
Monthly 
Zen-noh 
Gunma

https://www.zennoh.or.jp/gm/

�����
��������
�����

Ⓒ群馬県ぐんまちゃん

5
2022 May

No.240

浅間山と浅間山観音堂（吾妻郡嬬恋村）

Contents

事業のうごき ２ JAピックアップ！ ７

インフォメーション ３〜５ アートクッキング 裏表紙

農業チャレンジャー ６ 花木流通センター便り 裏表紙



生産資材部
●▶花木流通センター
○ゴールデンウィーク菜園フェア

	 ４月29日（金）～５月８日（日）

●▶肥料農薬課
○セルフブレンド推進

○水稲農薬当用推進

○園芸肥料農薬推進

○茎葉処理除草剤大型規格推進

○バンカーシート推進

●▶担い手推進課
○大規模・系統未低利用生産者への推進支援

○ＪＡの出向く体制強化支援

●▶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

○令和４年度新茶推進	 （４月～６月）

●▶石油課
○春期タイヤキャンぺーン	 （３月～５月）

○オイルキャンペーン	 （２月～５月）

○ワイパーキャンペーン	 （５月～６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）

事業のうごき

畜産農産部
●▶酪農畜産課
○生乳の計画生産の推進

○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
○米穀出荷契約推進

○令和３年産民間流通麦引取推進

○令和５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）

○ＪＡ野菜振興計画の目標達成に向けた取組支援

○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

●▶販売促進課
○春野菜販売促進

○もやし類・加工野菜販売促進

●▶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）
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３月１日（火）、東京都中央卸売市場である大田市場
の東京青果卸売場にて群馬県産こだま西瓜の展示会を
実施しました。新型コロナウィルス対策のため、試食
宣伝は行いませんでしたが、ＪＡ太田市すいか部会	福
島部会長とぐんまちゃんが出演するPR動画やポス
ター、ミニのぼり等の販促資材を活用し、市場関係者
へのアピールを行いました。今年は平年より若干早い
出荷となりましたが、雨が少なく、糖度ののりも良好
で、『コロナ禍でなければ美味しいこだま西瓜が食べ
られたのに』と残念がる来場者もおりました。こだま
西瓜のさわやかな
食感と甘みで清涼
感を楽しんでみて
はいかがでしょう
か。

群馬県産ブランド
『こだま西瓜』のＰＲ

産米販売促進対策協議会が主体となり、県産米に対す
る理解醸成と消費拡大を図ることを目的としています。

米麦特産課は３月24日（木）に「令和４年度米麦大豆
の生産・集荷・販売方針並びに出荷契約推進会議」を
開催し、各ＪＡ担当者をはじめ本所、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、生産・集荷・販売の
基本方針や出荷契約等事務手続きについて説明が行わ
れました。また、近年発生したクレーム事例の報告が
ありました。

令和４年度米麦大豆の
生産・集荷・販売方針並びに
出荷契約推進会議の開催

肥料農薬課は３月24日（木）、ＪＡから事前に受注し
たバンカーシートの組立作業を行いました。バンカー
シートとは、施設園芸作物において薬剤抵抗性等で化
学農薬では防除が困難な難防除害虫に有効といわれる
封筒型の天敵資材です。中に天敵パック製剤とフェル
ト・保水資材を入れて使用します。バンカーシートの
導入により化学農薬の削減が期待でき、省力化がはか
れます。肥料農薬課では、作物別に導入マニュアルを
作成し、敷居の高かった天敵製剤をＪＡとともに普及
拡大をはかっています。主な普及作物は、施設きゅう
り・施設なす・梨・施設いちご等です。

バンカーシートの組立

ＪＡグループ群馬は３月13日（日）、正田醤油スタジ
アムで「たべて！知って！ぐんまのお米キャンペー
ン」の一環として、ザ・スパ草津へ群馬県産米「利根
きらり」250kgを贈呈しました。当日は米麦特産課職
員が観戦に来た来場者等へ県産米「鶴の米」１kgを
1,000袋無料配布しました。また、３月17日（木）に
は高崎駅東口にて500袋を
無料配布しました。この
キャンペーンは、群馬県・
ＪＡグループ群馬・ぐんま県

