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事業のうごき JAピックアップ！

インフォメーション アートクッキング

がんばってます！ 花木流通センター便り



生産資材部
●▶肥料農薬課
○セルフブレンド推進
○麦肥料農薬推進
○茎葉処理除草剤大型規格推進
○バンカーシート推進

●▶花木流通センター
○ウインターフラワーギフトセール
	 12月２日（金）～５日（月）
○歳末感謝セール	 12月22日（木）～30日（金）

●▶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
○上州もみ切りうどん推進	 （10月～12月）
○仕込み味噌推進	 （10月～３月）
○ＪＡ全農ミートフーズお歳暮ギフト推進
	 （11月～12月）
●▶葬祭センター
○ペット火葬推進	 （周年）
○墓石事業取扱拡大推進	 （周年）
○登利平料理取扱拡大

●▶石油課
○秋期タイヤキャンペーン
○LINEお友達ありがとうキャンペーン

●▶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～３月）
○ガス器具推進	 （４月～12月）
○秋の厨房機器推進	 （10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
○渋川家畜市場若齢子牛の集荷推進
（優良ET卵産子の活用促進）

●▶米麦特産課
○令和４年産大豆集荷推進
○令和５年産民間流通麦播種前契約面積作付推進
○こんにゃく生玉販売推進
	 10月20日～12月15日
○こんにゃく荒粉・精粉入札販売の実施
○こんにゃく製品セット冬季特別推進
	 11月１日～12月末日

園芸部
●▶園芸販売課
○共計ホウレンソウ販売	 （周年）
○共計チンゲンサイ販売	 （周年）
○共計味ニラ販売	 （周年）
○共計干大根販売	 （12月中旬迄）
○県統一規格共計キュウリ抑制販売	（12月末日迄）
○共計下仁田ネギ販売	 （１月末日迄）
○共計上州ネギ販売	 （２月末日迄）
○共計シュンギク販売	 （２月末日迄）
○共計土ネギ販売	 （３月中旬迄）

●▶販売促進課
○秋冬野菜販売促進
○もやし類・加工野菜販売促進

●▶園芸資材課
○冬春用出荷資材予約推進
（ホウレンソウ・キュウリ・アスパラ他）
○事前予約共同購入マルチの推進
○温床資材予約推進
（農ポリ・トンネル資材・コンニャクマルチ他）
○冬春用野菜種子推進（ホウレンソウ・キュウリ他）
○種馬鈴薯納品



10月18日（火）、
「ＪＡ佐波伊勢崎あ
かぼり支店竣工記
念式典」が執り行
われ、ＪＡ役職員
や工事関係者、各連合会職員等が出席しました。ＪＡ
佐波伊勢崎の支店再編整備事業は平成19年に始まり、
「北支店」「南支店」「さかい支店」「中央支店」「ＪＡラ
ラタウン・みやごう支店」「たまむら支店」と進めてき
て、「あかぼり支店」で完成となります。森村孝利組合
長は「より使いやすく、より親しみやすいＪＡを目指
して、これからも利用者の皆様に「よかった」と言っ
てもらえるサービスの充実に努めたい」とあいさつさ
れました。

あかぼり支店竣工記念式典

10月13日（木）、吉岡町で鶏舎新築工事の起工式を
執り行い、ＪＡ北群渋川、東日本くみあい飼料（株）、
群馬農協チキンフーズ（株）、工事関係者、県本部職員
等が出席しました。この工事は、ＪＡ畜産経営継承支
援事業として鶏舎を建設。その後、経営の継承を行い、
鶏舎を後継者に引き渡すことにより、スムーズな事業
継承が行われ、後継者問題を支援します。

鶏舎新築工事起工式

10月19日（水）、群馬県ＪＡ畜産連絡協議会と群馬
県系統畜産生産者団体役員は、参議院議員会館で、山
田としお議員、藤木しんや議員と「畜産の情勢報告会」
を行いました。その後、農林水産省とも「畜産経営安
定に関する意見交換会」を行い、飼料高騰を含めた畜
産経営の厳しい状況を伝えました。両議員、農林水産
省からは、課題解消に向けて講じた対策、今後取り組
む対策について回答していただき、大変有意義な意見
交換会となりました。県本部としても畜産生産者が安
心して経営できるように、引き続き業務に取り組んで
参ります。

農政要請

園芸販売課は10月
20日（木）、ＪＡの園芸
担当初任者に対して研
修会を開催し、県内各ＪＡより15人が参加しました。
午前中はＪＡぐんま研修センターで「青果物流通の概
要」「群馬県青果物の生産出荷概要」など基礎内容の講
習を座学で実施し、午後は視察研修を行いました。園
芸作物実証農場では、金子所長がキュウリとナスのハ
ウスを案内しながら、農場の概要や実証内容について
説明を行いました。その後、青果物一次加工センター
へ移動し、園芸販売課　関口担当、佐藤担当が施設の
概要や特徴を説明しました。参加者は普段見ることの
できない内部の様子に関心を寄せていました。

園芸担当初任者研修会
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上毛新聞広告賞
「審査委員・企画賞」受賞

10月25日（火）、第28
回「上毛新聞広告賞」表彰
式に出席し、群馬県本部が
企画した「資材価格高騰に
よる生産者の窮状を応援する広告」が「審査委員・企
画賞」を受賞しました。「上毛新聞広告賞」は10月20
日の「新聞広告の日」にちなみ、広告主と読者をつな
ぎ、暮らしに役立つ新聞広告の普及・啓発を目的に設
けられた同社の表彰制度です。
農畜産物の生産に必要な資材や飼料価格が高騰して
いるのに、なかなか販売価格に転嫁されず、生産者の
経営を圧迫しています。この現状を消費者に知ってい
ただき、少しでも多くの県産・国産農畜産物の購入を
呼びかけた広告です。県本部はこれからも生産者の現
状に声をあげ、消費者への理解醸成に努めていきます。

10月25日（火）、26日（水）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実施しました。今年の冬
は、インフルエンザとコロナの同時流行が懸念される
中、流行する前に積極的に予防しようと110人の職員
が集団予防接種を受けました。

インフルエンザワクチン接種

酪農畜産課で運用しているTwitterのフォロワー数
が、5,000人を突破しました。令和２年７月から酪農
畜産課公式Twitterを開設し、２年２カ月あまりでフォ
ロワー数が5,000人を突破しました。酪農畜産課の坂
本彬さんは、「今後もＪＡ全農ぐんまの情報を発信し、
全農のイメージアップとファンの獲得に努めたい」と
話しました。

