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＜ヤマトイモ＞
群馬県東部地区で主に栽培生産されてい
ます。出荷は通年。栄養価が高く、炭水化
物やデンプンを多く含んでいます。消化酵
素アミラーゼなどを含み消化を助けます。

おすすめの食べ方････ ･とろろ、磯部揚げ



○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
●▶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
●▶担い手推進課
○大規模・未低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）
○ＪＡタウン取扱品目拡大
○仕込み味噌推進	 （10月～３月）
○2022年度頒布会
「旬鮮倶楽部」加入推進	 （12月～２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
○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）

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３年産大豆集荷推進
○令和３年産民間流通麦引取推進
○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	 （２月末日迄）
○共計土ねぎ販売	 （３月末日迄）
○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
●▶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
○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）
○来年度産青果物ダンボール予約推進
○温床資材予約推進
（農ビ・トンネル資材・マルチ他）



群馬県きのこ振興協議会は12月11日（土）、12日
（日）、太田市運動公園市民体育館で開催された「ぐん
まのきのこスペシャルマッチ」群馬クレインサンダー
ズ対信州ブレイブウォーリアーズ戦の冠スポンサーを
務め、県産きのこの消費宣伝を行いました。地元バス
ケットボールチームのスポンサー協力を通じた地域貢
献と県産きのこの安全・安心を周知し、風評被害の払
拭と消費拡大を目的としています。会場では生シイタ
ケや舞茸などのきのこ類を各日800人分用意し無料で
配布しました。また
園芸販売課職員がほ
うれん草とキャベツ
を無料配布し、県産
野菜の消費拡大を図
りました。

ぐんまのきのこ
スペシャルマッチ開催

12月19日（日）「ＪＡアシストホールたかさき」で寄
せ植え用花材販売を行いました。
毎年、ねんりん倶楽部会員等に「お正月用の寄せ植
え講習会」を開催していましたがコロナ禍ということ
もあり、今年は家庭で寄せ植えを楽しんでもらうため
花木流通センターで取り扱いをしている花材販売とな
りました。自宅ですぐ作製できるよう鉢・軽石・土と
花材（雪椿をメインに大粒のヤブコウジ、ミニ葉牡丹、
ガーデンシクラメンなどの６種）に賀正スティックを
セットした苗花材と完成品です。約200鉢の申し込み
があり、当日は地区ごとの時差配布に協力していただ
きました。申込者は順番に受取りに来て「今回は椿な
のね！毎年楽しみにしています。来年は講習会が開催
されるといいな」と感想を述べていました。

寄せ植え用花材販売会

野菜生産対策会議

12月24日（金）、生産振興課はＪＡグループ野菜生
産対策会議を開催し、10ＪＡや県、中央会、当県本部
関係者26人が出席しました。会議では、11月末野菜
振興計画取組実績報告や、出席した各ＪＡによる野菜
振興、加工・業務用野菜の取り組み状況などの説明が
あり、さらなる野菜振興を目指し、担当者間での情報
共有が図られました。

全農ぐんまの
最新情報を発信中！

フォローを
お願いします！

JA全農ぐんま酪農畜産課渋川家畜市場

花木流通センターJA全農ぐんま
生産振興課

Monthly Zen-noh Gunma
2022 February No.237

インフォメーション |  Information |



高崎ホルモンをテーマに
まち映画

12月14日（火）、群馬県食肉卸売市場会議室でホル
モンまち映画「泣いて笑って豚ほるもん」の出演者披
露記者会見が開かれました。群馬県民のソウルフード
となっている豚ホルモン焼を主軸に金華亭食品創業者
の話が基となるまち映画で、群馬県内在住者を中心に
出演者が選ばれました。金華亭食品へ原料を提供して
いる群馬県食肉卸売市場の山口社長は後援代表挨拶で
「ほっこりするような、明日の活力になるような映画
になることと思います。ぜひ鑑賞していただきたい。」
と話しました。映画は５月末～６月上旬の公開予定で
す。

１月４日（火）令和４年の仕事始めにあたり、ＪＡビ
ルで新年祝賀式が執り行われました。新型コロナウィ
ルスの影響を考慮し、各連合会、関係団体の役職員が
人数制限のうえ出席しました。唐澤会長は「第42回
ＪＡ群馬県大会で決議した重点実施策について、ＪＡ
および中央会・各連合会がしっかりと連携し加速と深
化をもって実践したい。」と挨拶し一致団結して挑む
決意を新たにしました。また、出席した県選出国会議
員も一言ずつ、さらなる農業振興へ向けた抱負を語り
ました。

