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〇�温�床資材予約推進
（農ポリ・トンネル資材・カーテン資材・こんにゃくマルチ等）
〇春まき用野菜種子推進（ほうれん草・ねぎ・きゅうり他）
〇種馬鈴薯予約注文追加とりまとめ

花木流通センター
〇花木流通センター　売出し・フェアの実施
　　11月３日（金）～５日（日）� 大植木まつり＆

� 「新鮮ぐんま�みのり館」オープンセール第２弾
　　11月17日（金）～19日（日）� 秋のお客様感謝セール

〇愛菜館　売出し・フェアの実施
　　11月８日（水）・18日（土）・29日（水）
� ８の日お米フェア
　　11月１日・８日・15日・22日・29日（水）
� 毎週水曜日　精肉全品２割引き

肥料農薬課
〇セルフブレンド推進
〇麦肥料農薬推進
〇茎葉処理除草剤大型規格推進
〇バンカーシート推進

生活課
○太陽光発電推進� （周年）
〇仕込み味噌推進� （10月～３月）
〇「上州もみ切りうどん」・「四季のめん詰合せ」推進
� （10月～12月）
○ＪＡ高崎ハムお歳暮ギフト推進� （11月～12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冬のキャンペーン� （11月～12月）

ガス課
〇オールブランドガス器具推進� （４月～12月）
〇第２回クミアイガス器具推進� （10月～12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
○園芸作物生産実証農場の運営

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促進
（優良ET卵産子の活用促進）

米麦特産課
〇こんにゃく生玉販売推進� （10月20日～12月15日）
○こんにゃく製品セット冬期特別推進�（11月～12月）
〇菌茸類種駒・種菌予約推進

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）
〇共計県統一規格露地なす販売� （11月末日迄）
〇共計干大根販売� （12月中旬迄）
〇県統一規格共計きゅうり抑制販売� （12月末日迄）
〇共計下仁田ねぎ販売� （１月末日迄）
〇共計上州ねぎ販売� （２月末日迄）
〇共計春菊販売� （３月上旬迄）
〇共計土ねぎ販売� （３月中旬迄）
〇共計白ねぎ販売� （３月末日迄）

販売促進課
〇秋冬野菜販売促進
〇もやし類・加工野菜販売促進
〇花き販売促進

園芸資材課
〇冬用野菜出荷資材予約・当用推進
（段ボール・パック・フィルム・果樹用資材等）
〇低コスト段ボール
（AKライナー・ショートフラップ化）推進

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

11事業のうごき



10月20日（金）、当県本部は花木流通セン

ター敷地内に新農畜産物直売所「新鮮ぐんま

みのり館」をオープンしました。みのり館は、

県内最大級の産直野菜コーナーやＪＡ加工品

コーナーなど、県産農畜産物を豊富に取り揃

え、群馬県農業の情報を発信し、地産地消と

生産者の所得増大に寄与して参ります。

新農畜産物直売所「新鮮ぐんま　　　　 」がオープンしました！新農畜産物直売所「新鮮ぐんま　　　　 」がオープンしました！

地 元 の 生 産 者 さ ん た ち が
作った新鮮野菜や加工品、お
総菜など産直品を中心に、地
元がいっぱい詰まった売場に
しています！定休日以外の毎
週・毎日特売やイベントもやっ
ています！

ぐんまで育った美味しい尾瀬
ポークを、高崎ハムの確かな技
術とこだわり抜いた製法で丁寧
に仕上げています。こだわりの
商品ラインナップとお店で作る

「できたてのハム」ならではの
美味しさを是非どうぞ！

群馬の「ネギ」や「こんにゃ
く」、みのり館で扱う「旬の食材」
をふんだんに使用したオリジナ
ルパンの誕生です！「群馬の美
味し〜！」がたくさん詰まった
パンで、群馬名物の意外な一面
を見つけに来てください！

