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＜キャベツ＞
群馬県内北部地区（嬬恋村）を主として
夏秋栽培出荷されています。出荷の最盛期
は７～ 10月。胃腸粘膜の新陳代謝を活発
にすると言われているビタミンＵ（キャベ
ジン）が含まれています。

おすすめの食べ方････千切り（サラダ）、
･ 野菜炒め
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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
○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年産民間流通麦播種前契約推進
○「麦とろ麺」特別推進（推進目標8,000ケース）

（７月〜９月）
○こんにゃく詰合せ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

●▶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
（キャベツ・トマト・なす他）

○青果物予冷庫推進（パナソニック）
○ネポン暖房機第２期推進（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
●▶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
○お客様感謝イベント　暑気払いくじ引き
	 ７月22日（木）〜７月23日（金）	
●▶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）
○上州もみきりうどん	 （６月〜７月）
○高崎ハムお中元ギフト・関連商品推進
	 （６月〜８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

●▶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）
○ガス器具推進	 （４月〜12月）



全農杯卓球選手権大会にて
熱戦繰り広げられる

５月18日（火）ＪＡビルにて「はつらつ豚研究会」の
生産者岩崎さんと養豚YouTuberの原澤さんが上毛新
聞社の取材を受けました。「はつらつ豚研究会」とは
ＪＡにったみどり、ＪＡにったみどり管内養豚生産者３
戸、ＪＡグループを中心に構成されている研究会です。
元養豚家のYouTuberの原澤さんは、飼養業務や養豚
場の様子など、はつらつ豚の魅力を紹介しています。
生産者も消費者もみんなが元気はつらつになるように
と命名された「はつらつ豚」、甘みを感じる上品な味わ
いのある豚肉です。販売店はＪＡファーマーズブレイ
ス店（新田店）、高崎高島屋、スーパーまるおか（高崎市）
などでご購入いただけます。ぜひ味わってみてくださ
い。

５月16日（日）前橋宮城体育館にて「2021年度全農
杯全日本卓球選手権大会」が開かれました。大会には
96人が出場し、それぞれの種別に分かれて熱戦を繰
り広げました。特にホープスの部決勝戦では男女とも
接戦となりました。当県本部は、予選会での子供たち
の健闘を称えるとともに更なる活躍を願い、県農畜産
物を副賞として提供しています。参加者全員にこん
にゃくゼリー、１から３位にはＪＡ高崎ハム商品や上
州牛のカタログギフト、群馬県産小麦を使用した上州
もみきりうどんを贈呈しました。県予選を勝ち抜いた
選手は７月に神戸で開かれる全国大会に出場します。

はつらつ豚の魅力を紹介

５月16日（日）、全農と虹のコンキスタドール
YouTube番組企画「届け！ファンファームseason２」
の収録がＪＡ佐波伊勢崎管内で行われました。全国の
農家さんや直売所に訪問して、食の魅力、農業の大切
さ大変さを知ってもらうという企画で、今回は群馬県
伊勢崎市のナス農家小林さんのお宅にお邪魔し、収穫
や袋詰め、箱詰めをしたり、収穫したナスを使って料
理を作りました。続いてＪＡ佐波伊勢崎ファーマーズ
マーケットからか〜ぜにて直売所人気の食材を紹介し
たり女性部キッチン工房「まむ」のお弁当やお惣菜を紹
介しました。配信は６月24日ナス収穫in群馬編（仮）、
７月８日直売所訪問in群馬編（仮）18時公開です。

群馬の旬な野菜の魅力をＰＲ
全農50周年記念誌作成

全農創立50周年に合わせて、記念誌（冊子）を本所
で作成中です。本棚に仕舞うような分厚い「年史」で
はなく、「職員が読んで面白い」記念誌（冊子）をコン
セプトに、県本部では園芸部門の撮影が始まりました。
全農の様々な現場を背景に働く職員を掲載しメッセー
ジを載せる特集ページに、米麦特産課の宮沢侑也君が
抜擢され、６月４日にＪＡビルで撮影が行われました。
始めは緊張気味の宮沢君でしたが、これからを担う人
材として生き生きと活気ある姿が撮影されました。全
農の一職員として記念誌に携わり、面白い記念誌の完
成がさらに待ち望まれます。

