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花木センター
〇売出し・フェアの実施
　☆花木流通センター
　　７月７日（金）～９日（日）	 七夕フェア
　　７月21日（金）～24日（月）	 恒例　夏の大売り出し
　　７月29日（土）～30日（日）	 県産農畜産物フェア
　☆愛菜館
　　７月８日（土）・18日（火）・28日（金）
	 ８の日お米フェア
　　７月５日・12日・19日・26日（水）
	 毎週水曜日　精肉全品２割引き
　　７月15日（土）	 午前市
　　７月21日（金）～23日（日）	 お客様フェア

肥料農薬課
〇セルフブレンド推進
〇園芸肥料農薬推進
〇茎葉処理除草剤大型規格推進
〇バンカーシート推進
〇水稲農薬推進

農業機械課
〇アグリマシンフェア	 ７月15日（土）～16日（日）

生活課
○太陽光発電推進	 （周年）
○「上州もみ切りうどん」・
　「四季のめん詰合せ」推進	 （６月～７月）
○高崎ハムお中元ギフト・関連商品推進	 （６月～８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）

石油課
JA–SS夏のキャンペーン	 （７月～８月）

ガス課
〇オールブランドガス器具推進	 （４月～12月）
〇大型給湯器特別推進	 （７月～９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

米麦特産課
○こんにゃく推進セット夏期特別推進
　推進目標　22,000ケース
（平成29年７月１日～８月31日）
○こんにゃく荒粉・精粉販売推進（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）
〇共計赤じそ販売	 （７月上旬迄）
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）
〇共計オクラ販売	 （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
〇夏秋野菜販売促進
〇もやし類・加工野菜販売促進
〇漬物類・こんにゃく類販売促進
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（キャベツ・トマト・なす等）
〇青果物予冷庫推進（パナソニック）
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戸別推進（農ビ・農ポリ等）
〇ネポン暖房機第２期推進（第２期・７～９月）
〇廃プラスチック適正処理推進
〇秋まき用種子推進（ブロッコリー・ほうれん草・きゅうり等）

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

7事業のうごき



平成29年度  新入職員紹介特集

忍
お し だ

田　千
ち あ き

暁　●管理部　企画経理課
出身地：みどり市
出身大学：高崎経済大学

①・出納
　・自燃部未収金管理
　・給油所月次精算処理

②�映画、漫画、犬の散歩

③素直であれ

④�トマト
　�すぐ赤くなるからです。

⑤�まだまだ勉強させていただくこと
ばかりですが目の前にある業務か
ら着実にこなしていき、進んで仕
事ができるよう努力していきたい
です。経理の知識を少しずつ身に
着け、職員として成長していける
よう頑張ります。よろしくお願い
します。

平
ひ ら た

田　大
ひ ろ み ち

道　●畜産農産部　米麦特産課
出身地：大泉町
出身大学：北里大学　大学院

①・推進担当
　　・�米・麦・大豆の出荷契約に関する業務
　　・�蒟蒻セット・麦とろ麺・トマトジュー

スのＪＡへの推進

②�趣味：バイク修理　ツーリング
　特技：燻製

③元気あればなんでもできる

④�トマト

　�トマトは厳しい環境下で育てられると、
甘いトマトになると聞いたことがありま
す。私もトマトに似て、怒られると伸び
るタイプだと思っています。

⑤�仕事内容が年間を通してのスケジュー
ルなので、復習を忘れずに１つ１つ身に
着けていきたいです。社会人としてま
だまだ自覚が足りず、先輩方には迷惑を
かけてばかりですが、１日でも早く仕事
ができるようになるよう、精進していき
たいと思います。

唐
か ら さ わ

沢　宣
の り ひ さ

久　●園芸部　園芸販売課
出身地：高崎市
出身大学：神奈川大学

①・電話対応
　・分荷・概況管理
　・共計単価処理
　・資料作成

②バレーボール
　映画鑑賞

③日々努力日々成長

④ニンニク
　パワーが溢れているから。

⑤�今年度からＪＡグループの一員と
なりました唐沢です。自分が今で
きる仕事を誠心誠意努力いたす所
存です。新入職員としてＪＡグ
ループの活力になれるよう邁進し
て行きますので今後とも
よろしくお願い
いたします。