お買い物のひと休みやランチタイムに、「上州

牛すきやき丼」・「上州麦豚焼肉丼」・「かきあげ

野菜天丼」はいかがですか？群馬県産小麦を使っ

た「うどん」・そば粉を使った「そば」もおすすめ

です！

産地にこだわった美味しいメニューで、たく

さんの皆様のお越しをスタッフ一同心よりお待

ちしています！

産直野菜コーナー

み
の
り
食
堂

▲山田副館長

手作りハム みのり工房

▲針谷工房長 ▲荒井チーフ

皆様、日頃のご愛顧ありがとうございます。
花木流通センター「ブランド野菜館」は、装いも

新たにさらにパワーアップし「新鮮ぐんまみのり
館」として、10月20日（金）に開店いたしました。
これからもＪＡならではの「新鮮・安全・安心・地
産地消」をモットーに、皆様にご満足していただ
き、長く愛されるお店を目指してがんばります！

新鮮ぐんまみのり館
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手作りパン工房

▲竣工式での大澤会長玉串奉奠

▲オープン時の店舗前



９月20日（水）、生活課は平成29年度エーコープ新

茶取扱ＪＡ拡大奨励要領に伴う「表彰式典」を開催しま

した。エーコープ茶の取扱いについては、ＪＡ体制の

変化や職員数の減少、組合員（消費者）ニーズや購入方

法の多様化等の影響を受け、県全体の新茶期の取扱実

績は減少傾向にあります。そこで生活課は、積極的に

エーコープ茶の取扱拡大を図る職員を対象として、新

茶実績に応じた「エーコープ新茶取扱ＪＡ拡大奨励要

領」を制定し、これに伴った表彰式典を開催しました。

16名のＪＡ職員を表彰し、ＪＡ職員の活性化とＪＡの

組織力を向上させ事業拡大を図りました。

■エーコープ茶の取扱拡大に向けて
９月20日（水）、ＪＡ群馬担い手サポートセンター

は「平成29年度 畜産担当者（TAC）育成研修会」を開

催し、県内ＪＡの畜産担当者ら約40名が参加しまし

た。全国食肉学校を会場とし、同学校の古澤部長を講

師に招き、牛肉を中心に流通や消費動向、流通形態な

どの講義を行いました。その後、実際に目の前で枝肉

を吊るし、通常では目にすることの出来ない枝肉の解

体や脱骨の工程を、歩留りや各部位の特徴などについ

て説明を受けながら見学しました。参加者からは、

「歩留まりが悪いと価格に大きく響くということが直

接見てよく分かった」との声が聞かれ、有意義な研修

となりました。

■牛肉の解体・加工工程を学ぶ

平成29年度 畜産担当者（TAC）育成研修会
平成29年度エーコープ

新茶取扱ＪＡ拡大奨励要領に伴う「表彰式典」

９月26日（火）、米麦特産課は「平成29年産米の集

荷・販売対策並びに麦生産流通対策会議」を開催し、

県内各ＪＡの担当者ら43名が参加しました。会議で

は、米の情勢・販売対策について具体的な内容の説明

があり、「買取方式」を活用した集荷増・有利販売に繋

げるための手続きについて確認が行われました。その

他、民間流通麦の生産流通対策として、平成29年産

の仕組みの見直しを踏まえた30年産の対応などが説

明されました。

■米麦生産振興の対策を協議
９月26日（火）、葬祭総合課はＪＡアシストホールた

かさきにおいて「平成29年度 葬儀クレーム対応研修

会」を開催しました。研修会では、㈱マーケティング・

オフィス代表取締役の小野田氏を講師に招き、葬儀ク

レームの概要とクレームへの基本的な対応方法や解決

に向けた業務の進め方等について事例紹介を交えた講

義が行われました。また、実際の場面を想定したロー

ルプレイングも行われ、参加者はクレーム対応を実演

した後、今後の業務に活かせるよう、講師の講評を真

剣に聞いていました。

■クレームの対応方法を学ぶ

平成29年度 葬儀クレーム対応研修会
平成29年産米の集荷・販売対策

並びに麦生産流通対策会議



