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〇農ビ・農ポリマルチ予約・当用推進
〇夏秋蒔用種子予約推進

花木センター
〇売出し・フェアの実施
　☆花木流通センター
　　６月３日（土）～４日（日）	 農作業応援フェアⅡ
　　６月９日（金）～12日（月）	 園芸さわやかフェア
　　６月17日（土）	 農畜産物フェア
　　６月23日（金）～26日（月）	 農作業応援フェアⅢ
　　47都道府県キリン一番搾り

「群馬に乾杯」	 ６月６日発売
　☆愛菜館
　　６月８日（木）・18日（日）・28日（水）

	 ８の日お米フェア
　　６月７日・14日・21日・28日（水）

	 毎週水曜日　精肉全品２割引
　　６月17日（土）	 午前市
　　６月23日（金）～25日（日）	 お客様フェア

肥料農薬課
〇セルフブレンド推進
〇茎葉処理除草剤大型規格推進
〇バンカーシート推進
〇水稲肥料農薬推進

生活課
○太陽光発電推進	 （周年）
○アンデスメロン推進	 （５月～６月）
○エーコープ新茶推進	 （６月まで）
○「上州もみ切りうどん」・「四季のめん詰合せ」
	 （６月～７月）

葬祭総合課
〇会員獲得募集の推進
〇生花利用拡大運動	 （周年）

施設住宅課
○賃貸アパート・個人住宅推進	 （周年）
○カクイチ物置・広スペースハウス推進	 （周年）
○住友不動産（株）「新築そっくりさん」推進	 （周年）

ガス課
〇オールブランドガス器具推進	 （４月～12月）
〇第１回クミアイガス器具推進	 （４月～６月）

○ＪＡ生産販売計画の実践支援
○営農指導機能強化支援
○農業経営管理支援
○法人等担い手支援
○出向く営農支援体制の強化と活動支援
○ＪＡ担当者の人材育成支援
○ＪＡの野菜振興取組支援
○農産物の安全・安心対策

酪農畜産課
〇生乳の計画生産の推進
〇初妊牛導入推進
〇素牛導入推進
〇種豚導入推進
〇渋川家畜市場若齢子牛の集荷推進
（優良ET卵産子の活用促進）

米麦特産課
○こんにゃく荒粉・精粉出荷販売推進（入札の実施）

園芸販売課
〇共計ほうれん草販売	 （周年）
〇共計チンゲンサイ販売	 （周年）
〇共計味にら販売	 （周年）
〇共計生梅販売	 （６月末日迄）
〇共計ブリックスナイン販売	 （６月末日迄）
〇共計赤じそ販売	 （６月末日迄）
〇共計県統一規格きゅうり販売	 （７月末日迄）
〇共計バンダム販売	 （７月末日迄）
〇共計にがうり販売	 （９月末日迄）
〇共計県統一規格露地なす販売	 （11月末日迄）

販売促進課
〇春夏野菜販売促進
〇もやし類・加工野菜販売促進
〇花き類販売促進

園芸資材課
〇夏用出荷資材予約・当用推進
（枝豆・みょうが・おくら・なす・ほうれん草等）
〇夏秋用青果物段ボール予約・当用推進
〇果樹袋当用推進（りんご・ぶどう・なし・もも等）
〇低コスト段ボール
（AKライナー・ノンステープル段ボール）の推進
〇ハウス用更新資材推進（農ビ・農ポリ等）
〇ネポン暖房機予約推進（第１期・４～６月）

