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○ハウス用更新資材推進（農ビ・農ポリ他）
○ネポン暖房機予約推進（第１期・４～６月）
○農ビ・農ポリマルチ予約・当用推進
○夏秋蒔用種子予約推進

生産資材部
●▶花木流通センター
○農作業応援フェア	 ６月17日（金）～20日（月）

●▶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
○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
○令和３年産民間流通麦引取推進
○令和４年産民間流通・ビール大麦集荷推進
○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）
○共計生梅販売	 （６月末日迄）
○共計ブリックスナイン販売	 （６月末日迄）
○共計赤じそ販売	 （６月末日迄）
○県統一規格共計きゅうり販売	 （７月末日迄）
○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）
○県統一規格共計露地なす販売	 （11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
○春夏野菜販売促進
○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）
○夏秋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）
○低コスト段ボール
（AKライナー・ノンステープル段ボール）の推進



花木流通センターは４月29日（金）～５月８日（日）、
ゴールデンウィーク菜園フェアを開催し、野菜苗やプ
ランター、用土・農薬などを販売しました。５月８日
は母の日も重なり、鉢植えのカーネーションやアジサ
イ、寄せ植えを購入されるお客様で大変にぎわいまし
た。また、さつまいも・ネギ栽培講習会が、５月７日
（土）・８日（日）・11日（水）の３日間、10時～12時
に実施されました。浅野講師が体験農園で、農薬や肥
料、栽培方法などをわかりやすく説明しました。

花木流通センター
母の日フェア＆栽培講習会

石油課は５月13日（金）、ＪＡビル10階第３会議室
にて「危険物取扱者（乙４）事前準備講習会」を開催し、
危険物取扱者（乙４）を保持していない各給油所の新
任担当者15人が出席しました。
石油課　今村担当が講師となり、国家資格である危
険物取扱者（乙４）の合格基準や心構えを説明した後、
講習が始まりました。出席者は、本試験合格に向けて
講師の話に熱心に耳を傾けていました。６月16日
（木）・17日（金）には「直前特訓コース」として試験直
前の講習会が開催される予定です。

危険物（乙４）事前準備講習の開催

株式会社Ａコープ東日本は
４月18日（月）、「ＪＡファー

マーズ高崎棟高店起工式」を執り行い、Ａコープ役職
員やＪＡ役員、地権者、施工業者などが出席しました。
高崎イオンモールの南側という好立地の場所に、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県内11店目の出店となりま
す。売り場面積約2000平方メートル、敷地内にマル
エドラッグ、手芸センタードリーム、登利平の出店が
予定されており、2022年11月のオープンを目指して
います。織田展男社長は「ＪＡファーマーズとしては
県内最大の店舗となる。地域のくらしの拠点として、
みなさんに支持していただける店舗にしたい」とあい
さつされました。

ＪＡファーマーズ高崎棟高店起工式

５月15日（日）前橋宮城
体育館にて「2022年全農
杯全日本卓球選手権大会
群馬県予選会」が開催されました。大会には85人が
出場し、小学６年生以下のホープス、小学４年生以下
のカブ、小学２年生以下のバンビの各男女、計６種目
に分かれて試合が行われました。各階級上位２人が、
７月に神戸で開催される全国大会に出場できます。ど
の試合も熱戦が繰り広げられ、指導者・保護者の応援
にも力が入っていました。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、１
～３位に群馬県産米「利根きらり」５キロと「レンジ
アップごはん詰合せ」を、出場者全員に「こんにゃく
ゼリー・レンジアップごはん」を贈呈しました。入賞
者は賞状と副賞を手に、石川佳純選手のパネルと一緒
に記念撮影をしました。

全農杯全日本卓球大会群馬県予選会
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い し は ら

原　大
だ い き

暉

①・酪農関係業務
　・渋川家畜市場業務
　・牛乳共販委員会事務局補佐

②�バレーボール、
　音楽鑑賞（パンクロック）、散歩

③堅忍不抜

④�大根
　�大根はしっかりと煮てあげることで、味が
染みておいしくなります。私も全農という
組織の中でこれから様々な経験をさせて
いただき、組織に旨味を還元できるような
人間になりたいと考えているからです。