10月２日（月）、「ＪＡ前橋市きゅうり・なす選果場新

築工事起工式」が執り行われ、設計及び施主代行を務め

る当本部含む関係者45名が出席しました。式典では、

参列者により玉串が捧げられ、工事中の安全を祈願し

ました。ＪＡ前橋市の前原組合長は挨拶で「ＪＡ前橋市

の自己改革の取り組み『農業者の所得増大』、『農業生産

の拡大』の確実な実践に向けての第一歩として、組合員

の皆様に貢献できるよう、強い気持ちで進めていきた

い」と話しました。完成は、来年２月末の予定です。

JA前橋市 きゅうり・なす選果場新築工事起工式JA前橋市 きゅうり・なす選果場新築工事起工式

10月14日（土）、15日（日）の２日間、ＪＡビル南側

大駐車場において「収穫感謝祭2017〜ぐんまの農業

応援団大集合！耕そう、大地と地域のみらい。〜」が

開催されました。この催しは、豊かな実りへの感謝と

生産者と消費者との交流、そして群馬県農業の重要性

や農業・農村の果たす多様な役割を考える機会として

毎年開催されており、今年は約４万５千人が来場しま

した。初日は、開会式典に続き、農業功労者表彰・群

馬県農業賞表彰式が執り行われました。会場では毎

年恒例の嬬恋高原キャベツの抱え取りや上州牛・上州

麦豚・きのこのバター炒め・焼きおにぎり等の無料配

布、農畜産物の試食・販売、生活関連商品の展示・販

売などが行われ、両日とも多くの家族連れで賑わいま

した。

『収穫感謝祭2017』今年も大盛況！『収穫感謝祭2017』今年も大盛況！

▲最高記録11玉を記録したキャベツの抱え取り

▲開会式典でのテープカット

▲農業功労者表彰 ▲上州牛の試食提供 ▲こんにゃく製品特売会

▲きのこバター炒め試食提供 ▲群馬県産米の焼きおにぎり試食提供 ▲群馬の野菜チャリティ抽選会

▲ＪＡ前橋市前原組合長挨拶の様子



放 映 予 定

辻  はるなアナ

番組名／提供 放送日 ※再放送日 時　間

食と農のつながりを伝えたい！
　　　　　　　食農教育活動／JA前橋市

11月 ６日（月） PM９：00〜９：30
※11月12日（日） AM８：00〜８：30

酪農畜産フェスティバル／JA群馬乳販連
11月13日（月） PM９：00〜９：30

※11月19日（日） AM８：00〜８：30

10月11日（水）から10月13日（金）、群馬県蒟蒻生産

協会主催により実施されました。期間中は県内60カ

所の圃場において、畝幅、堀取長・病害の状態・玉数・

重量等の調査が行われました。調査結果は、圃場間で

作柄格差がみられ、前年より早めに成熟する圃場が多

く、収量予測としては前年より低下し、平年並みの見

込みとなりました。

こんにゃくの生産量の的確な把握により、価格の安

定を図ることを目的とした「こんにゃく作況調査」が

平成29年度 こんにゃく作況調査平成29年度 こんにゃく作況調査

▲昭和村での作況調査の様子

▲
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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。

全セット包装致します。

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
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社会人コースで農業を勉強

今回の農業チャレンジャーは、ＪＡはぐくみ管内
で長ネギを生産する田村さんです。
学校を卒業後、コンピューター関連の会社に従事
したのち、家業である農業を継ぐために、2011年
に農林大学校の社会人コースに１年間通い、翌年
就農したそうです。ご両親は米・麦を中心に生産
していましたが、農林大でいろいろな野菜の栽培
を勉強し、長ネギとナスを生産することを決めた
そうです。