酪農畜産課Twitter
フォロワー数5,000人突破

10月28日（金）、「ＪＡファーマーズ高崎棟高」が高
崎市にオープンしました。同店は農産物直売所とスー
パーマーケットが一体となったＪＡファーマーズ店舗
として、売り場面積約580坪（1,914平方メートル）、
直売所スペースは約110坪（363平方メートル）あり、
直売所スペースは県内最大規模です。地元ＪＡと連携
した新鮮で安全・安心な農畜産物、畜産は「上州和牛」
「上州麦豚」など県産を中心とした品ぞろえが特徴で
す。10月28日～31日のオープニングセールは連日
大勢のお客様でにぎわいました。また、オープン記念
企画として高崎商科大学・同短期大学部とコラボした、
海鮮丼と海鮮茶漬けで２度
おいしく食べられる「鮮美
透涼（せんびとうりょう）
弁当」を学生が売り場に
立って販売しました。

「ＪＡファーマーズ高崎棟高」
オープン
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アクセスはこちら！
https://www.ja-town.com/
shop/c/c3201

www.ja-town.com

テレビでも話題！群馬の大人気イタリアン「PESCA!」
が手掛ける新フレーバーのドレッシングです。１本１
本手作りしたドレッシングは、にんじん特有のクセが
なく、お子様からご年配の方まで幅広くお召し上がり
いただけます。また、
サラダにかけるだけで
はなく、肉や魚料理の
ソースとしてもご利用
いただける万能なド
レッシングです。

〜今月のおすすめ〜〜今月のおすすめ〜
「PESCA！キャロットドレッシング２本セット」「PESCA！キャロットドレッシング２本セット」

※野菜はセットに
　含まれません

■お問い合わせはＪＡ・全農へ

お問い合わせ先/ＪＡ全農ぐんま葬祭センター
ＴＥＬ．０２７－２２０－２６４５ ＦＡＸ．０２７－２２０－２４４３

●取り扱いJA拡大中！  出品にあたり、
　費用はかかりません
●小ロットや期間限定など、
　希少商品の限定販売も
　JAタウンなら簡単に管理できます
●業務用野菜や果物、
　加工品も掲載可能です

お問い合わせ／JA全農ぐんま 生活課（TEL：027-220-2351）へ

JAタウン新キャラクター
「じぇー太」

12月１日（木）、ＪＡ全農
ぐんま公式インスタグラムを
開設しました。群馬県産の農
畜産物の魅力をアピールして
いきます。ぜひ、フォローし
てください。

群馬県本部公式インスタグラム
はじめました

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。

セット内容
●国産あく抜き要らず 板こんにゃく黒
●国産あく抜き要らず しらたき
●群馬の生芋玉こんにゃく
●つきこんにゃく
●生とろさしみこんにゃくあおさ海苔
●月のうさぎ ゆばさしみこんにゃく
●月のうさぎ 田楽みそおでん5本入り
●こんにゃくパーク玉こんだんご

Aセット

セット内容
●ぷるんと蒟蒻ゼリー（ふじりんご+温州みかん）
●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（チョコレート）
●ぷるんと蒟蒻ゼリースタンディング（グレープ）×2袋
●ぷるんと蒟蒻ゼリースタンディング（ピーチ）×2袋
●ぷるんと蒟蒻ゼリースタンディング（オレンジ）

