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茂林寺 館林市堀江町
茂林寺は、1426年茂林

寺沼の畔に「祈りの場」と
して開山した寺院です。貉

むじな

（狸）の化身「守
しゅかく

鶴」がもた
らしたという茶釜「分福茶
釜」が伝わり、明治時代の
巌谷小波の童話で全国に知
られるようになりました。
群馬県の郷土かるた「上毛
かるた」の【ふ】の札「分福
茶釜の茂林寺」で県民に広
く親しまれています。
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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２年産民間流通麦引取推進
○令和３年産民間流通麦播種推進
○こんにゃく荒粉・精粉入札販売推進

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）
○共計ブリックスナイン販売	 （６月末日迄）
○県統一規格共計きゅうり販売	 （７月末日迄）
●▶販売促進課
○春野菜販売促進
○もやし類・加工野菜販売促進
○花き類販売促進
●▶園芸資材課
○春用出荷資材予約推進
（ほうれん草・きゅうり・山うど・ふき他）

○来年度産青果物段ボール予約推進
○温床資材予約推進
（農ビ・トンネル資材・マルチ他）
○春まき用野菜種子推進
（ほうれん草・枝豆・とうもろこし他）

生産資材部
●▶花木流通センター
○お客様感謝セール	 ２月３日（水）～７日（日）
●▶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
○果樹農薬推進
●▶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）
○2021年度頒布会「旬鮮倶楽部」加入推進
	 （12月～２月）
○デコポン推進	 （２月～３月）

●▶葬祭総合課
○会員獲得募集の推進
●▶石油課
○オイルキャンペーン	 （２月～５月）
●▶ガス課
○給湯器燃料転換推進	 （５月～２月）
○ガス・でんき新規獲得推進	 （10月～３月）



共進会で優秀な枝肉揃う
牛肉消費の最需要期となる12月、各団体の共進会
が㈱群馬県食肉卸売市場を会場に開催されました。
各共進会とも優秀な枝肉が多数出品され、生産者の飼
養技術の高さがうかがえました。優秀賞を受賞した
方々は、以下のとおりです。

12月18日（金）、生産対策課はＪＡグループ野菜生産
対策会議を開催し、14ＪＡ・県・中央会・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の
11月末取組実績の報告や各ＪＡによる野菜振興および
加工・業務用野菜の取組状況の発表などが行われまし
た。さらなる野菜振興を目指し、担当者間で情報の共
有が図られました。

野菜生産対策会議

酪農畜産課家畜市場運営チームは、昨年12月に全
農理事長賞を受賞しました。渋川家畜市場の活性化に
向け、販路拡大・流通促進により畜産酪農事業の収益
増加に貢献し、また、農業振興と組合員の経済状況の
改善に寄与した取り組みの功績をたたえられました。

全農理事長賞を受賞

JA邑楽館林千代田支所起工式

12月23日（水）、ＪＡ邑楽館林千代田支所新築工事起
工式が執り行われ、ＪＡ役職員や工事関係者、設計監
理を務めた当県本部関係者等約30人が出席しました。
新支所は、支所再編計画に基づき、千代田町の富永・
永楽の２支所が統合し、現在の永楽支所に新設します。
ＪＡ邑楽館林の江森組合長は「この千代田支所は地
域の皆様に必要とされるＪＡを目指し、多くの人々が
集い賑わうような店舗にしたい」と挨拶し、工事の安
全を祈願しました。

