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ＪＡ成田市発旬の農産物紹介
ベジタブルライフ

JA成田市発 旬 の 農産物紹介
サツマイモ
今回の旬の農産物は「サツマイモ」を紹介いたします。
サツマイモは別名「甘藷（かんしょ）
」
「唐芋（からいも、
とういも）
」
「琉球薯（りゅうきゅういも）
」などと呼ばれ、
世界的にも広く栽培されています。加熱して食べられま
すが、デンプンの原材料となるので知らないうちに口に
していることも多いようです。芋焼酎としても親しまれ
ています。
サツマイモは比較的育てやすく、気象障害などにも強
いので、家庭菜園などでも多く栽培されますが、窒素分
4 4 4 4
出荷の下処理をする十余三地区の橋本康さん
が多いなど肥沃な土地ではかえってつるぼけという成育
障害が発生しやすくなるので、注意が必要です。
サツマイモは60℃くらいで加熱するとデンプンが糖化して甘味が増すので、石焼芋や蒸かし
芋、天ぷら、干し芋などのように様々な調理法があります。
千葉県は全国２位（平成28年度）の生産量で、多くは成田市を含む北総台地で栽培されてい
ます。
２月中旬より育苗し、４月下旬頃から定植。その後出荷が９月初旬から翌年の４月中旬まで続
き、生産者は一年を通してサツマイモに関わります。今年は夏場に猛暑が続きましたが品質は
平年並みになりました。十余三地区の橋本康さんは毎年２町歩（約200アール）の畑でベニアズ
マとクイックスイートを中心に栽培していてます。
植え付けの時期を誤ると障害が発生するので、
橋本さんは細心の注意を払い形の良いものを提供できる様に栽培しています。
おいしい食べ方としては、定番の焼き芋の他には、スティック状に切って揚げた「スティック
フライ」やリンゴやオレンジと一緒に煮る甘煮もお勧めということです。また、JA成田市の加
工品として「クイックスイート」を使用した干し芋の「甘芋ん」と芋焼酎「甘芋ん焼酎」があ
りますので、是非ご賞味下さい。
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第58回 成田市栗生産組合通常総会を開催

成田市栗生産組合はJA成田市本所にて第58回通常総会を開
催しました。当日は組合員39名の他、指定市場の４社と全農ち
ば、当JAの役職員５名が参加し、第１号から第３号議案まで
全て可決となりました。
その後、今年度の栗の情勢や撰果・出荷にあたっての注意点
の説明の他、栗の低樹高仕立ての剪定方法の講義がありました。

8月26日

稲刈り体験交流会（根古谷環境保全会）～酒々井地区～

酒々井町の根古谷環境保全会は、浦安市民との交流行事とし
て稲刈りイベントを行いました。５月に植えた苗が生長して黄
金色に輝く中、参加者達は根古谷環境保全会指導の下、稲刈り
をして親子そろって汗を流していました。
浦安市役所市民経済部商工観光課課長の池田肇さんは「浦安
は市街化地域なので自然と触れ合う機会は少ない。子供達は勿
論、大人にとっても非常に大切な体験イベントです」と話して
いました。

9月8日

甘藷合同査定会で規格を確認

JA成田市園芸部甘藷部会は、JA成田市本所にて合同査定会
を開催しました。当日は市内６出荷組合から多数の生産者と、
印旛農業事務所と指定市場の５社、全農ちば、当JAより４名
の役職員が参加して、現品での規格確認や今年の品質や市場の
動向、出荷にあたっての注意事項の確認を行いました。
今期は180,500ケース（１ケース５㎏）の出荷を見込んでいて、
成田産のサツマイモは市場でも注目されているブランドになっ
ています。

9月11日

成田栗の出荷が最盛期を迎える

成田栗の出荷が最盛期を迎えています。今年の千葉県産は台
風の被害なども無く、順調に出荷されています。
JA成田市では今年28,000㎏の出荷を見込んでいます。
これらの栗は「成田栗」というブランドとして、和菓子等の
材料に使われています。
成田栗はJA成田市農産物直売所でも販売しておりますので、
詳しくは下記までお問い合せ下さい。