甘味セット

セット内容
●ちぎり雷こんにゃく
●味付き生芋こんにゃく
●味しみしみ玉こんにゃく
●国産具材5種類もつ煮込み

惣菜セット

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

特別セット

908320 032
410

4

賞味期限

※この賞味
期限は、内容

品のうち

　最短日を
記載してあ

ります。

商品名  
群馬の
生芋板こんにゃく

名　 称

原材料名

賞味期限

保存方法

内容量

製造者

外装側面に記載

高温多湿、直射日光を

避けて、保存して

ください。

高温多湿、直射日光を

避けて、保存して

ください。

高温多湿、直射日光を

避けて、保存して

ください。

250g
外装側面に記載
200ｇ

外装側面に記載外装側面に記載
180ｇ 

こんにゃく170ｇ

酢味噌30ｇ

こんにゃく170ｇ

冷し中華スープ30ｇ

250g

[製造者] 株式会社

ヨコオデイリーフーズ

群馬県甘楽郡甘楽町

小幡２０４－１

[製造者] 株式会社

ヨコオデイリーフーズ

群馬県甘楽郡甘楽町

小幡２０４－１
[製造者] 株式会社

ヨコオデイリーフーズ

群馬県甘楽郡甘楽町

小幡２０４－１

[製造者] 株式会社

ヨコオデイリーフーズ

群馬県甘楽郡甘楽町

小幡２０４－１

[製造者] 株式会社

ヨコオデイリーフーズ

群馬県甘楽郡甘楽町

小幡２０４－１
[製造者] 株式会社

ヨコオデイリーフーズ

群馬県甘楽郡甘楽町

小幡２０４－１

外装側面に記載

高温多湿、直射日光を

避けて、保存して

ください。

高温多湿、直射日光を

避けて、保存して

ください。

外装側面に記載 

お問い合わせ先：株式会社ヨコオデイリーフーズ　0274-70-4002

生芋こんにゃく生芋糸こんにゃく
こんにゃく
（板こんにゃく黒）

しらたき

こんにゃく
（おさしみこんにゃく）

こんにゃく
（冷し中華麺こんにゃく醤油）

群馬の
生芋糸こんにゃく

あく抜きいらず

田舎っぺ板こんにゃく黒
あく抜きいらず

田舎っぺしらたき

月のうさぎ
おさしみこんにゃく

月のうさぎ
冷し中華麺こんにゃく 醤油

こんにゃく芋（群馬県

産）、こんにゃく粉（群

馬県産）、海藻粉末／

水酸化カルシウム（こ

んにゃく用凝固剤）

こんにゃく芋（群馬県

産）、海藻粉末／水酸

化カルシウム（こん

にゃく用凝固剤）

こんにゃく粉（群馬県

産）／水酸化カルシウ

ム（こんにゃく用凝固

剤）

高温多湿、直射日光を

避けて、保存して

ください。

外装側面に記載
220ｇ

[製造者] 株式会社

ヨコオデイリーフーズ

群馬県甘楽郡甘楽町

小幡２０４－１

こんにゃく（生とろさしみ

こんにゃくあおさ海苔）

生とろさしみこんにゃく

あおさ海苔

こんにゃく粉（群馬県

産）、あおさ、食塩、ク

ロレラ粉末／糊料（加

工でん粉）、水酸化カ

ルシウム（こんにゃく

用凝固剤）、調味料

（アミノ酸）

【こんにゃく】こんにゃく粉

（群馬県産）、あおさ、クロ

レラ粉末／水酸化カルシ

ウム（こんにゃく用凝固剤）

【酢味噌】砂糖混合異性化

液糖（国内製造）、砂糖、み

そ（大豆（遺伝子組換えで

ない））、醸造酢、米発酵調

味料、食塩／調味料（アミ

ノ酸等）、増粘剤（キサンタ

ン）、ターメリック色素、（一

部に大豆・りんごを含む）

【こんにゃく】こんにゃく粉（群

馬県産）、粉末油脂／糊料（加

工でん粉）、卵殻未焼成カル

シウム、水酸化カルシウム（こ

んにゃく用凝固剤）、カロチノ

イド色素、（一部に卵を含む）

【冷し中華スープ】砂糖（国

内製造）、醸造酢、しょうゆ、

食塩、植物油脂、ごま／調味

料（アミノ酸等）、カラメル色

素、増粘剤（キサンタン）、酸

味料、ビタミンB1、（一部に

小麦・ごま・大豆・りんごを含

む）

[製造者] 株式会社

ヨコオデイリーフーズ

群馬県甘楽郡甘楽町

小幡２０４－１

高温多湿、直射日光を避け、

常温にて保存してください。

外装側面に記載

こんにゃく150ｇ

田楽みそ30ｇ

こんにゃく（田楽みそおでん）

月のうさぎ
田楽みそおでん5本入り

【こんにゃく】こんにゃく粉

（群馬県産）、海藻粉末／

水酸化カルシウム（こん

にゃく用凝固剤）

【田楽みそ】みそ（国内製

造）（大豆（遺伝子組換えで

ない））、砂糖、米発酵調味

料、ごま、かつおエキス／

ソルビット、カラメル色素、

調味料（アミノ酸等）、（一

部にごま・さば・大豆を含

む）

[製造者] 株式会社

ヨコオデイリーフーズ

群馬県甘楽郡甘楽町

小幡２０４－１

高温多湿、直射日光を

避けて保存してください。

外装側面に記載

こんにゃく140ｇ

タレ20ｇ、からし1.5ｇ

こんにゃく（玉こんだんご）

こんにゃくパーク

玉こんだんご

こんにゃく：こんにゃく粉（群

馬県産）／水酸化カルシウ

ム（こんにゃく用凝固剤）

タレ：しょうゆ（国内製造）、糖

類（砂糖、異性化液糖）、米発

酵調味料、食塩、かつおエキ

ス／調味料（アミノ酸等）、カ

ラメル色素、（一部に小麦・さ

ば・大豆を含む）

からし：からし（カナダ）、でん

粉、食用なたね油、食塩／酸

味料、着色料（ウコン）、香

料、増粘多糖類

こんにゃく粉（群馬県

産）、海藻粉末／水酸

化カルシウム（こん

にゃく用凝固剤）

高温多湿、直射日光を

避けて、保存して

ください。

エネルギー ５ｋｃａｌ

たんぱく質 ０．１ｇ

脂質 ０．１ｇ

炭水化物 ２．４ｇ

　糖質 ０．２ｇ

　食物繊維 ２．２ｇ

食塩相当量 ０．０１ｇ

エネルギー ５ｋｃａｌ

たんぱく質 ０．２ｇ

脂質 ０．２ｇ

炭水化物 ２．０ｇ

　糖質 ０．１ｇ

　食物繊維 １．９ｇ

食塩相当量 ０．０１ｇ

エネルギー ６ｋｃａｌ

たんぱく質 ０．３ｇ

脂質 ０．２ｇ

炭水化物 ２．０ｇ

　糖質 ０．０ｇ

　食物繊維 ２．０ｇ

食塩相当量 ０．０４ｇ

エネルギー ４ｋｃａｌ

たんぱく質 ０．２ｇ

脂質 ０．１ｇ

炭水化物 １．６ｇ

　糖質 ０．２ｇ

　食物繊維 １．４ｇ

食塩相当量 ０．０ｇ

エネルギー １１ｋｃａｌ

たんぱく質 ０．２ｇ

脂質 ０．２ｇ

炭水化物 ４．６ｇ

　糖質 ２．１ｇ

　食物繊維 ２．５ｇ

食塩相当量 ０．０８ｇ

エネルギー ９ｋｃａｌ

たんぱく質 ０．２ｇ

脂質 
０．２ｇ

炭水化物 ３．４ｇ

　糖質 
０．０ｇ

　食物繊維 ３．４ｇ

食塩相当量 ０．０ｇ

エネルギー ２２ｋｃａｌ

たんぱく質 １．０ｇ

脂質 
１．５ｇ

炭水化物 ７．０ｇ

　糖質 
０．４ｇ

　食物繊維 ６．６ｇ

食塩相当量 ０．０ｇ

エネルギー ９４ｋｃａｌ

たんぱく質 ２．２ｇ

脂質 
１．５ｇ

炭水化物 ２０．３ｇ

　糖質 １６．１ｇ

　食物繊維 ４．２ｇ

食塩相当量 １．７ｇ

栄養成分表示(100g当たり)栄養成分表示(100g当たり)栄養成分表示(100g当たり)栄養成分表示(100g当たり)栄養成分表示(100g当たり)【こんにゃく】栄養成分表示(１パック170gあたり)【こんにゃく】栄養成分表示(１パック170gあたり)

エネルギー ６８ｋｃａｌ

たんぱく質 １．４ｇ

脂質 
０．５ｇ

炭水化物 １４．８ｇ

　糖質 １４．３ｇ

　食物繊維 ０．５ｇ

食塩相当量 １．５ｇ

エネルギー ４９ｋｃａｌ

たんぱく質 ０．６ｇ

脂質 
０．８ｇ

炭水化物 １０．０ｇ

　糖質 
９．８ｇ

　食物繊維 ０．２ｇ

食塩相当量 ２．７ｇ

【酢味噌】栄養成分表示(１食30gあたり)【冷し中華スープ】栄養成分表示(1食30gあたり)

栄養成分表示(１パック180gあたり)
エネルギー ３７ｋｃａｌ

たんぱく質 １．３ｇ

脂質 
０．４ｇ

炭水化物 ８．６ｇ

　 糖質 
６．５ｇ

　 食物繊維 ２．１ｇ

食塩相当量 ２．６ｇ

栄養成分表示(１食161.5g当たり)

