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赤城山夏まつり 前橋市富士見町
赤城山の頂に鎮座する赤城神社

は、主祭神に赤城山と湖の神様「赤
城大明神」をお祀りし、湖の女神さま
「赤城姫」は、女性の願掛けに大変
ご利益があるといわれています。
夏の例大祭に合わせて、８月の第

１土曜日に、大沼湖畔で赤城山夏ま
つりが開かれます。夜には大沼湖上
での灯篭流しが行われ、フィナーレの
花火と湖面に揺らめく灯りで幻想的な
光景も楽しめます。



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
●▶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麦集荷推進
○令和元年産ビール大麦販売事務
○令和２年産民間流通麦播種前契約推進
○こんにゃく推進セット夏期特別推進
	 （７月〜８月）
○「麦とろ麺」特別推進	 （７月〜９月）
○こんにゃく荒粉・精粉販売推進	 （入札の実施）
○こんにゃく生玉予約取扱推進

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）
○共計にがうり販売	 （９月末日迄）
○共計オクラ販売	 （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
○夏秋野菜販売促進
○もやし類・加工野菜販売促進
○花き類販売促進

●▶園芸資材課
○ネポン暖房機推進	 （第２期・７〜９月）
○青果物予冷庫推進（パナソニック）
○秋用出荷資材予約推進
○秋まき用種子推進（ほうれん草・ねぎ・きゅうり他）

生産資材部
●▶花木流通センター
○お盆フェア	 ８月９日（金）〜15日（木）
○秋の園芸準備フェア	 ８月23日（金）〜26日（月）
○“野菜の日”フェア	 ８月31日（土）
●▶肥料農薬課
○セルフブレンド推進
○麦肥料農薬推進
○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）
○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
○会員獲得募集の推進
●▶石油課
○ＪＡ－ＳＳ夏のキャンペーン	 （７月〜８月）
○バッテリーキャンペーン	 （８月〜９月）
○令和元年度ホームタンク特別推進
	 （８月〜２月）
●▶ガス課
○ガス器具推進	 （４月〜12月）
○保安キャンペーン	 （６月〜９月）
○給湯器燃料転換促進	 （６月〜２月）



親子で作ろう！サンドイッチ教室

６月23日（日）、花木流通セン
ターは新鮮ぐんまみのり館で「親子で作ろう！サンド
イッチ教室」を開催しました。５歳から10歳の子供た
ちとそのご家族、７組が参加しました。
手作りパン工房の荒井チーフが参加者に、県内産ト
マトのパンピザと季節の果物（メロン）を使ったフ
ルーツサンドの作り方を説明。子供たちは初めて触る
パン生地の感触に驚いていました。トマトやメロンの
並べ方に創意工夫を凝らして作り、試食した子供は
「できたてのサンドイッチはおいしい！」と言って頬
張っていました。

JAグループ野菜生産対策会議

６月26日（水）、ＪＡ群馬担い手サポートセンター主
催の「ＪＡグループ野菜生産対策会議」が開催され、
13ＪＡ・県・中央会・当県本部担当者約30人が出席
しました。会議では、野菜振興計画令和元年度目標や
取組実績、野菜生産拡大バックアップ事業実施要領の
説明のほか、園芸作物生産実証農場の取り組み状況や
群馬県の新規事業「インストア・プロモーション事業」
の説明が行われました。さらなる野菜生産振興を目指
し、担当者間で情報の共有が図られました。

JA利根沼田
白沢トマトセンター起動式

６月27日（木）、「ＪＡ利根沼田	白沢トマトセンター
起動式」が執り行われ、ＪＡ役職員と当県本部関係者
他31人が出席しました。
平成４年に建設したこの施設は、旧型選果機のロス
の発生や老朽化のため、平成30年度産地パワーアッ
プ事業を活用して増強工事を行いました。ＪＡ利根沼
田の前原専務は、「新たな選果機の導入で、より細か
な選別が可能になりまし
た。生産者の想いの詰まっ
た新鮮でおいしいトマトを
より多くの消費者にお届け
したい」と話しました。こ
のセンターで選果されたト
マトは、ぐんまのブランド
トマト「夏美人」として出
荷されます。

