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秋の床もみじ（宝徳寺）
 桐生市川内町
宝徳寺の歴史は古く、室町時代
の宝徳年間（1450年頃）に創建さ
れた禅寺です。
境内の本堂では春と秋の期間限
定で「床もみじ」を特別公開してい
ます。毎年11月の秋の床もみじ
は、宝徳寺境内にある100本以上
のもみじが紅葉し、磨き上げられ
た28畳もの床板に映り込み、訪れ
る人々を魅了しています。



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
○令和元年産大豆集荷推進
○令和２年産民間流通麦契約面積播種推進
○こんにゃく生玉販売推進	 （10月20日〜12月13日）
○こんにゃく荒粉・精粉入札販売の実施
○こんにゃく製品セット冬期特別推進	（11月〜12月）

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）
○共計干大根販売	 （12月中旬迄）
○県統一規格共計きゅうり抑制販売	 （12月末日迄）
○共計下仁田ねぎ販売	 （１月末日迄）
○共計上州ねぎ販売	 （２月末日迄）
○共計春菊販売	 （２月末日迄）
○共計土ねぎ販売	 （３月中旬迄）
○共計白ねぎ販売	 （３月末日迄）
●▶販売促進課
○冬野菜販売促進
○もやし類・加工野菜販売促進
○花き類販売促進

●▶園芸資材課
○冬春用出荷資材予約推進
（ほうれん草・きゅうり・アスパラ他）
○事前予約共同購入マルチの推進
○温床資材予約推進
（農ポリ・トンネル資材・こんにゃくマルチ等）
○冬春用野菜種子推進（ほうれん草・きゅうり他）
○種馬鈴薯納品

生産資材部
●▶花木流通センター
○ウィンターフラワーギフトセール
	 12月６日（金）〜９日（月）
○歳末準備セール	 12月13日（金）〜16日（月）
○歳末感謝セール	 12月21日（土）〜30日（月）
●▶肥料農薬課
○セルフブレンド推進
○蒟蒻肥料農薬推進
○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）
○仕込み味噌推進	 （10月〜３月）
○上州もみ切りうどん推進	 （10月〜12月）
○ＪＡ高崎ハムお歳暮ギフト推進	 （11月〜12月）
○みかん推進	 （11月〜12月）

●▶葬祭総合課
○会員獲得募集の推進
●▶石油課
○秋期タイヤキャンペーン	 （10月〜12月）
○ＪＡ－ＳＳ冬のキャンペーン	 （12月〜１月）

●▶ガス課
○ガス器具推進	 （４月〜12月）
○給湯器燃料転換促進	 （７月〜２月）
○秋の厨房機器キャンペーン	 （10月〜12月）



寄せ植え講習会

花木流通センターは10月17日（木）に、ハンギング

バスケット（壁掛け）の寄せ植え講習会を開催しまし

た。同センターでは、花の植え方や組み合せなどを難

しく考えているお客様に植え方のポイントや管理方法

を知ってもらおうと、季節に合わせた寄せ植え講習会

を定期的に行っています。

当日はセンター職員が講師を務め、ストック、ビオ

ラなどを使い、色の組合せや植え方を指導し、順番に

バスケットに植えていきました。参加者は、「家に飾

るのが楽しみ！次の講習会も参加したいです」と話し

ました。

一昨年10月に花木流通センター内にオープンした

新鮮ぐんまみのり館は、お陰さまで２周年を迎えるこ

とができました。花木流通センターでは、お客様への

感謝の気持ちを込めて、10月18日（金）から21日（月）

の４日間、大感謝祭を開催しました。

期間中は日替わりで、牛乳やヨーグルト、きのこ汁

などが無料で配布されたほか、認定こども園たちばな

新鮮ぐんまみのり館 
開店２周年大感謝祭

10月27日（日）に、東京都内の淀橋市場および国立
地方卸売市場で開催された市場まつりにそれぞれ出展
しました。淀橋市場では、東京新宿ベジフル㈱・ＪＡ
前橋市の協力のもと、また国立地方卸売市場では東京
多摩青果㈱・ＪＡ邑楽館林の協力のもと、ＪＡ担当者
と当県本部職員ともにブースに立ち、一般消費者に群
馬県産のきゅうりや春菊、ブロッコリーなどの即売を
行いました。両市場とも販売は盛況で、群馬県産青果
物の消費拡大を図ることができました。

