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＜キュウリ＞
群馬県内中部、西部、東部地区と広範囲
で栽培出荷されています。出荷の最盛期は
３月～６月、10月。成分は約95%が水分
ですが、カリウムが含まれるため利尿作用
があります。

おすすめの食べ方････ぬか漬け、
･ やみつききゅうり
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事業のうごき

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
○米麦出荷契約推進
○令和２年産民間流通麦引取推進
○令和４年産民間流通麦生産計画推進
○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

●▶生産振興課
○ＪＡ野菜振興計画の目標達成に向けた取組支援
○TAC活動等ＪＡの出向く体制強化支援
○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

●▶園芸資材課
○夏用出荷資材予約・当用推進
（枝豆・みょうが・おくら・なす・ほうれん草他）
○春夏用青果物段ボール予約・当用推進
○果樹袋当用推進（りんご・ぶどう・なし・もも他）
○農ビ・農ポリマルチ予約・当用推進
○夏用野菜種子推進
（ほうれん草・枝豆・とうもろこし他）
○セル苗の予約推進（トマト・ナス他）

生産資材部
●▶肥料農薬課
○セルフブレンド推進
○水稲肥料農薬推進
○茎葉処理除草剤大型規格推進
○バンカーシート推進

●▶花木流通センター
○４月24日（土）～５月５日（水）	 GW菜園フェア
○５月７日（金）～５月９日（日）
	 母の日・GW菜園フェア
●▶担い手推進課
○大規模・未利用生産者への推進
○リスト化に基づく推進支援

●▶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
○蓄電池推進	 （周年）
○シロアリ防除事業推進	 （周年）
○令和３年度新茶推進	 （４月～６月）
○ＪＡタウン取扱品目拡大

●▶葬祭総合課
○会員獲得募集の推進　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）
○春期タイヤキャンペーン	 （３月～５月）

●▶ガス課
○ガス・でんき新規獲得推進	 （４月～３月）
○給湯器燃料転換推進	 （４月～２月）
○クミアイガス器具推進	 （４月～６月）
○ガス器具推進	 （４月～12月）



Facebook 「Ｊa全農ぐんま酪農畜産課」で検索

群馬県内で
畜産ヘルパーが不足しています

米麦特産課は３月25日（木）に「令和３年度米の生
産・集荷・販売方針並びに出荷契約及び大豆出荷契約、
令和４年度麦の出荷契約会議」を開催し、各ＪＡ担当
者をはじめ県本部、米麦大豆振興協会他関係者約40
人が出席しました。
会議では米麦の情勢をはじめ、来年度の米麦・大豆
の生産に関する事務的な流れを中心に、集荷・販売方
針やそれぞれの出荷契約書等に係るスケジュールや提
出書類の具体的な事務手続きについて説明が行われま
した。

畜産ヘルパーを募集！！
現在、群馬県内ではヘルパー不足により酪農家に寄
り添えない状況です。資格はいりません。体力に自信
のある方・牛が好きな方・やる気のある方なら男女問
わず。仕事内容は餌やり・搾乳・子牛のミルクやり等
です。全農ぐんま酪農畜産課のFacebookでも案内し
ていますのでぜひご覧になってください！！

令和３年度
米の生産・集荷・販売方針並びに
出荷契約及び大豆出荷契約、
令和４年度麦の出荷契約会議

３月25日（木）「ＪＡあがつま新農機センター竣工
式」が執り行われＪＡ役職員や工事関係者、県本部職
員等が出席しました。
同センターは平成16年以来各農機センター統合か
ら23年、長年の歳月の末完成された農機センターで、
ＪＡあがつま山﨑理事長は挨拶で「今回の竣工にあた
り特に現農産部長の働きに感謝しており、多くの農協
が農業施設の再整備に消極的な中、地域農業を支える
要の施設として、この農機センターは今後大いに活躍
するでしょう」と話しました。
今後の活躍に期待が寄せられます。

JAあがつま新農機センター竣工式
会長記者会見

３月30日（火）、「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、各連合会の役員等が出
席しました。会見ではＪＡ自己改革の取り組みについ
て、「農業者の所得増大」「農業生産の拡大」「地域の
活性化」を引き続き実践していくことを確認しまし
た。唐澤会長は「新型コロナウィルスの感染が続く中
で治療にあたられている医療従事者、生産者、小売関
係者、物流の方々に心から感謝申し上げます。」と述
べ「自己改革の取り組みとして「農業経営基盤の維持・
強化に向けた取り組み」「不断の自己改革の強化」「ＪＡ
経営基盤の強化」に取り組んで参ります」と意気込み
を語りました。
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みのり館リニューアルオープン