JA群馬担い手サポートセンターJA群馬担い手サポートセンター

生産資材部生産資材部

畜産農産部畜産農産部

生 活 部生 活 部

園　芸　部園　芸　部

自動車燃料部自動車燃料部

6事業のうごき



４月25日（火）、ガス課主催による「平成29年度

ＪＡ－LPガス取扱強化研修会」が開催され、ＪＡ担当

者へのLPガス情勢や28年度実績の報告、29年度

の取扱要領について説明が行われました。その中で

購買事業基本方針として平成29年度は意識改革の

もと「消費者ニーズに対応した快適なLPガス生活」

への提案と「継続的・安定的なガス供給体制の確立」

を図るための実施具体策が示されました。

■継続的・安定的な
　ガス供給体制の確立

４月29日（土）、前橋市宮城体育館にて「全農杯 

平成29年度全日本卓球選手権大会 群馬県予選」が

開催され、117名の子供たちが出場しました。当県

本部は、「ホープス（小学６年生以下）・カブ（小学４

年生以下）・バンビ（小学２年生以下）の部」へ特別協

賛し、参加者全員にコンニャクゼリーを、１位から

３位の入賞者へ副賞としてＪＡ高崎ハム製品詰め合

わせセット等を贈呈しました。

■子供たちの健闘を讃える
５月９日（火）、ＪＡ邑楽館林明和支所事務所建設

に伴う起工式が執り行われ、ＪＡ・工事関係者・当

県本部含む36名が出席しました。支所再編計画に

より第１号店館林北支所に続き、第２号店の明和支

所は、千江田・梅島・佐貫の３支所を統合した支所

として12月にオープン予定です。江森組合長は挨拶

の中で「この明和支所は、地域の皆様に必要とされ

るＪＡを目指して、多くの人々が集い賑わうような

店舗にしたい」と語られました。

■多くの人々が集い賑わう店舗に

４月13日（木）・18日（火）、ＪＡ群馬担い手サポー

トセンター主催による「トレサビ（生産履歴記帳支援）

システム基本操作研修会」が開催され、10ＪＡ21名

が参加しました。当日は㈱群馬農協電算センターの

方が、生産履歴シートの作成から読み込み判定の操

作方法やGAPシートの活用方法などについて、実際

にパソコンを使いながら操作研修を行いました。こ

のシステムの活用により農薬の適正な使用について、

農薬適正使用基準による判定が可能になります。

■実践研修で業務に活かす

トレサビシステム基本操作研修会 JA–LPガス取扱強化研修会

ＪＡ邑楽館林 明和支所　起工式全農杯 平成29年度
全日本卓球選手権大会群馬県予選



５月10日（水）、コンプライアンス推進部は、「コンプラ

イアンス推進全体職員研修会」を開催しました。最初に、

成清理事長の29年度のスタートにあたってのメッセージ

内容を確認し、須藤本部長が平成28年度のリスク事案

の４割を占める労働災害について「業務に係る従業員一

人一人が、いち早く危険性に気づき発信し、これを職場と

して取り上げ役立てていくことが重要である」と述べら

れ、ＪＡグループの一員として自覚ある行動を呼びかけ

ました。続いて、研修会では今年度のコンプライアンス推

進・リスク管理実施計画について説明が行われ、職員全

体にコンプライアンス意識の徹底が図られました。

５月13日（土）、ＪＡ全農ぐんま労働組合は、熊本地震

復興支援活動の一環としてチャリティーバザーを開催

しました。昨年４月に発生した熊本地震は被害が大き

く、震災発生から１年が経過した

現在でも復興が遅れ、未だ震災発

生前の生活を取り戻すことが出来

ない方々が数多くいます。そのた

め１日でも早い熊本の復旧を願っ

てこのバザーを開催し、売上金

37,460円を全額義援金として日

本赤十字社へ寄付しました。

■JAグループの一員として自覚ある行動を ■熊本地震復興を願って

コンプライアンス推進全体職員研修会 熊本地震復興支援チャリティーバザー



放 映 予 定

辻  はるなアナ

番組名／提供 放送日 ※再放送日 時　間

日本人の心！お米の旅／JA邑楽館林
６月12日（月） PM９：00〜９：30

※６月18日（日） AM８：00〜８：30

ＪＡ農産物直売所キャラバン／JAバンク群馬
６月19日（月） PM９：00〜９：30

※６月25日（日） AM８：00〜８：30

ＪＡ群馬担い手サポートセンターは、５月12日

