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＜レタス＞
群馬県内北部地区を主として栽培出荷
されています。出荷の最盛期は５～ 10月。
レタスを切った時に出る白い液体はラク
チュコピクリンという苦味成分のひとつで
催眠、鎮静作用があると言われています。

おすすめの食べ方････サラダ（ちぎって）、
･ レタスチャーハン



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
○令和２年産民間流通麦取引推進
○令和３年産民間流通・ビール大麦集荷推進
○令和４年産民間流通麦生産計画推進
○こんにゃく荒粉・精粉出荷販売推進
（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）
○共計生梅販売	 （６月末日迄）
○共計ブリックスナイン販売	 （６月末日迄）
○共計赤じそ販売	 （６月末日迄）
○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）
○共計県統一規格露地なす販売	 （11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）
○夏秋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

○低コスト段ボール
（AKライナー・ノンステープル段ボール）の推進
○ハウス用更新資材推進（農ビ・農ポリ他）
○ネポン暖房機予約推進（第１期・４〜６月）
○夏秋蒔用種子予約推進

生産資材部
●▶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

●▶花木流通センター
○６月18日（金）〜６月21日（月）
	 農作業応援フェア
●▶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）
○上州もみきりうどん	 （６月〜７月）
○ＪＡタウンリニューアルオープン

●▶葬祭総合課
○会員獲得募集の推進

●▶石油課
○ワイパーキャンペーン

●▶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）



令和３年度  新入職員紹介
 今年度、新たに全農群馬県本部の一員となった新入職員をご紹介します。

山
や ま ぐ ち

口　咲
さ き

①こんにゃく全般

②�早起きが得意です。

③継続は力なり

④�ネギ
　�さまざまな食材と合うネギのよう
に、周囲の方々にとって、いると
嬉しいと思っていただけるような
人間になりたいからです。

⑤�至らない点も多くありますが、い
ち早くお力になれるよう、責任
もって業務に取り組みます。何卒
よろしくお願いいたします。

●畜産農産部　米麦特産課

北
き た づ め

爪　魁
か い

①�５農協（嬬恋村、利根沼田、赤城
たちばな、北群渋川）担当。主に
野菜袋、段ボール、ハウス等推進

②�レザークラフト

③100の結果は200の準備

④�にんじん
　�土の中で収穫を待つことから忍耐
力のある私を表していると思いま
す。栄養価も高く、風邪などに重
宝されているにんじんは、重要な
時に力を発揮できる私の強みをよ
く表していると思います。

⑤�一日でも早く仕事に慣れ、頼られ
る存在になりたい。まだまだ未熟
でミスして叱られることもあると
思います。しかし、そんな時でも
落ち込まず次に繋げられるよう一
歩ずつ精進してまいります。

●園芸部　園芸資材課

特集
①現在の仕事内容���②趣味・特技�
③座右の銘（モットー）
④自分を野菜に例えると？（理由）
⑤今後の意気込みを一言

出身地（市町村）：桐生市

青
あ お き

木　洸
こ う た

太

①�LTOS業務

②旅行

③臥薪嘗胆

④�トマト
　�トマトは様々な料理に用いられま
す。私もトマトのように、どんな
環境でも周りと協調し、多くの活
躍ができるように精進していきた
いから。

⑤�まずは教えてもらったことから一
つずつ、できることを確実に増や
し、はやく一人前になれるように
努力していきたいです。

●生活燃料部　ガス課

出身地（市町村）：渋川市
出身地（市町村）：前橋市富士見町

深
ふ か さ わ

澤　優
ゆ う た

太

①�・SV業務補佐
　・新里SS経理実績
　・オイル、ユニフォーム発注

②トレーニング、野球

③何事も覚悟を持って取り組む

④�じゃがいも
　�似ていると言われたことがあるか
ら。

⑤�できる仕事を確実にコツコツと増
やしていき、安心して頼りにして
いただけるように頑張ります！

●生活燃料部　石油課

出身地（市町村）：みどり市大間々町

富
と み ざ わ

澤　将
し ょ う ご

吾

①概況の電話応対、
　共計品目の単価清算
　各市場、農協への分荷報告

②�映画鑑賞
　週に一本は映画館で観ます！

③現状維持は退化なり

④�キャベツ
　�真ん中に一本、芯の通った人間に
なりたいと常日頃意識しているか
らです。

⑤�まだまだ半人前で教えていただく
ことばかりですが、一日でも早く
群馬の農業の発展に貢献できる人
材となるために日々の業務に全力
で取り組んでいきたいと思いま
す。

●園芸部　園芸販売課

出身地（市町村）：みどり市笠懸町

櫻
さ く ら い

井　優
ゆ ま

真

①�農薬の受渡業務

②ピアノ

③継続は力なり

④�キャベツ
　顔が丸いから

⑤�まだ慣れないことも多くご迷惑を
お掛けすることもあるかと思いま
すが、一日でも早く仕事を覚え、
全農職員として貢献していけるよ
う一生懸命頑張りますので、よろ
しくお願い致します。

