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茂左衛門地蔵尊
利根郡みなかみ町月夜野

茂左衛門地蔵尊は、沼田領主の悪

政で苦しむ領民を救うために命を捧

げた月夜野の百姓「杉木茂左衛門」

を祀っています。群馬県の郷土かる

た「上毛かるた」の【て】の札「天

下の義人 茂左衛門」として読み継が

れています。



事業のうごき

営農支援部
●▶担い手支援課
○TAC活動等ＪＡの出向く体制強化支援
○大規模経営農家・法人等の事業支援
●▶生産対策課
○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
○渋川家畜市場の和牛及び乳用牛の集荷・販売推進
●▶米麦特産課
○令和元年産民間流通麦引取推進
○令和２年産民間流通・ビール大麦集荷推進
○令和３年産民間流通麦播種前契約推進
○「麦とろ麺」特別推進	 （７月〜９月）
○こんにゃく推進セット夏期特別推進
○こんにゃく荒粉・精粉販売推進（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
○漬物類・こんにゃく類販売促進
○花き類販売促進
●▶園芸資材課
○夏用出荷資材予約・当用推進（キャベツ・トマト・なす他）
○青果物予冷庫推進（パナソニック）

○ネポン暖房機推進（第２期・７〜９月）
○廃プラスチック適正処理推進
○秋まき用種子推進
　（ブロッコリー・ほうれん草・きゅうり他）

生産資材部
●▶花木流通センター
○消費拡大セール　第一弾！
	 ７月23日（木・祝）〜26日（日）
○消費拡大セール　第二弾！
	 ７月31日（金）〜８月２日（日）
●▶肥料農薬課
○セルフブレンド推進
○水稲農薬推進
○施設園芸肥料推進
○茎葉処理除草剤大型規格推進
○バンカーシート推進
●▶農業機械課
○ＪＡ農業機械特別推進	 （７月〜９月）
●▶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）

生活燃料部
●▶生活課
○太陽光発電推進	 （周年）
○シロアリ防除事業推進	 （周年）
○上州もみ切りうどん推進	 （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
○会員獲得募集の推進
●▶ガス課
○春の厨房機器推進※	 （４月〜７月）
　※新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、
　　当初６月末までの期間を７月末まで延期
○ガス機器推進	 （４月〜12月）
○ＪＡでんき取扱い拡大	 （４月〜３月）



JAファーマーズ高崎吉井店オープン

エーコープ関東は６月12日（金）、「ＪＡファーマー
ズ高崎吉井店」をオープンしました。新型コロナウイ
ルス感染症予防のため式典は行わず、開店と同時に一
定の間隔を空けて入店するお客様を織田社長が出迎え
ました。
この店舗はＪＡ農産物直売所とスーパーマーケット
が一体となったＪＡファーマーズの県内８つ目の店舗
です。売り場面積は570坪で、このうちの120坪を
農産物直売コーナーが占め、約300人の生産者の農産
物を扱います。
また、店舗内には新型コロナウイルス感染症予防の
ため、アルコール消毒や飛沫防止シートの設置のほか

精算機を一定の方向に向けるなどの対策を実施してい
ます。

包装
対応

セット内容
●あく抜きいらず板こんにゃく（エーコープ）
●あく抜きいらずしらたき（エーコープ）
●生芋板こんにゃく（エーコープ）
●生芋しらたき（エーコープ）
●つきこんにゃく
●大とろさしみこんにゃく
●群馬の生芋カットこんにゃく
●月のうさぎ 生姜みそ田楽おでん5本入り
●こんにゃくパーク玉こんだんご

Aセット

受注
生産

受注
生産

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)
●低糖質カロリーゼロぶどうゼリー
●珈琲ゼリー
●ぷるんと蒟蒻ゼリー(ピーチ)
●ぷるんと蒟蒻ゼリー(マスカット)

甘味セット

包装
対応

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

包装
対応

重点取扱期間

令和2年.7/1-8/31

こ
ん
に
�
く

夏
の

詰合せ
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

群馬の旬を楽しもう！

嬬恋高原キャベツ・ズッキーニ・

上州和牛ステーキ肉など順次掲載予定！

を購入群馬の旬群馬の旬 を検索レシピレシピ
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～飾って応援 JAビルにフラワーアートを設置～
花きについては、卒業式や入学式、イベントなどが中止や延期となり需要が落ち込んでいます。そこでＪＡ群馬中
央会と花木流通センターが連携して、経営に苦しむ生産者を応援しようとＪＡビルにフラワーアートを設置し、日常
生活での花きの需要喚起に取り組みました。週ごとにテーマを替え、６月８日（月）から26日（金）まで展示しました。