（金）ＪＡ群馬研修センターにて、「平成29年度 TAC

活動研修会（初級向け）」を開催しました。出席者は、

４ＪＡ TAC担当者他26名。担い手農家への対応強

化と育成を図るため、TAC活動の基本となる担い手

対応の必要性や役割、今後の課題に続き、外部講師

を招き「コミュニケーション能力アップ講座」の研修

が行われました。参加者は、「担い手の話をしっかり

と聴き、ニーズを確実につかみ、それに対して全力

で対応策を検討・提案する」TAC活動に役立てます。

Ｔとことん、Ａ会って、Ｃコミュニケーション!!（TACキャッチコピー）Ｔとことん、Ａ会って、Ｃコミュニケーション!!（TACキャッチコピー）

５月15日（月）、成清理事長が当県本部に来所され、
講話と意見交換会が実施されました。講話の中で、改
正農協法、「農林水産業・地域の活力創造プラン」の概
要に触れ、その対応策の実践について述べられました。
続いて、新年度のスタートにあたってのメッセージと
誓いの日のメッセージについて、改めてわかりやすく
講義されました。事業計画を着実に実践していく一方
で、「農林水産業・地域の活力創造プラン」対応の基本
姿勢について、会員・組合員から支持され、かけがい

成清理事長来所　講話と意見交換会を実施成清理事長来所　講話と意見交換会を実施

のない存在であり続ける組織になること、会員・組合
員の立場に立って社会に発信し続ける組織になること
を実践していくよう熱意を持って語られました。その
後、県本部職員と熱心に意見交換をおこない、全農自
己改革の意識統一が図られました。

▲グループ討議の様子

▲意見交換の様子 ▲講話をする成清理事長

▲コミュニケーションの知識と
言動のマナーについて研修を行いました
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平成29年度　夏の蒟蒻 詰合せセット注文書
キリトリ線

農業協同組合　　　　　　　支所（支店） 推進者：
当JA管内の範囲で回覧することに同意の上、申し込みます。

お願い…商品の都合により、パッケージ・品名・量目等が
 かわることがありますので、ご了承下さい。

口
座・

現
金

口
座・

現
金

口
座・

現
金

口
座・

現
金

セット内容
●ぷるんと蒟蒻ゼリー（グレープ）
●ぷるんと蒟蒻ゼリー（ピーチ）
●黒糖蜜ときな粉の葛きり

甘味セット1,400円 本体価格
1,296円

(

税
込)

●きな粉と練乳で食べる苺の葛きり
●ミルクな寒天（ブルーベリー）
●あんみつ

ご注文はJA・全農へ
お問い合わせ先／JA全農ぐんま　米麦特産課　TEL.027-220-2251　FAX.027-265-1415
○ご注文頂くセットの数量をお書き下さい。
※セット内の商品は、単品でも取扱いしております。詳しくはお問い合わせ下さい。

○ご記入いただいた個人情報は申込商品の受付け、注文品等の配達・配送その他契約の締結・履行・費用・代金の請求、決済、当組合の提供する商品・サービスに関する
各種の情報のご提供等に利用します。

○この回覧には個人情報が含まれますので回覧者以外には、情報を出さないようにお願いします。 ※本チラシに掲載の価格は、JA全農希望小売価格です。

受注
生産 このマークの商品は、受注生産の為、ご注文からお届けまで

７～10日程度お時間がかかります。
全セット包装致します。

包装
対応

お願い…商品の都合により、パッケージ・品名・
 量目等がかわることが
 ありますので、ご了承下さい。

受注
生産 このマークの商品は、受注生産の為、ご注文から

お届けまで７～10日程度お時間がかかります。

全セット包装致します。
包装
対応

Aセット

1,080円 本体価格
1,000円

(

税
込)

セット内容
●群馬県産生芋板こんにゃく
●群馬県産生芋糸こんにゃく
●あく抜きいらず板こんにゃく　
●あく抜きいらずしらたき
●刺身こんにゃく(辛子酢みそ付)
●糖質０カロリーオフ柚子さしみ
●群馬の生芋玉こんにゃく　 ●わかめうどん風こんにゃく

甘味セット

1,400円 本体価格
1,296円

(

税
込)

セット内容
●ぷるんと蒟蒻ゼリー（グレープ）
●ぷるんと蒟蒻ゼリー（ピーチ）
●黒糖蜜ときな粉の葛きり　●きな粉と練乳で食べる苺の葛きり
●ミルクな寒天（ブルーベリー）　●あんみつ