YouTube 【yuuichi harasawa】で検索
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エダマメ品種試験調査会開催

６月11日（金）園芸作物実証農場において、エダマ

メの品種試験調査会が行われました。ＪＡ担当者、群

馬県農業事務所、本会関係者など23人が参加しまし

た。調査にあたり、種苗会社の担当者よりエダマメの

品種、調査の方法などが説明されました。

ハウスに入り、草姿や実のなり方などを確認後、品

種ごとに収穫し、草丈、莢の収穫位置、枝数、房数、

粒数を株ごとに確認しました。その後調理済みの枝豆

を持ち帰り、食味についてのアンケート調査を、QR

コードからネットにて回答し終了となります。今回の

調査は一部であり、今後さらに複数品目の調査を予定

しています。

家畜に感謝し供養

６月７日（月）、㈱群馬県食肉卸売市場において畜魂

祭が行われました。今回は新型コロナの感染が収まら

ない状況であることを考慮し、限られた関係者のみで

執り行われました。この式典は豊かな食生活を資する

ために命をささげた家畜に感謝し、その魂を慰めるこ

とを目的に毎年開催されています。昨年度の実績は肉

豚573,811頭、肉牛12,756頭の取扱がありました。

式典では、神主による神事が執り行われ、参列者は命

を捧げた多くの家畜の安らかな冥福を祈りました。

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

【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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【お問合せ先】
ＪＡ全農ぐんま

生活課
TEL：027-220-2351
FAX：027-220-2324
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―入組して何年目ですか？
ＪＡに就職して８年目です。

―ＪＡに就職したきっかけは？
結婚を機に嬬恋村での生活を考え
るようになり、将来的には親元で子
育てをしたいという願望もありまし
た。前職は畜産農家を中心に資機材
を販売しており、ＪＡであればその経
験を生かせると思い就職しました。

―実際に働いてみていかがですか？
農家の方とふれあう機会が多く、
関係を密にできるので面白いです。

―お仕事内容を教えて下さい。
生産資材課に属しており、肥料と
農機具を担当しています。発注や在

庫管理、支所への配送が主な仕事で
す。

―心掛けていることはありますか？
商品がない、届かないなどで農作

業に支障をきたさないよう、支所や
メーカーと連絡を密にとりながら在
庫管理にあたっています。

―やりがいを感じるときは？
農家さんが作った（キャベツ）青果

物が評価され、収入につながる手助
けができた時です。

―休日はどのように過ごされていま
すか？
子供がまだ小さいので、一緒に公

園へ行って砂場遊びや滑り台などで

遊んでいます。

―今後の意気込みをお聞かせください。
営農や商品に関する知識を深め、

農家さんから頼られるような存在に
なりたいです。

―井出さん、これからも農家の方の
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｜
いで・こうすけ（37歳）
趣味・特技··························································ゴルフ、サッカー
好きなキャベツの食べ方·······································ロールキャベツ

▼職場の皆さんから見て…
色々な意味でツッコミが鋭いです！頼りになる人です。

▲
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JA嬬恋村　農産部
生産資材課　主任

井出　皓亮さん

「入組８年目 
組合員の方に頼られるように」

んばってます！が



 JAピックアップ！
〜JAの活動をご紹介〜

みどり市笠懸地区
産業祭春野菜共進会

ＪＡにったみどり

第15回 みどり市笠懸地区産業祭「春野菜共進会」が５
月14日・15日、ＪＡにったみどり笠懸野菜集出荷所で行
われました。これは、同産業祭実行委員会の主催により、
青果出荷物の産地ブランド確立と産業振興を図るために
毎年５月に開催されます。