の園児たちによるダンスや育英短期大学和太鼓部によ

る和太鼓演奏など様々なイベントが会場を盛り上げ、

たくさんのお客様で賑わいました。

市場まつり
（淀橋市場・国立地方卸売市場）

甘味セット

包装
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【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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畜産経営安定に関する要請

ＪＡグループ群馬は10月30日（水）、農林水産省を
訪れ、畜産の経営安定に関する意見交換を行い、感染
が広がる豚コレラなどの家畜伝染病予防に向け、検疫
の強化や防疫に対する支援の拡大を求めました。豚コ
レラ対策では、ワクチン接種がスタートしましたが、
豚肉の風評被害につながる懸念があるとして、豚肉の
安全性について消費者に啓発し、理解醸成に取り組む
ことを求めたほか、アフリカ豚コレラの水際対策強化
などを訴えました。大澤会長は、「喫緊の課題である

11月１日（金）、２日（土）の２日間、池袋サンシャ
インシティワールドインポートマートビルにおいて、
第58回農林水産祭「実りのフェスティバル」が開催さ
れ、全国各地の特産品が一堂に会しました。この催し
は、農水省が毎年開催しています。当県本部は、群馬
県のブースで下仁田ネギを販売しました。これを目当
てに１人で何本も購入されるお客様もいて、用意した
数はすべて完売し、首都圏の消費者にPRすることが
できました。

実りのフェスティバル

花木流通センターは11月１日（金）から４日（月）の
４日間、大植木まつりを開催しました。植木コーナー
で扱う庭木や果樹苗木、盆栽といった商品が全品お買
い得価格で販売されたほか、特設会場では、わたあめ
やもつ煮、ポップコーンの無料配布、手作りパン工房
のパン100円均一も行われ、人気を集めていました。
また、３日には前橋市立第七中学校の生徒による吹奏

大植木まつり

TAC管理者先進地視察研修会

ＪＡ群馬担い手サポートセンターは10月24日（木）、

25日（金）の２日間、福島県と宮城県でTAC管理者先

進地視察研修会を開催し、ＪＡのTAC担当部課長・

管理者等17人が出席しました。この研修は、知識の

習得による担い手農家への対応強化とＪＡ事業の取扱

拡大を目的としています。

宮城県での研修先㈱やまもとファームみらい野は、

被災農地の復興に向け農地活用と維持を目的に平成

27年に設立され、大規模生産を可能にする先進技術

を取り入れています。施設を見学した参加者は「今

回、最新のオランダ型ハウスを見学できた。様々な環

境制御技術を導入しており、勉強になった。今後の営

農指導に役立てたい」と話しました。

豚コレラワクチン接種が始まったが、市場でワクチン
の接種の有無で豚肉の価格に影響がないようお願いし
たい」と要請しました。
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葬祭総合課は11月13日（水）、ＪＡアシストホール
たかさきで葬儀グリーフ（悲嘆）ケア研修会を開催し、
ＪＡ葬祭担当者６人が参加しました。
㈱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、参加者は遺族が感じるグリーフの基礎知
識やケアの概要と注意点などを学びました。小野田氏
は「お客様のために何ができるのか考えながら行動す
ることが大切」と話し、参加者はご家族の意向をくん
だ対応の大切さを再確認しました。

葬儀グリーフ（悲嘆）ケア研修会

花木流通センターは11月13日（水）、センター内の収
穫体験農場で食育教室さつまいも収穫体験を開催し、
地域の保育園児と幼稚園児約300人が参加しました。
今回収穫したさつまいもは、植え付け体験で園児が５
月に植えたものです。収穫した園児たちは、「こんなに
大きいのが獲れたよ！」などと声を上げながら芋掘りを