ぐんまのお米キャンペーン

Monthly Zen-noh Gunma
2022 May No.240

インフォメーション |  Information |

3



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

４月１日（金）、令和４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。伊藤本部長より「ＪＡ・
組合員に必要とされる全農」になるべく、マスタープ
ランに基づいたＪＡ支援の実施、事業計画の必達、労
災・交通事故０、ハラスメントを発生させない環境づ
くりについて話があり、意思統一をはかりました。

全体管理職会議

４月９日（土）、10日（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
が暑さに負けず熱戦を繰り広げました。上位４チーム
に副賞として群馬県産トマトジュース、参加賞として
出場者全員にこんにゃくゼリーを贈呈しました。上位
３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。

全農杯サッカー大会

４月７日（木）、花木流通センターでは野菜苗の入荷
販売がスタートしました。ＪＡはぐくみ国府果菜苗組
合より約60種類の野菜苗が入荷しました。これから
５月下旬まで、最盛期には約90種類の野菜苗が店頭

花木流通センター
野菜苗販売始まる

に並ぶ予定です。この時期、県内外から高品質の野菜
苗を求めて沢山のお客様が来店されます。感染対策を
実施し、お客様のお越しをお待ちしております。
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ＪＡ邑楽館林は４月11日（月）、「西邑楽地区農産物
直売所起工式」を執り行いました。ＪＡ役職員や邑楽
町長、施工業者等が出席しました。
国道354号沿いに位置し、延べ床面積約1000平方
メートルと、館林市の農産物直売所「ぽんぽこ」と並
ぶ大型直売所となる予定です。今秋オープンを予定し
ており、松本宗一
郎副組合長は「生
産者と消費者、地
域をつなぐＪＡな
らではの直売所に
したい」と挨拶さ
れました。

西邑楽地区農産物直売所起工式

太田市の水はけの良い土壌を有する藪塚地区で生産
される「藪塚こだま西瓜」です。
皮が薄く、果肉はギュッ
と締まっていて、瑞々しく、
シャリシャリとした食感で
す。
ご自宅用にはもちろん、
贈答用としても高い人気が
あります。

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

〜今月のおすすめ〜〜今月のおすすめ〜
「JA太田市　藪塚こだま西瓜」「JA太田市　藪塚こだま西瓜」

www.ja-town.com
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2

1
1�収穫作業をする小山さん

2�箱詰めされたきゅうり

―今回の農業チャレンジャーは、ＪＡ邑
楽館林管内できゅうりを生産する小山
さんです。

―就農時期は？
農業大学を卒業後、すぐに就農しま
した。就農して14年です。

―就農のきっかけは？
実家がきゅうり農家であり、長男だっ
たため、自然と就農という道を選択し
ました。

―就農されていかがでしたか？
学校で勉強したことと実践はやはり
違います。たくさん経験を積んで、よ
い商品を作っていきたいと思います。

―年間のスケジュールを教えてくださ
い（生産～出荷まで）
きゅうりは年２回収穫できます。３
月～７月１週目まで、11月下旬～２月
下旬頃まで収穫します。

―収穫量は？
３、４、５月がピークで、多いとき
は１日１トン、200箱出荷します。

―心掛けていることは？
収量をあげるための栽培方法を実践し
ています。手間はかかりますが、よりよ
いきゅうりを作りたいと思っています。

―どんな時にやりがいを感じますか？
経営主は自分です。頑張った分がダ
イレクトに返ってきます。手間はかか
りますが栽培方法にこだわって頑張っ
た分、収量があがって、Ａ等級商品が
多く収穫できた時はうれしいです。

―今後の展望をお聞かせください。
今の栽培面積を維持し、通常は１反
37～38トンのところ、40トンの収量
を目標にしたいと思っています。そし
て「稼げる農家」になりたいです。

―小山さんに、今後さらなる活躍が期
待されます。

収
穫
量
を
増
や
し
、

「
稼
げ
る
農
家
」を
目
指
し
て
！

J
A
邑
楽
館
林
管
内 

小
山
　
泰
平
さ
ん

JA邑楽館林

｜ P r o f i l e ｜

小山 泰平（こやま・たいへい）さん
1985年生まれ
栽培品目：きゅうり･････････････ 40ａ

米･･････････････ ３ha50ａ
趣味：･映画鑑賞

農
チャレ
業チャレンジャー
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 JAピックアップ！
〜JAの活動をご紹介〜