包装
対応

詰
合
せ
セ

ト

冬
の

908320
032410

4賞味期限

※この賞
味期限

は、内容
品のうち

　最短
日を記載

してあり
ます。

商品名  きなこあんみつ

名　 称

原材料名

賞味期限

保存方法

内容量

外装側面に記載

直射日光、高温多湿を避け保存。

冷凍不可

直射日光、高温多湿を避け保存。

冷凍不可

直射日光、高温多湿をさけ、

涼しい所で保存してください。

180ｇ外装側面に記載
180ｇ外装側面に記載

外装側面に記載
240ｇ（20ｇ×12個）

120ｇ（20ｇ×６個）

180g

[製造者] 株式会社マヤマ農園

群馬県甘楽郡下仁田町

馬山甲９２９

[製造者] 株式会社マヤマ農園

群馬県甘楽郡下仁田町

馬山甲９２９

[製造者] 株式会社マヤマ農園

群馬県甘楽郡下仁田町

馬山甲９２９

[製造者] オリヒロプランデュ

株式会社

群馬県高崎市下大島町６１３

[製造者] オリヒロプランデュ

株式会社

群馬県高崎市下大島町６１３

外装側面に記載

直射日光、高温多湿をさけ、

涼しい所で保存してください。

お問い合わせ先：オリヒロプランデュ株式会社　0120-534-455　　　　　　株式会社マヤマ農園　0274-82-3672

洋生菓子

洋生菓子

洋生菓子

生菓子（ゼリー）

生菓子（ゼリー）

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（抹茶）

ぶどう糖果糖液糖、みかん、パイナッ

プル、寒天、こんにゃく粉（国産）、濃

縮乳、加糖脱脂練乳／植物油脂、デキ

ストリン、全粉乳、乳蛋白、乳化剤、ゲ

ル化剤、pH調整剤、酸化防止剤（V.E
）む含を

乳に部一
（ 酸ンエ

ク、）
【ブルーベリージャム】ブルーベリー、

砂糖、レモン果汁

ぶどう糖果糖液糖、寒天、こんにゃく

粉（国産）、フルーツ（みかん. 黄桃）／

ゲル化剤、パプリカ色素、クエン酸

【餡】小豆、砂糖、食塩

【黒みつ】黒糖（タイ産）、砂糖、水飴

【きな粉】大豆、砂糖

【アップル】果糖ぶどう糖液糖（国内製造）、砂

糖、リンゴ果汁、還元水飴、蒟蒻粉／酸味料、

ゲル化剤（増粘多糖類）、香料、塩化カリウ

ム、甘味料（アセスルファムＫ、スクラロース）

【グレープ】果糖ぶどう糖液糖（国内製造）、砂

糖、果汁（ブドウ、リンゴ）、還元水飴、蒟蒻粉

／酸味料、ゲル化剤（増粘多糖類）、香料、塩

化カリウム、甘味料（アセスルファムＫ、スク

ラロース）

直射日光、高温多湿をさけ、

涼しい所で保存してください。 外装側面に記載
120ｇ（20ｇ×６個）

[製造者] オリヒロプランデュ

株式会社

群馬県高崎市下大島町６１３

生菓子（ゼリー）
ぷるんと蒟蒻ゼリープレミアム（コーヒー）

果糖ぶどう糖液糖（国内製造）、コー

ヒーエキス、砂糖、蒟蒻粉／ゲル化剤

（増粘多糖類）、香料、塩化カリウム、

リン酸カリウム、甘味料（アセスル

ファムＫ、スクラロース）

果糖ぶどう糖液糖（国内製造）、砂糖、デキ

ストリン、抹茶、粉末緑茶、水添パーム核

油、蒟蒻粉、酵母エキスパウダー、調味エ

キス（小麦を含む）／ゲル化剤（増粘多糖

類）、香料、塩化カリウム、酸化防止剤（ビ

タミンＣナトリウム）、着色料（ベニバナ、ク

チナシ）、甘味料（アセスルファムＫ、スク

ラロース）、乳たん白（乳由来）、リン酸水

素二カリウム、グリセリン脂肪酸エステル

ぶどう糖果糖液糖、みかん、パイナッ

プル、寒天、こんにゃく粉（国産）、濃

縮乳、加糖脱脂練乳／植物油脂、デキ

ストリン、全粉乳、乳蛋白、乳化剤、ゲ

ル化剤、pH調整剤、酸化防止剤
）む含を

乳に部一
（ 酸ンエ

ク、）E. V
（
【ストロベリージャム】いちご、砂糖

栄養成分表示(一食あたり)
栄養成分表示(一食あたり)

栄養成分表示(一食あたり)【アップル】栄養成分表示(製品1個(20g)中)

栄養成分表示(製品1個(20g)中)

熱量 

１０５．８ｋｃａｌ

蛋白質 

０．２６ｇ

脂質 

０．２１ｇ

炭水化物 

２６．２ｇ

食塩相当量 
　　　　０ｇ

熱量 

１５２．５ｋｃａｌ

蛋白質 

０．７４ｇ

脂質 

０．１ｇ

炭水化物 
３７．３５ｇ

食塩相当量 
０．０１ｇ

熱量 

１３ｋｃａｌ

たん白質 
　　　　　 ０ｇ

脂質 
　　　　　 ０ｇ

炭水化物 
　　　　　 ３．３ｇ

食塩相当量 
０～０．１ｇ

【グレープ】栄養成分表示(製品1個(20g)中)

熱量 

１３ｋｃａｌ

たん白質 
　　　　　 ０ｇ

脂質 
　　　　　 ０ｇ

炭水化物 
　　　　　 ３．2ｇ

食塩相当量 
０～０．１ｇ

栄養成分表示(製品1個(20g)中)