JA成田市農産物直売所 成田市宝田912-1

TEL.0476（24）8611
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8月27日〜

T O P

I C S

加藤雄也ＬＡ JＡ共済全国大会で表彰される

共済部共済普及課の加藤雄也主任が、JA共済全国大会で２
年連続表彰されました。
加藤雄也主任は「組合員の皆様や職場の同僚の支えがあった
からこそ、このような表彰を頂く事が出来ました。JAがあっ
て良かったと思っていただける様に精一杯取り組みます。」と
語りました。
LAは皆様の生活を守るために、日々お伺いをしております。
ふく

7月23日

さ

女性部 袱紗づくり講習会を実施

JA成田市女性部は活動の一環として袱紗づくりを
行いました。女性部会員と一般応募者の22名が参加し、
飯田生活課長代理の指導を受けながら手順に沿って袱
紗作成を楽しみました。参加者全員が完成させた後に、
お互いに出来栄えを確認しあいました。
JA成田市女性部では年間を通して様々な活動を
行っています。

7月20日

昨年に引続きまして、JA成田市タイアップ企画として
米屋株式会社様にて「栗スイーツフェア」を開催致します。
成田栗をふんだんに使用したスイーツを是非ご堪能下さ
い。
なごみの米屋の商品は、なごみの米屋總本店をはじめ、
直営店で取り扱っております。「栗スイーツフェア」の開
催店舗は下記アドレスよりご確認下さい。
www.nagomi-yoneya.co.jp
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水稲
情報
１．平成30年産米の情勢
本年度は、国による「米の生産数量目標」の配分から、各市町農業再生協議会が示す「米
の生産の目安」の取り組みへ、新たな米政策へ移行した初めての年となりました。米の消
費の減少が続く一方で、全国的に非主食用米（加工用米、飼料用米等）の作付の取り組み
が行われ、米価が安定した中で収穫の秋を迎えました。本年度、当JAでは、生産者の所
得の向上や労力の軽減を目的に、米の低温保管化やフレコン化をすすめてまいりました。
さて、平成30年産米は、天候にも恵まれ順調に生育し、平年よりやや早い収穫を迎えま
した。農林水産省が発表した８月15日現在の千葉県の作柄概況は、「やや良」と公表され
ています。一方、お米の品質は、６月末に梅雨が明け、その後猛暑が続いた影響から、カ
メムシの被害や乳白米の発生が見られます。平成30年産米の検査は、８月18日より始ま
り、終盤を迎えています。当JA管内における９月19日現在の集荷実績は、出荷契約数量
93,368.5俵に対し、82,896.5俵（集荷率88.7％）となっています。今後も、出荷、集荷、
検査業務へのご理解、ご協力をよろしくお願いします。

2．難防除雑草対策
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。
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
かけて除草剤を散布後、耕うんすることで塊茎形成量を減らすことができます。

秋防除の
ポイント

＊ 稲刈りの高さをやや高く（20㎝が目安）する。
＊ 薬剤散布後2週間程度は耕うんしない。

＊ 収穫後2週間～10月末までに散布する。

除草剤名

使用時期／使用回数

使用量（㎖）

希釈倍率（ℓ）

ラウンドアップ
マックスロード

雑草生育期／１回

500～1,000

50～100

タッチダウンｉＱ

水田作物刈取り後雑草再生時
（草丈30㎝以下）／１回

500～1,000

50～100

【注】農薬を購入・使用される際、ラベルを良くお読みになり、内容に従ってご使用ください。

営農振興課
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いし い

石井

かつひろ

勝祐

TEL. 0476（22）6717

園芸
情報

キャベツ（チョウ目害虫）

ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、オオタバコガ、コナガなどのチョウ目害虫が発生します。
９月～10月にかけてヨトウムシ・ハスモンヨトウ・オオタバコガが発生し、定植直後の株
に被害を及ぼします。10月以降はコナガの発生も増え、外葉に食害が現れます。
①ヨトウムシ類
ヨトウムシ、ハスモンヨトウは一箇所に200～300個の卵塊を産卵します。ハスモンヨ
トウの卵塊は鱗粉で覆われています。幼虫は孵化後しばらくはひとつの株に留まります
が、やがて周囲に分散し、成長するにつれ食害の量が増えます。そのため、防除が遅れ
ると被害を抑えることが難しくなります。
②ハイマダラノメイガ（シンクイムシ）
キャベツ他、ダイコンなどアブラナ科作物でも発生します。生長点（結球部）付近を
食害します。頭が黒、体は茶色で10～15㎜程度の幼虫です。