Monthly Zen-noh Gunma
2019 August No.208

インフォメーション |  Information |



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

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

【お問合せ先】
ＪＡ全農ぐんま 米麦特産課

TEL：027-220-2251　FAX：027-265-1415

生産振興に取り組みます。ＪＡグループ群馬役職員が
一丸となって地域農業を持続的に発展させ、地域の活
性化に貢献していきます」と意気込みを語りました。

JA太田市 
小松菜・ほうれん草消費宣伝会

６月28日（金）、東京都中央卸売市場大田市場の東
京青果（株）卸売場で、『ＪＡ太田市	小松菜・ほうれん草』
の試食宣伝会を開催しました。
会場では、ＪＡ太田市の生産者とＪＡ職員等が小松
菜のお浸しとほうれん草サラダを市場関係者約200人
に配布しました。サラダは、ほうれん草を生のまま
カットし、砕いたミックスナッツを振りかけ、市販の
ドレッシングをかけ
たもので、試食した
人は「ほうれん草の
えぐみがなく、生で
食べてもおいしい」
と好評でした。

JAグループ群馬の取り組みに
関する会長記者会見

６月28日（金）、「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、各連合会の役職員等が
出席しました。会見で大澤会長は、「直接販売や予約
相対取引など、需要に即した販売力を強化するほか、
肥料銘柄や段ボール箱の集約による生産資材コスト低
減、園芸作物生産実証農場や育成牛センターを通じた

葬祭スタッフ用 宗教別基礎講座

７月11日（木）、葬祭総合課はアシストホールたか
さきで「葬祭スタッフ用	宗教別基礎講座」を開催し、
７名の葬祭担当者が参加しました。研修会では、（株）
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、神道とキリスト教、仏教の概要や葬儀の流れ
や意味、知っておくべき葬儀関連用語などについて学
びました。参加者は今後の業務に活かすため、メモを
取りながら熱心に受講していました。
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アグリマシンフェア2019

７月13日（土）、14日（日）の２日間、「農業者所得の
増大と農業生産の拡大をつうじて地域の活性化に寄与
する」をテーマに、県内ＪＡ・ＪＡ全農ぐんま共催の
アグリマシンフェア2019（第43回農業機械大展示即
売会）が盛大に開催されました。今年は、約40社の企
業・団体が出展し、最新の農機を中心に肥料、農薬な
どを展示販売しました。
会場には、昨年発表した「共同購入トラクター」を
展示し、共同購入による農業機械導入コストの低減を
提案したほか、低コスト・省力化支援講習会として、
セルフメンテナンス・セルフブレンド・バンカーシー
トの各講習会、農薬散布用ドローンのデ
モフライトなども行われ、２日間で約
5,600人が来場しました。
農業機械課の宮坂課長は「共同購入ト
ラクターは、全国のＪＡが一体となって、
一括発注した結果、価格の引下げが実現
できたと分析しています。今後、第二弾
の共同購入も予定されますが、組織力を
生かし、低コスト化の流れを加速させた
い」と意気込みを話しました。

【お問合せ先】ＪＡ全農ぐんま 生活課
TEL：027-220-2351　FAX：027-220-2324
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―入組して何年目ですか？
入組して12年目です。

―ＪＡに就職したきっかけは？
求人を見て応募しました。

―農産課は何年目ですか？
農産課は５年目です。

―現在のお仕事内容を教えて下さ
い。
育苗センターと種子センター、
北部カントリーエレベーターを担
当しています。

―育苗はどれくらい？
今期は６万枚ほどです。播種後
３日で芽を出したものを生産者に
配付します。

―現在はどのような作業をされて
いますか？
麦の乾燥作業をしています。
ＪＡたのふじ管内では、３箇所の
カントリーエレベーターがありま
すが、中でもここ北部カントリー
が一番取扱量が多く、約500 tを
乾燥しています。

―心掛けていることはありますか？
安全に作業することを１番に考
え、そのために段取りをしっかり
して、効率の良い作業を心掛けて
います。

―やりがいを感じるときは？
生産者に頼りにされるとやりが
いを感じます。その人たちのため
に自分が知識や経験を積んで役に
立ちたいです。

―休日はどのように過ごされてい
ますか？
家でマンガを読んだり、たまにド

ライブに出掛けたりしています。

―どんなマンガを？
少年ジャンプを読んでいます。

―今後の意気込みをお聞かせくだ
さい。
生産者からの要望にお応えでき
るように、しっかり作業し、身近
なＪＡ職員に感じてもらえるよう
に頑張っていきたいと思います。

