。
まず、オモダカは、刈取り後の秋口は塊茎が形成される時期にあ
たるため、９月から10月にかけての耕うんや除草剤（ラウンドアッ
プ：10ａ当り500～1,000㎖、希釈倍率50～100ℓ、タッチダウンＩ
Ｑなど）による秋季防除で塊茎形成量を減らすことができます。

②

土づくり

～稲ワラのすきこみ～
土づくりは作物栽培において必要不可欠です。稲わらを有効活用することで、土壌に力
をつけましょう。
稲わらは燃やすと無機質となり、土づくりの効果はほとんどありません。そこで、稲わ
らをすき込むことで土壌へ有機物を補充し、収量や品質の向上が期待できます。
稲わらは、土壌中の微生物により分解されますが、その微生物の活動は地温が下がるに
つれ低下するため、すき込み時期については、稲刈り終了後から遅くとも10月中までには
終了させるようにしましょう。耕うんの深さは、腐熟促進を考慮して５～10㎝の浅耕とし
ます。なお、分解促進のために、石灰窒素10ａ当り20㎏またはワラゴールド10ａ当り30㎏
等を施用すると分解が早まります。
～ケイ酸とリン酸の活用～
千葉県内の水田では、ケイ酸とリン酸の不足している圃場が多くみられます。ケイ酸は
pHが上がると溶出率が減少しますので、多めの補給を心がけてください。リン酸は苦土
との相性がよく、お互いに稲への吸収を促進します。
不足しがちな重要成分の補給を行って、「土づくり」
から「よい米作り」を！（土壌診断のご相談は営農振
興課TEL.0476−22−6717まで）
〈製品紹介〉

保証成分（％）
特
長
リン酸
苦土
ケイ酸
粒状ＢＭようりん
20
12
20
ホウ素・マンガンを保証、鉄、銅などを含有
粒状ケ イ カル
－
5
30
ケイ酸資材の定番
農 力 ア ッ プ
－
1
20
溶出率が高いので従来の資材より少量でよく効く
ス ー パ ー 60
銘柄名
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園芸
情報

台風等による浸水・冠水の場合の
病害虫対策について

近年、台風や暖かく湿った空気の流れ込みか
ら大雨が発生しやすくなっており、各地で冠水・
湿害などによる農産物への影響が見られていま
す。万が一、圃場やハウスに浸水・冠水した場
合、農産物の病害が懸念されますので、今回は
その対策についてご説明致します。

野

菜

⑴

冠水した場合は水を早急に排除し、根腐れを防止する。

⑵

施設内に雨水が流入した場合は、できるだけ速やかに排水し、水が引いた後に、ベッ
ドを整形するとともに中耕する。

⑶

風雨のあとは特に病害の発生に注意し、薬剤散布を行う。

⑷

人参・大根で冠水した場合は、水を早急に排除し、病害の発生を防ぐよう薬剤散布を
行う。
土壌の表面が乾いてきたら、追肥用化成などを用いて追肥を行い、軽く中耕を行うこ
とにより生育の回復を促す。

