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＜ほうれん草＞
群馬県内全域で栽培生産されています。
出荷の最盛期は 10月～２月。鉄、βカロテ
ンやビタミンＣなどの栄養素が含まれてい
ます。
おすすめの食べ方
････おひたし、ほうれん草とジャガイモと
ベーコンの炒め物（チーズのせ）

事業のうごき
畜産農産部

○種馬鈴薯納品

▶ 酪農畜産課
●

生産資材部

○生乳計画生産の推進

▶ 肥料農薬課
●

○初妊牛導入推進
○素牛導入推進

○セルフブレンド推進

○種豚導入推進

○蒟蒻肥料農薬推進

○渋川家畜市場の和牛及び乳用牛の集荷・販売推進

○茎葉処理除草剤大型規格推進

▶ 米麦特産課
●

○バンカーシート推進
▶ 花木流通センター
●

○令和３年産大豆集荷推進
○令和４年産民間流通麦契約面積播種推進

○ウィンターフラワーギフトセール

○令和４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

12月３日（金）～６日（月）

10月20日〜12月15日

○歳末感謝セール

○こんにゃく荒粉・精粉入札販売の実施
○こんにゃく詰合セット冬季特別推進

12月22日（水）～ 30日（木）

11月〜12月

▶ 担い手推進課
●

○大規模・未低利用生産者への推進

園芸部

○リスト化に基づく推進支援

▶ 園芸販売課
●

▶ 施設住宅課
●

○共計ほうれん草販売

（周年）

○賃貸アパート・個人住宅推進

（周年）

○共計チンゲンサイ販売

（周年）

○カクイチ物置・広スペースハウス推進

（周年）

○共計味にら販売

（周年）

○住友不動産（株）
「新築そっくりさん」推進 （周年）

○共計干大根販売

（12月末日迄）

○県統一規格共計きゅうり抑制販売（12月末日迄）

生活燃料部
▶ 生活課
●

○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）

○蓄電池推進

（周年）

○共計春菊販売

（２月末日迄）

○シロアリ防除事業推進

（周年）

○共計土ねぎ販売

（３月末日迄）

○ＪＡタウン取扱品目拡大

▶ 販売促進課
●

○仕込み味噌推進

（10月～３月）

○秋冬野菜販売促進

○上州もみ切りうどん推進

○もやし類・加工野菜販売促進

○ＪＡ高崎ハムお歳暮ギフト推進 （11月〜12月）

▶ 生産振興課
●

○2022年度頒布会「旬鮮倶楽部」加入推進

○ＪＡ野菜振興計画の目標達成に向けた取組支援
○ TA C 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
●

○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）

（10月〜12月）

（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
○ＪＡ－ＳＳ冬の大感謝祭

（10月〜12月）
（12月〜１月）

▶ ガス課
●

○事前予約共同購入マルチの推進

○ガス・でんき新規獲得推進

（４月～３月）

○温床資材予約推進

○給湯器燃料転換推進

（４月～２月）

（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）

○ガス器具推進
○秋の厨房機器推進

（４月～ 12月）
（10月～ 12月）
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売り場づくりで
群馬県産野菜をPR

| I nf o r m a t i on |

食肉学校でセミナー開催

10 月１日（金）～３日
（日）
、群馬県内のフレッセイ
50 店舗にて『群馬県ＪＡ邑楽館林 青果物フェア』と題
して、ＪＡ邑楽館林で採れたきゅうりを中心に、群馬
県産青果物のフェアを実施しました。新型コロナウィ
ルス対策のため、試食販売やマネキンによる推奨販売
は行いませんでしたが、新しく制作したきゅうりのポ
スターやナス王のポスターなどの販促資材を使った売
り場作りを行いました。緊急事態宣言は解除されまし
たが、まだまだ外食よりも家でご飯を食べる事の方が
多い現状もあり、売れ行きは好調でした。

みのり館４周年＆花木流通センター
植木・フラワーセール

10 月21日
（木）、22日
（金）の２日間、玉村町にある
公益社団法人全国食肉学校で「食肉プロモーション基
礎Ⅱ＜牛肉小割部位と食べ比べ＞」セミナーが開催さ
れました。全国から集まった飲食店の参加者は、牛肉
の部分肉、小割部位ごとの特徴を学び、カット技術、
食べ比べなどをして知識を深めました。小原学校長
は、
「今後習得した知識や技術を業務で活かしてもら
いたいと願ってお
り ま す。」と 話 し
ました。参加者の
今後更なる活躍が
期待されます。