左：産卵するヨトウムシ成虫 ・ 右：ヨトウムシ卵塊

ハイマダラノメイガ

○キャベツ チョウ目害虫防除薬剤
対象害虫

薬剤系統
又は成分
マクロライド系

薬

剤

名

希釈倍数 使用量／10a 使用時期 使用回数
1,000～
100～300ℓ 収穫前日 ３回以内
2,000
2,500～
100～300ℓ 収穫前日 ２回以内
5,000

アファーム乳剤

スピノシン系
ディアナSC
ヨトウムシ
ハスモンヨトウ ジアミド系
プレバソンフロアブル５ 2,000 100～300ℓ 収穫前日 ３回以内
オオタバコガ
1,000～
コナガ
オキサダイアジン トルネードエースDF
100～300ℓ 収穫７日前 ２回以内
2,000
ハイマダラノメイガ
1,000 100～300ℓ 収穫前日 ３回以内
セミカルバゾン アクセルフロアブル
ピリダリル

プレオフロアブル

1,000

園芸課
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まい た

米田

100～300ℓ 収穫７日前 ２回以内
な つみ

菜摘

TEL.0476（36）1541

作を早めに片付け、種まきの

日以

苗を上手に育てるには、苗床の前

す。

とう立ちするものが多く、失敗しま

大きく育ち過ぎ、寒気に感じ過ぎて

板木技術士事務所◉板木利隆

家庭菜園では、通常晩秋に出回る

育てることをお勧めします。

たくさん育て、たくさん食べよう タマネギ
切ると出る涙の原因は硫化アリル。 は最も細菌病、大腸菌などを寄せ付
けず、安全性では極めて優れている

ですが、ご承知のようにタマネギは

ビタミンＢ１の吸収を助けて新陳代

黄、白、赤の品種があり、収穫期の

苗を買い求めて育てる場合が多いの

タマネギは病害に強く、毎年同じ

ことが裏付けされています。
畑で作れるので、自家菜園の作付に

謝を活発にし、コレステロールの代
謝を活発にし、血液をサラサラにし

上前に完熟堆肥と石灰、化成肥料を

て動脈硬化や高血圧、糖尿病を予防

違う極早生、早生、中生、晩生と特

する場合は、苗代の負担

に直売など販売を目的と

てる必要があります。特

品種を選び、種子から育

板切れなどで軽く表土をたたいて鎮

㎜ ほ ど の 厚 さ に、 満 遍 な く 覆 土 し、

をまきます。そしてふるいで２～３

から１～２㎝間隔ぐらいに均一に種

うに丁寧にベットの表土をならして

種まき前にベットを作り、図のよ

けてください。

も大きくなってしまいま

圧し、その後ジョウロでたっぷり灌
早生９月上旬、中生９月

ごく薄く覆い、その後苗床全面を稲

その上に細かく砕いた完熟堆肥を

水（かんすい）します。
中旬、晩生は９月下旬で

種まき後５～７日で発芽し苗が伸

わ ら や べ た 掛 け 資 材 を 二 重 に 覆 い、

び始めたら、これらの被覆資材は取

す。適期まきはとても重

農家などに聞いて決める

残暑や乾燥、台風や強風の被害から

ことが大切です。特に中

り除き、ジョウロでたっぷり灌水し

要なことなので、地元の

晩生の品種を早くまき過

て育成を促します。

守ります。

ぎると、越冬するまでに

ＪＡや種苗専門店、栽培

生 ８ 月 下 旬 ～ ９ 月 上 旬、

種まきの適期は、極早

す。

しむには、自分で好みの

などの強い根が残る野菜の跡地は避

とっても大変有利です。貯蔵力もあ

堆肥を細かく
砕いたもの

これらを上手に育て楽

する効果もあります。近年明らかに

稲わらまたはべた掛け資材

よく耕しておきます。トマト、ナス

土

徴のある数々の品種があります。

ふるいで均一に

り、使い道も幅広いので、たくさん

石灰・化成肥料

なったところによると、野菜の中で

50㎝
80㎝
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チャレン