荒
あ ら い

井　千
ち あ き

秋　●生産資材部　花木流通センター
出身地：渋川市
出身大学：埼玉大学

①花木流通センタ―内
　ブランド野菜館の店舗運営

②�アウトドアが好きです。休みの日はド
ライブに行ったり山に登ったりアク
ティブに活動しています。先日も尾瀬
に行き、雪解けの中で咲き始めた水芭
蕉を見てきました。

③やる気　元気　ちあき

④�大根

　�よく友達に「脚が似ている」と言われ
るため。

⑤�まだまだ分からないことばかりで迷惑
をかけてばかりですが、日々の業務を
早く覚えて、花木の「顔」になれるよう
にがんばります！
　�生産者の方や消費者の方のリアルな声を
聞ける仕事にやりがいを感じています。
　�たくさんの方とお話する中で知識や情
報を吸収していきたいと思います。
　�何事も明るく笑顔で前向きに
　がんばります！



内
う ち ぼ り

堀　知
ち か

佳　●生産資材部　肥料農薬課
出身地：嬬恋村
出身大学：新潟大学

①県内の試験圃場の
　調査を行っています。

②�軽音楽部でベースを
　弾いていました。

③マイペース

④�キャベツ
　まるいので

⑤�群馬県の農業に貢献できるよう頑
張ります！

田
た ご

子　悠
ゆ う と

斗　●生産資材部　農業機械課
出身地：渋川市
出身大学：東京農業大学

①農業機械の製品受け渡し業務

②�ショッピング・ゴルフ

③日進月歩

④�ジャガイモ
　�３月の研修でジャガイモの芽剥き
をしていたら、顔もジャガイモに似
てきたと言われた経験があるから。

⑤�毎日を無駄にせず、日々成長でき
るよう精進する。

國
く に ま つ

松　健
け ん じ

司　●生活部　生活課
出身地：新潟県湯沢町
出身大学：高崎経済大学

①・推進担当
　　・�生活用品、太陽光発電、青果

物等のＪＡ、直売所への品目
提案・推進

②�スキー・スノーボード・ゲーム

③笑って損した者なし

④�たまねぎ

直感です！

⑤�できることはまだ少ないですが、
目の前の仕事を確実にこなしてい
き、仕事の幅を広げられるよう精
進していきます。よろしくお願い
します。

金
か ね こ

子　卓
た く と

人　●自動車燃料部　石油課
出身地：沼田市
出身大学：武蔵大学

①・SV業務補佐
　・榛東SS経理実績
　・ホームページ運営担当

②�体を動かすこと

③凡事徹底

④�ヤマトイモ
　�ヤマトイモのように粘り強く頑張

ります。

⑤�今は分からないことばかりで、皆
様に迷惑をおかけしてばかりです
が今できる事を確実にこなし皆様
の力になれるよう頑張っていきま
す。

　よろしくお願いいたします。

 今年度、新たに全農群馬県本部の
　  一員となった新入職員をご紹介します。

①現在の仕事内容　②趣味・特技
③座右の銘（モットー）　
④自分を野菜に例えると？（理由）
⑤今後の意気込みをどうぞ！



５月25日（木）、石油課は危険物取扱者（乙４）試験

へ向けた準備講習会を開催し、47名の受験予定者が

出席しました。研修会では、危険物の性質や法令、

合格するためのポイント、過去問題の解説等につい

ての講義が行われ、参加者は本試験に向けて熱心に

受講していました。なお、６月22日（木）・23日（金）

には「特訓講習会」を開催し、万全の態勢で６月25

日（日）の本試験に臨みます。

■合格率アップを目指して
５月17日（水）、肥料農薬課は「肥料・農薬基礎研

修会」を開催し、各ＪＡの営農経済渉外担当者、営農

指導員、購買担当者等約60名が参加しました。研

修会では農薬・土壌・肥料の基礎的な内容の講習と

併せて会員制ＪＡ支援サイトを紹介し、各作物ごと

の施肥基準に合わせた施肥設計案を作成できるシス

テムなどを学びました。生産者のニーズに合った資

材を提供できるようメモを取りながら熱心に受講し

ていました。

■現場で使える基礎知識を習得

肥料・農薬基礎研修会 危険物取扱者（乙４）事前準備コース

６月２日（金）、「平成29年度小麦立毛検討会」が

開催されました。当日は実需者や県・中央会他29

名が参加し、県内圃場で生育状況や作柄を確認しま

した。その後開催された検討会では、製粉業者から

安定供給への要望が寄せられたほか、活発な意見交

換が行われました。今後も県や関係機関と連携して、