⑸

ネギが倒伏した場合は、丁寧に起こした後、窒素成分で10ａ当たり３㎏程度の追肥を
行う。

⑹

発生が予想される病害
露地野菜……細菌性病害
さつまいも

軟腐病等

人参

根腐病等

施設野菜……トマト

すすかび病、葉かび病、疫病等

キュウリ

軟腐病（さつまいも）

べと病等

⑺

風害等により草勢が弱った場合には液肥の葉面散布を行い、草勢の回復を図る。

⑻

移植可能な野菜は補植苗を準備し、欠株した場合は速やかに植え付ける。
●お問い合せ

園芸販売課

TEL.0476-36-1541
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営農相談員

髙岡克樹まで

在来のカブから分化した古
い歴史を持つ漬け菜の一種で
す︒その名は江戸時代に︑現

育て方は︑野菜の中ではや

培ですが︑摘

どの畝長の栽

板木技術士事務所◉板木利隆

さしい部類ですが︑寒い時期

み取りやはさ

も容易に取り入れやすい特徴

に良品を得るには︑元肥に完

みでの切り取

を持っています︒
まきどきは８月下旬〜９月

熟堆肥や油かす︑化成肥料な

期野菜である

りにより︑短
㎝くらいの深さによく耕し込

どを︑畑全面にばらまき︑

日

で収穫できます︒冬〜春の良

中旬です︒種まき後 〜

周辺の特産であったことから
品収穫にはビニールトンネル

在の東京都江戸川区の小松川
小松菜と呼ばれたと伝えられ

小松菜を毎年

葉形や彩りの異なる多くの

節間はとう立ちするまでほ

んでおくことです︒生育の様

耐寒性があり︑暑さにも強

品種・系統がありますが︑近

日ごとに︑化成肥料と油かす

とんど伸びないので︑低草姿

長期にわたり収穫し続け︑大

く︑ほとんど周年的に栽培す

年︑ 市 場 で 人 気 が 高 い の は︑

を列間にばらまき︑くわで軽

得ることができるのです︒そ

のままで良質なおいしい葉を

変重宝しています︒

ることができる上に︑土壌病

丸葉で厚く葉色の緑が濃い品

く土に耕し込みます︒
秋のうちは諸害虫にやられ

の場合は品種選びが大切︒サ

〜

害の発生が少なく︑毎年同じ

種︵多くはチンゲンサイの性

やすいので︑べた掛け資材や

カタのタネの﹁きよすみ﹂な

間では６月中旬まきで７月中

ネット類を被覆して飛来を防
て防ぎましょう︒
くらいになったら株元から抜

ます︒最後はとう立ちした花

０日間取り続けた実績があり

旬から３月末まで︑実に２５
き取り︑あるいは刈り取りま

蕾︵からい︶をナバナとして

収穫は通常葉長が

す が︑ 少 量 ず つ の 利 用 な ら︑

しょう︒

お試しなさってはいかがで

おいしく楽しみました︒来年
私の庭先菜園では︑５ｍほ

てもよいです︒

葉を付け根部分から摘み取っ

〜 ㎝

どがお薦めです︒一番長い期

伸びが遅いようなら︑

場所に連作できるので︑畑面

質を取り入れた改良種︶です︒

栽培がお勧めです︒

30

ます︒

20

積にゆとりのない家庭菜園で

子 を 見 て︑ 後 半 葉 色 が 淡 く︑

20
20
25

いだり︑早めに薬剤を散布し

15
22
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連作にも強く︑長期収穫も狙える小松菜

チャレン
ジ!
家庭菜園
あなたも

来春の花壇を夢見て

９月中・下旬には球根の植え付け︑
月には苗物の植え付け時期を迎え

ます︒土の中和︑元肥を入れるなど
クス︶とも呼ぶ物があります︒今月

して花壇の準備を︑早めに終えてお
きましょう︒今月植えれば１ヵ月ほ

切り︑３分の１ほど土に挿すと容易

10

が植えどきですが︑すでに植えて

を消耗するのか︑元肥をしっかり入

に根付きます︒何年か植えてあると︑

⑼

どで咲くスピード開花を見せてくれ

れておかないと︑翌年に花が見られ

枯れてきますが︑この方法で︑更新︑

が見え始め︑開花に向けて進んでい

株の頂点に現れる蕾と︑その下方の

⑻

ある物は︑ ㎝くらいの長さに茎を

ないことがあります︒ユリは深植え
再生を図りましょう︒

秋まき草花の種まきは秋分のころ

きます︒出蕾︵しゅつらい︶後はし

グストンデージーなど種子の細かい

葉柄の元に脇蕾ができます︒このう

⑹
⑺

るサフランは︑それだけに﹁体力﹂