新年祝賀式

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。

優秀な枝肉出品、共進会開催

●第14回群馬県上州和牛枝肉共進会	12月3日㈮
（主催：全農群馬県本部、群馬県JA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　㈱加藤牧場
（JAにったみどり）

　　　　		繁殖者　岩崎　利幸（JA甘楽富岡）
●第29回
ぐんまふれあいミートフェスタ
群馬県枝肉共励会（牛肉の部）	 12月６日㈪

（主催：群馬県食肉品質向上対策協議会）

名誉賞		和　　牛　佐藤　敬三	（JA甘楽富岡）
　　　		交 雑 種　芦田　拓也	（JA前橋市）

●第60回上州牛枝肉共進会	 12月13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　茂木　　豊（JA前橋市）

●第27回肉牛枝肉共進会	 12月20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　㈱加藤ファーム
（JAにったみどり）

群馬県産の豚肉（上州麦豚、はつらつ豚など）消費拡
大のため、「群馬県産豚肉料理365」企画を開始しまし
た。豚肉料理を365紹介。
インパクトのある豚肉料理
を投稿し全国のフォロワー
に群馬県産豚肉をPRして
いきます。
（Ｒ3.12.15現在	No.48投稿）

公式Twitter
～『JA全農ぐんま酪農畜産課』～
群馬県産豚肉料理365企画開始！！
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２月はブリックスナイン、

きゅうり、やよいひめ（いちご）など

順次掲載予定！

～ぐんまの旬レシピはこちらから～

https://www.recipe-blog.jp/
　　　sp/r210506gu3

ぐんまの旬をご紹介
渋川家畜市場初市

１月14日（金）、令和４年の初市にあたり、渋川家
畜市場初市式が開催されました。式典では県農政部畜
産課の砂長課長と当県本部畜産農産部の木暮部長が挨
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年活気ある取引と畜産振興を祈願
しました。当日は去勢・雌の最初の１頭目の購買者に
水芭蕉大吟醸酒が贈呈されました。

ぐんまが誇るフルーツトマト「ブリックスナイン」は果
肉がしっかりしていて、甘さにこだわった濃厚な味わいの
為、そのまま食べるのがおススメ。
根域制限栽培など作り
方にもこだわりをもった
「ブリックスナイン」は、小
ぶりでコクのある味わい
が特徴です！
ぜひとも、ぐんまの誇

るフルーツのような高糖
度トマト「ブリックスナイ
ン」をご賞味ください。

～今月のおすすめ～
「JAにったみどり

フルーツトマト〝ブリックスナイン”」

アクセスはこちら！
https://www.ja-town.com/
shop/c/c3201

www.ja-town.com
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1
1�収穫作業をする唐澤さん

2�みのるイチゴ（やよいひめ）

―今回の農業チャレンジャーは、ＪＡあ
がつま管内でイチゴを生産する唐澤さ
んです。

―就農時期は？
平成26年の４月から独立して始めた
ので７年目になります。

―就農のきっかけは？
中学時代から農業に興味があり、高
校卒業後イチゴ農家へ就職しました。
平成26年の大雪で、就職先のイチゴ農
家のハウスが倒壊してしまったのを機
に、独立して生産を始めました。

―就農されていかがでしたか？
就職して１年も経たずに独立したの
でとても難しく、最初の１、２年は失
敗続きでした。

―年間のスケジュールを教えてください
（生産～出荷まで）
３月に育苗し、９月に定植、12月～
６月まで収穫します。

―収穫量は？
３月がピークで、多い月で約300㎏。

―心掛けていることは？
イチゴは生食用なので、お客様の好
むようなイチゴを作るために肥料を工
夫し完熟収穫するようにしたり、農薬
をあまり使わないようにしています。

―どんな時にやりがいを感じますか？
直接販売もしているので、自分が作っ
たイチゴを美味しいとお客様から直接
言ってもらえた時はとてもやりがいを
感じます。

―今後の展望をお聞かせください。
栽培面積は現状を維持し、収量を増
やし６次産業化（イチゴのスムージーや
冷凍イチゴを使った加工品などを作り
キッチンカー販売）に挑戦したいです。

―唐澤さんに、今後さらなる活躍が期
待されます。
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JAあがつま