特別セット

2,160円 本体価格
2,000円

(

税
込)

セット内容
●げんこつ山の玉こん（生ずり）
●生芋こんにゃく（生ずり）　●生芋しらたき（生ずり）
●生芋小玉こんにゃく（生ずり）　●刺身こんにゃく（青のり）
●突きだしこんにゃくのピリカラ炒め　●みそ漬けこんにゃく

受注
生産

包装
対応

受注
生産

包装
対応

包装
対応

消 費 拡 大 推 進 期 間

H29.7/1-8/31

詰
合
せ
セ
ッ
ト

こ
ん

に
ゃ
く
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掲載の価格は、JA全農希望小売価格です。



導かれるように

今回の農業チャレンジャーは、ＪＡ赤城たちばな
管内でキャベツを生産する狩野さんです。
最初に、就農のきっかけをお聞きしました。「以前
は建築関係の会社で営業をしていました。27歳の時、
転職を考え１日に３社の面接を受けました。『ご両親
はどんな職業ですか』との質問に、『地元の群馬で農
業をしています』と答えると、３社の社長とも『農業
を継いだ方がいい、私もいずれ農業をしたい、農業
はこれから発展していく』と言われました。１日に
３人から農業を勧められたことがきっかけで、28歳
で就農しました」と導かれているように感じたこと
を語ってくれました。

栽培スケジュールの確立

ご両親は、こんにゃくを生産していますが、狩野
さんは他の作物を生産したいと考えました。そこで
最初の１、２年は、ブロッコリー、とうもろこし、
なす、うど、ほうれん草、加工用トマト、しょうが、
玉ねぎなどいろいろな野菜を栽培したそうです。「殆
どの野菜は、出荷の規格にあわせて、選別、出荷調
整作業が細かなため、ひとりで作業するには負担が
大きかったのです。いろいろな作物に挑戦してみて、

狩 野　真（かのう・まこと）さん

1980年生まれ　36歳
ＪＡ赤城たちばなキャベツ部会所属
ＪＡ赤城たちばな青年部

栽培面積····························· 6.5ha

好きなキャベツの種類：初恋

好きなキャベツの食べ方：浅漬け

休日：休みなしでキャベツ栽培に
取り組んでいます

P r o f i l e

選別・調整作業の負担が比較的少ないキャベツを栽
培していくことに決めました」と自分なりに探して
出会った品目がキャベツだったことを話してくれま
した。キャベツ栽培について地域の先輩から教えて
もらったり、自己流で試して失敗することもあった
り、試行錯誤を重ねられました。その甲斐あって、
今では播種から定植、収穫、出荷までしっかりとス
ケジュール管理されています。

今後の展望

キャベツの栽培を本格的に始めて７年になる狩野
さんに、心掛けていることを伺ったところ「何でも初
期の対策が肝心です。例えば、定植後25日から30日
位で畝上げ機をかけます。雑草の芽が出る前に畝上
げすることで草退治作業の80%以上を減らすことが
できます」と早めの対策をとり作業効率をあげている
ことを教えてくれました。今後について伺うと「いず
れは人を雇ってキャベツ栽培をしていくことを考え
ているので、今は、好きなことをすることも考えず、
休日を返上して、朝５時半から夜８時までキャベツ
栽培に取り組んでいます」と語ってくれました。
こうした努力の積み重ねと効率的な生産方法の確
立により、今後さらなる活躍が期待されます。

JA赤城たちばな

安全で安心なおいしいキャベツを消費者に届けたい
JA赤城たちばな管内　狩 野 　真 さん



1�管理が行き届いたキャベ
ツ畑を背に。

2�苗の根の伸び具合を確認
する狩野さん。

3��真剣な表情で畝上げ機を
かける狩野さん。苗に沿っ
た美しい仕上がりです。

4�明日の定植を待つキャベツ
の苗たち。

２３

1

４



P r o f i l e

―入組して何年目ですか？
９年目です。農林大を卒業して

沢田農協に就職しました。沢田農
協では、畜産酪農関係を含め幅広
い業務でしたが、あがつま農協と
合併して畜産酪農課に配属になり
ました。ずっと畜産酪農関係に携
わっています。