にしますので︑元肥でなく︑地表面

にまく物が多いのですが︑気温が急

おれないように︑十分な水やりをし

大菊は︑９月に入ると蕾︵つぼみ︶

激に下がっていく季節ですので︑遅

ます︒

からの施肥でいいでしょう︒

れないように気を付けましょう︒ト

物は︑種まきした鉢をたらいや洗面

ち脇蕾は後に取り除きます︒９月中

蕾は︑心蕾︵しんらい︶と呼ぶ︑

器に入れて︑下からゆっくり水を吸

は︑心蕾の他に脇蕾一つを予備に付

ルコギキョウ︑ペチュニア︑リビン

い上げさせます︒種が流れて︑片寄

けておきます︒心蕾が何かの事故で
欠損してしまった場合に備えるため

らせないためです︒
プリムラ︑宿根フロックス︵オイ

です︒予備の脇蕾は 月初め︑心蕾
きます︒

⑸

15

ランソウ︶
︑シャクヤクなどは株分
もう１種類︑
シバザクラ︵モスフロッ

⑽

生栗はＡコープ店で販売していますので、
是非お買い求め下さい。

⑷

沸騰前のお湯に栗を15分間つける。
包丁で丁寧に鬼皮を剥く。
水カップ６にベーキングパウダーを加え、栗を中火
で煮込む。その後、泡がぶくぶくしてこぼれそうに
なったら、弱火にして20分間煮込む。
煮込んだ栗を水で洗い、冷ましてから爪楊枝等で繊
維や筋を取る。
たっぷり水の入った鍋等に栗を入れ、中火で煮込む。
沸き立ったら弱火にして５分間煮込む。
煮汁を捨てて、煮汁が透き通るまで⑸を繰り返す。
鍋をきれいにし、カップ２の水と砂糖半量（100g）
で栗を煮込む。この時、アルミホイルの落とし蓋と
鍋蓋で２重の蓋をする。
煮立ったら弱火にして５分間煮る。その後、そのま
ま冷ます。
再度弱火にかけ、砂糖とみりん醤油を加えて煮込み、
鍋のまま冷ます。
一晩おいた後、タッパー等に移して冷蔵庫へ。
⑴
⑵
⑶

生栗……………………………………… 500ｇ
砂糖……………………………………… 180ｇ
ベーキングパウダー………… 小さじ１と1/2
みりん…………………………………小さじ１
醤油……………………………………小さじ１

10
けの時期です︒宿根フロックスには︑ の花弁が伸びるのを確かめてから除
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作り方
料
材

四季の
花作り

チャレンジしませんか？

旬の食材を使った簡単レシピ

甘さたっぷり！栗の渋皮煮

寿夫

のうきょう柳檀

桧垣

川柳・俳句・短歌

成田市幡谷

照和

康子

色づいた出穂の水田風にゆれ
稲穂がずらり刈り取りをまつ

土井

永山

散歩道絶えることなく鳴く蝉の
生命引き継げ青空の下

成田市宗吾

酒々井町中央台

団地には子供総出の盆おどり
花火で集う夏休みかな

春江

路花

敏雄

保子

間野目伊津子

石井

盆なのに避難場所にて夜は今
郷に帰れぬ淋しき思い

酒々井町中央台

しろしき ぶ

成田市畑ヶ田

秋山

白式部雨かと思ふ風の立つ

成田市押畑

山崎

育て上げヒマワリ見事押畑に

成田市並木町

岩田

青田路トンボ飛び交う夏野かな

成田市大竹

鈴虫の鳴き声すずし孫の声

読者のおたより

回りに網を張ったおかげで今年も豊
作だったブルーベリー︒沢山のジャム
を 作 っ た︒ 友 達 に も お す そ わ け し よ
う！ 稲刈りが始まるので︑共に豊作
を願う次第︒
酒々井町伊篠
吉野富美子

平成 年
応募総数
73 8

月
点
20

日現在の作品

新金
正儀

雪博

ひぐらしの音色がしみる昼寝かな

成田市飯仲

池田

連日の暑さに耐えて頑張るぞ

成田市東和田

幸

波葉

平岡美智子

小川

夕顔やそよ吹く風に帆かけ船

成田市長田

成田市宝田

梅澤

直子

新吾

夏草の元気に負けじと鎌を研ぎ

酒々井町飯積

石橋

一日ごと美容の花の数増せし

成田市新妻

新島

裕子

庄次

朝おきのアサガオの花ひとりじめ

うらぼん え

成田市大清水

荒

孟蘭盆会庭先の花供えけり

酒々井町本佐倉

村島

車座の程よき位置や花火咲く

成田市飯仲

金魚鉢廻して見れば孫子の顔

友人よりみのりが届き︑久かたぶり
に拝読いたしました︒なつかしさのあ
まり最初に花と遊ぶを読みました︒︵す
ばらしいです︒写真・文面︑これから
も楽しみにしています︶そして次にク
ロスワードをしてみました︒
成田市中台
岩谷けい子