⑤�社会人になり一歩目を踏み出したばかり
で、日々先輩方の偉大さを感じております。
　�少しずつでも確実に自分にできることを
増やしていき、先輩方とともに群馬、そ
して日本の農業を支えられるように励ん
で参ります。
　�至らぬ点が多いとは思いますが、何卒ご
指導のほどよろしくお願いいたします。

●畜産農産部　酪農畜産課

中
な か む ら

村　友
と も や

哉

①�・製品、部品受発注及び受渡業務
　・製品倉庫業務

②�・野球
　・旅行
　・ディズニー

③雨垂れ石を穿つ

④�しめじ

　�幅広く料理に使われ、協調性があ
ると思うからです。

⑤�まだまだ未熟ですが、できること
を一つずつ丁寧にこなし、たくさ
ん吸収してできる仕事を増やして
いけるように頑張ります。何卒よ
ろしくお願いいたします。

●生産資材部　農業機械課

令和４年度  新入職員紹介特集

出身地（市町村）：桐生市

矢
や じ ま

島　未
み さ き

砂紀

①�組織食品の発注、
　伝票処理

②ショッピングと空手

③一期一会

④�ブロッコリー

　頭のサイズが人より大きいから

⑤�まだ慣れないことも多く、ご迷惑
をおかけすることもあると思いま
すが、何卒よろしくお願いします。

●生活燃料部　生活課

出身地（市町村）：高崎市
出身地（市町村）：太田市

新
あ ら い

井　理
ま さ ひ ろ

浩

①�・肥料と農薬の現地試験
　・資料作成や講習会対応、
　　IPM普及推進業務の補佐

②映画鑑賞、サッカー、
　タップダンス

③急がば回れ

④�トマト

　すぐに顔が赤くなるからです。

⑤�まずは農家や農協、職場の方々と
の交流を通して少しでも早く知識
を習得します。まだまだ至らない
ところばかりですが、落ち着いて
業務をこなし、お役に立てるよう
に尽力いたします。

●生産資材部　肥料農薬課

出身地（市町村）：前橋市

大
お お く ま

熊　典
ふ み

①花き種苗・種馬鈴薯の発注、
　納品

②�映画鑑賞

③一生懸命

④�トマト

　�顔が丸くて、暑さで赤くなりやす
いから。

⑤�私の未熟さでご迷惑をお掛けする
こともあると思いますが、一つず
つ仕事を覚え、できることを着実
に増やしていきたいと考えており
ます。よろしくお願いいたしま
す。

●園芸部　園芸資材課

出身地（市町村）：高崎市

阿
あ べ

部　陽
よ う す け

介

①�概況の電話応対、
　共計品目の単価精算

②スポーツ観戦、食べ歩き

③勝って兜の緒を締めよ

④�ネギ
　�どの料理でも目立つ存在ではないか
もしれませんが、ないと少し物足り
ないように感じる存在だから。自分
自身もそのような存在になりたいと
いう希望も込めてネギにしました。

⑤�まだまだ慣れないことも多く、迷惑
をかけることもあるかと思います
が、教えていただいたことは確実に
こなしていけるように頑張りたいと
思います。いち早く戦力になり、生産
者のために貢献できるよう努力しま
す。何卒よろしくお願いいたします。

●園芸部　園芸販売課

出身地（市町村）：前橋市



今年度、新たに全農群馬県本部の一員となった
新入職員をご紹介します。

①現在の仕事内容���②趣味・特技�
③座右の銘（モットー）
④自分を野菜に例えると？（理由）
⑤今後の意気込みを一言

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

www.ja-town.com

ＪＡ利根沼田管内（利根郡・沼田市）の牛乳を使った
カマンベールチーズと
ナチュラルチーズで
す。食べ頃の状態で
密封パックしました。
パッケージを開けた
時が「たべごろ」です。
濃厚なチーズをお試
しください。

〜今月のおすすめ〜〜今月のおすすめ〜
「JA利根沼田　カマンベール＆「JA利根沼田　カマンベール＆
ナチュラルチーズ（エダム）セットナチュラルチーズ（エダム）セット」」