―ＪＡで働こうと思ったきっか
けは何ですか？

農林大では経営流通学科で農業
経営を学び、米やこんにゃくの生
産についても実習しました。高校
では、中之条高校の生物生産課で
動物コースを選択し、牛や犬を飼
育していました。農業について幅
広く学んだことと両親が菌床しい
たけや加工用野菜の栽培をしてい
たことから、ＪＡに親しみを持っ
ていましたので、ＪＡで働きたい
と思いました。

「
乳
質
向
上
に
貢
献
し
た
い
！

信
頼
さ
れ
る
職
員
を
目
指
し
て
」

宮
み や ざ き

崎　智
と も ひ ろ

裕さん

JAあがつま　畜産酪農課

―高校で動物コースを選択した
のはなぜですか？

犬が好きなんです。やっぱり柴
犬がかわいいですね。

―現在のお仕事内容を教えて下
さい。

酪農家の巡回指導や雌牛の血統
登録、青年部の事務局補佐などで
す。まめに酪農家を巡回し、乳質
を良くするために検査用サンプル
を採ったり、血統登録に必要なこ
とを聞いて来たりします。他にも
青年部のイベントに参加し、食育
活動をしています。

―どんな時にやりがいを感じま
すか？

共進会で管内の酪農家の牛が上
位に入るとうれしいですね。３月
に群馬県ブラック＆ホワイトショ
ウが県畜産試験場で開催されて、

管内のホルスタイン４頭が上位に
入りました。そこで上位に入ると
御殿場で開かれるセントラルホル
スタインショウに出場できます。
４月に開催されたのですが、月齢
３才から３才６ヶ月の部であがつ
ま管内のホルスタインがチャンピ
オンになりました！

―最後に今後の意気込みを教え
て下さい。
「畜産酪農のことは宮崎くんに

頼れば大丈夫！」と思っていただ
けるような信頼される職員になる
のが目標です。できるだけ組合員
さんと直にお話しして役に立てる
ように、これからも頑張ります！

―宮崎さん、これからも組合員
の方々のために頑張ってくださ
い。ありがとうございました！

がんばって
 まーす
がんばって
 まーす

▲セントラルジャパンホルスタインショウ集合写真

宮崎　智裕
みやざき・ともひろ

（29歳）

趣味
········· スノボ・カラオケ・ドライブ
休日の過ごし方
··········· 趣味と農作業（米・白うり）
好きな食べ物··············· 肉（ハラミ）

●職場の皆さんからみた宮崎さん
　「·農家の方や職場でも信頼があ
り、ストイックに仕事に取組ん
でくれて、うちのナンバーワン
エースです！」



畜産ダイジェスト

５月　渋川家畜市場市況
区分 性 出場頭数 成立頭数 高値価格 安値価格 平均価格 平均体重 平均日令 平均単価

子牛

雌 88 85 868,320 622,080 728,911 286 292 2,544
雄
去 156 150 1,035,720 448,200 834,580 317 289 2,631
計 244 235 1,035,720 448,200 796,359 306 290 2,602

成牛

雌 6 5 933,120 658,800 747,792 481 2,676 1,552
雄
去
計 6 5 933,120 658,800 747,792 481 2,676 1,552

若齢

雌 7 6 785,160 515,160 612,540 130 124 4,687
雄 6 5 667,440 558,360 620,136 175 137 3,535
去
計 13 11 785,160 515,160 615,992 151 130 4,079

合　　計 263 251 1,035,720 448,200 787,487 302 330 2,601

肉豚実績	 （税込）（単位：円）
月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 合計 平均

総と畜合計	
（単位：頭）

平成28年 40,481	 35,948	 37,630	 35,502	 37,818	 39,656	 40,977	 43,339	 43,106	 41,406	 37,917	 42,446	 476,226	 39,435	
平成29年 38,054	 38,054	 38,054	

群
　
　
馬

極
上

平成28年 495	 565	 609	 558	 501	 521	 484	 514	 519 499 549 520 527
平成29年 505	 505

上 平成28年 492	 560	 603	 557	 499	 526	 483	 508	 518 501 515 507 522
平成29年 504	 504