26

※読者の皆様からいただいた「おたより」は原稿をそのまま使用しております。
またご応募いただきましても掲載出来ない場合がありますのでご了承下さい。

-PUZZLE
D
R
O
W
S
S
O
R
C
パズル〜
〜クロスワード

!!
リ
キ
ッ
ス
が
頭
ば
解けれ

二重マスの文字をならべかえるとある言葉になります。ヒントをもとに
チャレンジして下さい。全部のマスをうめればハッピーへの第一歩！

【今月のヒント】
秋の七草の１つです

※各コーナーのご応募は
郵便ハガキで。
宛先・宛名は〒286-0022 成
田市寺台292番地、成田市農
業協同組合広報 みのり係ま
で。9月20日消印有効。抽選
で 当 選 者10名 の 方 に「 新
鮮な野菜」プレゼント。
【8月号の答え】

︹先月の当選者︺

フウリン

田市並木町
成田市寺台
成田市大清水
成田市馬場
酒々井町伊篠
酒々井町東酒々井

山崎 敏雄
齋藤 恒夫
木村幸司郎
山口 勉
吉野富美子
富樫 勝成

成田市中台
成田市土屋
成田市久米野
酒々井町ふじき野

扌タテのカギ

①生のままの魚を味わいま
す
③頭から潮を吹く海の生き
物
⑤金魚はこの魚を品種改良
したもの
⑥――で作業したかいあっ
て朝には完成した
⑦「おはよう」
「こんにちは」
「さよなら」など
⑨正確――の一撃
⑪神社で玉串に使ったり、
神棚に供えたり
⑬少しずつ夏の暑さを忘れ
ていく季節
⑮流行の服を着て店頭に立
ちます
⑰フリーザーを開けると出
てきます
岩谷けい子
⑲この帽子、――が広いか
黒田 正子
ら日差しを避けるのに
ぴったり
佐久間信子
⑳出雲大社や石見銀山があ
る県
山西まさ子
�はがきの表の中心に書く
（敬称略）
もの

➡ヨコのカギ
①美しい青色をした、９月
の誕生石
②剣道をするとき手に持つ
物
③土足禁止の所で脱ぎます
④果物と砂糖を煮て作りま
す
⑥マグロの赤身を入れた巻
きずし
⑧パンダがよく食べる物
⑩マンジュシャゲともいう
花
⑫臼の相方
⑭雲の――から日の光が差
す
⑯郵便料金分をぺたりと貼
ります
⑱米が実ります

※当選者への野菜は地域循環型農業を薦める生産者（かんらん車の皆様）が作っています。
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〜JAからのお知らせ〜
第39回農業機械大展示会を開催

年金友の会より

農業の未来を開く最先端に会える

第17回ゴルフ大会を開催

【日時】 10月24日㈮・25日㈯・26日㈰

【日
程】 10月３日㈮
【場
所】 レイクウッド総成カントリークラブ
【お申込み】 各支所へ

午前９時〜午後３時
（26日は午後２時30分まで）
【場所】 ロングウッドステーション
千葉県長生郡長柄町山之郷67 1

第36回グラウンドゴルフ大会を開催
【日
程】 10月16日㈭
【場
所】 中台陸上競技場
【お申込み】 各支所へ

今回も農機具の購入の際、農業資金を
ご利用いただいた場合には特別金利で提
供致します。また、当日はJAバンクの
資金相談コーナー

秋の親睦旅行を開催

を開設しておりま
すので、是非お立
ち寄り下さい。

【日
程】
【行 き 先】
【お 申 込 み】
【お問い合せ】

【展示会に関するお問い合せ】
農業機械事業所 TEL.0476(22)3815

11月４日㈫〜６日㈭
萩と嬉野温泉美肌の湯３日間の旅
各支所へ
各支所または金融推進課

農業者年金加入のお勧め

金 融 推 進 課 TEL.0476(22)6715
【お問い合せ】 成 田 市 農 業 委 員 会 TEL.0476(20)1573
酒々井町農業委員会 TEL.043(496)1171

12

直 通
直 通
内線361

ケアセンター美郷より

生活部より

介護ヘルパー初任者養成研修の受講生を募集

介護サービスに関する相談会を開催します
【日

程】９月19日㈮
午前10時〜12時迄（30分毎）
【場
所】本 所
【平日の介護相談】ケアセンターTEL.0476(23)7711

【研修期間】平成26年10月11日(土)〜
平成27年２月28日(土)
【定
員】14名
【受 講 料】69,000円

今月の無料『税金・法律』相談

【申込締切】定員になり次第締め切らせていた
だきます。

【日
程】９月25日㈭
【場
所】本 所
【税金相談】曽根正雄税理士 午前９時〜（60分毎）
【法律相談】森屋有紀弁護士 午前10時〜12時まで（30分毎）
※各種相談は必ず事前予約をお願いします。
【申 込 み 生活課 TEL.0476(22)6716