長ネギの生産に絞り、周年生産を確立

長ネギとナスを２年ほど生産し、夏の時期はナス
の収穫に追われて、長ネギの管理作業がおろそかに
なってしまうため、長ネギとナスどちらかに絞りた
いと思い、ある程度収穫の調整ができる長ネギを生
産することに決めたそうです。秋冬の収穫だった
長ネギを、春の収穫ができるように、夏の収穫がで
きるようにと、順次収穫の安定を図り、「昨年、トン
ネルを使って初夏の収穫が可能になり、周年生産を
確立しました。トンネルは資材代がかかり、作業に
も苦労しますが、トンネルを使うことで６月出荷が

田村　博之（たむら・ひろゆき）さん
1967年生まれ　50歳
ＪＡはぐくみネギ部会・東部園芸出荷部会・
地場産協議会・産直部会　所属

栽培面積·······························長ネギ：50a

休日の過ごし方·········スポーツ観戦（サッカー）

好きなサッカーチーム········ザスパクサツ群馬

ネギの好きな食べ方
··········· ·鶏肉と相性が良く、一緒に炒めて食

べるとおいしいです。

P r o f i l e

可能になり、うれしかったです」と周年生産が励み
につながったことを語ってくれました。

時期に適した品種の更なる検証

田村さんに今後の取り組みについてお伺いした
ところ、「春と初夏に適した品種はだいたい絞られ
ていますが、冬ネギはどの品種がこの土地に適して
いるのか、他の生産者からの情報や気候などを参考
に、さらに晩抽性の品種を検証しています。今まで
生産した品種では『羽緑』が晩抽性に優れています
が、現在『初夏扇』を試しています。同じ畑に植え
ても太る時期が早いもの、後半に太るものと、品種
によって育ち方が違って、おもしろいです」と長ネ
ギに愛着を持ち、適した品種でより品質の良いもの
の生産を目指しています。最後に消費者に向けた
コメントをお聞きすると「消費者に品質の良い長ネ
ギを１年を通して食べてもらえるように生産して
いきますので、是非食べてみてください」と話して
くれました。
１年を通して品質の良い長ネギを消費者に供給

し、より気候風土に合った品種の検証に取り組む姿
に、今後さらなる活躍が期待されます。

JAはぐくみ

１年通して消費者に品質の良い長ネギを供給します！
JAはぐくみ管内（旧群馬町）　田村　博之 さん



２３

1

1�もうすぐ収穫を迎える長
ネギ「夏扇パワー」と田村
さん
2�ＪＡはぐくみ担当者と長
ネギの生育について語っ
ている様子
3�茎が太く立派に育った長
ネギ
4�給食センターへ出荷する
「夏扇パワー」