重点取扱期間

令和3年.11/1-12/31

Aセット

セット内容
●群馬の生芋板こんにゃく
●群馬の生芋糸こんにゃく
●月のうさぎ おさしみこんにゃく
●月のうさぎ 田楽みそおでん5本入り
●月のうさぎ
田楽みそおでん生姜みそ5本入り
●群馬の生芋玉こんにゃく
●あく抜き要らず田舎っぺしらたき
●つきこんにゃく

甘味セット

ル、10月29日（金）〜11月１日
（月）花木流通センター

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）
●ぷるんと蒟蒻ゼリー
(アップル+グレープ)
●ぷるんと蒟蒻ゼリープレミアム
(コーヒー)
●ぷるんと蒟蒻ゼリープレミアム
(抹茶)

植木＆フラワーセールが開催されました。みのり館で
は４周年を迎え、日替わりで目玉品の販売や土日には
店頭でりんごとみかんの詰め放題など、お得な商品を
目当てに天気の悪い中、沢山の人が訪れ大好評でした。
また店内の新鮮な野菜などを買い求める人で賑わいま
した。花木流通センターの植木＆フラワーセールでは
パンジーなどを限定特価で販売し、沢山の人が買い求
めあっという間に完売となりました。

受注
生産

包装
対応

全セット包装致します。

詰合せ
セッ
ト
包装
対応

受注
生産

冬の

こんにゃく

10 月15日
（金）〜18日
（月）
みのり館４周年感謝セー

包装
対応

特別セット

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

受注
生産

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。

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。

【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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会長記者会見

| I nf o r m a t i on |

ＪＡ邑楽館林
明和低温農業倉庫起工式

10 月26日（火）
、ＪＡ大会の議案の概要に関する会
長記者会見が行われ、各連合会の役職員等が出席しま
した。会見で唐澤会長は、10 年後のめざす姿として、
持続可能な農業の実現・豊かでくらしやすい地域共生
社会の実現、協同組合としての役割発揮を実現させる
ため重点的に取り組む５つの柱、①持続可能な食料・
農業基盤の確立②持続可能な地域・組織・事業基盤の
確立③不断の自己改革の実践を支える経営基盤の強化
④協同組合としての役割発揮を支える人づくり⑤「食」
「農」
「地域」「ＪＡ」にかかる県民の理解の醸成などの
主な概要を説明しました。

ＡＥＤ講習会開催

11月１日（月）、「ＪＡ邑楽館林明和低温農業倉庫」
の起工式が明和町南大島の建設予定地で執り行われ、
ＪＡ役職員や工事関係者、当県本部関係者等 32 人が
出席しました。式では出席者の代表が鍬入れや玉串を
ささげるなど、これから始まる工事の安全を祈願しま
した。挨拶で江森組合長は、「農業生産の拡大、農業
者の所得増大に取り組みます。」と話しました。完成は
令和４年４月頃の予定です。

コンプライアンス
推進全体職員研修会

11月４日（木）、コンプライアンス推進課はコンプ
10 月29日
（金）
、葬祭総合課は AED 講習会を開催し、

ライアンス推進全体職員研修会を開催し、関連会社含

担当者６人が参加しました。講習会では、日本赤十字

め約 200人が出席しました。伊藤本部長は挨拶で、
「労

社の方を講師に招き、コロナ禍における一次救命処置

災について日々防止の取り組みをしていただいており

について説明を受けながら実施しました。参加者はま

ますが、10月は軽微な交通事故が多発しているので

ず指針の内容に基づき人形を使って反応の確認と呼吸

ゼロを目指していただきたい。」と呼びかけました。ま

の確認、胸骨圧迫し心臓マッサージを体験しました。

た野口理事長のメッセージをビデオ視聴しました。外

続いて AED を使い心肺蘇生を行いました。現在はコ

部講師の講演では群馬県警の金井さんを講師に招き、

ロナ禍のため人工呼吸は行わ

交通事故に遭わないために、条例の改正概要や交通事

ない指針となっています。参

故発生状況などを確認しました。また、肥料農薬課の

加者は心臓マッサージの仕方

櫻井さんと米麦特産課の青木さんが反射試験や飲酒体

や AED の 使 い 方 を 真 剣 に 確

験眼鏡をかけて歩く体験をし、事故に遭わないために

認し取り組んでいました。

注意することを再確認しました。
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ＪＡ邑楽館林千代田支所竣工式

〜今月のおすすめ〜

「JA佐波伊勢崎
やまといも（泥付き）」
利根川水系の豊かな水と肥沃
の土地で育ったやまといもです。
「ぐんまとろりん」という群馬
11月９日（火）
「ＪＡ邑楽館林千代田支所竣工式」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。同支所は富永・永楽支所の２支所を統