｜ P r o f i l e ｜

唐澤　俊（からさわ・しゅん）さん
1995年生まれ
栽培品目：
　イチゴ（やよいひめ、
　　あきひめ、紅ほっぺなど）･･･42ａ
趣味：�車（ドライブなど）

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〜

▲ 規格を確認する部員

下仁田葱の出荷規格を確認ＪＡ碓氷安中

ＪＡ碓氷安中葱部会は、12月24日（金）午前に松井田
集荷場、午後に本所集荷場で共計下仁田葱の目揃え会を
開催しました。

最初に、営農課担当者より注意事項について話があり
ました。規格にない本数は作らないことや太さの基準は、
定規により根元の部分から10㎝程度のところを葉の開い
た方を上にして測定することなどを確認しました。

次に、規格について芯葉は、７㎝以上15㎝以下とし、
正葉は、15㎝ 以上１枚とすることや軟白部の長さを18
㎝以上23㎝以下とし20㎝を中心とすること、バラ出荷
は皆掛け重量4.1㎏以上とするなどの説明がありました。

最後に部員が下仁田葱を手に取り規格を確認し、年明
けの出荷に向けて準備をしました。

ＪＡ太田市女性会園芸部は12月22日、太田市農村環境
改善センタ―内ホールでしめ縄づくりを行いました。

当日は園芸部員22人が参加した他、ＪＡ邑楽館林女性
会の会員３人も参加し、和気あいあいとした雰囲気の中
で協力をし合いながら作業を行いました。

ＪＡ太田市女性会とＪＡ邑楽館林女性会は近年、交流を
図っており、今回はしめ縄づくりを通して親睦を深めま
した。

参加者は「立派なしめ縄ができ、良い年を迎えられそう
です」と笑顔で話しました。

また、同日にＪＡ太田市本所３階にて、ＪＡ太田市女性会園芸部の部員とＪＡ役職員でしめ縄づくりを行いました。ＪＡ
役職員は園芸部員から指導を受けながら、みかんや干し柿を飾ったしめ縄を作りました。

作成したしめ縄はそれぞれ12月30日～１月７日まで各ＪＡ太田市施設で飾りました。

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〈２月号〉／JA群馬中央会
２月７日（月） PM 9：00 〜 9：30

※２月13日（日） AM 8：00 〜 8：30

牛乳絵画・はり絵作品コンクール ／JA群馬乳販連
２月14日（月） PM 9：00 〜 9：30

※２月20日（日） AM 8：00 〜 8：30

ブランドトマト「ふじ娘トマト」（仮）／JAたのふじ
２月21日（月） PM 9：00 〜 9：30

※２月27日（日） AM 8：00 〜 8：30

▲ 参加したＪＡ太田市女性会園芸部員とＪＡ邑楽館林女性会会員

ＪＡ太田市しめ縄づくりで交流



『県本部通信』における個人情報の取扱いについて
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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
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花木流通センター便り

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
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

前橋市亀里町1307-1
TEL027-220-2427 FAX027-220-2424

□発行／令和４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

●みのり館については火曜も営業しております。

開催日 講習会 etc
２月19日㈯

20日㈰
23日㈬

土づくり講習会

２月26日㈯
27日㈰

３月 ２ 日 ㈬
栽培講習会（じゃがいも）

●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。

やまと芋のきんちゃく焼き

1 油揚げは熱湯をかけて油抜きし、半分に切り中を開く。

2 えびは殻と背ワタを取り、酒、塩を振り40秒位レンジに
かけ、火が通ったらザク切りにする。

3 やまと芋は皮をむきすりおろし、片栗粉、酒、醤油を加え
よく混ぜる。

4 ３に２のえびを加え、１の油揚げに詰め楊枝で口を止める。

5 フライパンに火をつけサラダ油を入れ、４のきんちゃくの
両面を焼き、まわりからＡを入れフライパンを回しながら
弱火で調味料をからませる。

6 器に盛り、パセリを添える。

作り方

材　料

油揚げ････････････････ ３枚

えび･･････････････････ 70g

　酒･･････････････ 小さじ１

　塩･･････････････････ 少々

やまと芋･････････････ 250g

　片栗粉･･････････ 大さじ１

　酒･･････････････ 小さじ１

　醤油････････････ 小さじ１

サラダ油･･････････ 大さじ１

Ａ（調味料）

　　  醤油 ･･･････ 大さじ1.5

　　  酒 ･････････ 大さじ1.5

　　  みりん ････ 大さじ３強

パセリ････････････････ 適量

楊枝･･････････････････ ６本

２人分	 （１人分498kcal）