中 平成28年 477	 552	 601	 545	 488	 512	 469	 496	 506 483 502 492 510
平成29年 492	 492

並 平成28年 437	 520	 556	 504	 465	 466	 431	 450	 463 436 460 446 470
平成29年 447	 447

等
外

平成28年 339	 377	 392	 388	 362	 361	 346	 339	 335 315 306 299 351
平成29年 291	 291

全
体

平成28年 467	 534	 577	 532	 480	 501	 460	 482	 494 471 489 482 497
平成29年 477	 477

月平均は（総売上÷総重量）	 ㈱群馬県食肉卸売市場　肉豚課

肉牛実績	 （瑕疵抜き税込）（単位：円）
月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 合計 平均

上場頭数	
（単位：頭）

平成28年 1,109.0 778.0 745.0 903.0 791.0 973.5 866.5 1,114.0 1,271.5 808.0 670.0 801.0 10,029.5 880.9
平成29年 1,051.5 1,051.5 1,051.5

黒
毛
和
種
（
去
）

A5 平成28年 2,937	 2,958	 2,886	 2,896	 2,843	 2,772	 2,836	 2,938	 3,055	 2,906	 2,823	 2,809	 2,904	
平成29年 2,882	 2,882	

A4 平成28年 2,734	 2,733	 2,653	 2,631	 2,587	 2,553	 2,608	 2,675	 2,645	 2,583	 2,568	 2,491	 2,634	
平成29年 2,632	 2,632	

A3 平成28年 2,514	 2,525	 2,393	 2,356	 2,371	 2,322	 2,372	 2,411	 2,261	 2,304	 2,214	 2,119	 2,362	
平成29年 2,279	 2,279	

A2 平成28年 2,332	 2,304	 2,184	 2,154	 2,002	 2,138	 2,047	 1,955	 2,053	 1,791	 1,947	 2,088	
平成29年 2,002	 2,002	

交
雑
種
（
去
）

B5 平成28年 2,126	 2,052	 2,174	 2,100	 2,124	
平成29年 1,966	 1,966	

B4 平成28年 1,902	 1,892	 1,844	 1,914	 1,916	 1,920	 1,938	 1,942	 2,015	 1,867	 1,836	 1,819	 1,910	
平成29年 1,760	 1,760	

B3 平成28年 1,742	 1,719	 1,710	 1,755	 1,754	 1,742	 1,760	 1,754	 1,760	 1,710	 1,676	 1,637	 1,739	
平成29年 1,615	 1,615	

B2 平成28年 1,602	 1,588	 1,557	 1,582	 1,584	 1,607	 1,583	 1,549	 1,509	 1,504	 1,398	 1,389	 1,556	
平成29年 1,318	 1,318