県の育成品種です。棒状で強い
粘りが特徴となっています！
「やまといもの海苔巻き」や「やまといものチップ」

合した、支所再編計画による第４店舗目となります。

など様々なレシピに使ったり、贈答用としても人気の

ＪＡ邑楽館林江森組合長は挨拶で、
「新しい千代田支所

商品となっておりますので、ぜひお試しください！

は金融、共済を中心とした事業を行いますが農業ビ
ジョンに掲げた西邑楽エリアの営農経済の拠点施設あ
ぐり西邑楽とも連携を取り、笑顔でつなぐ人の和と輪
をコンセプトにさらなるサービスの向上を図り、組合
員・地域の皆様に必要とされ信頼していただけるよう
努めてまいります。
」と話しました。

インフルエンザワクチン
集団予防接種

11月11日
（木）
、15日
（月）の２日間、総務人事課は
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しました。今回で２回目の集
団予防接種となり、今年はインフルエンザが流行する
と言われており、流行する前に積極的に予防しようと
合計 114 人の職員が集団予防接種を受けました。本人
のみならず家族や関係各所に感染が広がらないように
予防対策に取り組みました。

アクセスはこちら！

https://www.ja-town.com/
shop/c/c3201
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JAたかさき管内 金子 哲平さん

共に農業を、
モノづくりを楽しむ

チャレ

2

1芽かき作業をする金子さん

1

―今回の農業チャレンジャーは、ＪＡた
かさき管内でトマトを生産する金子さ
んです。
―就農時期は？
2019 年の４月から本格的に始めたの
で３年目になります。

JAたかさき

―就農のきっかけは？
物作りが好きなのと、自営業をやり
たいという思いもあり、農業高校を卒
業後、２年間農業法人で働き、その後
中学で体験した農業体験があったので
トマト農家を目指しました。
―就農されていかがでしたか？
書類などを作成するのは大変ですが、
楽しいです。農業をやりたいと思って
始めたので農作業は苦にならないです。

｜
｜ Profile

―年間のスケジュールを教えてください
（生産～出荷まで）
９月上旬に定植し、12 月上旬から翌
年６月末まで収穫します。

金子 哲平（かねこ・てっぺい）さん
1996 年生まれ
栽培品目：トマト･･･････････････ 20ａ
趣味：農 業、色々な物を作るのが
好きです。
（塩作りの経験あり）

―収穫量は？
３月４月が多く、年間で約 42トン（４
㎏ 箱で１万 500 箱）

2収穫まであと１か月のトマト

―心掛けていることは？
今はこだわりやおいしくなるように
などは考えずに、失敗しないためには
どうしたらいいかを考え、毎日ハウス
へ行き病気にならないようになど管理
をさぼらないようにすることを心がけ
ています。
―どんな時にやりがいを感じますか？
出荷したトマトが売り上げとなり、
自分の作ったトマトが世に流通されて
いる時です。
あとお金が振り込まれた時です。
―今後の展望をお聞かせください。
現在１人で生産しているので、新た
に育成して共に働く人を増やし、夏の
空いている期間にほかの作物を作った
りしたいです。また研修先となり、こ
れから農業をやってみたい人を受け入
れたり中学生に体験してもらうなどし
て、一緒に働きたい人を増やしていけ
ればと思います。
―物作りを楽しむ金子さんに、今後さ
らなる活躍が期待されます。

JAピックアップ！
〜JA の活動をご紹介〜

ＪＡにったみどり

高品質出荷を目指し
規格等の再確認
ＪＡにったみどりは10 月 21日、笠懸野菜集出荷所でブ
ロッコリーの出荷目ぞろえ会を開き、生産者ら70人が参
加し高品質出荷を全員で申し合わせました。
ＪＡ全農ぐんま園芸販売課の荒木祐一担当が販売概況
と入荷動向などを報告。東京青果 ㈱ の堀田耕平さんが市
場情勢を説明。
「近年キャベツやレタスからブロッコリー
に転換する生産者が増えている。にったみどりを主とし
て他産地が入らないよう少しでも単価を取れるよう販売
していきたい」と話しました。
県桐生地区農業指導センターの今泉日菜技師からは、
主な病害虫と防除法を説明。
「早期発見、早期防除の徹底
を。また、トラクター運転時のシートベルトの着用、盗

▲ 見本を手に説明するＪＡ担当者

難被害防止徹底を」と注意喚起しました。

ＪＡ園芸販売部の松井優樹担当が、出荷規格について形状や色沢など見本を示しながら説明。
「痛みを防止するため満杯
に詰める、水滴を良く切り痛みの原因をなくす、全長17 ㎝ に切り揃える」と強調しました。
ＪＡ管内ではブロッコリーは、作業性からも人気品目で作付面積は増加しています。