熱量 

１６．４ｋｃａｌ

たん白質 
　　　　　 ０ｇ

脂質 
　　　　　 ０ｇ

炭水化物 
　　　　　 ４．０ｇ

食塩相当量 
０～０．１ｇ

熱量 

１５．４ｋｃａｌｌ

たん白質 

０ｇ

脂質 

０～０.2ｇ

炭水化物 

３．5ｇ

食塩相当量 
０～０．１ｇ

熱量 

１０６．１ｋｃａｌ

蛋白質 

０．３１ｇ

脂質 

０．２１ｇ

炭水化物 

２６．２ｇ

食塩相当量 
　　　　０ｇ

直射日光、高温多湿を避け保存。

冷凍不可

推定値

推定値

推定値

908320
032410

4賞味期
限

※この
賞味期

限は、内
容品の

うち

　最短
日を記

載して
あります

。

商品名  
群馬の
生芋板こんにゃく

名　 称

原材料名

賞味期限

保存方法

内容量

製造者

外装側面に記載

高温多湿、直射日光を

避けて、保存して

ください。

高温多湿、直射日光を

避けて、保存して

ください。

高温多湿、直射日光を

避けて、保存して

ください。
250g外装側面に記載

200ｇ外装側面に記載
外装側面に記載
180ｇ 

こんにゃく170ｇ

酢味噌30ｇ

こんにゃく170ｇ

冷し中華スープ30ｇ

250g

[製造者] 株式会社

ヨコオデイリーフーズ

群馬県甘楽郡甘楽町

小幡２０４－１

[製造者] 株式会社

ヨコオデイリーフーズ

群馬県甘楽郡甘楽町

小幡２０４－１

[製造者] 株式会社

ヨコオデイリーフーズ

群馬県甘楽郡甘楽町

小幡２０４－１

[製造者] 株式会社

ヨコオデイリーフーズ

群馬県甘楽郡甘楽町

小幡２０４－１

[製造者] 株式会社

ヨコオデイリーフーズ

群馬県甘楽郡甘楽町

小幡２０４－１ [製造者] 株式会社

ヨコオデイリーフーズ

群馬県甘楽郡甘楽町

小幡２０４－１

外装側面に記載

高温多湿、直射日光を

避けて、保存して

ください。

高温多湿、直射日光を

避けて、保存して

ください。

外装側面に記載 

お問い合わせ先：株式会社ヨコオデイリーフーズ　0274-70-4002

生芋こんにゃく
生芋糸こんにゃく

こんにゃく

（板こんにゃく黒）
しらたき

こんにゃく

（おさしみこんにゃく）

こんにゃく

（冷し中華麺こんにゃく醤油）

群馬の
生芋糸こんにゃく

あく抜きいらず

田舎っぺ板こんにゃく黒
あく抜きいらず

田舎っぺしらたき

月のうさぎ

おさしみこんにゃく

月のうさぎ

冷し中華麺こんにゃく 醤油

こんにゃく芋（群馬県

産）、こんにゃく粉（群

馬県産）、海藻粉末／

水酸化カルシウム（こ

んにゃく用凝固剤）
こんにゃく芋（群馬県

産）、海藻粉末／水酸

化カルシウム（こん

にゃく用凝固剤）

こんにゃく粉（群馬県

産）／水酸化カルシウ

ム（こんにゃく用凝固

剤）

高温多湿、直射日光を

避けて、保存して

ください。

外装側面に記載
220ｇ

[製造者] 株式会社

ヨコオデイリーフーズ

群馬県甘楽郡甘楽町

小幡２０４－１

こんにゃく（生とろさしみ

こんにゃくあおさ海苔）

生とろさしみこんにゃく

あおさ海苔

こんにゃく粉（群馬県

産）、あおさ、食塩、ク

ロレラ粉末／糊料（加

工でん粉）、水酸化カ

ルシウム（こんにゃく

用凝固剤）、調味料

（アミノ酸）

【こんにゃく】こんにゃく粉

（群馬県産）、あおさ、クロ

レラ粉末／水酸化カルシ

ウム（こんにゃく用凝固剤）

【酢味噌】砂糖混合異性化

液糖（国内製造）、砂糖、み

そ（大豆（遺伝子組換えで

ない））、醸造酢、米発酵調

味料、食塩／調味料（アミ

ノ酸等）、増粘剤（キサンタ

ン）、ターメリック色素、（一

部に大豆・りんごを含む）

【こんにゃく】こんにゃく粉（群

馬県産）、粉末油脂／糊料（加

工でん粉）、卵殻未焼成カル

シウム、水酸化カルシウム（こ

んにゃく用凝固剤）、カロチノ

イド色素、（一部に卵を含む）

【冷し中華スープ】砂糖（国

内製造）、醸造酢、しょうゆ、

食塩、植物油脂、ごま／調味

料（アミノ酸等）、カラメル色

素、増粘剤（キサンタン）、酸

味料、ビタミンB1、（一部に

小麦・ごま・大豆・りんごを含

