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尾瀬沼の水芭蕉 利根郡片品村
片品村のシンボルの花ともいわ

れている「水芭蕉」は、 湿地に自生
し、発芽直後に葉間中央から純白
の仏炎苞（ぶつえんほう）と呼ばれ
る苞を開きます。花に見える仏炎
苞は葉が変形したもので、その中
央にある円柱状の部分に小さな花
が集まっています。低地では４月
から５月、高地では融雪後の５月
から７月にかけて開花し、尾瀬沼
の水芭蕉も見ごろを迎えています。



事業のうごき

JA群馬担い手サポートセンター
○ＪＡ生産販売計画の実践と
　目標達成に向けた取組支援
○担い手の経営強化のための経営管理支援
○ＪＡ営農経済部門の人材育成支援
○TAC活動等ＪＡの出向く体制強化支援
○大規模経営農家・法人等の経営安定化支援
○ＪＡ野菜振興計画の目標達成に向けた取組支援
○農産物の安全・安心確保対策
○園芸作物生産実証農場の運営

畜産農産部
●▶酪農畜産課
○生乳計画生産の推進
○初妊牛導入推進
○素牛導入推進
○種豚導入推進
○渋川家畜市場和牛及び乳用牛の集荷・販売推進

●▶米麦特産課
○平成30年産民間流通麦引取推進
○令和元年産民間流通・ビール大麦集荷推進
○令和２年産民間流通麦生産計画推進
○こんにゃく荒粉・精粉出荷販売推進（入札の実施）

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

●▶販売促進課
○春夏野菜販売促進
○もやし類・加工野菜販売促進
○花き類販売促進

●▶園芸資材課
○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）
○夏秋用青果物段ボール予約・当用推進
○果樹袋当用推進
（りんご・ぶどう・なし・もも等）
○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
○ハウス用更新資材推進（農ビ・農ポリ等）
○ネポン暖房機予約推進（第１期・４～６月）
○農ビ・農ポリマルチ予約・当用推進
○夏秋蒔用種子予約推進

生産資材部
●▶花木流通センター
○６月14日（金）～17日（月）	 農作業応援フェア

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

●▶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）

生活部
●▶生活課
○太陽光発電推進	 （周年）
○シロアリ防除事業推進	 （周年）
○令和元年度新茶推進	 （４月～６月）
○アンデスメロン推進	 （６月～７月）
○上州もみ切りうどん	 （６月～７月）

●▶葬祭総合課
○会員獲得推進の実施

●▶石油課
○JA−SSワイパーキャンペーン	（５月～６月）

●▶ガス課
○春の厨房機器推進	 （４月～６月）
○ガス器具推進	 （４月～12月）



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今後の意気込みを一言

令和元年度 新入職員紹介

出身地：東吾妻町
出身大学：新潟大学
①農業機械の製品受け渡し業務
②ゴルフ　　③継続は力なり

④�こんにゃく
　�こんにゃくは水分をいっぱい含んでいます。こんにゃくのよ
うにいろいろなものを吸収したいと思ったから。
⑤�まだまだできる業務も少ないですが、できる仕事を少しずつ増
やして信頼してもらえるような職員になりたいと思います。

●生産資材部　農業機械課
加

か べ

部　涼
り ょ う た

太

出身地：前橋市
出身大学：拓殖大学
①�農住事業
　（アパート、住宅、リフォーム）の推進担当
②スポーツ観戦　③雑草魂

④�オクラ　粘り強さが取り柄だからです。
⑤�まだまだ分からないことばかりの毎日ですが、一日でも早く
業務に慣れて全農の戦力となれるよう精一杯頑張ります。よ
ろしくお願い致します。

●生産資材部　施設住宅課
戸

と べ

部　凌
り ょ う す け

佑
●担い手サポートセンター 担い手支援課
出身地：高崎市　　出身大学：成城大学
①ＪＡ・TACの活動支援
②ソフトボール・旅行　　③継続は力なり
④�たまねぎ
　たまねぎはそのままだと辛いが炒めると甘
くなるように、最初はとっつきにくいですが

