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JR伊勢崎駅南口駅前広場
伊勢崎市曲輪町
伊勢崎駅前にはイルミネーションが設置され、冬の駅前

を華やかに彩っています。天使の羽根のフォトスポットや花
に囲まれた馬車、10メートルタワーは中に入ることができ、
様々なイルミネーションが楽しめます。
ブルーのイルカは、コロナ禍に最
前線で働く医療従事者へ、感謝と応
援の気持ちを伝えるためのライトアッ
プです。



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２年産大豆集荷推進
○令和３年産民間流通麦契約面積播種推進
○令和３年産民間流通麦播種前契約推進
○こんにゃく生玉販売推進（10月20日〜12月15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	 （３月上旬迄）
○共計土ねぎ販売	 （３月中旬迄）
●▶販売促進課
○もやし類・加工野菜販売促進
●▶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・こんにゃくマルチ他）
○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４日（金）〜６日（日）
○お客様感謝セール	 12月11日（金）〜14日（月）
○歳末感謝セール	 12月23日（水）〜30日（水）
●▶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）

生活燃料部
●▶生活課
○太陽光発電・蓄電池推進	 （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）
○2021年度頒布会「旬鮮倶楽部」加入推進
	 （12月〜２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冬の大感謝祭	 （12月〜１月）
●▶ガス課
○ガス器具推進	 （４月〜12月）
○給湯器燃料転換推進	 （５月〜２月）
○秋の厨房機器推進	 （10月〜12月）
○ガス・でんき新規獲得推進	 （10月〜３月）



畜産経営安定に関する要請

ＪＡグループ群馬は10月13日（火）、農林水産省を
訪れ、畜産の経営安定に関する要請を行いました。酪
農対策として、新型コロナウイルス感染症を考慮した
ヘルパー要員の確保、ヘルパー組合の広域体制の構築
支援、肥育牛対策では、安定的な肉牛流通対策の継続・
拡大を要望。肉用子牛生産者補給金制度に地域格差を
反映する仕組みを設けること、子牛価格の急落時の対
策、養豚対策では、円滑な豚熱ワクチン接種のための
接種方法の拡大等も盛り込みました。県ＪＡ畜産連絡
協議会の大塚会長は、「新型コロナや豚熱など、生産者
は不安を抱えている。安全な畜産物の安定供給などを
考慮した政策の実現をお願いしたい」と要請しました。

ＪＡグループ群馬農産物検査協議会は11月６日
（金）、農産物検査員による検査基準を確認する米穀目
揃え会を行い、ＪＡの検査員等21人が参加しました。
今年度については県内ＪＡから提供いただいた２年産
サンプルと関東農政局群馬県拠点の元年産サンプルを
鑑定試料としました。鑑定試料は水稲うるち玄米30
点と水稲もち玄米５点の計35点とし、農産物検査基
準に基づき品位鑑定を実施しました。米穀目揃え会を
開催することで、ＪＡグループ群馬の農産物検査員の
技術向上と群馬県産米の品質の統一を図りました。

米穀目揃え会

総務人事課は10月20日（火）と21日（水）、群馬中央
病院の協力を受け、希望職員を対象にインフルエンザ
集団予防接種を初めて実施しました。
今年は、新型コロナウイルス感染症とインフルエン
ザが同時に流行するといわれ、初期症状ではどちらに
感染したか判別しにくいため、インフルエンザ予防接
種を積極的に受けることが推奨されています。合計
160人の職員が集団予防接種を受け、本人のみならず
家族や関係各所に感染症が広がらないよう予防対策に
取り組みました。

インフルエンザ予防徹底

コンプライアンス
推進全体職員研修会

管理部は11月９日（月）、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、労災ゼロを目指して
今後も安全対策に取り組むこと、経費処理に関して要
領に則り注意深く行うことなどを呼び掛けました。山
﨑理事長メッセージの視聴では、今年で14回目とな
る「誓いの日」にあたり、「誓いの日」とは何か、経過
を知らない人のために改めて説明があり、今後の方針
が示されました。群馬産業保健総合支援センターの大
小原氏による「ハラスメントの無い職場作り」と題し
た講演も行われ、ハラスメントが及ぼす影響やより良
い職場づくりを学びました。
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圃場管理システム「Z−GIS」研修会