㈱群馬県食肉卸売市場　肉牛課



～群馬県内のＪＡの活動をご紹介～ＪＡピックアップ！

ＪＡたのふじ

４月17、24日の２日間、ＪＡ職員として地域の農

業について理解を深めようと、ＪＡ新採用職員13人

を対象に農業研修を実施しました。研修はＪＡたの

ふじ青年部の協力で、研修の場は部員11人が提供。

職員は５班に分かれて研修を受講し、職員は野菜や

花の手入れ、家畜の世話などを体験しました。

現場では部員の指導を受けながら、手入れや収穫

などを作業し、栽培や管理を学びました。参加した

職員は「実際にやってみて、農業の大変さが分かっ

た」「今まで農業に携わったことがなかったので、

貴重な体験ができた」と意識を高めました。

清水裕介青年部長は「ＪＡ職員と交流することは

青年部員としてもメリットになる。研修は今後も続

けたい」と話しました。

農業研修でJA職員の資質高める
職員13人が受講

▲ 部員に指導を受けながら作業する職員

ＪＡはぐくみ
夏野菜の定植が本格的に始まる４～５月にかけ

て、ＪＡはぐくみ国府果菜苗組合は連日、良質な春

苗を県内直売所に出荷しています。13戸の農家が

ナス、キュウリ、トマトなど80品目・80万本を生

産。目ぞろえ会で規格統一と意識共有を徹底し、各

ハウスで生育調整を行いました。

同組合は昭和48年に国府地区の農家６人で設

立。土作りや栽培管理技術を磨き、徐々に生産基盤

を拡大しました。春野菜、秋野菜、花、抑制の４部門

で生産・管理を分担し、品質の高位平準化を図って

います。

苗作りで最も力を入れているのが床
とこつち

土づくり。堆

肥などを混ぜ合わせた土でじっくり育て、根張りの

良い健全な苗に仕上げます。天候や土の渇きに応じて水をやり、苗の配置を変えて風通しと日当たりを調整

することで生育のバラつきを無くします。

後閑岩男組合長は「消費者ニーズに応えられるよう、品質向上と後継者育成に取り組む。専業農家向けの苗

を含め、販路拡大に力を入れたい」と話しています。

春苗出荷 大忙し 国府果菜苗組合

▲ 出荷時期の判断や管理の
ポイントを確認する組合員

国府果菜苗 

▲



ＪＡあがつま
ＪＡあがつま加工部では５月６日（土）、吾妻郡中

之条町折田にあるＪＡあがつま沢田直売所で春の感

謝祭を開きました。地元農家が育てた花苗・野菜苗

の即売会、「沢田の漬物」や同直売所の沢田産直組

合が出荷する旬の野菜、新鮮卵、焼きまんじゅうな

どの加工品を販売しています。

沢田直売所の感謝祭では、昨年から地元の農業高

校、中之条高校とコラボ企画商品を製造しています。

今春は中之条高校の生徒が丹精込めて育てたキュウ

リを使った漬物「中高漬」が目玉商品。コリコリし

たキュウリの歯ごたえと、行者にんにくのほのかな

香りが食欲を増進させ、ご飯にとても良く合う一品。

中之条高校の生徒が試食・販売も担当し、訪れた多

くの来場者に人気でした。

ＪＡあがつま沢田直売所「春の感謝祭」

「
中
高
漬
」
を
販
売
す
る

▲ 
中
之
条
高
校
生
徒

▲

今春、製造した「中高漬け」と
昨年の春・秋に製造した

「イチゴジャム」と
トマトジュース「甘しずく」

中之条高校生徒の黒岩将臣さんは「自分たちで育てたキュウリが商品になるのはとても新鮮に感じた。来

年度には中之条高校は合併して名前が無くなってしまうので、最後に中之条高校の名前で商品を宣伝できる

ことがとても嬉しい」と感想を語りました。

ＪＡ嬬恋村
ＪＡ嬬恋村女性部では、キャベツの消費拡大を目

的に、新しいキャベツ料理の試作に取り組んでいま

す。今回は本部役員が中心となりアイデアを出し

合った中から「おやき」に決定しました。

「おやき」の具は、野沢菜・高菜などが有名ですが、

これらの具に負けない、キャベツの食感を生かした

具となるよう、納得のいくまで試行錯誤を繰り返し

ながらようやく「キャベツのおやき」が完成しまし

た。また、キャベツのほか、「花いんげんのおやき」

も合わせて試作しました。「おやきは割と手軽にで

きるおやつ」と出来上がった「おやき」を全員で試食

し、感想を出し合いながら楽しく過ごしました。

この「キャベツのおやき」作りの様子は、ＪＡ嬬恋

村女性部の活動として群馬テレビ「ＪＡみどりの

風」でも取り上げられ収録が行われました。

「キャベツのおやき」作りに挑戦



営業時間：年中無休/9:00～18：00 営業時間：毎週火曜日定休/9:00～18：00

■園芸資材館/営農・園芸資材等 ■ふらわーらんど/鉢花、花苗等 ■JA植木コーナー
/緑花木、盆栽等　■エクステージ/外構・造園工事等 ■ブランド野菜館/産直野菜、
農産加工品等 ■外売場/野菜苗、大型肥料・用土、植木鉢等