よくしゃべってみると意外といい奴と言われるからです。
⑤�現在まだわからないことが多いですが、一日でも早く業務をこ
なしていけるように努めていきたいと考えております。

塚
つ か だ

田　康
こ う へ い

平

出身地：富岡市
出身大学：茨城大学
①農薬の受渡業務
②ソフトテニス・遊園地　　
③実るほど頭を垂れる稲穂かな

④�オクラ　オクラのような粘り強さを持っていたいです。
⑤�まだまだ分からないことが多いですが、知識を身に付け、全
農グループの一員として役立てるように、粘り強く頑張って
いきますのでよろしくお願いいたします。

●生産資材部　肥料農薬課
並
な み き

木　達
た つ や

也

出身地：大泉町
出身大学：高崎経済大学
①�備品やリース・修繕の管理を行う管財業務
を担当しています。
②自転車競技・ジムで運動すること・
　食べること　　③「体が資本。」

④�ブロッコリー
　�ビタミンＣ豊富で免疫力を付けられるブロッコリーのように
体が丈夫だからです。
⑤�自分一人でこなせる仕事をできるだけ早く覚えて、何事にも
真剣に取り組みたいと思います。

川
か わ し ま

島　康
こ う き

暉
●管理部
　総務人事課

出身地：前橋市
出身大学：高崎経済大学
①庶務：文書管理、旅費精算、経費管理
　こんにゃく：請求精算業務
②散歩・漫画・寺社仏閣巡り　
③実るほど頭を垂れる稲穂かな

④�なす　顔がなすに似ていると言われた経験があるからです。
⑤�まだまだ皆様にご迷惑をおかけしてばかりですが、ひとつひとつ勉強
して、積極的に業務に取り組んでいきたいと思います。職員として成
長していけるよう努力しますので、どうぞよろしくお願いいたします。

狩
か の う

野　裕
ゆ う こ

子
●畜産農産部
　米麦特産課

●生活部　生活課
北
き た む ら

村　圭
け い す け

佑

出身地：高崎市
出身大学：東京農業大学
①組織食品企画・仕入、
　受発注、請求実績管理
②剣道・映画鑑賞　　③継続力也

④�プチトマト
　ほぼ毎日食べているので、自分といっても過言ではないため。
⑤�自分がやるべき仕事をいち早く覚え、皆さんの力になれるよ
う一生懸命頑張ります。

出身地：嬬恋村
出身大学：武蔵大学

①ＪＡや市場からの電話対応・分荷業務
　・共計単価処理・資料作成
②野球　　③日進月歩

④バンタム　アシが早くて甘い顔しているから。
⑤�今年度からＪＡグループの一員となりました熊川です。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精進していきますので
今後ともよろしくお願いいたします。

熊
く ま が わ

川　達
た つ ひ ろ

大
●園芸部
　園芸販売課

出身地：藤岡市
出身大学：高崎経済大学
①�主に重軽油やオイルの受発注、JA‐SSキャ
ンペーンの企画立案等を担当しています。
②音楽鑑賞・ドライブ・サックス　　
③よく遊びよく学べ④�しそ

　少し癖はありますが、意外と何にでも合うところが好きです。
⑤�今は先輩に頼りながら必死に勉強する毎日ですが、いずれは多
くの人を支えていけるような職員を目指したいです。よろしく
お願いいたします。

新
あ ら い

井　潤
じゅん ●生活部

　石油課



TACシステム操作研修会JAたのふじアシストホール吉井 
家族葬式場・安置所 地鎮祭

４月19日（金）、「ＪＡたのふじアシストホール吉井	
家族葬式場・安置所	地鎮祭」が執り行われ、ＪＡ役職
員や工事関係者、当県本部職員等約30人が出席しま
した。
葬儀をめぐる環境は、核家族化や少子化と、高齢化
により仕事関係の付き合いも薄れ、葬儀参列者が少な
くなる傾向にあります。ＪＡたのふじアシストホール
吉井は、葬儀の多様なニーズに対応するため、家族葬
式場と安置所の建設に着手しました。
地鎮祭では、これから始まる工事の安全を祈願しま
した。９月に完成の予定です。