４



P r o f i l e

―入組して何年目ですか？

入組して６年目になります。神奈川

県にある大学に通っていたのですが、

地元に戻って地域で貢献できる職場で

働きたいと思い、ＪＡに就職しました。

―実際にＪＡで働いてみていかがで

すか？

いろいろな面で地域に密着した仕事

だと思います。農業はもちろん、共済

や金融関係、生活など、生産者を巡回

しているとお茶や味噌の注文をいただ

いたり、保険のことを聞かれることも

あります。

―現在のお仕事内容を教えてくださ

い。

入組してからずっといせさき営農セ

ンターで、農産物品の販売に係る業務

をしています。担当している作物は、

ナスと米、小麦で、定期的に生産者の

巡回もしています。普段はいせさき営

農センターで働いていますが、米・麦

栗
く り は ら

原　章
あ き ひ こ

彦さん

JA佐波伊勢崎　いせさき営農センター

の収穫の時期には、北部ライスセン

ターを任されています。

―北部ライスセンターでは、どれく

らいの取扱いがあるのですか？

麦は約60軒で700tくらい、米は約

150軒で800tくらいの取扱いがあり

ます。

これから米の収穫が始まるので、そ

の準備をしているところです。

―心掛けていることはありますか？

生産者からの要望に間違いや失敗が

ないように、メモを取るようにしてい

ます。なるべく的確に応えられるよう

に心掛けています。

―やりがいを感じるときは？

野菜も米麦も収穫を終えて、出荷し

一連の業務を終えて、実績をまとめた

ときに達成感を感じます。

―休日はどのように過ごしていますか？

家庭菜園と最近山登りを始めまし

た。登山というほどではありません

が、ハイキングくらいの感覚で、赤城

の黒檜山や榛名の掃部ヶ岳（かもんが

たけ）に登りました。

―家庭菜園では、どんな野菜を作っ

ていますか？

仕事の延長から作っている部分もあ

りますが、ナス、キュウリ、ミニトマト、

オクラ、じゃがいも、玉ねぎなどです。

―今後の意気込みを教えて下さい。

生産者の方との距離が近い業務だと

感じています。生産者の質問や要望を

聞いて、現場でできることを着実に行

い、頼ってもられるように頑張ってい

きたいと思います。

―栗原さん、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

▲栗原さんにライスセンターでの
作業工程を教えていただきました

「
入
組
６
年
目

生
産
者
に
寄
り
添
い
、

頼
ら
れ
る
職
員
で
あ
り
た
い
」

栗原　章彦
くりはら・あきひこ

（28歳）

趣味
　······················家庭菜園・山登り・

ボルダリング
好きな食べ物
　·················································焼肉

●職場の皆さんからみた栗原さん
　「·何事にも一生懸命まじめに取り
組み、職場のみんなからの信頼
も厚いです。」



畜産ダイジェスト

10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 85 80 991,440 441,720 663,619 289 295 2,290
雄
去 130 126 1,067,040 212,760 748,860 316 290 2,366
計 215 206 1,067,040 212,760 715,756 306 292 2,338

成牛

雌 5 4 652,320 435,240 581,040 509 4,510 1,141
雄
去
計 5 4 652,320 435,240 581,040 509 4,510 1,141

若齢

雌 3 1 482,760 482,760 482,760 147 125 3,284
雄 5 5 704,160 509,760 565,704 170 129 3,312
去
計 8 6 704,160 482,760 551,880 166 128 3,307

合　　計 228 216 1,067,040 212,760 708,710 305 365 2,316

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� 39,189� 34,496� 39,588� 39,278� 230,604� 38,434�

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� 602� 607� 612� 594� 575

上 平成28年 492� 560� 603� 557� 499� 526� 483� 508� 518 501 515 507 522
平成29年 504� 546� 604� 620� 613� 601� 581

中 平成28年 477� 552� 601� 545� 488� 512� 469� 496� 506 483 502 492 510
平成29年 492� 535� 603� 624� 600� 585� 573

並 平成28年 437� 520� 556� 504� 465� 466� 431� 450� 463 436 460 446 470
平成29年 447� 496� 561� 594� 556� 544� 533

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� 350� 400� 370� 355� 344

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� 579� 600� 583� 571� 554

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 1,051.5 754.0 836.5 800.5 700.0 878.5 5,021.0 836.8

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� 2,867� 2,828� 2,909� 2,783� 2,851�

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� 2,469� 2,511� 2,492� 2,371� 2,514�

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� 2,129� 2,125� 2,034� 2,039� 2,150�

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� 1,750� 1,823� 1,754� 1,690� 1,764�

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� 1,943� 1,939� 1,947�

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� 1,798� 1,813� 1,871� 1,779� 1,794�

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� 1,591� 1,623� 1,663� 1,544� 1,603�

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� 1,237� 1,308� 1,406� 1,247� 1,293�

㈱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佐波伊勢崎

８月30日（水）、ＪＡ佐波伊勢崎は、群馬県立伊

勢崎商業高校の授業に参加し、オリジナルパンの

開発・商品化に向けて試作品を作りました。この

授業は食育教育活動の一環としての、地元農畜産

物やＪＡオリジナル商品を利用した取り組みで

す。当日は、６班に分かれて２つの案を考えて12

種類の試作品を作り、「おいしくできてる！」「チー

ズが多かったかも」などの試食した感想を発表し

ました。その後、班ごとに作った２つのパンを食

べ比べて１つを選び、選んだパンがどうしたら

もっとおいしくなるかを考えました。「ホイップ

伊勢崎商業高校×ＪＡ佐波伊勢崎
オリジナルパン開発授業

ＪＡ邑楽館林 青果物販売促進会議ＪＡ邑楽館林
重点市場と協力して、産地の優位性を活かした

販売を９月２日（土）、ＪＡ本所で、青果物販売市場

上位20社など関係者48名を招き、ＪＡ邑楽館林

青果物販売促進会議を行いました。

ＪＡから青果物の販売情勢や抑制キュウリの産

地情勢について説明しました。東京多摩青果株式

会社 渡辺取締役は「東京都中央卸売市場の販売実

績は、４月から８月までで102%となっている。し

かし７月までは計画を下回っている。スーパー等

の販売先も同様で、売り上げの不足を９月から12月で取り返すべく、今後活動が活発になる。今後も肥培管

理をしっかりやっていただき、ＪＡ邑楽館林らしく、数量をまとめた出荷をお願いしたい」と話しました。

会議では以下の意見が挙りました。

○日々の市場相場もあるが、販売先、数量を決めた契約的な販売が徐々に増えてきている。

その様な取り組みができるのであれば、様々な品目で取り組んでいきたい。

○ 将 来的には、選果機を導入し、面積を減らさないという流れになるのは否めない。しかし消費者の求

めるイボの高いキュウリというコンセプトから見ると、手選の重要性も十分残っている。

○生産者の高い栽培技術は非常に大切なため、箱詰めに労働時間を割かれるのはもったいない。

▲ 販売促進会議

クリームを減らしていちごジャムを増やしたい」「もっと野菜のシャキシャキ感を出したい」「焼き加減

を変えたい」などの意見があり、次の授業で選ばれた６種類のパンを改良して、試作品を作ります。最終

的には、２～３種類のパンの商品化を予定しています。

▲ 試作したパンの試食



30日開催　みゆきだそば祭り
1000食のそばを振る舞う

が広まったことにより衰退。1998年から地元の麦作組合が栽培を再開し、現在約15ヘクタールで栽培

しています。

今年は台風の影響もなく、そば畑一面に白いソバの花が咲いています。

渋川市行幸田の南原地区そば畑で９月30日、

「みゆきだそば祭り」が開かれ、出来たての手打ち

そば1000食を振る舞いました。手打ちそば無料

試食、生そば、そば粉の販売、地場産野菜の直売

などが行われました。

そば祭りは、｢豊秋そば｣のPRと地域活性化を

目的に行幸田地域営農推進協議会などが開催。毎

年そばの花が満開となるこの時期に行われてお

り、今回で19回目を迎えます。同地区では、か

つてそばの産地として知られていましたが、養蚕

ＪＡ北群渋川

▲ 白いソバの花が一面に咲き、来場者を楽しませていました

校で今回の体験で提供されるおやつ作りを行いました。昨年収穫された米粉を使ったみたらし団子な

どを調理しました。部員８名は稲刈り体験支援にも参加しました。

作業終了後、児童たちによって、お世話になった地域の方たちにおやつなどがお礼の言葉を添えて

配られました。

ＪＡ碓氷安中
安中市立九十九小学校では、10月12日（木）４

年生から６年生の児童39名が学校近くにある中

澤四郎さんの水田で稲刈り体験を行いました。

６月に田植え体験を行った水田での収穫作業で

す。

最初に中澤さんから稲刈り作業の仕方や注意

事項などを聞きました。特に４年生は鎌を持つ

のも初めてな児童が多く、緊張しながら稲刈り

作業を行っていました。今年は稲が倒伏し作業

が大変でしたが、地域の有志の方々など39名が