●生産資材部　肥料農薬課

出身地（市町村）：前橋市



「いいきゅうりの日」
売り場づくりでPR

ＪＡにったみどりＧレタス組合は、ＪＡ全中・ＪＡ
全農で制定しているＪＡグループGAP第三者認証取
得支援事業を活用し、2019年８月よりGLOBALG.
A.P. 認証取得へ向けた取り組みを開始しました。国
際水準のGAPとしての厳しい審査をクリアするため、
ＪＡやGAP支援チームと一丸となり取り組みを進め、
１月14日付で認証となりました。ＪＡグループとして
は、群馬県内で初のことです。今後は高品質なGAP認
証品として更なる販路拡大につなげていく考えです。

４月19日（月）「いいきゅうりの日」として、八百屋
「澤光青果」による群馬県産きゅうりフェアが行われま
した。毎月19日に行われる群馬県産きゅうりフェア
は今回、川崎・横浜・大井町・小岩・目黒の駅ビル５
店舗で開催され、新型コロナウィルス対策のため、試
食等の制限はありますが、店内に「いいきゅうりの日」
のバルーンやポスターを設置し、マネキンによる推奨
販売のPR活動も行われました。ここ数日、都内は気
温も高くなり、家庭内消費需要が増えている現状も
あって売れ行きは好調でした。

JAにったみどりＧレタス組合
GLOBALG.A.P認証取得

４月22日（木）アシストホールたかさきで８人が出
席し、式典・儀礼の接客基礎研修が行われました。研
修会では株式会社グランディメモリー代表取締役の木
野島氏を講師に招き、葬儀の基本知識とマナー・所作
などを講義し、式典の基本所作であるお辞儀の仕方や
歩き方を始め丁寧な話し方や伝え方のポイントを実践
しながら学びました。またコロナ禍に対する葬儀の対
応として、マスク着用時の話し方の注意点など、参加
者は今後の業務に活かすため、熱心に取り組んでいま
した。

葬祭式典・儀礼の
接客研修会で基礎を学ぶ

母の日、菜園フェア大盛況

５月７日（金）〜５月９日（日）花木流通センターで
母の日・菜園フェアが行われました。母の日として
カーネーションやアジサイなどたくさんの鉢花が取
り揃えられました。また野菜苗では、なすやきゅう
り、トマト、さつまいもの苗の購入に行列ができ大
盛況でした。また、８日（土）、９日（日）にはさつま
いも・ねぎ苗の栽培講習会が開かれ、参加者は講師
の浅野さんの話に耳を傾けていました。圃場ではマ
ルチを張るなど実演しながら具体的な説明がされま
した。沢山の良い野菜ができると家庭菜園もさらに
楽しくなりそうです。
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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

令和３年産ビール大麦
生産供給に向け意見交換

５月11日（火）ＪＡビル10階で令和３年産ビール大
麦生産・流通対策会議が開かれ、実需者（ビール会社）
や県・ＪＡ・全農など関係者18人が参加しました。
当初現地圃場にて作況調査を予定していましたが、
コロナウィルスの影響もあり、会議形式での初オンラ
イン開催となりました。会議では安定生産や流通に関
する意見交換、作柄等の情勢報告などがありました。
またビール大麦買い入れに関する事務連絡が説明され
ました。実需者と産地間で活発な意見交換がなされ、
令和３年度の生産供給に向けて有意義な会議となりま
した。

危険物取扱者（乙４）
合格を目指して

５月14日（金）、石油課は危険物取扱者（乙４）試験
へ向けた事前準備講習会が行われ、22人の受験予定
者が参加しました。研修会では危険物の性質や法令、
合格するためのポイント（とにかく問題を解く）など
の講義が行われました。参加者は本試験に向けて熱心
に話を聞いていました。なお６月９日（水）・10日（木）
には試験直前「事前特訓」の講習会が開催される予定
です。万全の体制で６月13日、20日、27日（コロナ対
策のため会場分散で開催予定）本試験に臨みます。	

【お問合せ先】
ＪＡ全農ぐんま 米麦特産課

TEL：027-220-2251 FAX：027-265-1415

【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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1

1�ハウスでは２品種（麗容、パ
ルト）を栽培しています。

2�色づいたトマト（パルト）

―今回の農業チャレンジャーは、ＪＡ
にったみどり管内の笠懸地区でトマト
とブロッコリーなどを生産する藤生さ
んです。

―就農時期は？
高校を卒業してからなので、就農し
て23年目になります。

―就農のきっかけは？
代々農家を行っていて、小さい頃か
らそれが当たり前だと思っていたので
必然的に農業をやろうと就農しました。

―就農されていかがでしたか？
分からないことだらけで大変です。
他業種の人と話をしたりすると勉強に
なるし色々な事にチャレンジして新し
い発見をすることがまだまだ沢山あり
ます。

―年間のスケジュールを教えてください。
トマトは２月末から７月上旬まで出
荷、露地ナスが６月から11月中旬、ブ
ロッコリーが11月から１月まで出荷し
ています。

―収穫量は？
トマトについては、１日で200箱（４

ｋｇ）、ピーク時の４月末から６月上旬は
１日で400〜500箱出荷する日もあり
ます。

―心掛けていることは？
安心安全なことは元より、食べる人
が喜ぶような美味しいものを作るよう
に心掛けています。

―どんな時にやりがいを感じますか？
野菜は、栽培管理を徹底する事によ
り増収が見込め、所得の向上にもつな
がるところです。また、新品種の栽培
に取組み上手にできた時にすごくやり
がいを感じます。