ＪＡグループ群馬は、「コロナに負けるな！群馬の農業応援団参上!!」をテーマに県産農畜産物の消費拡
大運動を展開しています。
新型コロナウイルス感染症拡大により、牛肉や牛乳、花きをはじめ農畜産物の消費が低迷するなか、農
業者の生産と経営の維持、消費者への安定的・継続的な農畜産物の供給を目的に県産農畜産物の消費拡大
に取り組んでいます。

２週目
３週目

▲ お部屋の中に植物を！
　 空気も気持ちもリフレッシュ

▲  バラやヒマワリなどの
切り花を使った

「ＪＡグループキャラクター
笑味（えみ）ちゃん」

コロナに負けるな！
群馬の農業応援団参上！！

～群馬の地酒で上州和牛を堪能しよう！～
上州和牛については、ＪＡビル入居団体等の役職員
を対象とした消費拡大運動やお中元シーズンに向けて
送料無料とするなどの消費拡大運動に取り組んでいま
す。
また、６月13日（土）、14日（日）には、「肉の駅（群
馬県食肉卸売市場）」で上州和牛を含めて3,000円（税
込）以上お買い上げいただいたお客様、各日先着50名
様に群馬の地酒をプレゼントし「群馬県産の酒造好適
米」と「群馬の水」で醸した地酒のPRと併せた上州和
牛の消費拡大に取り組みました。

１週目

▲ 青やピンクの「紫陽花」
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ラッシー100種類目指して牛乳消費

全農広報部Twitterで話題になったラッシー。

当県本部酪農畜産課の坂本彬くんが牛乳消費を目的に100種類目指して頑張っています！

JA全農ぐんま酪農畜産課Facebookにも投稿していますので、是非ご覧ください。

ラッシーに合いそうな食材提案もお待ちしています！

※ラッシーとは…インド料理の飲物。牛乳200㎖・ヨーグルト200g・砂糖大さじ２を混ぜるだけ！

ブルーベリー りんご スイカ

トマト 桃 カボチャ
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1

1�就農した年に新築したハウス。
このハウスでシクラメン7,000
鉢を育てています。

2�リングを置き、中心から葉が
育つ様子。出荷まで４〜５回
行います。

―今回の農業チャレンジャーは、ＪＡ邑
楽館林管内の板倉町で、カーネーション
とシクラメンを生産する石川さんです。

―就農時期は？
2004年に就農して16年目です。次男
ということもあって、農業とは別の仕事
に就いていました。父の勧めで両親の花
生産を手伝うようになり、しばらくして
本格的に就農することを決めました。

―花生産の知識はどのように？
就農を決めてすぐに、東京大田市場の
フラワーオークションジャパンで、２年
間研修しました。とにかく毎日たくさん
の花を見ることができたので、花の種類
や品質、どんな時期にどんな花が必要と
されるのかなど勉強になりました。その
後１年間、今も師匠と仰ぐ埼玉県のシク
ラメン農家で、シクラメン全般の知識を
一から教わりました。

―就農されていかがでしたか？
研修から戻ってすぐに、両親から生産
を任されました。私が研修で学んだ知識
と両親のそれまでの経験が食い違い、当
時はお互いの意見がぶつかることもあり
ました。2008年に全国花き品評会で日
本園芸商協会協会長賞をシクラメンで受
賞し、両親も安心してくれたようでした。
今は両親が私に花生産に専念できる環境
を作ってくれたことに感謝しています。

―こだわっていることは？
土づくりですね。埼玉の師匠に教えて
いただいた土づくりを基に、暑い環境の
地域でも、良品が生産できる土づくりを
しています。

―これからは、どのような作業を？
シクラメンを4.5号鉢から６号鉢に植
え替えます。それから葉組みをしてリン
グを置き（写真２）、苗の中心に日光を当
てて葉を増やしていきます。

―ハウス内の温度管理は？
シクラメンの適温は18℃といわれてい
ます。昼間は井戸水を葉全体に撒いて、
少しでも温度を下げ、夜はエアコン５台
を使って、適温に近づけるようにしてい
ます。夜間の冷房は５年前から始めて、
花上りが良くなりました。

―今後の展望をお聞かせください。
毎年花を買ってくれるお客様の信頼を
裏切らないよう、より品質の良いものを
毎年安定して作り続けていきたいと思い
ます。うちの花を買って消費者も市場関
係者もみんなが笑顔になってくれたらう
れしいです。

―こだわりの土づくりから、一鉢一鉢を
大切に育て、高品質の鉢花を作り続ける
石川さんに、今後さらなる活躍が期待さ
れます。
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JA邑楽館林