食育教室 さつまいも収穫体験

コンプライアンス推進課は11月８日（金）、コンプ
ライアンス推進全体職員研修会を開催し、関連会社含
め約230人が出席しました。
伊藤本部長は挨拶で、上期リスク事案の労働災害が
増えていることに触れ、原因と再発防止策の水平展開
を呼びかけました。また、今回は令和元年度「誓いの
日」にあたり、山﨑理事長メッセージと平成30年度事
業報告のビデオ視聴、ＪＡ全農本所の吉見常務による
「全農リポート2019」の説明が行われ、本会事業計画
等について県本部職員の理解を深めるとともに、意識
統一が図られました。

コンプライアンス全体職員研修会

楽演奏会、話題のガーベラすくいなどのイベントが行
われ、多くのお客様で賑わいました。

楽しんでいました。収穫したさつまいもは、後日各園
で焼き芋にしておいしく食べてもらいました。
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―入組して何年目ですか？
高校を卒業し、入組して10年目です。

―ＪＡに就職したきっかけは？
曾祖父母が農家で米麦や春菊を育
てていました。子供の頃から簡単な
作業を手伝い農業に親しみがあり、
両親の賛成もあってＪＡに就職するこ
とを決めました。

―お仕事内容を教えて下さい。
野菜部会や営農指導とライスセン
ターの担当をしています。入組して
仕事内容はほぼ変わってないですね。

―ライスセンターでの業務は？
５月は籾種の育苗で、麦の調整が
６月から８月、今は米の調整で10月
４日から始まり11月末までです。約
６ヶ月間はライスセンターに常駐し
ています。他の仕事もありますが、

営農センターの職員全体で協力して
取り組んでいます。

―作業するうえで心掛けていることは？
やはり無事故で怪我なく、それが

第一優先です。あとは30数年経過し
ている機械を壊さないように大事に
使うこと。機械の音やレベル計に注
意し不具合を事前に気付けるように
心掛けています。

―やりがいを感じたときは？
毎年農薬を提案しては断られてい

た組合員さんに、少し使ってみてく
ださいとお願いをして、やっと除草
剤を一部使ってもらいました。実際
に効果が出て、「良かったからもっと
使うよ」と言ってくれたときはうれし
かったですね。

―休日はどのように過ごしていますか？

犬の散歩をしたりＭリーグ戦や野
球の観戦をしています。

―Ｍリーグとは？
麻雀のプロリーグ戦で、インター

ネットテレビ局AbemaTVで放送し
ています。対局を見るだけでも相当
勉強になります。

―今後の意気込みをお聞かせください。
今年の８月26日に上川渕支所と南

部支所が統合になり、営農・経済事業
は南部営農センターで行っています。
環境がどんどん変わっていくなかで、
これからも農家さんが農協を頼って
もらえる存在であり続けられるよう
に努力していきたいと思います。

―中林さん、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！

「環境が変わるなか、
頼ってもらえる農協であり続けたい」

JA前橋市　南部営農センター

中林　亮さん

｜P r o f i l e｜
なかばやし・りょう（27歳）
趣味·································Ｍリーグ観戦・野球観戦（西武ライオンズ）
好きな食べ物·················祖母が作るポテトサラダ
▼職場の皆さんから見て…
温厚で人あたりが良く、生産者に寄り添って、親身に営農指導など
のサポートをしています。仕事に前向きで、手際良く取り組んでい
ます。

▲
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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