県産麦の高品質かつ安定供給を目指します。

■ニーズに応じた
　高品質麦の安定生産へ ６月４日（日）、ＪＡアシストホールたかさきにお

いて、12回目となる「人形供養祭」が実施されまし

た。共に過ごした大切な人形やぬいぐるみ約500体

に感謝を込めて、慈眼寺住職による読経と参列者に

よる焼香が行われました。住職は説法の中で「忘れ

ることではなくけじめをつけること、時間を作って

お別れをすることは始まりでもある」と話されまし

た。また、会場では、葬儀無料相談会や「高崎素麺」

試食会などのイベントも開催され、135名の来場者

で賑わいました。

■共に過ごした思い出に感謝して

人形供養祭平成29年度群馬県小麦立毛検討会



５月29日の「こんにゃくの日」にちなみ、28日

（日）ららん藤岡で「第29回ぐんまこんにゃく祭

り」が開催されました。会場では本県の特産物で

あるこんにゃくの理解と消費拡大を図るべく、試

食販売・手作り体験等さまざまなイベントが行わ

れました。当県本部米麦特産課が事務局を務める

群馬県蒟蒻生産協会は、こんにゃくの種芋約

300㎏（500人分）を無料配布。行列ができるほ

どの大盛況となりました。他にもこんにゃくクイ

ズを実施し、回答者に粗品をプレゼントしました。

群馬県におけるこんにゃくいもの収穫量は、全国

の約９割を占

める本県の特

産物であり、

その知識普及

と消費拡大を

図りました。

本県の特産物「こんにゃく」の魅力を伝える　
こんにゃく祭り

本県の特産物「こんにゃく」の魅力を伝える　
こんにゃく祭り

６月１日（木）にＪＡビル正面玄関前で群馬県農

協交通安全対策協会の協力のもと、コンプライア

ンス推進課による平成29年度運転適性検査が実

施されました。この検査は、コンプライアンス推

進・リスク管理実施計画に基づくもので、当日は

新入職員を始め22名が選択反応検査など３つの

検査の適性診断

を受けました。

検査終了後、「運

転適性結果票」が

手渡され、それ

ぞれの受検者に

合った運転の仕

方と注意点の指

導がおこなわれ、職員の交通安全の啓発と交通事

故の未然防止が図られました。

交通事故を未然に防ぎましょう！ 
平成29年度運転適性検査

交通事故を未然に防ぎましょう！ 
平成29年度運転適性検査

▲派遣指導
公益財団法人群馬県交通安全協会
「ふれあい号」（交通安全教育車）

▲こんにゃく種芋とジャンボ生玉▲こんにゃく種芋無料配布の様子

▲検査を受ける新入職員



６月３日（土）、群馬県共計生梅運営委員会は、

正田醤油スタジアム群馬において開催されたサッ

カーＪ２リーグ「ザスパクサツ群馬対徳島ヴェル

ティス」戦で両チームへ群馬県産白加賀梅ジュー

ス「ＪＡはぐくみの白」を贈呈しました。試合前

には試飲会が行われ、梅ジュース1,000人分を

用意し、両チームサポーターに配布するとともに、

青梅の販売も実施しました。群馬は全国でも屈指

の生産量を誇る梅の大産地であり、なかでも上品

で爽やかな味わいの白加賀梅を数多く生産してい

ます。会場ではたくさんの来場者が梅ジュースの

清涼感のある味わいを楽しみました。

ザスパクサツ群馬戦で選手に
群馬県産白加賀梅ジュースを贈呈

ザスパクサツ群馬戦で選手に
群馬県産白加賀梅ジュースを贈呈

６月２日（金）花木流通センターは、収穫体験農

園において地域の保育園を対象とした「じゃがい

も収穫体験」を開催しました。同センターでは地

産地消と食育活動の一環として、農業を身近に感

じてもらおうと、このようなイベントを定期的に

開催しており、今回は、37名の園児が参加しま

した。子供たちは真剣な表情で土の中からじゃが

いもを掘り出すと「大きいのが獲れたよ！」と先

生に嬉しそうに見せていました。掘ったじゃがい

もは、保育園でカレーの具として美味しく食べて

もらいました。

収穫の喜びを実感！ じゃがいも収穫体験収穫の喜びを実感！ じゃがいも収穫体験

▲じゃがいもがたくさん収穫できました

▲試飲会の様子

▲一斉に収穫を始めた園児たち

▲梅ジュースを贈呈した小池会長（中央）と
両チームキャプテン



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。