｜ P r o f i l e ｜

石川 英司（いしかわ・えいじ）さん

1979年生まれ　40歳
JA邑楽館林鉢物カーネーション販売
研究会・邑楽館林鉢物研究会
栽培品目：
カーネーション････約27,000鉢／年
シクラメン････････約16,000鉢／年
趣味：ゴルフ・ネットショッピング

農
チャレ
業チャレンジャー



JA PICK UP ！

JAの活動をご紹介　JAピックアップ！

県から感謝状を授与
CSFに早期対策で感染を阻止

ＪＡたのふじ

ＪＡたのふじは５月22日、CSF（豚熱）防疫対策に

尽力した功績が認められ、群馬県より感謝状をいただ

きました。防疫対策として養豚農家へ消毒用の消石灰

や動噴の配布、感染経路として考えられた野生イノシ

シの侵入防止柵の設置などを早急に対応。また、消毒

ポイントを設け、畜産関係車両の消毒作業を早朝から

実施しました。

本店を訪れた群馬県農政部の富田孝畜産課長は「防

疫対策に力を注いでくれたおかげで今、平穏に落ち着

いている」と感謝を述べ、櫻井英俊理事長は「私どもの

対策もさることながら、県や市町村が迅速に対応して

くださったことが養豚への感染が出なかった要因。管

内の養豚農家からは感謝の言葉をたくさんいただいて

います」と話しました。

ＪＡあがつま

ＪＡあがつま管内の長野原町の北軽井沢応桑地区で

は、高原野菜の出荷が活発化してきています。

同地区内で出荷の受け入れを行っているＪＡあがつ

ま野菜予冷施設では、早朝から白菜をはじめ、キャベ

ツやレタス類、ズッキーニ、トウモロコシなど、獲れ

たての新鮮な農産物が次々と運び込まれ、全国の野菜

売り場や飲食店、食卓などに並ぶべく運送業者のト

ラックに積み込まれていきます。

ピークの時期には１日の出荷数が１万５千ケースを

超えることもあるこの予冷施設では、夏から秋にかけ

て、出荷者やＪＡ職員、運送業者などの活気に満ちた

声が毎日飛び交っています。

北軽井沢高原野菜
出荷ピークへ

▲ 群馬・たのふじ・200522CSFへの早期対策で県から感謝状

▲ 次々と運び込まれる高原野菜のケース。
　 予冷施設で鮮度はそのままに、運送業者へ引き渡されます

放 映 予 定 ３

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

暑い夏にスタミナを！和牛・ニガウリ／JA邑楽館林
７月13日（月） PM 9：00 〜 9：30

※７月19日（日） AM 8：00 〜 8：30

旬の野菜で元気に！ナスと枝豆（仮）／JAにったみどり
７月20日（月） PM 9：00 〜 9：30

※７月26日（日） AM 8：00 〜 8：30



『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。

Art Cooking

花木流通センター便り

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

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

６月～2月
毎週火曜日定休営業時間9:00～18:00

JA全農ぐんま 酪農畜産課
Facebook

渋川家畜市場 
Facebook

新鮮ぐんまみのり館内
営業時間▶１１：００～１４：００　定休日▶毎週火曜日

□発行／令和２年７月１日発行　□発行人／高田　宗徳　□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

16:00（短縮営業）

ズッキーニとオリーブのディップソース

1 ズッキーニは５ｍｍ角に切り、サッと茹でてザルにあげ、
水気を切る。

2 オリーブとアーモンドスライスはみじん切りにする。ニン
ニクはすりおろす。

3 ボールに１と２、Ａを入れてハンドブレンダーで攪拌する。
（少し粒が残る位。）

4�塩味を調え、保存瓶に入れる。
5�ラスクしたパンに３をのせて食べる。（お肉や野菜などに
のせて食べてもよい。）

作り方

材　料

ズッキーニ�･････････1/2本

オリーブ（グリーン）
　　･･･････････････ 16個

オリーブ（ブラック）
　　･･･････････････ 16個

アーモンドスライス
　　･････････････大さじ２

にんにく�･･････････ １かけ

　　レモン汁�･････小さじ１

　　オリーブオイル
Ａ　　　　�･･･････大さじ２

　　塩･････････小さじ1/3

　　コショウ�････････ 適量

●瓶分	 （一瓶分425kcal）

開催日 フェア

７月23日（木・祝）〜26日㈰ 消費拡大セール　第一弾！

７月31日㈮〜８月２日㈰ 消費拡大セール　第二弾！

●営業時間▶9：00から16：00（短縮営業）
●定 休 日▶毎週火曜日
※センター内では、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策に
　ご協力ください。