む）

[製造者] 株式会社

ヨコオデイリーフーズ

群馬県甘楽郡甘楽町

小幡２０４－１

高温多湿、直射日光を避け、

常温にて保存してください。
外装側面に記載
こんにゃく150ｇ

田楽みそ30ｇ

こんにゃく（田楽みそおでん）
月のうさぎ

田楽みそおでん5本入り

【こんにゃく】こんにゃく粉

（群馬県産）、海藻粉末／

水酸化カルシウム（こん

にゃく用凝固剤）

【田楽みそ】みそ（国内製

造）（大豆（遺伝子組換えで

ない））、砂糖、米発酵調味

料、ごま、かつおエキス／

ソルビット、カラメル色素、

調味料（アミノ酸等）、（一

部にごま・さば・大豆を含

む）

[製造者] 株式会社

ヨコオデイリーフーズ

群馬県甘楽郡甘楽町

小幡２０４－１

高温多湿、直射日光を

避けて保存してください。
外装側面に記載
こんにゃく140ｇ

タレ20ｇ、からし1.5ｇ

こんにゃく（玉こんだんご）
こんにゃくパーク

玉こんだんご

こんにゃく：こんにゃく粉（群

馬県産）／水酸化カルシウ

ム（こんにゃく用凝固剤）

タレ：しょうゆ（国内製造）、糖

類（砂糖、異性化液糖）、米発

酵調味料、食塩、かつおエキ

ス／調味料（アミノ酸等）、カ

ラメル色素、（一部に小麦・さ

ば・大豆を含む）

からし：からし（カナダ）、でん

粉、食用なたね油、食塩／酸

味料、着色料（ウコン）、香

料、増粘多糖類

こんにゃく粉（群馬県

産）、海藻粉末／水酸

化カルシウム（こん

にゃく用凝固剤）

高温多湿、直射日光を

避けて、保存して

ください。

エネルギー ５ｋｃａｌ

たんぱく質 ０．１ｇ

脂質 
０．１ｇ

炭水化物 ２．４ｇ

　糖質 
０．２ｇ

　食物繊維 ２．２ｇ

食塩相当量 ０．０１ｇ

エネルギー ５ｋｃａｌ

たんぱく質 ０．２ｇ

脂質 
０．２ｇ

炭水化物 ２．０ｇ

　糖質 
０．１ｇ

　食物繊維 １．９ｇ

食塩相当量 ０．０１ｇ

エネルギー ６ｋｃａｌ

たんぱく質 ０．３ｇ

脂質 
０．２ｇ

炭水化物 ２．０ｇ

　糖質 
０．０ｇ

　食物繊維 ２．０ｇ

食塩相当量 ０．０４ｇ

エネルギー ４ｋｃａｌ

たんぱく質 ０．２ｇ

脂質 
０．１ｇ

炭水化物 １．６ｇ

　糖質 
０．２ｇ

　食物繊維 １．４ｇ

食塩相当量 ０．０ｇ

エネルギー １１ｋｃａｌ

たんぱく質 ０．２ｇ

脂質 
０．２ｇ

炭水化物 ４．６ｇ

　糖質 
２．１ｇ

　食物繊維 ２．５ｇ

食塩相当量 ０．０８ｇ

エネルギー 
９ｋｃａｌ

たんぱく質 
０．２ｇ

脂質 
０．２ｇ

炭水化物 
３．４ｇ

　糖質 
０．０ｇ

　食物繊維 
３．４ｇ

食塩相当量 
０．０ｇ

エネルギー ２２ｋｃａｌ

たんぱく質 
１．０ｇ

脂質 
１．５ｇ

炭水化物 
７．０ｇ

　糖質 
０．４ｇ

　食物繊維 
６．６ｇ

食塩相当量 
０．０ｇ

エネルギー ９４ｋｃａｌ

たんぱく質 
２．２ｇ

脂質 
１．５ｇ

炭水化物 
２０．３ｇ

　糖質 
１６．１ｇ

　食物繊維 
４．２ｇ

食塩相当量 
１．７ｇ

栄養成分表示(100g当たり)栄養成分表示(100g当たり)栄養成分表示(100g当たり)栄養成分表示(100g当たり)栄養成分表示(100g当たり)【こんにゃく】栄養成分表示(１パック170gあたり)【こんにゃく】栄養成分表示(１パック170gあたり)

エネルギー ６８ｋｃａｌ

たんぱく質 
１．４ｇ

脂質 
０．５ｇ

炭水化物 
１４．８ｇ

　糖質 
１４．３ｇ

　食物繊維 
０．５ｇ

食塩相当量 
１．５ｇ

エネルギー ４９ｋｃａｌ

たんぱく質 
０．６ｇ

脂質 
０．８ｇ

炭水化物 
１０．０ｇ

　糖質 
９．８ｇ

　食物繊維 
０．２ｇ

食塩相当量 
２．７ｇ

【酢味噌】栄養成分表示(１食30gあたり)【冷し中華スープ】栄養成分表示(1食30gあたり)

栄養成分表示(１パック180gあたり)
エネルギー ３７ｋｃａｌ

たんぱく質 
１．３ｇ

脂質 
０．４ｇ

炭水化物 
８．６ｇ

　 糖質 
６．５ｇ

　 食物繊維 
２．１ｇ

食塩相当量 
２．６ｇ

栄養成分表示(１食161.5g当たり)