消 費 拡 大 推 進 期 間 H29.7/1-8/31

詰
合
せ
セ
ッ
ト

こ
ん

に
ゃ
く

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

特別セット
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

Aセット
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
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

受注
生産

包装
対応

包装
対応

受注
生産

包装
対応
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第41回 農業機械大展示即売会

同時開催 JA全農ぐんま 自動車展示会
セルフメンテナンス講習会を開催します

前
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高崎駒形線

北関東自動車道
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小
学
校

JA

配送センター
セブン
イレブン

花木センター

農機センター

N

下川淵
公民館

群馬産業技術
センター

亀里町 花木センター入口

前橋南I.C

P

自動車展示会場

P P

会　場
全農ぐんま
総合センター

JA・JA全農ぐんま
JA全農ぐんま 農業機械課
TEL.027(220)2312

お問い合わせ
主　　　　催

魅力とやりがいのある
群馬の農業生産振興を目指して…。

※16日日は午後3時までとなります。

６月５日（月）、㈱群馬県食肉卸売市場において「畜

魂祭」が行われ、生産者や流通、ＪＡ関係者約300

人が出席しました。豊かな食生活を資するために命

を捧げた家畜に感謝し、その魂を慰めることを目的

に毎年開催されています。式典では、神主による神

事が執り行われ、参列者は命を捧げた多くの家畜の

安らかな冥福を祈りました。大澤会長は挨拶で「生

産者が安心して出荷できる環境を整えるとともに、

安全で高品質な食肉を消費者に安定的にお届けする

ことにより本県畜産の振興・発展に寄与していきた

い」と話しました。

家畜の命に感謝し供養　畜魂祭家畜の命に感謝し供養　畜魂祭

６月14日（水）、「ＪＡグループ群馬の取り組みに

関する会長記者会見」が行われ、各連合会の役員等

が出席しました。会見では、既に事業を始めている

青果物一次加工センター、園芸作物実証農場、育成

牛センターの取り組み状況のほか、10月に花木流通

センター内に新たにオープンする直売所について説

明しました。さらに大澤会長は「県内最大級となる

新直売所は、県産農産物やＪＡの加工品などを豊富に

取り揃え、地産地消と消費者への農業理解など群馬

県農業の発信基地とする」と意気込みを語りました。

自己改革の取り組み状況を説明自己改革の取り組み状況を説明

▲家畜の冥福を祈る大澤会長

▲記者会見をする大澤会長



放 映 予 定

辻  はるなアナ

番組名／提供 放送日 ※再放送日 時　間

大地の力！特別栽培のじゃがいも・玉ねぎ／JA甘楽富岡
７月10日（月） PM９：00〜９：30

※７月16日（日） AM８：00〜８：30

キャベツと愛で村を元気に！／JA嬬恋村
７月17日（月） PM９：00〜９：30

※７月23日（日） AM８：00〜８：30

｢空っ風｣に耐えて育つ上州小麦は粘りが強く、うどん用に適しています。
挽きぐるみの上州粉100％でみずみずしさが長持ちする｢もみ切り打ち
（めんに凹凸を入れています）｣で仕上げたうどんは、上州小麦の香りと
もちもちした味わいをお楽しみいただけます。
JAグループ群馬限定の一品。　ぜひ、ご賞味下さい。

1箱　380g×4袋入

1,200円

受付期間：通年

ご注文は JA全農ぐんま  生活課へ
TEL 027-220-2351　FAX 027-220-2324

※掲載の価格は、ＪＡ全農希望小売価格です。

応募用紙に領収書を貼付してください。
たくさんのご応募お待ちしております!!