ジ!
家庭菜園
あなたも

お

今日もス
ター
ト

て
く食べ
いし

今月の朝ご飯

茨城県笠間市にある「キッチン晴人

（ハレジン）
」のオーナーシェフ

永井智一（ながい・ともかず）

献立

朝ご飯の

っぷり レシピ1
きのこた
バーグ
和風ハン
レシピ2
マリネ
の
こ
の
き
いろいろ

レシピ1

レシピ2

きのこたっぷり和風ハンバーグ

いろいろきのこのマリネ

材料（2人分）

材料（2人分）

Aハンバーグ
豚ひき肉…………………………………………300ｇ
タマネギみじん切り……………………… １と1/2個
塩…………………………………………………… 5ｇ
おろしショウガ……………………………… 小さじ1
ナツメグ、こしょう………………………………適宜
Bきのこあん掛け
かつおだし…………………………… 1と1/2カップ
しょうゆ・酒・みりん…………………… 各大さじ2
きのこ（マイタケ・シメジ・ナメコ・エノキタケなど）……100ｇ

シイタケ……………………………………………… 2個
エリンギ………………………………………… 1パック
エノキタケ…………………………………… 1/2パック
シメジ…………………………………………… 1パック
つぶしたニンニク…………………………………… 1片
たかの爪……………………………………………… 1本
オリーブ油……………………………………… 大さじ2
酒………………………………………………… 大さじ2
塩……………………………………………… 小さじ1/2
しょうゆ………………………………………………少々
パセリ………………………………………刻んだ物適宜
レモン……………………………………………… 1切れ

水溶き片栗粉…………………………………… 大さじ2
ミツバ……………………………………………… 1/2わ
作り方

作り方

⑴

⑴

⑵
⑶

 ライパンでタマネギのみじん切りを炒めて冷ま
フ
し、Aの他の材料を全て合わせてよくこね成型し
て焼く。
Bの材料を全て鍋に入れて沸かし、水溶き片栗粉
でとろみをつける。
⑴を器に盛り付け、⑵を上から回し掛け、刻んだ
ミツバをあしらい出来上がり。

⑵
⑶
⑷
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フライパンにつぶしたニンニク、たかの爪、オリー
ブ油を入れ、弱火でニンニクの香りを移した後、
お好みに切ったきのこを全て入れ、塩を振りさっ
と炒める。
⑴に酒を入れ、ふたをして中火で３～４分蒸し焼
きにし、仕上げにしょうゆを少々たらす。
粗熱を取ってから保存容器に移し、冷蔵庫で一晩
なじませる。
器に盛り付けてパセリを振り、レモンを添えて出
来上がり。

実践

企

JA成田市自己改革
画

管

理

部

第10次３か年地域農業振興計画・経営計画に基づき、組織基盤を強化するため、利用者の組合
加入の促進を図る必要があります。下記の内容で今年末まで新規組合員加入キャンペーンを展開
して組合員の増加を目指します。

JA成田市 新規「組合員」加入キャンペーン実施中！
期間中、新規加入していただいた方に下記の商品を

もれなくひとつプレゼント！

JA成田市産米
3㎏

干し芋「甘芋ん」
180g×2袋

加入して下さった方に、窓口にてプレゼント引換券をお渡しします！

【期間】
平成30年12月28日まで
【加入資格】
成田市（旧大栄町、旧下総町を除く）
・酒々
井町にお住まいの方、または成田市（旧大栄
町、旧下総町を除く）
・酒々井町にお勤めで、
１年以上当JAとお取引のある方
【加入条件】
加入時に１口（1,000円）以上の出資が必要
になります。

【加入手続】
・JA成田市の普通貯金通帳（未開設の場合、併せて口座開設の手続をお願い致します。
）
・身分証明書（運転免許証・パスポート等） ・印鑑（口座開設済みの方はお届け印）
【お問合せ】各支所へ
人事異動のお知らせ