▲ ジャガイモ種を植え付けるグリーンアメニティ部員

ちびっ子農業体験学習開催に向けてＪＡ赤城たちばな

ＪＡ赤城たちばなは、コロナ禍で中止していた「ちびっ
子農業体験学習」を２年ぶりに開催する予定で準備を進
めています。管内小学生を対象に、自然豊かな赤城町で
植え付けから収穫までを体験し農業の大切さを学んでも
らう事を目的にしています。

３月29日にジャガイモの植え付けをしましたが、感染
予防対策のため児童らは参加せず、ＪＡ職員と関係部会
のメンバーで行いました。今後の予定として参加者と共
に６月上旬にさつまいも苗植え、７月下旬と10月上旬に
それぞれの収穫体験を行います。植え付け・育て・収穫・
調理・食べるまでの一貫した体験学習を行うことで食べ
物への興味・関心を高め感謝する心を育てたいと考えて
います。

ＪＡにったみどりは４月４日、みどり市の笠懸野菜集出
荷所と桐生市の新里野菜集出荷所で施設ナスの目ぞろえ
会を開き、生産者やＪＡ職員、ＪＡ全農ぐんま、市場関係、
県の担当者ら90人が参加し出荷規格や品質の徹底を申し
合わせました。

ＪＡ園芸部の清水大暉担当が、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。「果梗は５㎜程度に切り
揃える。１袋400g以上に袋詰めする。長さはあまり拘
束しない。」と規格の調整を呼び掛けました。

ＪＡにったみどりは３月からナス用の出荷袋をリ
ニューアルし、ＪＡのホームページにアクセスできるQR
コードを記載。消費者が管内のナスについて学べる情報を提供しています。

出荷袋の刷新に合わせ、ＪＡは県桐生地区農業指導センターと協力し、地元のナスについて発信する特設サイトを作成。
管内の収穫スケジュールやおいしいナスの選び方、おすすめレシピなどを紹介し、魅力を伝えています。

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Ⅲ〈５月号〉／JA群馬中央会
５月２日（月） PM 9：00 〜 9：30

※５月８日（日） AM 8：00 〜 8：30

お野菜キングダムⅢ〈５月号〉（増刊号）／JA群馬中央会
５月９日（月） PM 9：00 〜 9：30

※５月15日（日） AM 8：00 〜 8：30

群馬県立農林大学校（案）／JA群馬中央会
５月16日（月） PM 9：00 〜 9：30

※５月22日（日） AM 8：00 〜 8：30

JA上野村（案）／JA上野村
５月23日（月） PM 9：00 〜 9：30

※５月29日（日） AM 8：00 〜 8：30

▲ 見本を手に説明するＪＡ担当者

ＪＡにったみどりナスの目ぞろえ会　出荷袋を刷新
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『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。

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

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

□発行／令和４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.zennoh.or.jp/gm/　□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 内　容
４月29日㈮～５月８日㈰ ＧＷ菜園フェア

開催日 講習会 etc
５月 ７ 日㈯

８ 日㈰
11日㈬

さつまいも・ネギ栽培講習会

●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。

おろしりんごのさやえんどう和え

1 さやえんどうとスナップエンドウは筋をとり、お湯で茹で
る。（塩を少々加える。かたさは好みで。）

2 １のさやえんどうとスナップエンドウは斜めに２～３に切
る。

3 りんごは皮付きのまますりおろし、ボールに入れライム
汁・オリーブオイル・塩・コショウを入れ混ぜる。

4 ３に２のさやえんどうを入れ、しらす干しも加え混ぜる。

5 ４の味を調える。器に盛る。

作り方

材　料

きぬさやえんどう････････････････････････････････100g

スナップエンドウ･････････････････････････････････ 90g

りんご･････････････････････････････････････････ 1/4個

しらす干し･･･････････････････････････････････････ 15g

ライム汁（またはレモン汁）･････････････････････大さじ１

オリーブオイル･･･････････････････････････････大さじ１

塩･････････････････････････････････････････ 小さじ1/2

コショウ･････････････････････････････････････････適量

４人分	 （１人分65kcal）

営業時間 4～5月：9:00～17:00 6～3月：9:00～16:00

定 休 日
4月～6月：無休営業  6月28日㈫は棚卸のため休業
7月～3月：毎週火曜日定休
ただし、みのり館のみ年末年始を除いて無休営業となります。