４月１日（木）みのり館がリニューアルオープンし

ました。

店舗の変更点として、産直売り場が1.5倍に増え、

青果物の取扱品目が60～70品目となり、沢山の旬で

新鮮な野菜が並びました。さらに壁面には地元の加工

品がずらりと取り揃えられました。出荷される生産者

の数は100～150名、生産者の方に群馬で育てた新

鮮な青果物を出荷してもらい商品を充実させ、たくさ

んのお客様に来ていただけることが期待されます。

全体管理職会議

４月１日（木）令和３年度の始まりにあたり「全体管

理職会議」が開催されました。冒頭、伊藤本部長から

３か年計画の最終年度に臨む管理職としての心構えに

ついて訓示したあと、令和３年度事業計画必達とＪＡ

還元を目指し、シュリンクしていく農業事業において、

シェアアップを図るとともに農家の所得増大・経営の

安定、ハラスメントを発生させない環境づくりに向け

意思統一をはかりました。

花木センター野菜苗入荷！

４月９日（金）花木センターでは野菜苗の入荷販売

がスタートし、主力商品のＪＡはぐくみ国府果菜苗組

合の高品質で厳選された野菜苗が約90種類取り揃え

られました。ナスやキュウリ、トマトやピーマンを始

め、沢山の苗を目当てに毎年お客様が訪れます。初心

者の方はミニトマトが育てやすいそうなので花木セン

ターへ足を運んでいただき、家庭菜園を始めてみては

いかがですか。

ＪＡ全農杯全国小学生
選抜サッカー大会ＩＮ関東の開催

４月10日（土）、11（日）前橋市のコーエィ前橋フッ

トボールセンターにてＪＡ全農杯全国小学生選抜サッ

カー大会IN関東が開催され、関東地区総勢16チーム

が熱戦を繰り広げました。出場者全員に参加賞とし

て、群馬県産蒟蒻粉使用のこんにゃくゼリーなどを贈

呈しました。関東予選を勝ち抜いたチームは、５月に

神奈川県日産スタジアムで行われる全国大会へ出場し

ます。

Monthly Zen-noh Gunma
2021 May No.228

インフォメーション |  Information |



【お問合せ先】ＪＡ全農ぐんま 生活課　TEL：027-220-2351　FAX：027-220-2324

群馬県きのこ振興協議会ＨＰ 
リニューアルしました！

群馬県きのこ振興協議会は、消費者への情報提供を強
化するため、この度ホームページを全面リニューアルい
たしました。
新しいホームページは、スマートフォンやタブレット
端末からもご覧いただけるレスポンシブサイトになって
おります。
今後とも内容の充実を図るとともに、わかりやすく、安
全・安心な県産きのこの最新情報を発信してまいります。
ぜひご覧ください。

http://www.jagunma.net/kinoko/
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―入組して何年目ですか？
ＪＡに就職して15年目です。

―ＪＡに就職したきっかけは？
高校卒業後就職を決める際求人で、
ＪＡは農業に関して色々な事ができる
と書いてあり、一つの事だと飽きてし
まうと思ったのでＪＡへ就職すること
を決めました。

―実際に働いてみていかがですか？
面白いです！管内だけでなく、群
馬県の沢山の組合員さんと触れ合う
事ができ、市場などで会うと色々情
報交換をしています。

―お仕事内容を教えて下さい。
入組より畜産部なので、長年の経

験を生かして和牛繁殖農家の指導や
販売をしています。また地方審査員
の資格を持っているので年に３回ほ
どある繁殖雌牛の登録審査にも役
立っています。

―心掛けていることはありますか？
迷惑をかけないように、楽しく仕

事に取り組むことです。組合員さん
に喜んでもらえるように頑張ること
です。

―やりがいを感じるときは？
組合員さんが評価してくれた時に

一番やりがいを感じます。

―休日はどのように過ごされていま
すか？

子供も卓球をやっているので一緒
にやったり、公園へ行ったりします。
時間があれば夕方から早々に、一人
で家飲みを楽しんでいます。

―今後の意気込みをお聞かせください。
組合員さんのためにコツコツと一

生懸命仕事をこなして、たくさんの
人にいい男と言ってもらえるように
頑張ります！

―林さん、これからも組合員の方の
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｜
はやし・のぶゆき（32歳）
趣味・特技··························································卓球、漫画、お酒
好きな食べ物······· ラーメン、ベチャベチャなナポリタン、牛肉