氏

【職員人事異動（10月1日付）】
氏
大木

名

新
任
共済部部長事務取扱
秀樹
兼共済課課長

旧
任
共済部次長兼共済課課長
兼共済普及課課長

大竹

企画管理部次長
高広 中央支所支所長（次長待遇）
兼総務課課長

成毛

利明 営農部園芸課課長

小林

多田
歌丸

中央支所支所長

企画管理部総務課付（課長待遇）
久
営農部園芸課課長
㈱ジェイエイライフ千葉出向

名

新

任

旧
任
金融部金融渉外課兼
信一 久住支所支所長事務取扱
公津支所支所長代理
大輔 共済部共済普及課課長事務取扱 共済部共済普及課課長代理

吉田

澄香 企画管理部総務課課長代理 金融部金融課課長代理

石井

克哉 営農部営農指導課係長

髙城

憲子

金融部金融渉外課
兼公津支所係長

神嵜

陽 企画管理部審査課
美菜 企画管理部総務課

石井

修一 企画管理部審査課課長

金融部審査課課長

中村

出山

博司 企画管理部総務課課長

企画管理部人事教育課課長

鈴木久美子 企画管理部審査課嘱託

中央支所係長
金融部金融渉外課
兼八生支所係長
金融部審査課
企画管理部人事教育課
金融部審査課嘱託
み おり

〜今月の表紙〜 スマイルキッズ

成田市宝田 飯田

美織ちゃん（3才）
げん き

弦己くん（1才）

今月の表紙は宝田地区の飯田美織ちゃん、弦己君
の姉弟です。お姉ちゃんの美織ちゃんは歌や踊り、
弟の弦己くんはボールあそびや電車が大好きです。
２人はけんかもしますが仲も良く、最近はテント
を張ってのピクニックデビューをしました。
御両親は美織ちゃんには「人見知りなので仲良く
愛される子」に、弦己くんには「運動が出来て活発
な子」になってほしいと語っていました。
【祖父】幸一さん
【 父 】克也さん
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【母】美幸さん

金融部からのお知らせ
組合員・ご利用者の皆様へ
日頃は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、平成29年２月より定期積金集金扱いの新規取扱を中止しておりますが、引き続き
不祥事再発防止の取組みの一つとしておりますので、ご理解のほどよろしくお願い申し上
げます。
また、受取書等の様式が下記の通り変更となっております。
記
①② 渉外担当者がタブレット端末を使用し発行いたします。
③
窓口担当者が発行いたします。また、タブレット端末故障時等は渉外担当者も発
行いたします。
①

③

②

11

〜JAからのお知らせ〜
さつまいもの日イベントを開催
秋の味覚「さつまいも」を堪能しませんか？
同時開催
購買課

【開催日時】 10月13日㈯
午前９時～午後３時
【場
所】 宝田経済センター
【イベント内容】

・太陽光発電システム相談
・マッサージ機無料体験コーナー
・リフォーム等各種無料相談
・各種除草剤特価販売

・手作り豚汁無料試食
・焼き芋、つきたて餅の試食、販売
（お買い上げ1,000円以上で引換券配布）
・さつまいも詰め放題
・新米特価販売
・1,000円毎に１回のくじ引きなど

【お問い合せ】宝田農産物直売所
女性部

営農部展示会

農業機械事業所
・管理機、オイル類特価販売
・刈払い機、管理機、小物類展示販売

TEL.0476(24)8611

仲間と一緒に

部員を募集中 輝きませんか!

どなたでもメンバーになることが出来ます。
主な活動は下記の通りです。
・料理教室 ・ウォーキング
・視察研修旅行 ・オシャレ教室
・ボランティア活動 ・味噌作り等
【お申込み・お問い合せ】
生活課 TEL.0476（22）6716 担当：飯田

今月の無料『税金・法律』相談
【日
程】10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】吉澤 功弁護士 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。
【お申込み】生活課 TEL. 0476(22)6716

第43回千葉県農業機械大展示会を開催
農業の未来を拓く最先端に会える！

【日時】 10月26日㈮〜28日㈰
午前９時～午後３時
（28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
農機具購入の際に、農業資金をご利
用いただいた場合は特別金利にて提供
いたします。また、当日はJAバンク
の資金相談コーナーを開設しておりま
すので、是非お立ち寄り下さい。

上記３日間において商談又はご成約下さった方

アグリマイティー資金 当初３年間実質負担金利 年0.2％

「保証料助成キャンペーン」により、保証料全額助成いたします。
【お問い合せ】農業機械事業所
12

TEL.0476(22)3815

平成３０年の台風２１号
並びに北海道胆振東部地震の
被害を受けられた皆様へ

久住朝市開催のお知らせ
久住朝市「秋の収穫祭」を開催
【開催日時】 10月20日㈯
午前８時30分～午前11時まで

い ぶり

台風21号並びに、北海道胆振 東部地震にて、
犠牲になられた方々とご遺族の皆様に対し深く
お悔やみ申し上げますと共に、甚大な被害を受
けられた皆様に対して心よりお見舞い申し上げ
ます。
被災地の一日も早い復旧・復興へ向け、JA
グループ一丸となって支援に取り組んでまいり
ます。