応募用紙に必要事項をご記入の上、期間中（7/1～8/31）お買い上げのレ
シートを貼付し、2017年9月3日（日）までにSS店頭の応募箱にご投函く
ださい。
※一部キャンペーンを実施していないSSもございますのでご注意ください。 
※当キャンペーンは景表法に基づいて実施しております。 ※厳正な抽選の
上、9月下旬頃にご当選された方にハガキにて通知いたします。 ※ご当選者
は当選の権利を他の方へ譲渡あるいは換金することはできません。 ※写真は
イメージです。 ※当選賞品はSSでのお引き渡しとなります。 ※ホテルのご利
用日は指定日となります。 ※スパリゾートハワイアンズまでの交通費は含ま
れておりません。 

応募方法など詳しくは店頭備え付けの
応募用紙またはキャンペーン参加の
JA-SSまでお問い合わせください。

応募者全員の中から、抽選で
ネピアBOXティッシュ（5箱）が

その場で に当たる!!県内
合計

チャンス!
!トリプル

さらに

群馬県内JA-
SS群馬県内JA-
SS

群馬県内JA-
SS

夏のキャンペー
ン

夏のキャンペー
ン

夏のキャンペー
ン

2017年7月1日
土～8月31日木

期間中、SS店頭
にて購入したガ

ソリン・軽油を2
,500円以上

ご購入の方に下
記賞品が抽選で

当たる!!
期間中、SS店頭

にて購入したガ
ソリン・軽油を2

,500円以上

ご購入の方に下
記賞品が抽選で

当たる!!

合
計2,540

名様に
当たる!!

　　　　　群馬県
特産品

　　　　　  プレ
ゼント!!Wチャンス!Wチャンス!Wチャンス!

に抽選で
当たる!!
に抽選で
当たる!!さ

ら
に

スパリゾート

　　　　　ハ
ワイアンズ

スパリゾート

　　　　　ハ
ワイアンズ

スパリゾート

　　　　　ハ
ワイアンズ

新館モノリスタワー
（1泊夕・朝食・入場

券付き）

に抽選で
当たる!!

ペア20組様

※ホテルのご利
用日は指定日と

なります。

※賞品のお引き
渡しは9月下旬～

10月末頃となり
ます。

※賞品のお引き渡しは9月下旬～10月末頃となります。

ご応募時にA賞B賞C賞がお選び頂けます。

150
名様

A賞
上州牛ビーフ・上州麦豚ポークカレー（200g×4）

200
名様

B賞
本吟醸上州生うどん（300g×3袋×2）

150
名様

C賞
レアチーズセット（レアチーズ8ケ・ブルーベリーソース1ケ）

※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。



就農のきっかけ

今回の農業チャレンジャーは、ＪＡたのふじ管内
でなすを生産する佐藤さんです。
専門学校を卒業し測量会社に勤務したのち、家業
のタイルの仕事を継いだ佐藤さん。就農のきっかけ
を伺うと「年々タイルの仕事が減少したときに、も
ともと兼業農家であったことから、土地もトラクター
もあり、副収入を得られればと思い農業を始めまし
た」と話してくれました。最初にＪＡの営農相談室に
相談すると、吉井町で主流のなすを勧められ、すぐ
に担当者が来てくれて、急ピッチでその年の収穫に
間に合わせてくれたそうです。「今思うと、最初は甘
い考えで、『植えて、実って、採ればいいもの』と簡
単に考えていましたが、実際に農業をやってみると
手がかかることに驚きました。なすの苗を250本植
え、手入れも良くわからず栽培した最初の年の収穫
は、悲惨なものでした」と当時を振り返りました。な
すの生産を始めて今年で９年目、今では600本のな
すを育て、１本200個以上の安定した収量になって
いるそうです。