（節電のため7月～2月毎週火曜日定休）

FAX:027-220-2424
TEL:027-220-2427
前橋市亀里町1307-1

お問い
合わせ先

お問い
合わせ先 TEL:027-210-7788

FAX:027-210-9811

前橋市古市町106-1

取扱商品
■産直野菜
　農産加工品/店頭精米等

取扱商品

前橋高崎線
フォレスト
モール

花木流通
センター
花木流通
センター

至高崎市街地

K  B　KU
花 木 流 通 セ ン タ ー

暮らしをもっと  花  やかに

K  B　KU
花 木 流 通 セ ン タ ー

暮らしをもっと  花  やかに

『県本部通信』に投稿いただいた方の個人情報は、プレゼント
の発送やお返事、紙面での紹介に使用させていただきますの
でご了承ください。また、これらの個人情報は前記の目的以
外には使用せず、ご本人より事前に同意をいただいた場合以
外には一切開示いたしません。

『県本部通信』における個人情報の取扱いについて

《あて先》
〒379-2147群馬県前橋市亀里町1310番
JA全農ぐんま「県本部通信」係まで
E-mail：info-gunma@gm.zennoh.or.jp 
※JAメール等でも結構です。

自由なご意見・ご感想をお寄せください。

花木流通センター便り 花木流通センターの耳寄りな

情報をお届けします！

これからの暑い時期おすすめの商品は、群
馬県産青梅「白加賀」です。毎年皆様に好評い
ただき、初夏には欠かせないものとなってい
ます。梅酒にしてもよし、梅ジュースにして
もよし、さっぱりしたい時にはぴったりです。
花木流通センターブランド野菜館にて材料か
ら容器まですべてご購入いただけます!! ほか
にも藪塚産小玉スイカをはじめ、様々な産直
農畜産物を取り揃えて営業いたします。

皆様のご来店心よりお待ちしております。

6月の売出し・イベント案内
色々な売出しやイベントが目白押し。ぜひお出かけください！

開催日 内　容

６月３日㈯ 農薬講習会

６月３日㈯
〜６月４日㈰ 農作業応援フェアⅡ

６月９日㈮
〜６月12日㈪ 園芸さわやかフェア

６月15日㈭ 寄せ植え講習会

６月17日㈯

農畜産物フェア
手のり盆栽悠美会
群馬県食肉卸売市場
　　上州牛・上州麦豚試食販売

６月18日㈰ 寄せ植え講習会
手のり盆栽悠美会

６月23日㈮
〜６月26日㈪ 農作業応援フェアⅢ

６月30日㈮
〜７月２日㈰ 群馬県老鴉柿研究会

※売出し・イベントの日程・内容は変更になる場合があります。
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石垣 惠美Food adviser -

1979年から群馬県家の光講師。
FM局等でも活躍中。

プレートを
キャンバスに
見立てて

石垣 惠美
Food adviser

1979年から群馬県家の光講師。
FM局等でも活躍中。

プレートをキャンバスに見立てて

1 豚肉に軽く塩・コショウする。アスパラは２㎝に切りサッと
茹でる。

2 豆腐は湯通しをして布巾で包み水気を絞り、ボールに入れパ
ルメザンチーズと味噌を加えよく混ぜる。

3 細かいパン粉にパルメザンチーズとローズマリーのみじん切
りを混ぜる。

4 １の肉に２の豆腐をぬり茹でたアスパラをのせ端から巻き３
のパン粉をまぶす。

5 オーブンを230℃に熱し、天板に４の肉巻きを並べ15〜17
分焼く。

6 器に肉巻きをのせ、ベビーリーフを添える。お好みでミカン
汁や塩をかける。

作り方

豚ロース薄切り肉 ････････････････ 320g
塩・コショウ ･･･････････････････････ 少々
アスパラ ････････････････････････････ １束
豆腐 ･･････････････････････････････ 1/2丁
パルメザンチーズ ･･･････････ 各大さじ１
味噌 ･･････････････････････････ 小さじ1/2
パン粉 ･･････････････････････････････ 30g
ローズマリー ･････････････････････････７g
ベビーリーフ ････････････････････････ 10g
ミカン汁 ･･････････････････････････ 1/2個
塩 ･･･････････････････････････････････ 適量

２人分· （１人分340kcal）

材　料

豚ロース肉巻きの
パン粉焼き