※カマンベールチーズ（左）
ナチュラルチーズ（右）

橋
は し も と

本　茉
ま り ん

鈴

①・石油課庶務全般
　・一体化SS庶務（太田市）

②�ゲーム

③何事も楽しむ

④�オクラ

　�実家がオクラ農家で、小さい頃か
らたくさん食べていたからです。

⑤�まずは新しい環境に馴染み、でき
ることを実践しながら、皆さんの
お役に立てるよう日々精進して参
ります！

●生活燃料部　石油課

出身地（市町村）：前橋市

柳
やなぎさわ

澤　幸
こ う す け

佑

①�LTOS業務

②漫画・サウナ巡り・ゲーム・
　プロ野球速報を観ること

③明日は明日の風が吹く

④�たまねぎ
　�カレー、肉じゃが、ハンバーグなど様々
な料理に合うたまねぎのように、誰とで
も仲良く調和の取れる人間だと周りから
よく言われるから。

　�また単純に小学生の時、ちびまる〇ちゃ
んの永沢くんに似ていると言われたこと
があるから。

⑤�失敗を恐れずに何事にも挑戦していきた
いと思います！また仕事もプライベートも
充実した社会人になりたいです。今後落
ち込むことや辛いことがあるかと思いま
すが、元気に前向きに、暗い顔を見せず、
一生懸命に働いていきたいと思います。
そして周りの人たちに自分の元気を分け
与えられるようなハツラツとした新入職
員として頑張りたいです。今後とも何卒
宜しくお願い致します！！！

●生活燃料部　ガス課

出身地（市町村）：高崎市

ＪＡ・ＪＡ全農ぐんま
主　催

ＪＡ全農ぐんま 農業機械課
TEL：027-220-2312

お問い合わせ
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―入組して何年目ですか？
ＪＡに就職して３年目です。

―ＪＡに就職したきっかけは？
地元で働きたいと考えていました。
祖父が農業をしていて、米やジャガ
イモを作っていました。農作業を手
伝ったこともあり、農業に興味があっ
たのでＪＡへの就職を決めました。

―実際に働いてみていかがですか？
入組して１年目は金融でした。昨
年、東部営農経済センターに異動に
なり２年目です。農業に携わりた
かったので、組合員の皆さんと接す
る機会が増えて、充実しています。

―お仕事内容を教えて下さい。
種子・営農資材・農薬などの受注・

販売・配達を行っています。フォー
クリフトの免許を取得し、倉庫業務
も行います。

―心掛けていることはありますか？
正確な受注・販売はもちろんです

が、組合員の皆さんとの距離が近い
ので、丁寧な言葉づかいを心がけて
います。ＪＡの職員としての立場をき
ちんと考えて、必要とされる職員に
なりたいと思っています。

―やりがいを感じるときは？
組合員さんに顔を覚えてもらった

とき、うれしかったです。

―休日はどのように過ごされていますか？
学生の頃は１～２時間走ったり、

サイクリングを楽しんだり、身体を
動かすことが好きでした。今は友人
とドライブや映画に出かけることが
多いです。

―今後の意気込みをお聞かせください。
資材・農薬や農業全般について、

研修や講習を積極的に受講し、一人
前の指導員になることが目標です。
農家・組合員の皆さんのために、指
導員として自立できるよう頑張りた
いです。

―小林さん、これからも組合員さん
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｜
こばやし・しゅうへ い（24歳）
趣味・特技················································映画鑑賞（SF・アクション）
好きな食べ物······················································「あがタコ」のたこ焼き

▼職場の皆さんから見て…
何事にも一生懸命がんばっています。

▲

	