害虫を捕食する天敵を活用して

佐藤さんは農薬を必要最小限にしたいと考え、害

佐藤　吉文（さとう・よしふみ）さん

1976年生まれ　40歳
ＪＡたのふじナス部会・野菜部会所属

栽培面積 ·····················なす：17a

好きななすの食べ方：天ぷら

休日：ドライブ
（ 北関東道や圏央道を利用し遠出してい

ます）

P r o f i l e

虫駆除には天敵製剤を活用しています。天敵となる
ダニが害虫を駆除する生物的防除法で、ダニは害虫
と花粉を食べて増殖することから、かなりの効果を
感じ継続して使用しているそうです。また、「今年
は畑の周囲に観賞用にマリーゴールドの苗を植えた
ところ、ＪＡの方から土着天敵が好む植物だと聞き、
驚く反面、偶然にも減農薬に繋がることだと喜びま
した」と話してくれました。

なすを食べてみんな元気に！ 

いずれは人を雇って栽培面積を広げたいと話す佐
藤さん。年間を通して毎日作業がある訳ではないの
で「地域のお年寄りがおしゃべりをしながら、お年
寄りでもできる作業で体を動かして、コミュニケー
ションを図りながら、健康を維持していけるような
環境を作り、生産力を高めたい。品質の良いなすを
生産して、それを食べた人も生産に携わった人もみ
んな元気になってくれたらうれしいですね」となす
の生産を通じて、地域の活性化にも貢献したいと語っ
てくれました。
消費者も地域のお年寄りにも元気になってほしい
と意欲的に取り組む姿に、今後さらなる活躍が期待
されます。

JAたのふじ

なすを食べて元気に！
JAたのふじ管内　佐藤　吉文 さん



1�慣れた手つきで次 と々芽か
き作業をする佐藤さん。

2�土着天敵が好むといわれ
ているマリーゴールド。

3�定植後、順調に生育して
いるなす。

4�ＪＡたのふじ担当者となす
の生育について話す佐藤さ
ん。

２３

1

４



P r o f i l e

―ＪＡで働こうと思ったきっかけ
は何ですか？
農業を営む祖父母が大好きで、小

さいころから田植えや野菜を育てる
手伝いをしていたことから、ずっと
農業を身近に感じていたこと、人と
かかわるのが好きなことと、ＪＡで
働く母の勧めもあって、ＪＡで働き
たいと思いました。

―現在のお仕事内容を教えて下さ
い。
行幸田直売所の全般的な業務を担

当しています。直売所を良くするた
めに生産者や直売所の皆さんと意見
を出し合い、直売所を良くする活動
をしています。他にも以前から伊香
保旅館のおかみさんの集まりで地産
地消を盛り上げてくれていて、直売
所から品物を集めて週に１回伊香保
の旅館に納品しています。その担当
もさせてもらっています。

「
も
う
す
ぐ
入
組
１
年

　

地
域
の
方
に
信
頼
さ
れ
る

職
員
に
な
り
た
い
！
」

長
は せ が わ

谷川　冬
ふ ゆ の

乃さん

JA北群渋川　農産企画課

―実際に働いてみていかがです
か？
昨年の９月に入組したので、もう
すぐ１年になりますが、毎日楽しい
です！直売所でお年寄りとかかわっ
ていく中で、若い人とは違うことを
学べたり、うまくいかないときは先
輩たちに相談して良いアドバイスを
もらい解決できたり、充実していま
す。

―どんな時にやりがいを感じます
か？
生産者に「長谷川さんにお願いし
て良かったよ」と言ってもらえたと
きにやりがいを感じます。生産者に
頼りにされていると感じたときは、
本当にうれしいです。

―どんな時に業務のむずかしさを
感じますか？
いつも良くしてくれる生産者に、

商品として置いておけないものが
あった場合、職員として伝えなけれ
ばならないときは、辛いですね。他
の生産者が気付いて言ってしまう前
に、職員として私が言おうと心掛け
ています。

―今後の意気込みを教えて下さ
い。
今後はもっと先輩たちの役に立て
るように頑張りたいです。後輩が
入ってきたときに、今自分が教わっ
ていること、学ばせてもらっている
ことを伝えていきたいです。生産者
の高齢化や農業をする若い方が少な
くなってきていますが、若い方に
もっと農業に興味を持ってもらえる
ように頑張っていきたいです。

―長谷川さん、これからも地域の
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

▲いつも相談に乗ってくれる先輩たち

長谷川  冬乃
は せ が わ ・ ふ ゆ の

（21歳）

好きな野球チーム
·······················日本ハム（大谷翔平）
好きな食べ物
························ 海鮮全般。特に寿司。