賞味期限

※この賞味期
限は、内容品

のうち

　最短日を記
載してありま

す。

商品名  
群馬の
生芋板こんにゃく

名　 称

原材料名

賞味期限

保存方法

内容量

製造者

外装側面に記載

高温多湿、直射日光を

避けて、保存して

ください。

高温多湿、直射日光を

避けて、保存して

ください。

高温多湿、直射日光を

避けて、保存して

ください。

250g
外装側面に記載
200ｇ

外装側面に記載外装側面に記載
180ｇ 

こんにゃく170ｇ

酢味噌30ｇ

こんにゃく170ｇ

冷し中華スープ30ｇ

250g

[製造者] 株式会社

ヨコオデイリーフーズ

群馬県甘楽郡甘楽町

小幡２０４－１

[製造者] 株式会社

ヨコオデイリーフーズ

群馬県甘楽郡甘楽町

小幡２０４－１
[製造者] 株式会社

ヨコオデイリーフーズ

群馬県甘楽郡甘楽町

小幡２０４－１

[製造者] 株式会社

ヨコオデイリーフーズ

群馬県甘楽郡甘楽町

小幡２０４－１

[製造者] 株式会社

ヨコオデイリーフーズ

群馬県甘楽郡甘楽町

小幡２０４－１
[製造者] 株式会社

ヨコオデイリーフーズ

群馬県甘楽郡甘楽町

小幡２０４－１

外装側面に記載

高温多湿、直射日光を

避けて、保存して

ください。

高温多湿、直射日光を

避けて、保存して

ください。

外装側面に記載 

お問い合わせ先：株式会社ヨコオデイリーフーズ　0274-70-4002

生芋こんにゃく生芋糸こんにゃく
こんにゃく
（板こんにゃく黒）

しらたき

こんにゃく
（おさしみこんにゃく）

こんにゃく
（冷し中華麺こんにゃく醤油）

群馬の
生芋糸こんにゃく

あく抜きいらず

田舎っぺ板こんにゃく黒
あく抜きいらず

田舎っぺしらたき

月のうさぎ
おさしみこんにゃく

月のうさぎ
冷し中華麺こんにゃく 醤油

こんにゃく芋（群馬県

産）、こんにゃく粉（群

馬県産）、海藻粉末／

水酸化カルシウム（こ

んにゃく用凝固剤）

こんにゃく芋（群馬県

産）、海藻粉末／水酸

化カルシウム（こん

にゃく用凝固剤）

こんにゃく粉（群馬県

産）／水酸化カルシウ

ム（こんにゃく用凝固

剤）

高温多湿、直射日光を

避けて、保存して

ください。

外装側面に記載
220ｇ

[製造者] 株式会社

ヨコオデイリーフーズ

群馬県甘楽郡甘楽町

小幡２０４－１

こんにゃく（生とろさしみ

こんにゃくあおさ海苔）

生とろさしみこんにゃく

あおさ海苔

こんにゃく粉（群馬県

産）、あおさ、食塩、ク

ロレラ粉末／糊料（加

工でん粉）、水酸化カ

ルシウム（こんにゃく

用凝固剤）、調味料

（アミノ酸）

【こんにゃく】こんにゃく粉

（群馬県産）、あおさ、クロ

レラ粉末／水酸化カルシ

ウム（こんにゃく用凝固剤）

【酢味噌】砂糖混合異性化

液糖（国内製造）、砂糖、み

そ（大豆（遺伝子組換えで

ない））、醸造酢、米発酵調

味料、食塩／調味料（アミ

ノ酸等）、増粘剤（キサンタ

ン）、ターメリック色素、（一

部に大豆・りんごを含む）

【こんにゃく】こんにゃく粉（群

馬県産）、粉末油脂／糊料（加

工でん粉）、卵殻未焼成カル

シウム、水酸化カルシウム（こ

んにゃく用凝固剤）、カロチノ

イド色素、（一部に卵を含む）

【冷し中華スープ】砂糖（国

内製造）、醸造酢、しょうゆ、

食塩、植物油脂、ごま／調味

料（アミノ酸等）、カラメル色

素、増粘剤（キサンタン）、酸

味料、ビタミンB1、（一部に

小麦・ごま・大豆・りんごを含

む）

[製造者] 株式会社

ヨコオデイリーフーズ

群馬県甘楽郡甘楽町

小幡２０４－１

高温多湿、直射日光を避け、

常温にて保存してください。

外装側面に記載

こんにゃく150ｇ

田楽みそ30ｇ

こんにゃく（田楽みそおでん）

月のうさぎ
田楽みそおでん5本入り

【こんにゃく】こんにゃく粉

（群馬県産）、海藻粉末／

水酸化カルシウム（こん

にゃく用凝固剤）

【田楽みそ】みそ（国内製

造）（大豆（遺伝子組換えで

ない））、砂糖、米発酵調味

料、ごま、かつおエキス／

ソルビット、カラメル色素、

調味料（アミノ酸等）、（一

部にごま・さば・大豆を含

む）

[製造者] 株式会社

ヨコオデイリーフーズ

群馬県甘楽郡甘楽町

小幡２０４－１

高温多湿、直射日光を

避けて保存してください。

外装側面に記載

こんにゃく140ｇ

タレ20ｇ、からし1.5ｇ

こんにゃく（玉こんだんご）

こんにゃくパーク

玉こんだんご

こんにゃく：こんにゃく粉（群

馬県産）／水酸化カルシウ

ム（こんにゃく用凝固剤）

タレ：しょうゆ（国内製造）、糖

類（砂糖、異性化液糖）、米発

酵調味料、食塩、かつおエキ

ス／調味料（アミノ酸等）、カ

ラメル色素、（一部に小麦・さ

ば・大豆を含む）

からし：からし（カナダ）、でん

粉、食用なたね油、食塩／酸

味料、着色料（ウコン）、香

料、増粘多糖類

こんにゃく粉（群馬県

産）、海藻粉末／水酸

化カルシウム（こん

にゃく用凝固剤）

高温多湿、直射日光を

避けて、保存して

ください。

エネルギー ５ｋｃａｌ

たんぱく質 ０．１ｇ

脂質 ０．１ｇ

炭水化物 ２．４ｇ

　糖質 ０．２ｇ

　食物繊維 ２．２ｇ

食塩相当量 ０．０１ｇ

エネルギー ５ｋｃａｌ

たんぱく質 ０．２ｇ

脂質 ０．２ｇ

炭水化物 ２．０ｇ

　糖質 ０．１ｇ

　食物繊維 １．９ｇ

食塩相当量 ０．０１ｇ

エネルギー ６ｋｃａｌ

たんぱく質 ０．３ｇ

脂質 ０．２ｇ

炭水化物 ２．０ｇ

　糖質 ０．０ｇ

　食物繊維 ２．０ｇ

食塩相当量 ０．０４ｇ

エネルギー ４ｋｃａｌ

たんぱく質 ０．２ｇ

脂質 ０．１ｇ

炭水化物 １．６ｇ

　糖質 ０．２ｇ

　食物繊維 １．４ｇ

食塩相当量 ０．０ｇ

エネルギー １１ｋｃａｌ

たんぱく質 ０．２ｇ

脂質 ０．２ｇ

炭水化物 ４．６ｇ

　糖質 ２．１ｇ

　食物繊維 ２．５ｇ

食塩相当量 ０．０８ｇ

エネルギー ９ｋｃａｌ

たんぱく質 ０．２ｇ

脂質 
０．２ｇ

炭水化物 ３．４ｇ

　糖質 
０．０ｇ

　食物繊維 ３．４ｇ

食塩相当量 ０．０ｇ

エネルギー ２２ｋｃａｌ

たんぱく質 １．０ｇ

脂質 
１．５ｇ

炭水化物 ７．０ｇ

　糖質 
０．４ｇ

　食物繊維 ６．６ｇ

食塩相当量 ０．０ｇ

エネルギー ９４ｋｃａｌ

たんぱく質 ２．２ｇ

脂質 
１．５ｇ

炭水化物 ２０．３ｇ

　糖質 １６．１ｇ

　食物繊維 ４．２ｇ

食塩相当量 １．７ｇ

栄養成分表示(100g当たり)栄養成分表示(100g当たり)栄養成分表示(100g当たり)栄養成分表示(100g当たり)栄養成分表示(100g当たり)【こんにゃく】栄養成分表示(１パック170gあたり)【こんにゃく】栄養成分表示(１パック170gあたり)

エネルギー ６８ｋｃａｌ

たんぱく質 １．４ｇ

脂質 
０．５ｇ

炭水化物 １４．８ｇ

　糖質 １４．３ｇ

　食物繊維 ０．５ｇ

食塩相当量 １．５ｇ

エネルギー ４９ｋｃａｌ

たんぱく質 ０．６ｇ

脂質 
０．８ｇ

炭水化物 １０．０ｇ

　糖質 
９．８ｇ

　食物繊維 ０．２ｇ

食塩相当量 ２．７ｇ

【酢味噌】栄養成分表示(１食30gあたり)【冷し中華スープ】栄養成分表示(1食30gあたり)

栄養成分表示(１パック180gあたり)
エネルギー ３７ｋｃａｌ

たんぱく質 １．３ｇ

脂質 
０．４ｇ

炭水化物 ８．６ｇ

　 糖質 ６．５ｇ

　 食物繊維 ２．１ｇ

食塩相当量 ２．６ｇ

栄養成分表示(１食161.5g当たり)

包装
対応

包装
対応

包装
対応

受注
生産

受注
生産

受注
生産

重点取扱期間

令和4年.11/1-12/31

受注
生産

ご注文はJA・全農へ お問い合わせ先／JA全農ぐんま　米麦特産課　TEL.027-220-2251　FAX.027-265-1415
※セット内の商品は、単品でも取扱いしております。　詳しくはお問い合わせ下さい。
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―入組して何年目ですか？
ＪＡに就職して５年目です。