平成31年度 
ＪＡ-ＬＰガス取扱強化研修会

４月24日（水）、ガス課主催による「平成31年度	
JA-LPガス取扱強化研修会」が開催され、ＪＡ担当者
約30人が参加しました。
研修会では、LPガス情勢や平成30年度実績、平成
31年度事業計画および購買事業方針、取扱要領につ
いての説明が行われました。「液化石油ガスの保安の
確保及び取引の適正化に関する法律」の改正点を重点
的に説明し、保安確保とお客様へのサービス向上に向
け、メモを取りながら熱心に受講していました。

４月26日（金）、ＪＡ群馬担い手サポートセンターは
「TACシステム操作研修会」を開催し、ＪＡのTAC担
当者10人が参加しました。本所TAC推進課の賀藤氏
より、TACシステムの概要や基本機能の操作方法の
講習が行われました。参加者は、担い手への事業提案
ができるよう、TACが訪問した担い手との面談情報
を整理、蓄積し、ＪＡの関係部門との共有化を図りま
す。

GW菜園フェアで
ブリックスナインや小玉スイカをPR

４月27日（土）から５月６日（月）、花木流通センター
はゴールデンウィーク菜園フェアを開催し、毎年大好
評のＪＡはぐくみの果菜苗はもちろん、花や肥料、用
土を中心に菜園作りに特化したフェアを開催しまし
た。フェア初日は、酪農畜産課が牛乳200mlパック
を無料でプレゼントし、園芸販売課はブリックスナイン
（ＪＡにったみどり・ＪＡ邑楽館林）と藪塚こだま西瓜の
試食を振る舞いPRするなど、関係部署で協力し、フェ
アを盛り上げました。期間中は、みのりベーカリー、
みのり食堂の限定商品をはじめ、日替わり特価品やイ
ベントもあり、たくさんのお客様で賑わいました。
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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
●つきこんにゃく
●さしみこんにゃく(辛子酢みそ付)
●糖質0カロリーオフ(柚子さしみ)
●糖質0カロリーオフ麺（冷し中華ゴマだれ）
●糖質0カロリーオフ麺（冷たいぶっかけうどん）

Aセット

セット内容
●きなこあんみつ
●ミルクな寒天(ブルーベリー)
●ミルクな寒天(ストロベリー)
●杏仁プリン（こんにゃく粉入り）
●寒天ぶどうゼリー
●ぷるんと蒟蒻ゼリー
　(アップル+グレープ)

甘味セット
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

特別セット

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。
包装
対応 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。

受注
生産

コンプライアンス推進
全体職員研修会

５月15日（水）、コンプライアンス推進課主催の「コ
ンプライアンス推進全体職員研修会」がＪＡビルにて
開催されました。
伊藤本部長は挨拶で平成30年度リスク事案発生状
況を説明し、「新年度をスタートするにあたり、改め
て全農グループ役職員規範を確認するとともに、すべ
ての従業員が全農グループの一員であることを自覚
し、法令順守と働き甲斐がある職場づくりに努めると
ともに、労災・交通事故の予防に取り組んでいただき
たい」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、群馬県前橋東警察署
の清水純二警部補より、「交通事故・交通安全について」
の講演が行われ、職員全体にコンプライアンスの意識
の徹底が図られました。

「ぐんまクッキングアンバサダー」
プロジェクトをスタート

園芸販売課は、日本最大級のお料理ブログのポータ
ルサイト「レシピブログ」とコラボレーションし、レシ
ピブログのお料理ブロガー 20名が群馬県の食材や「ぐ
んま」の魅力を自身のブログで発信していく「ぐんま
クッキングアンバサダー」プロジェクトを５月20日（月）
からスタートしました。期間中は、月ごとに食材を変
え、群馬県産農産物の素材を活かした様々なレシピを
発信し、認知拡大を図ります。是非、ご覧ください！	