●第13回群馬県産上州和牛枝肉共進会
	 12月４日㈮

（主催：全農群馬県本部・群馬県JA肉牛肥育部連絡協議会・
群馬県JA繁殖和牛部連絡協議会）

最優秀賞		肥 育 者　㈱加藤ファーム
（JAにったみどり）

　　　　		繁 殖 者　原澤　幹夫（JA利根沼田）

●第28回群馬県枝肉共励会	 12月７日㈪
（主催：群馬県食肉品質向上対策協議会）

名誉賞		黒毛和種　加藤　秋男（JAにったみどり）
　　　		交 雑 種　阿久澤和明（JA前橋市）

●第59回上州牛枝肉展示会	 12月14日㈪
（主催：㈱群馬県食肉卸売市場）

最優秀賞		黒毛和種　㈱加藤牧場
（JAにったみどり）

　　　　		交 雑 種　阿久澤和明（JA前橋市）

●第26回肉牛枝肉共進会	 12月21日㈪
（主催：群馬県JA肉牛肥育部連絡協議会）

最優秀賞		黒毛和種　㈱加藤牧場
（JAにったみどり）

　　　　		交 雑 種　阿久澤和明（JA前橋市）
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渋川家畜市場初市

１月８日（金）、令和３年の初セリにあたり、渋川家

畜市場初市式が開催されました。式典では、畜産農産

部の宮内部長が代表して挨拶し、日頃の感謝と新年の

抱負を述べました。

また、群馬県ＪＡ繁殖和牛部連絡協議会の南会長に

よる景気づけも行われ、今年１年の活気ある取引と畜

産振興を祈願しました。去勢・雌の最初の１頭目の購

買者には、水芭蕉大吟醸が贈呈されました。

新年祝賀式

１月４日（月）、令和３年の仕事始めにあたり、ＪＡ

ビルで新年祝賀会が執り行われました。新型コロナウ

イルス感染症の影響を考慮し、各連合会、関係団体の

役職員が人数制限のうえ出席し、例年より規模を縮小

して開催しました。

唐澤会長は「ＪＡグループ群馬が総力を挙げ、『組合

員と、地域とともに』をモットーに、協同の力で農業

と地域の発展のために最大限努力していきたい」と挨

拶し、一致団結して挑む決意を新たにしました。

JA前橋市西部支所開所式

１月12日（火）、ＪＡ前橋市西部支所開所式が執り行

われ、ＪＡ役職員や建設準備委員、設計監理を務めた

当県本部関係者が出席しました。新支所は、支所・営

農施設再編計画に基づき、東・元総社・総社・清里の４

支所が統合し、元総社支所の敷地内に建設しました。

施設は安全・安心を第一に、バリアフリーはもとより、

フロアーは抗菌性の高いセラミックタイルを採用しま

した。また、組合員と地域の皆様が様々な場面でマル

チに活用が可能な前面開放型の会議室を設けました。

第４回和牛甲子園

１月15日（金）、第４回和牛甲子園がオンラインで

開催され、群馬県からは県立利根実業高等学校が出場

しました。和牛甲子園はＪＡ全農主催で、将来の担い

手候補である高校生の就農意欲の向上と、日本各地で

同じ志を持つ高校生同士のネットワークを創出し、意

欲と技術の向上を図ることを目的に開催しています。

同校は昨年に続き２回目の出場で、当日は生徒４人が

オンラインで参加し、「上州和牛の肉質向上と地産地

消を目指す！」と題した取り組みを発表しました。惜

しくも入賞は逃しましたが、次回に向けて健闘が期待

されます。
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群馬の旬を楽しもう！

ブリックスナイン・

ほうれん草など順次掲載予定！

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？
ＪＡに就職して４年目です。

―ＪＡに就職したきっかけは？
地元は旧子持村で、祖父がこんにゃ
くを栽培しています。子供の頃から
農業に親しみがあり、ＪＡに就職する
ことを決めました。

―実際に働いてみていかがですか？
農家さんといろいろ話をするよう
になって、農畜産物が商品として店
頭に並ぶまでの作業は簡単なもので
はなく、大変なことが多い仕事だと
感じました。

―お仕事内容を教えて下さい。
今年度からTACの仕事をしていま
す。昨年まで経済課で購買業務を担
当していたので、その時の経験を生
かして農家さんに農薬や資材などの

情報提供をしています。また、今年
度は新型コロナウイルス感染症の補
助金の申請、事務手続きを他部署と
も連携をとりながら行っています。

―心掛けていることはありますか？
農家さんに有意義な情報を提供す

ることが大事な部署だと思っていま
す。メーカーに頼りきりではなく自
分でも情報収集し商品知識を身に付
けるように心掛けています。

―やりがいを感じるときは？
農作物の状況に適した資材を提案

し、それが良品の生産につながって、
農家さんに喜んでもらえた時です。

―休日はどのように過ごされていま
すか？
春から秋は野球、冬はスノーボー

ドをしています。野球は高校の同級

生たちとの草野球チームに入ってい
ます。

―野球はいつから？
小学校３年生から始めました。高

校までは野球部で、大学では野球サー
クルに入っていました。ポジション
は外野です。

―今後の意気込みをお聞かせください。
TACを担当して１年目で、覚えな

ければならないことがたくさんあり
ます。皆さんにご協力いただきなが
ら経験を積み、知識を身に付けて、
農家さんに有意義な情報が提供でき
るように頑張りたいです。

―牧さん、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。

｜P r o f i l e｜
まき・ゆうさく（26歳）
趣味・特技·················································································野球
好きな食べ物································································· ハンバーグ

▼職場の皆さんから見て…
向上心があっていろいろ勉強しながら、何事にも一生懸命取り組ん
でくれています。

▲
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JA北群渋川　営農経済部　営農相談課

牧　優作さん

「入組４年目
農家さんに有意義な情報提供を」

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！

訪問強化融資に成果
農業金融トレーニー研修報告会

ＪＡたのふじ

ＪＡたのふじと農林中央金庫（農林中金）は10月29日、
藤岡市三本木の本店で農業金融トレーニー研修報告会を
開きました。農林中金８人、ＪＡ役職員18人が参加。ＪＡ
は融資事業に力を入れるため、今年４月から新たに融資
専任担当者の「支店長代理（融資）」を４人据えました。そ
の中で吉井支店の嶋﨑正人支店長代理が８月から３カ月
間、農業金融トレーニング研修に参加しました。報告会
では上期の取り組み実績、同研修受講者の知識、経験を
習得した研修内容の発表や参加者の意見交換を行いまし
た。取り組み実績では農業者などへの訪問やハウスメー
カーへの営業力強化が実を結び、新規案件の獲得、貸出
金残高の増加に成功しました。８月から新支店のオープ