【開催場所】 久住支所
ポツプコーン
無料配布！
焼き芋や新米、新鮮な
秋野菜の販売など、様
々なイベントを計画し
ています。
【お問い合せ】久住支所

TEL.0476（36）1101

成田市農業協同組合 代表理事組合長 設楽 憲一
成田山開基1080年記念

成田警察署より
過激派非公然アジト発見に御協力ください！
●過激派とは･･･
過激派（いわゆる極左暴力集
団とも呼ばれる）とは、私たち
の社会を暴力で破壊、転覆しよ
うと企てる極めて反社会的な集
団です。過激派は、様々な闘争
課題を掲げて、放火や爆弾事件
など凶悪なテロ、ゲリラを引き
起こし、社会や一般市民に大き
な被害をもたらし続けています。
●非公然アジトとは･･･
非公然アジトとは、過激派が、単身や夫婦な
どの善良な市民を装い、マンションやアパート
に潜み、
「テロやゲリラ」事件を引き起こすため
の準備をしている場所です。
あなたの周りにこんな人、武器を製造してい
るところはありませんか？
○部 屋への出入りの際、周囲を異状に気に
している。
○こ とさらに近隣の住民と接しないように
している。
○部屋の中で工具類を使う音がする。
○部屋の中から火薬・薬品類の臭いがする。
非公然アジトを発見するためには、皆様のご
理解とご協力が不可欠です。もし、あなたの周
辺で「あれ？なにか変だぞ！」と思ったときは、
どんな些細なことでも構いませんので、
◦１１０番または成田警察署(０４７６－２７－０１１０)
◦最寄りの交番、駐在所までご連絡ください。

2018NARITA花火大会開催
【開催日時】 10月13日㈯
18時30分～打ち上げ開始
荒天中止（※予備日はありません）
【開催場所】 成田ニュータウンスポーツ広場
（成田市台方1415地先）
（JA成田市も協賛しています）

千葉県最低賃金改正のお知らせ
千葉県内の事業場で働くすべての労働者
（パート、アルバイト含む。
）と、その使用者に
適用される
「千葉県最低賃金」
（地域別最低賃金）
が改正されました。

平成30年10月１日から

時間額 895円
（従来の868円から27円引上げ）
詳しくは、千葉労働局労働基準部賃金室
（☎043－221－2328）又は最寄の労働基準監
督署にお問合せください。
千葉労働局ホームページ
http://chiba-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp
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村島

のうきょう柳檀

川柳・俳句・短歌

成田市飯仲

伊能

庄次

芳雄

敏雄

小雨降る庭で踊る か 赤 ト ン ボ



成田市飯田町

山﨑

保子

壽夫

刈り入れをすましたあとの水田に
きれいに並ぶ 稲 株 の あ と



成田市並木町

岩田

同級生カゴ一杯の 柿 も ら い



成田市大竹

檜垣

春江

年かさね想い出作 り 楽 し も う



成田市幡谷

石井

美智子

新吾

黒々と稲わら焼い た 水 田 を
トラクターに て 友 が 耕 す



成田市畑ヶ田

平岡

秋立てり今宵は探 す 君 の 星



成田市長田

新島

一瞬に光りつつ落 つ 秋 の 蝶



成田市大清水

秋の田や晩生の穂 並 残 る 様
市松模様に似 て お も し ろ し



平成
年

9

月

15

日現在の作品（敬称略）

読者のおたより

夏野菜の不作にショックを受けつ
つ、これからの苗作り、畑の土作り
と頑張っている所です。
初めて挑戦した事で田んぼの＂く
ろ＂に枝豆をまいたのですが、小さ
い枝に豆が沢山実り、塩ゆでして美
味く頂きました。
酒々井町伊篠 𠮷野 富美子



広報「みのり」いつも大変楽しく
拝読しております。ためになる情報
が満載で勉強になります。表紙が未
来を感じる子ども達の笑顔にあふれ、
毎回楽しみです。
成田市南羽鳥 七夕 てる子