●職場の皆さんからみた
長谷川さん
　「�まだ慣れていないながらも、
日々前向きに仕事に取り組んで
います。たまに猪突猛進タイプ
になる傾向があるので、落ち着
いて行動してほしいです。」



畜産ダイジェスト

６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 94 89 1,224,720 250,560 719,061 288 291 2,491
雄
去 157 153 1,227,960 270,000 791,985 316 290 2,502
計 251 242 1,227,960 250,560 765,166 306 290 2,498

成牛

雌 12 11 895,320 559,440 765,327 492 2,678 1,554
雄
去
計 12 11 895,320 559,440 765,327 492 2,678 1,554

若齢

雌 4 3 519,480 494,640 507,960 159 127 3,194
雄 7 6 794,880 538,920 622,980 166 141 3,749
去
計 11 9 794,880 494,640 584,640 163 137 3,569

合　　計 274 262 1,227,960 250,560 758,972 309 385 2,455

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	 39,999	 78,053 39,027	

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	 532	 519

上 平成28年 492	 560	 603	 557	 499	 526	 483	 508	 518 501 515 507 522
平成29年 504	 546	 525

中 平成28年 477	 552	 601	 545	 488	 512	 469	 496	 506 483 502 492 510
平成29年 492	 535	 514

並 平成28年 437	 520	 556	 504	 465	 466	 431	 450	 463 436 460 446 470
平成29年 447	 496	 472

等
外

平成28年 339	 377	 392	 388	 362	 361	 346	 339	 335 315 306 299 351
平成29年 291	 297	 294

全
体

平成28年 467	 534	 577	 532	 480	 501	 460	 482	 494 471 489 482 497
平成29年 477	 515	 496

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 1,051.5 754.0 1,805.5 902.8