◆プロジェクト期間◆
10ヶ月間

（2019年５月～2020年２月）
PC版
https://www.recipe-blog.jp/sp/r190508gu

【お問合せ先】ＪＡ全農ぐんま 米麦特産課
TEL：027-220-2251　FAX：027-265-1415
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―入組して何年目ですか？
入組して２年目です。最初の配
属は農畜産課でしたが、今年の４
月に園芸課と統合になり、営農指
導課に変わりました。
―現在のお仕事内容を教えて下さ
い。
組合員さんのところを巡回し、栽
培管理に関する指導をしています。
品目は米麦で、今年度から徐々に
野菜も担当していきます。
―ＪＡに就職したきっかけは？
農業高校から県立農林大学校へ
進学し、農業を全般的に学びまし
た。農家さんをサポートしながら
農業に携わる仕事がしたいと思い、
農協に就職しました。

―実際に働いてみていかがですか？
学校で農業について学んできまし

たが、実際の現場では分からない
ことが多く、育苗管理や刈り取りの
タイミングなどを組合員さんに学ば
せてもらっているように感じました。
―心掛けていることはありますか？
すすんで挨拶をするように心掛
け、まだ２年目で分からないことが
多いので、日々勉強です。上司や
先輩に教わったり、組合員さんの
お話を聞くことが一番勉強になりま
す。
―やりがいを感じるときは？
提案した農薬で雑草が減って、
組合員さんに喜んでもらえたときに
やりがいを感じました。

―趣味の野球は、いつから？
小学校２年生からずっと続けてい

て、今も草野球のクラブチームに
所属しています。
―現在所属しているチームのポジ
ションは？
「ハスハス」というチームで、ピッ
チャーをしています。
―今後の意気込みをお聞かせくだ
さい。
なるべく早くいろいろなことを覚

えて、何でもひとりで対応できるよ
うになりたいです。組合員さんから
頼られ信頼される職員になりたいで
す。
―栁川さん、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！