担い手支援課は11月13日（金）、圃場管理システム

「Z－GIS」研修会を開催し、ＪＡ担当者等が出席しま

した。Z－GISはＪＡ全農の営農管理システムで、圃

場の情報を電子地図と関連付けて、圃場ごとの作付

け計画や作業内容などを記録できるシステムです。

各ＪＡのTAC向けに研修を行い、スマート農業に向

けたICT技術システムへの理解を促し、ＪＡやその先

の組合員への普及推進を目指すとともにTAC活動の

１つのツールとしての利用も期待されています。

包装
対応

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
受注
生産

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
受注
生産

セット内容
●生芋板こんにゃく（エーコープ）
●生芋糸こんにゃく（エーコープ）
●群馬の生芋玉こんにゃく
●いろいろ使える群馬の生芋カットこんにゃく
●月のうさぎ 田楽みそおでん5本入
●月のうさぎ 田楽みそおでん生姜みそ5本入
●月のうさぎ からしみそ田楽おでん５本入
●こんにゃくパーク玉こんだんご

Aセット

包装
対応

包装包装
対応

ご注文はJA・全農へ お問い合わせ先／JA全農ぐんま　米麦特産課　
TEL.027-220-2251　FAX.027-265-1415
※セット内の商品は、単品でも取扱いしております。詳しくはお問い合わせ下さい。

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

受注
生産

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。

重点取扱期間

令和２年.11/1-12/31

詰合せ
セット
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群馬の旬を楽しもう！

上州ねぎ・アレッタ

トマトなど順次掲載予定！

を購入群馬の旬群馬の旬 を検索レシピレシピ

標準ロータリーセット型式（オートヒッチはW3P装備で、標準3点リンクのワンタッチ着脱可能）、
ハイスピード仕様、小径タイヤ仕様（ハウス内作業に対応）など、オプションは裏面へ！

JAグループは生産者の需要を取りまとめ、一括発注を行うことで、
メーカーは製造・流通の効率化をはかり、生産者へ価格メリットを還元します。

価格を
安く

必要な機能を
厳選

快適・安全な
作業性

様々な作業への
汎用性

製品紹介動画
はこちら
（You Tube）

生産者の営農規模と栽培品目の拡大を支援する

SL33LFQMAEP
型　式

SL33LFMAEP
メーカー希望小売価格 285万円

（税別）
ロプス仕様

中型ク
ラ
ス

33馬力（ネット値）

生産者&JA 全国一万人以上の声を反映

キャビン仕様

共同購入トラクター

359.7万円（税別）
メーカー希望
小売価格

SL33LFQMAEPC2P
型　式

型　式

半クローラ・キャビン仕様

412.4万円（税別）
メーカー希望
小売価格

基本型式

SL33LSL33LSL33L
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―入組して何年目ですか？
今年の４月に入組しましたので、
１年目です。県立農林大を卒業して
就職しました。

―ＪＡに就職したきっかけは？
祖父母がりんご園を営んでいて、他
にも米や野菜を生産しています。私
も手伝うことがありますが、祖父母の
姿を見ていて、農業で役に立てる仕事
がしたいと思うようになりました。

―実際に働いてみていかがですか？
店舗の配属になり、これまでアル
バイトでも経験したことがない仕事
で、新鮮に感じました。慣れないこ
とばかりでしたが、徐々に仕事を覚
えて、自分で行動できることが増え
てきました。

―お仕事内容を教えて下さい。
品出しやエンドの陳列、メインの

棚作り、商品の発注などです。

―心掛けていることはありますか？
お客様に興味を持ってもらえるよ

うな商品の陳列を心掛けています。
毎回写真に記録したり他店を参考に
したり、試行錯誤しています。また、
お客様の質問に自信を持ってお応え
できるように、商品の情報を気に掛
けるようにしています。

―やりがいを感じるときは？
まだまだ教えてもらうことが多い

ですが、仕事を覚えて少しずつ任せ
てもらえるようになってきたことが、
やりがいに繋がっています。

―休日はどのように過ごされていま
すか？
父が勤務する会社の草野球チーム

で野球をしたり、スキーや山登りに
行くこともあります。

―野球はいつから？
小学校２年生から始めました。ポ

ジションは外野で、守備には自信が
あります！

―今後の意気込みをお聞かせください。
まだ１年目で覚えることがたくさ

んありますので、いろいろな知識を
身につけ、向上心を持って仕事に取
り組んでいきたいです。

―一場さん、これからも頑張ってく
ださい！ありがとうございました。

｜P r o f i l e｜
いちば・だいき（21歳）
趣味・特技···················野球・スキー・登山・ゲーム・映画鑑賞
好きな食べ物·············································································お肉