ＪＡ赤城たちばな

ブロッコリー出荷本格化へ
選別の徹底確認
ＪＡ赤城たちばなブロッコリー部会は10 月 21日、営農生活センター
で目ぞろえ会を開きました。生産者や関係者ら26 名が参加し、出荷最
盛期に向けて規格・品質の統一を図りました。
ＪＡ全農ぐんまの茂原拓也担当が市場情勢や今後の見通しについて詳
しく説明。
「台風の影響や塩害等の被害も少なく、生育は概ね順調に推
移している。そのため、各産地が一斉に出揃うことから11月は厳しい
販売展開になる見通しである」と報告しました。

形状や荷姿を確認する生産者

▲

県渋川地区農業指導センターの後藤瑞依主幹は、
「早生種で黒すす病
の発生が多いので、出荷物に混入のないように注意すること。また、
中生種以降については、防除を行いまん延防止に努めてほしい」と注意
を促しました。
その後目ぞろいに移り、ＪＡ赤城たちばなの小林健二担当が、出荷規格
を説明し、規格順守と専用資材の使用を呼び掛けました。参加した生産
者は実際に手に取り、
つぼみの大きさや形状、
荷姿などを確認しました。
本年度の出荷期間は、県内や首都圏方面を中心に10月～来年３月ま
でを予定しています。

放 映 予 定

※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
お野菜キングダムⅡ〈12月号〉／ JA 群馬中央会
第42回ＪＡ群馬県大会 ／ JA 群馬中央会
ちぢみほうれん草、ブロッコリー（仮）／ JA 佐波伊勢崎
1500 回記念（仮）／ JA 群馬中央会

放送日 ※再放送日
12 月 ６ 日（月）

３

時

間

P M 9：00 〜 9：30

※12月12日（日）

AM 8：00 〜 8：30

12月13日（月）

P M 9：00 〜 9：30

※12月19日（日）

AM 8：00 〜 8：30

12月20日（月）

P M 9：00 〜 9：30

※12月26日（日）

AM 8：00 〜 8：30

12月27日（月）

P M 9：00 〜 9：30

※１月 ２ 日（日）

AM 8：00 〜 8：30

中村 柚貴子アナ

Ar t Cooki n g

ほうれん草と鮭のクリームホットサンド
材

料

４人分

（１人分361kcal）

ほうれん草･･･････････ 1/2束
生鮭･･････････････････ １枚
（塩、コショウ各少々）
バター･････････････････ ８g
薄力粉････････････ 大さじ２
牛乳････････････････ 100cc

塩･･･････････････ 小さじ1/3
コショウ･･････････････ 少々
オリーブオイル････ 小さじ１
食パン（８枚切）････････ １斤
バター････････････････ 16g

作り方
1ほうれん草はサッと固めに茹で、１ｃｍ 幅に切りしっかりと水
けを切る。

2鮭は細かく切り、軽く塩、コショウする。
3フ ライパンにオリーブオイルを熱し、２の鮭を炒め火が

Food adviser

石垣 惠美

1979年から群馬県家の光講師。
FM局等でも活躍中。

通ったら１のほうれん草を加え炒め、塩、コショウする。
4小鍋にバター８g を入れ火にかけ焦がさないようにとけた
ら、粉を加え炒め人肌に温めた牛乳を少しずつ加えとろみ
がつくまで、木じゃくしで混ぜ、軽く塩、コショウする。
5４のクリームソースに３のほうれん草と鮭を入れ混ぜ４等
分にする。
6ホットサンド器にバター４g を入れ食パンと食パンの間に
５のほうれん草の具を挟みガスで両面をきつね色に焼く。
（バターは片面２g ずつ）
7６のサンドイッチを好みに切り、お皿に盛る。

花木流通センター便り
開催日

内

容

12月 ３日㈮ ～ ６日㈪

ウィンターフラワーギフトセール

12月22日㈬ ～ 30日㈭

歳末感謝セール

年末年始営業のお知らせ
12月30日㈭ 通常営業 9：00～16：00 12月31日㈮〜１月５日㈬まで休み
１月 ６日㈭ 通常営業 9：00～16：00 みのり館については１月５日㈬より通常営業

●定 休 日▶毎週火曜日
※センター内では、新型コロナウィルス感染症拡大防止対策にご協力ください。

K B KU
花

木 流 通 セ

営業時間

ン タ

9:00〜16:00

至高崎市街地

ー

６月〜3月

毎週火曜日定休

花木流通
センター

前橋市亀里町1307-1

TEL027-220-2427 FAX027-220-2424

●みのり館については火曜も営業しております。
『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。
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