令和の大決戦！アレッタVSブロッコリー／JA佐波伊勢崎
12月16日（月） PM 9：00 〜 9：30

※12月22日（日） AM 8：00 〜 8：30

農業で地域を支える JA青年部／JA群馬中央会
12月23日（月） PM 9：00 〜 9：30

※12月29日（日） AM 8：00 〜 8：30

2019年を振り返って／JA群馬中央会
12月30日（月） PM 9：00 〜 9：30

※１月５日（日） AM 8：00 〜 8：30

女性部初めての
レクリエーションを楽しむ

ＪＡ北群渋川

ＪＡ北群渋川女性部は10月８日、渋川市総合公園

体育館で、初のレクリエーションを行いました。開

会にあたり今井美津代部長は「秋はスポーツの秋、

食欲の秋、読書の秋と何か取り組むにはとても良い

季節。皆さん大好きな食欲の秋は、今回は置いてお

いて、スポーツの秋ということで、皆さん怪我の無

いよう楽しんでください」と挨拶しました。

70名の部員が地区別に４チームに分かれ、２本

の棒を２人で平行に持ち、ボールをのせて往復する

「ボールみこし」やラケットにテニスボールをのせて

落とさないように走る「スプーンレース」など全６競

技を行いました。

競技終了後はNO詐欺音頭や創作ダンスで体を動かし、汗を流しました。参加者は「体を動かして楽しかった。

真剣になって興奮しました」と話しました。

▲ ボール送りの様子

ＪＡ甘楽富岡

ＪＡ甘楽富岡椎茸生産部は、11月６日に同営農部

会議室で菌床椎茸の出荷目揃え会を開き、生産者15

人が参加しました。同ＪＡ営農部特産販売課係長の

金田悟さんが販売実績と最新の情勢、今後の動向を

報告。出荷規格表に沿って傘の肉厚や水分含有量、

色沢、形状を説明しました。金田さんが「傘の直径

により大・中・小に選別してもらいたい」と呼びか

け、品質の悪いものや異物混入に十分注意すること

など注意喚起を促しました。

椎茸生産部が
菌床椎茸目揃え会を開く

▲ 菌床椎茸の規格を確認する生産者ら

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12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 かぶは茎１㎝位を残して切り、縦８等分に切ってグリル
で軽く両面を焼く。

2 鶏手羽先は塩・コショウし、フライパンにサラダ油を熱し
て両面を焼き、焦げ目がついたら弱火で白ワインを回しか
け、蓋をして蒸し焼きにする。

3 レモンは洗い、２㎜厚さのいちょう切りにする。赤唐辛子
は輪切りにする。

4�マリネ液を作る。ボールに酢・オリーブオイル・砂糖・塩
を入れ、よく混ぜる。

5�４のマリネ液にグリルしたかぶと焼いた鶏手羽先を入れ、
レモン・クミンシード・赤唐辛子を加えよく混ぜる。時々
味がなじむように混ぜ、器に盛る。

作り方

かぶと鶏手羽先のマリネ

花木流通センターでは、冬も色鮮やかなフラワーコー
ナーが充実しています。冬の定番、パンジー・ビオラをは
じめ、シクラメンやジュリアン、シンビジウムなどたくさ
んの種類の花が並んでいます。冬の寒さの中で、力強く鮮
やかに咲く花を育ててみませんか！
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
12月６日㈮〜９日㈪ ウィンターフラワーギフトセール

12月13日㈮〜16日㈪ 歳末準備セール

12月21日㈯〜30日㈪ 歳末感謝セール

開催日 講習会
12月７日㈯ 麹屋せっちゃんたくあん漬け・白菜漬け講習会

12月14日㈯ クリスマスリース作り講習会

12月18日㈬・21日㈯ お正月リース講習会

12月19日㈭ お正月の寄せ植え講習会

年末年始営業のお知らせ

年
末

12月30日㈪  通常営業 9：00〜18：00 年
始

１月１日㈬〜５日㈰  お休み

12月31日㈫  お休み １月６日㈪  通常営業　9：00〜18：00

●12月24日㈫は、休まず営業いたします。

材　料

かぶ�････････････････ ２個
鶏手羽先････････････ ４本
塩・コショウ�･･････ 各少量
サラダ油�････････ 小さじ１
白ワイン�････････ 大さじ１
レモン�･････････････1/2個
赤唐辛子�･･･････････ １本
クミンシード�･･･小さじ1/2

マリネ液
　酢･･･････････････ 50㏄
　オリーブオイル
　　　･･････････ 大さじ１
　砂糖････････ 大さじ１強
　塩･････････小さじ1/4強

２人分	 （１人分307kcal）
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