初日は、野菜集出荷所に出荷された野菜を無作為に抽
出し、これに対し審査が行われました。春野菜の最盛期
を迎え、トマト、ミニトマト、ナス、キュウリ、小玉ス
イカ、ほうれん草など111点が出品され、桐生地区農業
指導センターの技師らが出品規定をもとに厳正な審査を
行いました。

翌日は出品された野菜の展示を行い、多くの生産者が訪れました。
例年は一般参観や出品物の無料抽選配布、新鮮野菜の即売などを実施していましたが、昨年度より新型コロナウイルス感

染拡大防止の観点から、共進会と展示のみとなりました。
共進会の入賞者は次の通りです。

◇加温トマト＝星野博之　◇無加温トマト＝塚越恒雄　◇ミニトマト＝鏑木稔　◇ナス＝田中洋
◇ほうれん草＝小林政雄
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ＪＡ赤城たちばな

赤城橘ソ菜組合は６月７日、営農生活センターでモロ
ヘイヤの目ぞろえ会を開き、組合員をはじめ、ＪＡ職員
やＪＡ全農ぐんま担当者ら28名が参加しました。

ＪＡ全農ぐんま園芸販売課の榎本民江担当が販売情勢
などについて説明。「６月に入り本県産はやや生育が遅れ
ており、出荷量が減少し高値で推移しています。しかし
７月以降は、露地物の出荷も始まり、天候しだいですが、
昨年並みの出荷量と相場に戻るであろうと予想される」
と今後の見通しを報告しました。

ＪＡの赤沼真実担当は、出荷形態や規格、荷造り方法
などを丁寧に説明しました。特に「サヤには毒性を有し
ている可能性が高いため、調整の際に必ず除去をすること。また、袋詰めの際は、トロケの原因になるので葉を濡らさない
よう雨の日の収穫は避けるなど気を付けてほしい」と注意を促しました。

モロヘイヤの出荷は５月から始まり、６月下旬～９月中旬にピークを迎えます。

出荷最盛期に向けて
規格等を再確認

▲ 

出
荷
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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〈７月号〉／JA群馬中央会
７月５日（月） PM 9：00 〜 9：30

※７月11日（日） AM 8：00 〜 8：30

知れば食べたい　幻のはつらつ豚 ／JAにったみどり
７月12日（月） PM 9：00 〜 9：30

※７月18日（日） AM 8：00 〜 8：30

金賞受賞者

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

9:00～16:00６月～3月 営業時間毎週火曜日定休

□発行／令和3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  Fax027-220-2229

キャベツと豚バラ肉のロールバルサミコ酢煮

1 キャベツはサッと茹でる。

2 １のキャベツをまな板に広げ片栗粉をふる。その上にバラ肉
を手前から並べ端からしっかりと巻く。

3 ２のキャベツロールを鍋に並べ、だし汁、Ａを加え落し蓋を
して中火で煮る。途中で裏返す。煮汁が半分になったらキャ
ベツロールを取り出し２㎝幅にきる。

4 ３のキャベツロールを器に盛り、残りの煮汁に水溶き片栗粉
を入れとろみをつける。

5 ４のキャベツロールにとろみをつけた煮汁をかけ木の芽を添
える。

作り方

材　料

キャベツ･･････････････4枚

豚バラ肉･･･････････ 180g

片栗粉･･････････････ 適量

だし汁･････････････100cc

　　･･醬油････････････ 大さじ1

Ａ　 酒･･････････････ 大さじ1
　　･･バルサミコ酢･････ 大さじ1

　　･･砂糖････････････ 小さじ1

水溶き片栗粉･･････････････適量

木の芽･･･････････････････適量

２人分	 （１人分445kcal）

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！

開催日 内　容

７月22日㈭～７月23日㈮ お客様感謝イベント　
暑気払いくじ引き

●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。