―新井さん、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！

「安全第一  段取りをしっかり
効率の良い作業を」

JAたのふじ　営農経済部　農産課

新井　康介さん

｜ P r o f i l e ｜

あらい・こうすけ（33歳）

趣味········ ·ドライブ・
少年ジャンプを読む

好きな食べ物
　　········やっぱりお米！

▼職場の皆さんから見て…
仕事に責任感を持って、まじ
めに取り組んでいます。

中央制御装置を		

▲

操作する新井さん　

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

地域で輝け　女性パワー／JA太田市女性会
８月12日（月） PM 9：00 〜 9：30

※８月18日（日） AM 8：00 〜 8：30

ファミリーキャンプ／農林中金
８月19日（月） PM 9：00 〜 9：30

※８月25日（日） AM 8：00 〜 8：30

ＪＡ太田市

６月28日（金）、日本テレビnews every.のコー

ナー「いまダケッ」で太田市の特産品であるモロヘイ

ヤが紹介されました。

このコーナーは、いま旬なものや話題のスポットを

お伝えするコーナーであり、俳優の渡辺裕太さんが桑

爪を使った収穫の様子を見学し、実際にモロヘイヤの

収穫を体験しました。

ＪＡ太田市の職員が「モロヘイヤの天ぷら」、「モロ

ヘイヤそうめん」、「モロヘイヤのおひたし」を料理し、

オススメの食べ方を紹介しました。モロヘイヤは、刻

むことで粘りが出るのが特徴の野菜であり、糖の吸収

を遅らせ血糖値の上昇を抑える働きがあります。ま

た、老化の防止やストレス緩和にも効果的です。

生放送でモロヘイヤを紹介

▲ モロヘイヤの料理を試食する渡辺裕太さん

ＪＡ青年部が園児を招待し
ジャガイモを収穫

ＪＡ前橋市

ＪＡ前橋市前橋青年部は６月25日と28日の２日間

に市内幼稚園児を招待し、同市小島田町の畑でジャガ

イモの収穫体験を行いました。ジャガイモは同青年部

が３月下旬に種イモを植えて、収穫まで青年部員が協

力して管理しました。収穫体験では、参加した園児が

青年部員に教わりながらジャガイモを収穫しました。

園児たちは「土を掘るとジャガイモがたくさん出てく

る」「大きいのが採れた」などと喜んでいました。同青

年部の深田満紀仁部長は「園児たちが収穫のたびに見

せる笑顔が収穫体験の楽しさを物語っていた」と感想

を話していました。ＪＡ前橋市は、営農振興計画の「地

域の活性化に向けた取り組み」のもと食農教育の拡大

を図るべく、青年部と連携して園児・小学生を対象に

した農業体験の機会を提供しています。

▲ ジャガイモの収穫を体験する園児

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８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 オクラは斜め２～３等分に切る。鶏肉は一口大のそぎ切り
にし、軽く塩・コショウをする。

2 カボチャは皮をむき一口大に切る。

3�ズッキーニは３～４㎜厚さのいちょう切りにする。
4�ニンニク・しょうがはみじん切にする。
5�鍋にサラダ油を熱し、ニンニク・しょうがを炒め、鶏肉も炒
める。

6�5にグリーンカレーペーストを加え、香りがでるまで炒め、
カボチャ・ズッキーニも入れて炒める。スープ（水＋コン
ソメ）・ココナッツミルク・ナンプラーを加え、塩・コショ
ウをして煮込み、味を調える。

7�器にご飯を盛り、小鉢にカレーを入れて添える。

作り方

オクラと鶏肉のタイ風カレー

花木流通センターでは、秋の種ジャガイモと秋植え球根
の取扱いが始まります。定番の品種はもちろん、海外の変
わり種も数多く取り扱います。味や形を楽しめるように、
たくさんの種類を植えるのがオススメです！
ジャガイモ、秋植え球根共々、様々な種類を多くのお客
様にお楽しみいただければと思います。
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

８月９日㈮〜15日㈭ お盆フェア

８月23日㈮〜26日㈪ 秋の園芸準備フェア

８月31日㈯ “野菜の日”フェア

開催日 講習会・試食販売会

８月３日㈯
　・４日㈰

カラーサンドとミニ観葉の寄せ植え教室
ハーバリウムのキーホルダー作り
ハーバリウムランプを作ろう

８月７日㈬ 今月のお花を作ろう〜マーガレット〜

８月14日㈬ ハーバリウムフューザー（芳香剤）を作ろう

８月17日㈯ 食肉卸売市場　上州牛・上州麦豚試食販売会

８月25日㈰ 栽培講習会〜秋冬野菜定植〜（ブロッコリー・キャベツ・白菜の定植・大根の播種）

●８月13日㈫は休まず営業します。

材　料

オクラ�･･････････ １パック
鶏胸肉�････････････350g
カボチャ�･･･････････250g
ズッキーニ�･････････150g
ニンニク�･･････････ １かけ
しょうが�･･････････ １かけ
サラダ油�････････ 大さじ１

グリーンカレーペースト
　　　　�････････････ 15g
水�･･････････････ ２カップ
コンソメ�････････････ １個
ココナッツミルク�･･･ 200㏄
ナンプラー�･･････ 小さじ２
塩・コショウ�･･････ 各適量

２人分	 （１人分323 kcal	カレーのみ）
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