※JAの介護保険事業等に就業された方には受
講料の半額を助成致します(先着順)
【お申込み・お問い合せ】
ケアセンター美郷

TEL. 0476(23)7711

女性部より

巡回人間ドックを開催

仲間と一緒に輝きませんか！

皆様の健康な体作りをサポートします

どなたでもメンバーになる事ができます。
主な活動は下記の通りです。

【検 診 日】10月20日㈪
【会
場】本 所
【受付時間】９時〜11時
【検診料金】通常29,830円のところ…
■長期共済加入者
⇒ 23,120円
〔35歳以上で長期共済（建更含む）
5,000万円以上の加入世帯〕
■共済助成対象外の方 ⇒ 27,520円
【締 切 日】９月22日㈪
【お申込み・お問い合せ】各支所
生活課 TEL.0476(22)6716 FAX.0476(22)6931

【主な活動】 ・料理教室・手芸（ちぎり絵等）
・ウォーキング・視察研修旅行
・ボランティア活動・みそ作り
・オシャレ教室

等

【お問い合せ・申込み】
生活課 TEL.0476(22)6881 FAX.0476(22)6931
担当：飯田

Ａコープより

農業機械事業所より

秋のお彼岸に向けてご利用下さい

秋の農繁期対策を実施

Ａコープ店では
秋のお彼岸用の花
の販売を行ってい
ます。
また、「 オ ー ド
ブル」等の注文も
随時、承っていま
すので、是非ご利
用下さい。
【お問い合せ】
Ａコープ店

【期

間】９月15日㈪まで

休まず営業しています
ので、作業中における機
械の故障の際には、いつ
でもご連絡下さい。
【お問い合せ】農業機械事業所
■宝
TEL.0476(23)0091
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田

TEL.0476(22)3815

■十余三
■酒々井

TEL.0476(36)1546
TEL.043(496)9687

公益財団法人成田市農業センター

JA葬祭のお知らせ
まかせて安心、まごころこめてお手伝い致します
もしもの時･･･
まずは、お電話下さい。

当センターでは、農業の支援活動等の充実と、農業・農村の振興発
展を目的に九つの事業を行っています。
その内容をご紹介いたします。

7

0476-92-0983

⑴

またはフリーダイヤル

⑵

0120-58-0983

⑶

（年中無休・24時間対応）

⬇

良質米生産への取組み支援
食味コンテストの開催
農産物加工の調査研究・支援
農産物の商品開発等の取組み支援・検討
農産物流通調査研究（直売事業等の支援）
農産物直売組織等連絡会の開催・運営等

8 市民農園・体験農園等及び都市と農村の交流促進等に関する事業

ＪＡ葬祭センター
よりお迎えに上がり
ます。

⑴

⬇

食と農、都市と農村の共生・対流
都市と農村の双方向からの取組み（農業ヘルパー・ボランティ
ア制度など）を検討する。また、直売所活動と消費者交流の方向
性を検討する。
食育の促進
農業を支え、応援しようとする者の意向把握等により、食と農
の応援団等地域が支える農業、食育の促進に努める。

⑵

その後、
通夜・ご葬儀
の打ち合せ等を行い、
真心込めてお手伝いさ
せていただきます。
JA葬祭では葬儀に関
する様々な相談を随時
お受けしています。
また、ご希望の寺院
やご自宅での葬儀もお
手伝い致しますので、下記までご連
絡下さい。
【お問い合せ・ご用命】
■Aコープ店
TEL. 0476(23)0091
■JA葬祭センター TEL. 0476(92)0983
※24時間年中無休で受付しています。

理事会だより

地域特産物の研究開発及び商品化等に関する事業

９

その他目的を達成するために必要な事業

⑴

経営構造対策事業フォローアップ（事後活動）の支援
地図情報システムの拡充（各種情報のデータベース化等）
⑵ 農業センタービジョン及び農業センター事業推進プラン等への取組み
担い手対策としてのJA出資型農業生産法人導入の検討を進める
☆更に、農地中間管理事業の一部業務を受託しております。
①相談窓口
②出し手・受け手の掘り起こし
③借受予定農用地の現地確認
④出し手・受け手との交渉
⑤契約締結に係る事務支援
（公財）成田市農業センター
〒286-0844 成田市宝田912番地1 JA成田市経済センター2階
TEL 22-6581 FAX 22-6580
Eメール nougyoucenter@ar.wakwak.com
URL
http://www.narita-nougyoucenter.jp/
※対象は合併前の成田市内になります。