パ
ソ
コ
ン
を
操
作
す
る
小
林
さ
ん

JAあがつま　東部営農経済センター

小林　周平さん

「入組３年目 組合員に必要とされる 
ＪＡ職員になりたいです」

んばってます！が



 JAピックアップ！
〜JAの活動をご紹介〜

▲ 水稲苗を利用者のトラックに積み込む育苗センター関係者たち

健全な水稲苗提供に努め
育苗センター稼働

ＪＡ前橋市

ＪＡ前橋市北部営農センターは、今年度も組合員・利
用者に健全な水稲苗の提供に向けて、同市富士見町の水
稲育苗センターを４月から稼働しました。

播種作業では、ＪＡ担当職員が同センター内の機械装
置を操作し、育苗箱に水稲育苗用の培土と催芽（さいが：
あらかじめ発芽させておくこと）した種子を蒔き、播種し
た箱は育苗室で温度をかけて芽が出るまで４日間寝かせ
ます。その後、芽が出たものをビニールハウスなどに移
送し、外気温やハウスの室温に注意しながら担当職員が
栽培管理を行います。

同センターでは、ひとめぼれ、コシヒカリ、群馬もち
５号の３品種を取り扱っており、今年度の播種計画では、北部支所管内の組合員や利用者、他支所からの委託分を含めて約
40,000箱となっています。

同施設の関係職員は「健全な水稲苗を提供できるよう管理に努めたい」と話しました。

ＪＡ佐波伊勢崎の伊勢崎・東・境・赤堀地区女性部では、
４月８日から25日にかけて地区ごとに行うウォーキング
に清掃活動としてゴミ拾いを取り入れました。女性部と
して初めての活動で、地域の公園や河川敷の景色を楽し
みながら行いました。

この活動は、安心して暮らせる豊かな地域の実現を目
指す「ＪＡくらしの活動」の一環として企画したもので
す。日頃の健康づくりのためコロナ禍でも人気のウォー
キングと持続可能な開発目標（SDGs）および地域貢献活
動として清掃活動を組み合わせました。８日に赤堀地区
女性部がせせらぎ公園で行い、部員19人が参加。近くの
粕川沿いでは、春の風物詩として有名な色とりどりの鯉
のぼりが大空を泳ぎ、部員たちを楽しませました。２～３人ほどのグループで公園付近を歩き、燃えるゴミ・燃えないゴミ・
プラスチックなど分別をしながら清掃活動を行いました。

▲ 色とりどりの鯉のぼりの下で清掃活動を行う部員

ＪＡ佐波伊勢崎歩いて町も美しく
初の清掃ウォーキング

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〈６月号〉／JA群馬中央会
６月６日（月） PM 9：00 〜 9：30

※６月12日（日） AM 8：00 〜 8：30

「はぐくみの白加賀梅」（案）／JAはぐくみ
６月13日（月） PM 9：00 〜 9：30

※６月19日（日） AM 8：00 〜 8：30

玉ねぎ・なす（案）／JA甘楽富岡
６月20日（月） PM 9：00 〜 9：30

※６月26日（日） AM 8：00 〜 8：30

あがつま沢田・吾妻中央高校（案）／JAあがつま
６月27日（月） PM 9：00 〜 9：30

※７月３日（日） AM 8：00 〜 8：30

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。

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
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●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

６月17日㈮
〜20日㈪ 農作業応援フェア

新玉ねぎとサーモンのロールサンド

1 玉ねぎは薄切りにする。ケッパーは粗く刻む。

2 ボールに１を入れ、★を加え、よく混ぜる。
3 レタスは洗い大きくちぎる。トマトは厚い半月に切る。

4 ロールパンは横に切り目を入れる。切り口に粒マスター
ドを塗る。

5 ４にレタスを挟み塩を少々ふる。その上に２の玉ねぎを入
れサーモン・トマトをはさみ、その上に玉ねぎをのせる。

作り方

材　料

新玉ねぎ･･････････････ １個

ケッパー･･････････ ５～６個

　　�オリーブオイル
　　　　　････････ 大さじ１

　　�ライム汁�････ 大さじ1.5
★
　�塩�･･････････小さじ1/3

　　�コショウ�･････････ 少々

　　�ハチミツ�････小さじ1/2

�レタス�･･･････････････ ２枚

�トマト�･･･････････････ １個

�ロールパン�･･･････････ ４個

�粒マスタード�･････････ 適量

�塩�･･･････････････････ 適量

�サーモン（生）�･･･････ ８切れ

４個分	 （１個分350kcal）

●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 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。