刈田にて秋空のもとたわむるる
切株めがけしらさぎのむれ

稲刈りもおわり広々とした刈田に
数羽のしらさぎが……。スッキリと
した秋空のもと、上空から切株めが
け文字をえがくように着地をくりか
えす……。のどかな田園風景につか
の間のショータイムにみとれ感動有
り。 成田市新妻
石橋 直子

八月中の暑さはどこへやら……。
窓からスーと涼しい風が入ってき
ました。秋、ちゃんとやってくるん
ですね。
成田市久米
佐々木 和子
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※読者の皆様からいただいた内容は原稿をそのまま使用しております。

CROSSWORD-PUZZLE

➡タテのカギ

〜クロスワードパズル〜

【今月のヒント】

二重マスの文字をならべるとある言葉になります。

いがに注意しましょう

〒286-0022 成田市寺台292
番地、成田市農業協同組合
広報みのり係まで官製はが
きにてご応募ください。
10月15日消印有効。

クロスワードの応募の方は…

①郵便番号、住所 ②電話
番号 ③氏名 ④答え
抽選で10名の方に「クオ
カード（1,000円 分）」をプ
レゼント。

〔先月の当選者〕
（敬称略）

コスモス

成田市飯仲
成田市大竹
成田市南羽鳥
成田市水掛
成田市大清水
成田市芦田
成田市下金山
成田市上町
酒々井町酒々井
酒々井町東酒々井

村 嶋
岩 田
七 夕
伊 藤
新 島
加 藤
小 川
小 倉
小別当
玉 野

政 次
保 子
てる子
芳 之
新 吾
良 子
茂 子
孝 子
まち子
輝 子
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馬に乗る人のこと
マガモを改良して作ら

れました
お金を借りると付くこ
とも
⑥ 日本海軍が作った世界
最大の戦艦
⑦ 軍配をもって土俵に上
がります
⑨ 神社で神事に奉仕する
女性
⑪ 泡立ててメレンゲを作
ります
⑬ 田畑を耕す道具の一つ
⑮ 首都はハノイ。米の生
産が盛んな国です
⑰ ――あれば憂いなし
⑲ 野球でランナーが滑り
込む所
⑳ カトリックでは神父、
プロテスタントなら
 リレーの選手がつなぐ
物
⑤

各コーナーのご応募の宛
先・宛名は…

【先月号の答え】

①
③

➡ヨコのカギ
①

ギーチョンと鳴く秋の

②

虫

図書館で専門的な仕事
をします
③ 海に潜って貝などをと
る職業
④ 目のこと。つぶらな―
―
⑥ ゆらゆらとバランスを
取る玩具。
長い腕を持つ人の形を
しています。
⑧ 子（ね）と寅（とら）
の間
⑩ 警察官や消防士、裁判
官はこれ
⑫ 黄門様のお膝元です
⑭ 決まった時間に寝起き
する、――正しい生活
⑯ 渦巻き模様が付けられ
た練り物
⑱ 二十世紀、新高などの
品種があります

JA葬祭より
もしもの時…
まずはお電話下さい

JA成田市 生活課
☎0476-23-0091
任せて安心 JA葬祭
《年中無休 24時間受付》
A0120-58-0983
◆病院から御安置先へのご遺体搬送
◆虹のホール、八富成田斎場、
さくら斎場、ご自宅、寺院、
での葬儀のお手伝い
◆生花、盛籠、ギフト等のご注文
◆事前相談・無料お見積り

～真心こめてお手伝い致します～

JA虹の友
会員募集中

会員特典のご案内
◦設営費３万円割引
◦供物の割引
◦新盆棚の割引
その他特典ございます

公益財団法人成田市農業センター
「農地中間管理事業」の取組み
担い手への農地集積・集約化や耕作放棄地の解消を図るため、
農地所有者と農業経営者の間に立ち、農地の中間的な受け皿と
なる「農地中間管理機構」が農地の集約化、経営規模の拡大、
新規参入を進めている取組み(農地中間管理事業)です。
千葉県では「公益社団法人 千葉県園芸協会」(以下、機構)が
農地中間管理機構の指定を受け、業務の一部を市町村と連携し、
旧成田市については当農業センターが窓口業務を行っています。