▼職場の皆さんから見て…
ユーモアのある明るい性格で、コロナ禍でもやる気を持って頑張っ
てくれています。

▲
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JAあがつま 店舗部 エーコープあがつま店

一場　大輝さん

「入組１年目
向上心を持って仕事に取り組みたい」

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！

半自動移植機で労力削減ＪＡたかさき

ＪＡたかさき野菜センターは11月４日、正観寺町の圃場
でタマネギ半自動移植機の実演会を開催。生産者やＪＡ
担当者ら10名が参加しました。

ヤンマーアグリジャパンの小野塚主任が、乗用汎用タ
マネギ移植機の特徴や使用方法などを説明。

小野塚主任は「１行程で４条分の植え付けができるため
省力化が図れる。同じうねを往復する必要がなく旋回も
少なくて済むので、圃場の踏み固めを軽減できる」と話し
ました。作業は乗ったまま苗をポットに入れるだけ。植
付作業時にうねの終わりをブザーで教えてくれるので、
安心して作業ができることも解説しました。

実演会で移植機を体験した参加者からは「１時間で何本
植えられるのか」「ブロッコリーなど他の苗の定植には使
えるのか」など多くの質問が寄せられました。

同野菜センターでは、生産者の労力削減と所得の増大
に向け移植機のリースを行っています。

ＪＡ太田市

ＪＡ太田市は11月14日、組合長をはじめとする常勤役
員と全職員が正組合員宅へ全戸訪問を行いました。

この活動は、組合員へＪＡ事業に対する理解や利用へ
の感謝の気持ちを伝え、来年のカレンダー配布と併せて、
組合員の生の声を聴き組合員満足度の更なる向上や、組
合員に必要とされる組織運営へ反映することを目的とし
ています。この活動に対し組合長は「組合員から聴き取っ
た貴重な意見や要望をそのままにせず、真撃に受け止め、
組合員に必要とされるＪＡ、地域に根差したＪＡを目指し
て今後も活動をしていきたい」と意気込みました。

ＪＡ太田市では第６次中期計画のビジョンである「なく
てはならないＪＡ」に近づくため、今回聴き取った組合員
からの意見を組合の事業に取り入れ、更なる活動強化を
図っていく事としています。

正組合員宅へ全戸訪問

放 映 予 定 ３

能登　瑶子アナ

※タイトル・放送内容等は
　変更になることがあります。

番組名／提供 放送日 ※再放送日 時　間

お野菜キングダム12月号／JA群馬中央会
12月７日（月） PM 9：00 〜 9：30

※12月13日（日） AM 8：00 〜 8：30

年末年始はお鍋で決まり！！／JA甘楽富岡
12月14日（月） PM 9：00 〜 9：30

※12月20日（日） AM 8：00 〜 8：30

▲ 移植機の説明を聞く生産者

んばってます！



『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9:00～16:00

□発行／令和２年12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
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しいたけのマリネ

1 しいたけは、グリルで焼く。

2 根先（石づき）を切り、縦３㎜幅の薄切りにする。
3 ２をボールに入れ、Ａと赤唐辛子の輪切りを混ぜる。

4 ３を瓶に入れ、しんなりしたらカナッペ等色々な添
えものなどとしても利用出来る。

5 今回は、しいたけのピッツァで使用しました。

作り方

材　料

しいたけ･･････････････････････ 10枚（直径５～６㎝）

赤唐辛子･････････････････････････････････････１本

　　オリーブオイル･･･････････････････････大さじ２

Ａ　レモン汁･･･････････････････････････大さじ２弱

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

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

２瓶分	 （１瓶分271kcal）

開催日 内　容
12月  ４日㈮〜 ６日㈰ ウィンターフラワーギフトセール
12月11日㈮〜14日㈪ お客様感謝セール
12月23日㈬〜30日㈬ 歳末感謝セール

開催日 講習会 etc
12月  ５日㈯ 麹屋せっちゃんたくあん漬け・白菜漬け講習会

年末年始営業のお知らせ

年
末

12月30日㈬  通常営業 9：00〜16：00 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　9：00〜16：00

●定 休 日▶毎週火曜日（12月29日㈫臨時営業）
※店内では、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。