―ＪＡに就職したきっかけは？
祖父がコンニャク農家で、農業が
生活の身近にありました。自然に就
職先はＪＡを選びました。

―働いてみていかがですか？
入組してから５年間、営農に関す

る業務に携わっています。祖父がコ
ンニャク農家で手伝ったことはあって
も、自分自身、農業については素人
なので、日々勉強になります。

―お仕事内容を教えて下さい。
生産者のところへ出向いて、営農
相談を行っています。使用農薬や作

物の栽培方法など、いろいろな相談
を受けます。最近はコンニャク農家か
ら、ネギなどの野菜を作りたいという
相談を受け、その指導をしています。

―心掛けていることはありますか？
相談されたことに対して、なるべく

早い回答を心掛けています。

―やりがいを感じるときは？
生産者から受けた相談に回答した

ことにより、よい作物ができ、売り上
げがあがり、生産者の所得向上に貢
献できたかな、と思えたときは、やり
がいを感じます。

―休日はどのように過ごされていま
すか？

ドライブが好きで、出かけることが
多いです。

―今後の意気込みをお聞かせくださ
い。
今まで以上に生産者の声を聴き、

相談に乗り、手助けができるように、
自分自身いろいろな知識を身につけて
頑張りたいです。ＪＡに相談すれば安
心だと思ってもらえるようになりたい
です。

―生産者からの相談に親身になって
答える飯沼さん、これからも生産者
の声を聴き、地域になくてはならな
いＪＡの一員として頑張ってくださ
い！ありがとうございました。

｜P r o f i l e｜
いいぬま・ふうじ（23歳）
趣味・特技··········· ·サッカー（小・中・高校サッカーをしていた）
好きな食べ物······· ·いちご

▼職場の皆さんから見て…
何事にも一生懸命で、生産者の方のためにがんばっています。

JA北群渋川　営農経済部　営農経済戦略室

飯沼　風仁さん

「生産者からの相談に
親身になって答えます」

んばってます！が



 JAピックアップ！
〜JAの活動をご紹介〜

ＪＡ碓氷安中葱部会は、11月10日（木）に本所野菜集荷
場で上州ねぎ目揃い会を開きました。当日は約30名もの
生産者が目揃え会に出席しました。

まずＪＡ担当者より、出荷規格の説明が行われました。
また、荷造りの注意点では、袋詰めの際の向き等の説明
がされました。出荷受付できないものとして、出荷時間
に遅れたものや病気、虫害などがあげられました。特に、
出荷調整不足の物は持ち帰りとなり再度調整が必要とな
る為、注意が必要となります。また、栽培履歴の提出や
有利販売へ繋げる為に出荷予定表の提出をお願いしまし
た。

参加者は、目揃いで用意された上州ねぎを見て出荷規
格について再度確認を行いました。実物を使いながら、出荷規格を見るスケールの使い方を確認する方もいました。

本年度の上州ねぎの出荷開始は11月13日（日）です。

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Ⅱ〈12月号〉／JA群馬中央会
12月５日（月） PM 9：00 〜 9：30

※12月11日（日） AM 8：00 〜 8：30

冬の花木センター（案）／JA全農ぐんま
12月12日（月） PM 9：00 〜 9：30

※12月18日（日） AM 8：00 〜 8：30

ちぢみほうれん草・からみ大根（案）／JA佐波伊勢崎
12月19日（月） PM 9：00 〜 9：30

※12月25日（日） AM 8：00 〜 8：30

総集編（案）／JA群馬中央会
12月26日（月） PM 9：00 〜 9：30

※１月１日（日） AM 8：00 〜 8：30

肥料価格高騰対策の
申請書作成サポート

ＪＡたかさき

ＪＡたかさきは10月13日、14日にＪＡ本店で、地区
別に国の「肥料価格高騰対策事業」の申請手続きを支援し
ました。

２日間で訪れた生産者は58人。地域農業の担い手に出
向くＪＡ担当者（愛称TAC＝タック）が事業の内容を説明
し、個別に対応しました。

同事業は肥料価格高騰による、農業経営への影響を緩
和するため、化学肥料低減の取り組みを行う販売農家を
対象に支援。

2022年６月から10月までの秋肥と同11月から翌年５
月までの春肥の購入分に対し、肥料価格値上げ分の７割
を支援金として交付します。

今回は、秋肥分を対象に申請手続きの支援を行いまし
た。春肥分については、年明けに再度、申請支援を行う予定です。

ＪＡ碓氷安中上州ねぎの規格を確認

▲ 申請手続きを支援するTAC

▲ 目揃い会で講習を聞く生産者の皆さん

んばってます！



花木流通センター便り

『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

K  B　KU
花 木 流 通 セ ン タ ー

住　　所
・

お問合せ

K  B　KU
花 木 流 通 セ ン タ ー

前橋市亀里町1307-1
TEL 027-220-2427
FAX 027-220-2424

花木流通
センター
花木流通
センター

至高崎市街地

□発行／令和４年12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

春菊のジェノベーゼのマカロニサラダ　

1 春菊はサッと固めに茹でる。水にとり、水気を固く絞り、
細かく切る。

2 ベーコンは小さな短冊切りにし、フライパンで乾煎りする。
3 クルミは粗みじん切りにする。
4 ボールに１の春菊を入れ、３のクルミ、オリーブオイルを
加えハンドブレンダーでペースト状になるまで攪拌する。

5 マカロニは袋の表記のとおり茹でる。
6 ４に５のマカロニを加えてよく混ぜ、塩・コショウして味
を調える。

7 器に盛り、飾り用のクルミを上に飾る。

作り方

材　料

春菊････････････････････････････････････････････120g
ベーコン厚切り･･･････････････････････････････････ 60g
クルミ･･･････････････････････････････････････････ 20g
オリーブオイル･････････････････････････････大さじ１強
マカロニ････････････････････････････････････････100g
塩･････････････････････････････････････････ 小さじ1/4
コショウ･････････････････････････････････････････適量
飾り用クルミ･････････････････････････････････････適量

４人前	 （１人分212kcal）

開催日 内　容
12月 ２ 日㈮～５ 日㈪ ウイ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
花木流通センター みのり館

12月30日㈮  通常営業 9：00～16：00 12月31日㈯  PM２：00まで営業

12月31日㈯～1月5日㈭まで休み １月 １日㈰～1月４日㈬まで休み

１月 ６日㈮  通常営業 9：00～16：00 １月 ５日㈭  通常営業 9：00～17：00

●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。

営 業 時 間 定 休 日

花 木 流 通
セ ン タ ー

4～5月：9:00～17:00 
6～3月：9:00～16:00

4月～6月：無休営業
7月～3月：毎週火曜日定休

み の り 館 4～3月：9:00～17:00 年末年始を除いて
無休営業榛名十文字

う ど ん 4～3月：11:00～14:30 