〜 7 月定例理事会・協議事項〜

①上半期決算の報告及び承認について

■正組合員数
■准組合員数
■出資金
■貯金残高
■貸出金残高
■長期共済保有高
■購買品供給高
■販売品取扱高

②上半期資産査定の報告及び承認について
③不良債権処理状況及び処理方針について
④平成26年度米取扱い方針について
⑤農産物直売所運営要領の一部変更について
⑥農産物検査業務規程の一部改定について
⑦不祥事再発防止策(整備計画)について

3,655人
3,762人
11億6456万円
852億0520万円
230億9028万円
2994億5593万円
14億0617万円
8億6361万円

（６月末現在）

※出資金名義、組合員資格等の変更がある場合は、各
支所へご連絡ください。
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キリトリ

（小菅）

●ＵＲＬ／ http://www.ja-narita.or.jp
● E-mail
／ soumu01@ja-narita.or.jp
●事務局／企画管理部 総務課
●ＴＥＬ／０４７６（２２）６７１１
●ＦＡＸ／０４７６（２２）６７１８

東屋の前の斜面に、今年もまた薄紫色のヒ
レハリソウが咲いています。何十年も前から
生えていて、何度刈っても、炎天下 でしっか
り花を咲かせる力強い多年草です。
和名鰭玻璃草は、上の葉が茎につく様子を
鰭（ひれ）に、花 を白っぽいガラスに見立て
たのが玻璃草（ハリソウ）の由来 です。一般
には英名のコンフリーの名で、食用または薬
用に栽培されています。ヨーロッパ原産の帰
化植物で、昭和 年代に健康食品としてブー
ムになり ました。義 父 もコンフリーを 植え、
その当 時のものが野 生 化 して 残っていま す。
茎はよく分岐して草丈 ㌢ほどで、葉は楕円
形で互生し全体に白い短毛があります。初夏
から秋にかけ、長さ２㌢程の釣鐘状の白から
薄紫色の可愛い花をつけます。生薬名はコン
ソリダ根で、胃腸疾患や皮膚病に薬効がある
そうです。葉の形が有毒なジキタリスに似て
いるため、採集する時には注意が必要です。
先日、近所の人が道端のコンフリーを刈り
取っていました。通りかかった私に、柔らか
そうな葉と花を数本切ってくれました。友達
のご夫妻にも分けてあげると、喜んで花瓶に
生けてくれました。

安達葊子

初秋に咲き乱れしやコンフリー

6

写真・文

9



●発 行／成田市農業協同組合
〒２８６︱００２２千葉県成田市寺台２９２
●発行日／平成 年 月 日
●編 集／広報みのり編集員会
●印 刷／株式会社ライフ
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〜第一七一章〜

ヒレハリソウ
（ムラサキ科）
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※遠山野草園は個人宅ですので見学希望者は事前にご連絡下さい。

総務課
0476（22）6711 審査課
人事教育課 0476（22）6711 生活課
経理課
監査課

0476（22）6691 酒々井支所
043（496）0291 園芸販売課
0476（22）6716 経済センター（営農振興課） 0476（22）6717 燃料事業所
0476（22）6739 サンポップ 0476（22）6881 経済センター（購買課） 0476（20）1971 NACS美郷
0476（22）6807 公津支所 0476（26）9121 経済センター（営農渉外課） 0476（20）2521 NACS酒々井

共済査定課 0476（22）6713 八生支所
共済普及課 0476（22）6714 豊住支所

資金運用課 0476（22）6797 久住支所

金融推進課 0476（22）6715 遠山支所
融資課
0476（22）6796 中央支所

0476（36）1541

0476（22）7788
0476（22）7788

043（496）2036
0476（26）8036 農業機械事業所（宝田） 0476（22）3815 宝田農産物直売所 0476（24）8611
0476（37）0003 農業機械事業所（十余三） 0476（36）1546 酒々井農産物直売所 043（496）1000
0476（36）1101 農業機械事業所（酒々井） 043（496）9687 ケアセンター美郷 0476（23）7711
0476（35）0511 Ａコープ成田店
0476（22）6712 加工販売課

0476（23）0091 ローンセンター
0476（36）1341

0476（24）2926