―今後の展望をお聞かせください。
コロナ禍でなければ、自分で育てた
野菜をもっと知ってもらいたいので、
直接販売やイベントに参加しPR活動を
していきたいです。また、新品種の導
入を積極的に取組み、消費者に喜ばれ
る野菜を作っていきたいです。

―色々な事にチャレンジしていく藤生
さんに、今後さらなる活躍が期待され
ます。

自
分
が
育
て
た
野
菜
を

もっ
と
知
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も
ら
い
た
い

J
A
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り
管
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藤
生 

大
介
さ
ん

JAにったみどり

｜ P r o f i l e ｜

藤生 大介（ふじう・だいすけ）さん
1979年生まれ　42歳
栽培品目：トマト･････････････ 約40a

ブロッコリー･････ 約50a
露地ナス･････････ 約10a

趣味：ドライブ

農
チャレ
業チャレンジャー



 JAピックアップ！
〜JAの活動をご紹介〜

ナスの管理方法を学ぶＪＡ碓氷安中

ＪＡ碓氷安中ナス部会は、４月20日（火）本所２階会
議室でナス定植前研修会を開催しました。

最初に、西部農業事務所普及指導課よりナスの管理方
法について講習がありました。

まず、定植に向けて４月下旬から５月中旬の間で、鉢
の大きさと根張りの状況を見ながら時期を決め、１番花
が開花する直前から直後には植えるという説明がありま
した。定植準備では、堆肥、土壌改良を施用して耕運し、
完熟堆肥投入目安として牛ふんの場合は、２t／10a程度、
豚ふんの場合は、１t ／10a程度で入れすぎに注意をし
ます。

また、ナス苗購入後の管理では晴天日は気温を昼
25℃、夜10℃、地温を昼20℃、夜13℃程度を目安にト
ンネル内の換気に留意することや、苗のうちに防虫消毒
をすることが大事であるということを確認しました。

ＪＡあがつま

長野原町北軽井沢地区では４月24日、『第46回北軽井
沢スプリングショウ』が開催されました。

今回で46回目を数えるこのショウは、コンテストを通
じて飼養者らのレベル向上を図るとともにホルスタイン
種の改良を促進することを目的として、昭和46年から年
に一度開かれています。昨年はコロナ禍の影響により中
止となってしまいましたが、今年は規模を縮小しつつ各
感染症対策を講じた上での開催が実現しました。

当日は好天にも恵まれ、会場となった北軽井沢ふれあ
い広場には吾妻郡内外から50頭のホルスタイン種が集ま
り、青空の下で体型の優劣などを競い合いました。

今回、審査員を務めた桐生市酪農家星野章好氏は審査
講評において「素晴らしい牛が集まっており、いずれも高
いレベルで拮抗していた」と述べており、コロナ禍前同様、品質の高い乳牛が集まるハイレベルなショウとなりました。

『第46回
北軽井沢スプリングショウ』

▲ 部員が講習を受ける様子

放 映 予 定 ３※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

お野菜キングダムⅡ〈６月号〉／JA群馬中央会
６月７日（月） PM 9：00 〜 9：30

※６月13日（日） AM 8：00 〜 8：30

厳選した梅を消費者へ「みさとの梅」／JAはぐくみ
６月14日（月） PM 9：00 〜 9：30

※６月20日（日） AM 8：00 〜 8：30

農業の魅力を伝えたい！ＪＡ青年部 ／JAたかさき
６月21日（月） PM 9：00 〜 9：30

※６月27日（日） AM 8：00 〜 8：30 中村 柚貴子アナ



『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６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

ごぼう団子

1 ごぼうはたわしで洗い、細かいささがきに切る。水に
サッとつけアク抜きする。

2 ボールに片栗粉とコンソメを混ぜ１のごぼうをから
ませる。

3 別のボールに鶏ひき肉としいたけみじん切り、しょう
がすりおろし、Ａを加えてよく混ぜ、丸めて団子を作
る（12個分）。

4 ３の団子の周りに、２のごぼうをつけ形を調える。

5�揚げ油を熱し、中火でゆっくりとカラッと揚げる。
6�器に盛り、コンソメ塩（塩少量にパウダーコンソメを
混ぜたもの）をお好みでふる。

作り方

材　料
２人分 （１人分369kcal）

開催日 内　容

６月18日㈮～６月21日㈪ 農作業応援フェア

●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。

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！

ごぼう･････････････1/2本

鶏ひき肉･･･････････200g

しいたけ････････････ ２枚

しょうが･･････････ １かけ

　　卵･････････････1/2個

Ａ
　醬油･･･････小さじ1/2

　　酒･･････････ 小さじ１
　　塩･････････小さじ1/4

片栗粉･･････････ 大さじ２
コンソメ･･･････小さじ1/2
揚げ油･･････････････ 適量