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	 2,869	 2,878	

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	 2,559	 2,598	

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	 2,263	 2,269	

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	 1,733	 1,834	

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	 1,793	 1,768	

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	 1,589	 1,607	

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	 1,246	 1,282	

㈱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碓氷安中

ＪＡ碓氷安中ナス部は、４月27日（木）田村ナス

部長の畑で、新規栽培者向けナス苗定植講習会を開

催し、新規栽培者５名が参加しました。

田村部長は、苗定植の向きや防除薬剤、支柱の立

て方や被覆方法を説明しました。参加者は植える深

さやその後の管理、少人数での作業を行う工夫など

を田村部長に確認しながら実際の定植を行いまし

た。

ナス苗の配布が４月25日から始まったことから、

この日の講習会開催となりました。ナス部では、新

規栽培者向けの講習会や部員全員を対象としたほ場

巡回などを行っており、新規栽培者や部員から好評

を得ています。

ナス定植の基礎を学ぶ
～新規ナス栽培者講習会～

ＪＡ佐波伊勢崎
ＪＡ佐波伊勢崎のTACは、５月中旬から、ＪＡ佐

波伊勢崎園芸協議会の会員（ＪＡ出荷者）約1200人

を対象に、定期訪問を兼ねて、①農業経営に関する

意向調査、②作付品目及び面積調査、③所有ハウス

面積調査を行っています。

平成26年２月の雪害で、管内では、作付品目及

びその面積や所有ハウス面積に大きな変動がありま

した。そこで、②③の調査を行い、具体的な数字で、

管内農業の状況を把握します。

また、農業経営に関する意向調査では、ハウスな

どの施設の新設・建替の予定、農機等の更新予定、

法人化の予定、人員雇用の要望などの項目を調査し

ます。これは、ＪＡが生産者の要望に対応する際、事前に意向を確認することで、スムーズな対応が可能に

なるためです。たとえば、ハウスを新しく建てたいという意向があった場合、さらに「予定する時期」「ハウ

スの種類」などを聞き取り、利用できる補助事業があるのか、利用できるとすれば、いつまでに書類を準備

しなければならないかなど、事前に確認します。

また、「TACが訪問する際、どのような情報を望みますか」という項目もあります。調査結果を元に、生

産者にとって有益な情報をお届けできるよう、工夫してまいります。

TAC活動 具体的な数字での調査を開始

▲  調査用紙について説明するTAC職員

▲  定植作業を指導する田村部長（手前）



た、本年度から新規格として早生・中生共通で抽台品を取り扱うことを話しました。規格はＣ品としネッ

ト21.5キロ皆掛けで、泥を取り除き、皮は剥がないことを説明しました。

参加者は、改めて規格表を確認するとともに今後の出荷ピークに向け飛躍を誓いました。

ＪＡ甘楽富岡玉葱生産部は、５月25日、高瀬集

荷場と富岡中央集荷場の２カ所で、生産者60人が

参加し出荷目ぞろえ会を開きました。

富岡地区農業指導センターの星野里美さんが、

べと病の発生生態や防除の要点などを説明しまし

た。病原菌は土壌中や被害残さ内に残るので残さ

は畑の外へ出すことや発生が多い畑では連作を避

け、収穫後はしっかり乾燥してもらいたいと注意

を促しました。

営農部園芸販売課の堀口朝也係長が、出荷期間

や規格表に基づき注意点などを説明しました。ま

中生玉葱出荷目ぞろえ会

▲ 玉葱の規格を確認する生産者

ＪＡ甘楽富岡

▲ 参加者は熱心に質問し追肥方法などを学んだ

ＪＡ北群渋川営農部は15日、吉岡町圃場で平成

29年度「アグリ大学」園芸講座第４回「梅雨時の肥

培管理」と題し17名が参加しました。今回は第２

回園芸講座で植えたトマト、ナス、キュウリ、スイ

カなどの整枝や追肥、農薬の散布方法など農作業実

習を行いました。

講師の小川博之は「５月の連休ごろからの乾燥と、

このところ、朝晩の気温が比較的低いので、野菜の

成長が遅れているが、今後尚一層良く観察し、まめに

手入れを

行なえば

いい野菜

が収穫で

きる」と

話しまし

た。

第４回アグリ大学
果菜類の梅雨時の管理について

ＪＡ北群渋川　



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。

花木流通センターの耳寄りな

情報をお届けします！

7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

７月７日㈮
〜７月９日㈰ 七夕フェア

７月９日㈰ 秋冬野菜は種・除草剤講習会

７月21日㈮
〜７月24日㈪ 恒例　夏の大売り出し

７月22日㈯ 群馬県食肉卸売市場
上州牛・上州麦豚試食販売会

７月29日㈯
〜７月30日㈰ 県産農畜産物フェア

※７月より火曜日定休となります。
※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。

梅雨の時期を迎え、じめじめとした嫌な日々
が続いています。そんな気分も涼しくなるよ
う観葉植物などお部屋に飾ってみてはいかが
でしょうか？花木流通センターでは、お店な
どで使うような大きなものから、水生植物・
エアープランツなど幅広く扱っております。
最近巷で話題のエアープランツを使ったテラ
リウムなども並べておりますので、ぜひご覧
になっていただきたいと思います。大事に育
てていただき、快適な空間づくりをしてもら
えればと思います。
皆様のご来店心よりお待ちしております。

▲エアープランツとセットのテラリウム
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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 なすは洗って蒸し器で蒸し、ヘタを切って
１㎝角に切る。

2 すり鉢にアンチョビを入れよくすり、そこ
にＡを入れて混ぜる。

3 １のなすと玉葱みじんをボールに入れ、２
のタレを加えて混ぜる。レモンタイムの葉
も入れ味を調える。

4 食パンは５㎜角に切り、フライパンにオ
リーブオイルを熱し、パンをカリカリに炒
める。

5 ３のなすを器に盛り、４のクルトンを散らす。

作り方

なす････････････････４個

アンチョビフィレ
　　････････････････２枚

玉葱みじん�･･･ 小1/4個

レモンタイム･･････２枝

食パン�･･･････････1/4枚

オリーブオイル
　　　　･･････大さじ１

粒マスタード
　　�･････小さじ１

マヨネーズ
　　�･････大さじ１

パルメザンチーズ
　　･･･････････大さじ１

レモン汁･･････大さじ１

塩・コショウ･･･各少量

２人分 （１人分120kcal）

材　料

なすのアンチョビ
マスタードあえ

A