ンと併せ、記念キャンペーン（３月31日まで）を実施している点も増加につながった大きな要因の一つです。今後の取
り組みとして他部門との事業間連携、情報共有やFST（フィールド・セールス・トレーニング）、農林中金職員との同
行訪問による実践力強化で組合員に必要とされ、信頼されるＪＡを目指します。

ＪＡ前橋市

ＪＡ前橋市は１月12日に西部支所をオープンしました。
西部支所は、鉄骨造１階建てで延床面積593.13㎡、東・
元総社・総社・清里の４支所が統合し、元総社町の旧元
総社支所敷地内に建設しました。

地元組合員の意見・要望を同支所建設・運営に反映す
べく４支所の支所運営委員長などで組織する「西部地区
支所建設準備委員会」を2019年に発足し、建設に向けて
継続的な協議・検討を重ね、計画に沿った工程管理を経て、
この日を迎えました。

西部支所は、今まで以上に専門性の高い金融・共済サー
ビスを地域組合員、利用者に提供するため、従来の金融課、
共済課の他に「金融推進課」「共済普及推進課」の２課を新設しました。今後、存在感のある店舗づくりと出向く体制を軸に
既存利用者の満足度向上と潜在的な金融市場を開拓すべく、新たな利用者を獲得できる店舗を目指していきます。

西部地区支所建設準備委員会の金井久治委員長は「西部支所が地域の新たなシンボルマークとなり、地域の活性化が進め
られることを願うとともに支所運営委員会の活動を通じて、ＪＡの活動を支援できるよう地域の皆さまと協力していきたい」
と意気込みを語りました。

西部支所がオープン
～地域のニーズに応える店舗へ～

▲ 
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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

地域に根ざした農業活動！利根実業高校／JA群馬中央会
２月８日（月） PM 9：00 〜 9：30

※２月14日（日） AM 8：00 〜 8：30

花・ちぢみほうれん草・きゅうり（仮）／JA前橋市
２月15日（月） PM 9：00 〜 9：30

※２月21日（日） AM 8：00 〜 8：30

▲
 

４
人
の
支
店
長
代
理
（
融
資
）

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～3月
毎週火曜日定休営業時間9:00～16:00

JA全農ぐんま 酪農畜産課
Twitter

JA全農ぐんま 生産対策課
Twitter

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3年２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  Fax027-220-2229

開催日 内　容

２月３日㈬〜７日㈰ お客様感謝セール

●定 休 日▶毎週火曜日
※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。

チンゲン菜ロールのあんかけ

1 チンゲン菜は、葉と茎を分けて切る。葉はサッと茹でる。

2 チンゲン菜の茎・はんぺん・ウインナーを粗みじん切りにする。
3 ボールに２を入れ、パン粉・オールスパイス・クミン・片栗粉・
塩・コショウを入れよく混ぜる。

4�チンゲン菜の葉に片栗粉をふり（分量外）３の具をのせて包み、片
栗粉と小麦粉をまぜた衣粉まぶして、揚げ油でカラッと揚げる。

5�小鍋にＡと４のロール揚げを入れて火にかけ、タレをからませ、
仕上げに水溶き片栗粉でとろみをつける。

6�器に盛り、白髪ねぎとゆずを上にのせる。

作り方

材　料

チンゲン菜�･･･････ １袋（２株）
はんぺん�･･･････････････１枚
ウインナーソーセージ�･･･３本
パン粉�･････････････ 大さじ１
オールスパイス�････････ 適量
クミン�････････････････ 適量
片栗粉･････････････ 大さじ１
塩･･･････････････ 小さじ1/3
コショウ�･･･････････････少々
片栗粉・小麦粉
　　･･･････････ 各大さじ1.5

揚げ油････････････････ 適量

水溶き片栗粉�･･･････ 大さじ１

白髪ねぎ千切り�････････ 適量

ゆずの皮千切り�････････ 適量

Ａ
　醬油･････････････ 大さじ１

　酒･･･････････････ 大さじ１

　みりん�･･･････････ 大さじ２

　砂糖･････････････ 小さじ１

　水･･･････････････ 大さじ２

２人分	 （１人分153kcal）

フレッシュベーカリー
“コロボックル”がオープン！

フレッシュベーカリー
“コロボックル”がオープン！

２月３日（水）