窓

以下のような場合は、機構が借受けする対象農用地から除き
ます。
①農業振興地域の区域外(市街化区域等)の農地。
②農 用地の所有者が共有名義になっていて、同意書が添付され
ていない場合。
③仮 登記又は抵当権の設定等がある場合など、安定した貸付に
支障が生じる可能性があるもの。
④再生不能な遊休農地など、利用することが著しく困難な場合。
⑤借受け希望の状況等から、貸付ける可能性が著しく低い場合。
お問合せ・ご相談は、成田市農政課または(公財)成田市農業センターへ

（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。

～ 8 月定例理事会～

【議決事項】
理事に対する貸付金実行について

②

農産物検査業務規程の一部変更について

談

農地貸付への注意点

入会金以外の費用は
一切かかりません。

①

相

①農地を借り受けます(農地中間管理権)。
②必要な場合は、基盤整備等の条件整備を実施します。
③担 い手がまとまりのある形で、農地を利用できるように配慮
して貸付けます。
④機 構が農地を借り受けてから貸付けるまでの間、農地として
管理します。

入会金
3,000円のみ

理事会だより

口

■正組合員数
３，
３９５人
■准組合員数
４，
２７０人
■出資金
１１億０６２０万円
■貯金残高
８９６億９１５４万円
■貸出金残高
２４２億１４６８万円
■長期共済保有高 ２８９５億５８８４万円
■購買品供給高
８億９０４６万円
■販売品取扱高
１３億２５０１万円

（７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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〜第二二〇章〜

夏から秋に咲くトレニアは、とても育てや

すい植物で、近所の庭や畑にも群生していま

す。たくさんの花を次々咲かせるので、枯れ

た花を切り取る花がら摘みをしています。

和名夏菫は、暑さに強くすみれに似た花を

咲かせることが命名の由来です。一般的には

英名のトレニアで呼ばれています。原産国は

東南アジア、アフリカを中心に分布するアゼ

トウガラシ科の一年草 です。ゴマノハグサ科

で分類される場合もあります。茎は、地を這
シン ケイ カ

うように広がり、茎の上部の葉の付け根から、

２～３㌢の唇形花を咲かせます。唇形花とは、
筒状になった花の先が上下にわかれて唇のよ 
～

㌢程度 です。

う な 形になった 花のこと で す。 青、 紫、白、

黄、ピンク等の花は草丈

秋には 葉 が紅 葉 す るのも 楽 しみの一つで す。

先日、トレニアの脇に置いてあったナデシ

コのプランターに、びっしりトレニアが発芽

していたので驚きました。風に乗ってこぼれ

種が発芽していたのです。暑いので、毎日水

まきをしていたからです。全体の姿が崩れて

きたら、切り戻しをします。丈の半分位に切

り戻すと、株が元気になって花芽も増えます。

春にはこぼれ種で発芽するのが楽しみです。

※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。

(毎週土曜日10:00～15:00まで）

043（496）1000
0476（24）2926

●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

（小菅）

夏すみれシャワーが欲しい口開けて
写真・文

043（496）2036
0476（24）8611

0476（22）7788

0476（36）1101 農業機械事業所（酒々井） 043（496）9687 NACS酒々井
共済普及課 0476（22）6714 遠山支所 0476（35）0511 ケアセンター美郷
0476（23）7711 宝田農産物直売所
金融渉外課 0476（22）6796 中央支所 0476（22）6712 生活課（葬儀受付）
0476（23）0091 酒々井農産物等直売所
金融課
0476（22）6715 酒々井支所 043（496）0291 JA葬祭
A 0120（58）0983 ローンセンター

0476（22）6713 久住支所

（年中無休の24時間対応）

0476（22）7788

NACS美郷

燃料事業所

共済課
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0476（36）1341
0476（36）1541

0476（22）6807 豊住支所

15

加工販売課
園芸課

0476（22）6711 生活課
0476（22）6691 公津支所
0476（22）6739 八生支所

0476（22）6716 購買課
0476（20）1971
0476（26）9121 営農指導課
0476（22）6717
0476（26）8036 農業機械事業所（宝田） 0476（22）3815
0476（37）0003 農業機械事業所（十余三） 0476（36）1546

総務課
審査課
経理課

監査課

トレニア
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●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１日
●編 集／広報みのり編集委員会
●印 刷／株式会社ライフ
10

（アゼトウガラシ科）
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