▼職場の皆さんから見て…
いつも一生懸命にがんばってます！農家さんからの信頼も厚く積極
的にコミュニケーションをとってくれます。いい男！です。

▲
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JA利根沼田　畜産部
　酪農畜産課　主事

林　伸幸さん

「入組１５年目 
組合員の方に喜んでもらいたい」

んばってます！が



 JAピックアップ！
〜JAの活動をご紹介〜

ファーマーズマーケット「からか～ぜ」
来場者300万人達成

ＪＡ佐波伊勢崎

３月６日、ＪＡ佐波伊勢崎ファーマーズマーケット「か
らか～ぜ」は、来場者300万人を達成し記念式典を開き、
併せて「お客様300万人突破イベント」を行いました。
「からか～ぜ」は2010年10月に北関東最大のファー
マーズマーケットとしてオープンしました。安全・安心・
新鮮の直売所として地域住民はもちろん、県外からも多
くの人が訪れ、来場者300万人を達成しました。
イベントは、オープニングセレモニーとして森村孝利
代表理事組合長、大石正明販売事業部長、小保方店長が
300万人突破のくす玉を割って開店し、多くの地元産新
鮮野菜や目玉商品を揃えてお客様を迎えました。また、
利用者先着300人にＪＡ佐波伊勢崎オリジナル冷凍ニラ
餃子３個入り１パックをプレゼントしました。

森村組合長は「地域の人たちに愛され育てられ10年。生産者と消費者のかけ橋としてさらに発展させていきたい」と話し
ました。

ＪＡ太田市

ＪＡ太田市の天笠組合長ら役職員５人と野菜センター
運営委員会スイカ部会の福島部会長は３月16日、太田市
役所を訪れ、清水聖義市長へ「藪塚こだま西瓜」を贈呈し
ました。
「藪塚こだま西瓜」は大玉スイカに比べ皮が薄くなって
いるため、甘みが凝縮されていてシャリシャリとした食
感で食べやすい品質になっています。
今年は天候も良く生育も順調。昼と夜の寒暖差が大き
かったため、糖度が高くシャリ感も抜群の高品質な仕上
がりとなりました。福島部会長は「食べた人に喜ばれる
シャリシャリとした食感と甘さが自慢の美味しい藪塚こ
だま西瓜が完成しました。たくさんの人に是非味わって
ほしい」とPRしました。
７月末頃までの出荷を予定しており、京浜市場へ年間約13万ケースの出荷を見込んでいます。

太田市 清水市長へ
「藪塚こだま西瓜」贈呈

放 映 予 定 ３

中村 柚貴子アナ

※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Ⅱ〈５月号〉／JA群馬中央会
５月３日（月） PM 9：00 〜 9：30

※５月９日（日） AM 8：00 〜 8：30

早場米！田植えシーズン到来！／JA邑楽館林
５月10日（月） PM 9：00 〜 9：30

※５月16日（日） AM 8：00 〜 8：30

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

9:00～16:00６月～3月 営業時間毎週火曜日定休

□発行／令和3年5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
４月24日㈯〜５月５日㈬ ＧＷ菜園フェア
５月 ７日㈮〜　  ９日㈰ 母の日・菜園フェア

開催日 講習会 etc
５月 ８日㈯・  ９日㈰ 栽培講習会　さつまいも・ねぎ
５月22日㈯・23日㈰ 栽培講習会　なす・きゅうり・トマト仕立て方

●４月・５月は無休営業（６月より火曜定休）営業時間：９：00～17：00

レタスのミルフィーユサラダのツナソースかけ

1 レタスは洗って一枚ずつ重ねラップに包みまな板とまな板の
間に挟み落ち着かせる。

2 フードプロセッサーにツナ（水気を切ったもの）とＡを入れ
攪拌し、味を調える。

3 １のレタスを２㎝位の幅に食べやすいように切る。器にレタ
スが重なるようのせピンクペッパーを振り、ツナソースを添
える。

作り方

材　料

レタス･･･････････････････････････････････････････････ 200g

ツナノンオイル缶･････････････････････････････ 小１缶
オールスパイス････････････････････････････････少々
マヨネーズ････････････････････････････････ 大さじ１
牛乳･････････････････････････････････････小さじ1.5

Ａ

　･･ピックルス････････････････････････････････････････１本
ワインビネガー････････････････････････････････ 小さじ１
塩････････････････････････････････････････ 小さじ1/3強
コショウ･･････････････････････････････････････････少々
オリーブオイル････････････････････････････････ 小さじ１
ピンクペッパー････････････････････････････････････適量

２人分	 （１人分106kcal）

d払い、aupay、メルペイ、PayPay、LINEPay ご利用出来ます。
（「園芸資材館」「ふらわーらんど」「植木コーナー」にて）

QRコード決済はじめました！QRコード決済はじめました！

ツナ
ソース