支援し10a余りの稲刈り体験は無事終了しまし

た。

この活動にＪＡ碓氷安中女性部は、食農教育活

動の一環として毎年参加しており、午前中に学

地域が支える稲刈り体験

▲ 指導を受けながら作業を行う児童



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！

11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

11月３日㈮〜５日㈰ 大植木まつり＆「新鮮ぐんま みのり館」
オープンセール第２弾

11月17日㈮〜19日㈰ 秋のお客様感謝セール

～講習会～
開催日 内　容

11月３日㈮

・ガーデンワークショップ
・果樹苗木植え付け講習会
・カッティングボードでラック作り講習
・ベラボンを使ったギャザリング講習
・サラダブーケをつくってみよう！

11月４日㈯

・芝張り講習会
・松の手入れ講習会
・樹木医がお答します！植木お悩み119番
・毛糸でグルグル苔玉つくり
・体験！寄せ植え講習会
・プランター栽培講習

11月５日㈰

・コニファー剪定講習
・樹木医がお答します！植木お悩み119番
・宿根草の講習会
・サツマイモのツルで作るクリスマスリース
・毛糸でグルグル苔玉づくり
・体験！寄せ植え講習会

●玉ねぎ苗　発売中！
※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。

今年も毎年恒例大植木祭りを開催いたします。県
内随一の植木コーナーをメインに様々な売出しを行
います。

お買得な植木の販売はもちろんのこと、おいしい・
楽しい・親子でできるイベントをいろいろとご用意
しています。

普段、植木をじっくり見る機会はなかなか少ない
と思います。垣根や庭木だけではなく、プランター
や鉢で育てられる植木もたくさん増えています。こ
れを機会に苗木から植木を育ててみませんか？

詳しくは花木流通センターホームページにてご覧
いただけますのでご確認いただきたいと思います。

皆様のご来店を心よりお待ちしております。
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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

みりん ･････ 大さじ１
みそ ･････小さじ１強

コチジャン ･･･････････10g

1 玉こんにゃくは半分に切り、ゆでてアク抜きをする。

2 ごぼうは皮を包丁の背でそぎ、乱切りにして、水につけア
ク抜きをする。

3 赤唐辛子は種をとり、小口切りにする。

4 鍋にサラダ油を入れて熱し、ごぼうとこんにゃくを炒め、
唐辛子を加えよく炒めて、酒を入れてさらによく炒め、Ａ
を入れて弱火で味がからむまで煮る。（唐辛子は途中で入
れると焦げない）

作り方

玉こんにゃく ････････１袋
ごぼう ･･････････････1/2本
赤唐辛子 ･････････････１本

サラダ油 ･･･････ 大さじ１
酒 ･･･････････････ 大さじ２

２人分· （１人分78kcal）

材　料

玉こんにゃくとごぼうの
コチジャン炒め

1 しらたきは茹でて、アクを抜いて、3～4つに切る。

2 鍋にサラダ油入れて熱し、しらす干しを炒め、
さらにしらたきを炒めてＡを加え、乾煎りをし
て味を調える。

3 パセリをみじん切りにして、２を器に盛り、パ
セリを散らす。

作り方

しらたき ･･･････１袋
サラダ油 ･･･小さじ1

しらす干し ･････20g
パセリ ･･････････適量

２人分· （１人分39kcal）

材　料

しらたきとしらすの
カレー炒め

カレー粉 ･･････････････････････ 大さじ１弱
クミンホール ････････････････････ 小さじ１
麺つゆ ･････････････････････････ 小さじ２強
塩 ･･････････････････････････････････････ 少々

AA

この中の商品で

料理しまし
た！

詳しくは
５ページ