「入組２年目 組合員さんとの
会話が１番の勉強に」

JA太田市　営農部　営農指導課

栁川　平さん

｜ P r o f i l e ｜

やながわ・たいら（21歳）

趣味········ ·野球・フットサル
好きな食べ物
　　········何でも好きですね！

▼職場の皆さんから見て…
組合員さんに対して親身に相
談にのり、何事も一生懸命ま
じめに取り組んで、職場のみ
んなからの信頼も厚いです。

地域の小学校の子供達と	

▲

籾ふりの作業をする

んばってます！が



JA PICK UP ！

JAの活動をご紹介　JAピックアップ！

放 映 予 定

能登　瑶子アナ

※タイトル・放送内容等は
　変更となることがあります。

番組名／提供 放送日 ※再放送日 時　間

収穫開始！とうもろこし・ジャンボにんにく／JA北群渋川
６月10日（月） PM 9：00 〜 9：30

※６月16日（日） AM 8：00 〜 8：30

初夏のお楽しみ！みさとの梅／JAはぐくみ
６月17日（月） PM 9：00 〜 9：30

※６月23日（日） AM 8：00 〜 8：30

ＪＡ利根沼田

良質苗の安定生産に努めるＪＡ利根沼田野菜育苗セン

ターは、沼田市利根町や昭和村を中心としたレタス栽培

が盛んな地区において、手間のかかる育苗作業を行い生

産者の負担を減らしています。

同センターでは12月下旬から苗を作り、２月上旬から

苗を出荷。最盛期の７月には毎日30軒以上の農家が野菜

苗の引き取りに訪れます。今年はレタスとキャベツで約

1650万本の苗を供給するため、８月30日の最終引き渡

しまで休みなく出荷を続ける予定。

小林慶政所長は「今年は春先の気象変動が激しかった

が、寒暖差があっても影響のない苗作りを職員一丸となっ

て行い、産地の生産基盤を支えていきたい」と意気込みま

した。施設内でも日の当たり方や急な温度変化により苗

の状態は変わりやすいため、常に注意を払い引き渡しの

日まで管理していきます。

安定供給で生産基盤支える
レタス・キャベツ苗供給

▲ 大切に育てた苗を引き渡すJA担当者

春のわくわくフェアー
野菜苗を求めて

ＪＡたかさき

ＪＡたかさきは５月20、21日の両日、高崎市浜川町の

北部アグリセンターとオートパル高崎で、展示即売会「春

のわくわくフェアー」を開きました。天候に恵まれ、２日

間で約800人が来場しました。

農繁期を迎えトラクターや田植え機、管理機などの農

機具を展示販売。肥料や農薬、オイル、ガス器具の限定

特売もしました。

来場者にはブロッコリーの苗をプレゼント。家庭菜園

シーズンが到来し、ナスやキュウリ、ピーマン、カボチャ

などの野菜苗を求め、販売開始時間前から多くの来場者

で賑わいました。

即売コーナーでは、高崎産米の「ゆめまつり」やイチゴ

やブロッコリーなど新鮮野菜を特価で販売。選果場から

直送の「うれっ娘トマト」の即売会も開きました。

自動車展示コーナーでは、12メーカーが20台を展示

し来場者に説明。田植え機のセルフメンテナンス講習会

も開かれました。▲ 大勢の人で賑わった野菜苗の販売

んばってます！



前橋市亀里町1307-1
TEL027-220-2427 FAX027-220-2424

『県本部通信』における個人情報の取扱いについて
『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。

自由なご意見・ご感想をお寄せください。
《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。

この印刷物は大豆インキを
使用して制作しています。

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。

花木流通
センター
花木流通
センター

至高崎市街地

ー取扱品目ー
□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
□新鮮ぐんまみのり館
/産直野菜、農畜産加工
品、手作りパン・ハム・
食堂等□外売場/野菜
苗、大型肥料・用土、植
木鉢等

花木流通センター イベント情報

Art Cooking

K  B　KU
花 木 流 通 セ ン タ ー

６月～2月
毎週火曜日定休営業時間9:00～18:00

□発行／令和元年６月１日発行　□発行人／高津　育雄　□ホームページアドレス／https://www.gm.zennoh.or.jp　□E-mail／info-gunma@gm.zennoh.or.jp
□発行所／全国農業協同組合連合会群馬県本部  管理部企画経理課　〒379-2147 前橋市亀里町1310番地　℡027-220-2223  Fax027-220-2234

1 長なすは、縦半分、横２㎝の半月切りにし、グリルで３～４
分焼く。

2 宇和ゴールドは、皮を包丁で放射線状に渋皮まで切り落とす。

3�２を４等分に切り、更に芯の部分を切り、果肉を取り出す。

4�ルッコラは、洗って２㎝の長さに切る。

5�ボールに１・３・４を入れ、オリーブオイル・粒マスタード・
塩・コショウし、混ぜて味を調える。

作り方

長なすと柑橘類の和え物

花木流通センターでは、夏にピッタリ涼しげな観葉植物
を数多く販売しております。
お部屋に観葉植物を置くことで、涼しげな雰囲気だけで
なく、実際にマイナスイオンが発生し、空気清浄の働きも
あります。多肉植物、サボテンなどと一緒にお部屋に緑を
取り入れてみてはいかがでしょうか。
皆様のご来店を心よりお待ちしております。

開催日 フェア etc

６月14日㈮〜17日㈪ 農作業応援フェア

開催日 講習会 etc

６月１日㈯ 農薬講習会

６月９日㈰
甘酒講習会
新生姜漬け講習会

６月12日㈬・23日㈰ ハーバリウム講習会

６月13日㈭ 寄せ植え講習会「室内用ミニ観葉植物」

６月15日㈯ 群馬県食肉卸売市場　上州牛・上州麦豚試食販売

●６月25日㈫　棚卸の為、お休みさせて頂きます。
●６月より毎週火曜定休となります。

材　料

長なす�･･･････････････････････････････････････････ ２本

宇和ゴールド（又はグレープフルーツ）�･･･････････････１個

ルッコラ�･････････････････････････････････････････ 15g

オリーブオイル�････････････････････････････････大さじ１

粒マスタード�･････････････････････････････････小さじ１

塩･････････････････････････････････････････ 小さじ1/3

コショウ�･････････････････････････････････････････適量

２人分 （１人分78kcal）
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