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農業チャレンジャー

JAピックアップ！

アートクッキング

花木流通センター便り

＜な す＞
群馬県内各地区広範囲にて夏秋栽培出荷
されています。出荷の最盛期は６～ 10月。
なすの果皮成分のアントシアニン系色素
である「ナスニン」は抗酸化作用がありま
す。

おすすめの食べ方････揚げびたし、
･ 焼きナス



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
○お盆フェア	 ８月12日（木）〜16日（月）

●▶担い手推進課
○大規模・未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）
○高崎ハムお中元ギフト・関連商品推進
	 （６月〜８月）
○ＪＡタウン取扱品目拡大

●▶葬祭総合課
○会員獲得募集の推進

●▶石油課
○令和３年度ホームタンク特別推進	（８月〜２月）
○ＪＡ－ＳＳ夏のキャンペーン	 （８月）
○QRコード決済リリースキャンペーン
（県内セルフSSのみ）	 （８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）
○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２年産民間流通麦引取推進
○令和３年産民間流通麦集荷推進
○令和３年産ビール大麦販売事務
○令和４年産民間流通麦播種前契約推進
○「麦とろ麺」特別推進	 （７月〜９月）
○こんにゃく詰合セット夏期特別推進（７月〜８月）

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）
○共計にがうり販売	 （９月末日迄）
○共計オクラ販売	 （９月末日迄）
○共計県統一規格露地なす販売	 （11月末日迄）

●▶販売促進課
○夏秋野菜販売促進
○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
○ネポン暖房機第２期推進（第２期・７〜９月）
○青果物予冷庫推進（パナソニック）
○秋用出荷資材予約推進
○秋まき用種子推進
（ほうれん草・ねぎ・きゅうり他）

QRコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です



生産対策会議

７月７日（水）アシストホール館林にて葬祭スキル
アップ研修会が行われました。
研修会では、（株）グランディメモリー代表取締役の
木野島氏を講師に招き、傾聴力と話し方・伝え方で売
上を上げるコミュニケーションスキルアップを目的
に、安心と信頼を提供する10の心構えに始まり、エ
ゴグラムで性格診断を行い現在の自我状態を確認する
などの講義が行われ、受講者は今回の目的でもある話
し方・伝え方のポイントや聴き方など、今後の業務に
活かすため熱心に聞いていました。

６月21日（月）、生産振興課主催の「ＪＡグループ野
菜生産対策会議」がＪＡビルで開催され、ＪＡ、県、中
央会、当県本部の担当者32人が参加しました。会議
では令和３年度野菜振興計画目標およびスケジュール
の確認、次期ＪＡ中期計画にあわせた野菜振興計画の
作成方法の変更のほか、加工・業務用野菜の実需から
の要望品目、担い手対策事業などの要領変更点、農産
物の安心・安全取組状況などの説明がおこなわれまし
た。さらなる野菜振興を目指し、ＪＡ間での情報共有
が図られました。

コミュニケーション
スキルアップ研修会開催

JA利根沼田レタスを
フードバンクへ無償提供

７月８日（木）園芸販売課担当者は館林にあるフー
ドバンク北関東へＪＡ利根沼田のレタスを無償提供し
ました。フードバンクへの提供は今回初の試みで、提
供にあたり群馬県へ県内フードバンクを照会し、フー
ドバンク北関東への提供を決めました。レタスは直近
の卸売市場での価格が低迷しているため、国の緊急需
給調整事業を活用した取組の一つとしてフードバンク
へ提供することになり、子ども食堂や福祉施設、支援
団体などに引き渡されました。今後もＪＡと相談しな
がらフードバンクへの提供を継続し、食品ロスの取組
へ貢献していきます。

６月25日（金）夏秋キャ
ベツ出荷量51年連続全国
１位を誇る、ＪＡ嬬恋村の
関組合長、嬬恋村熊川村長
他ＪＡ関係者は群馬県庁に山本県知事を表敬訪問し、
生産・出荷状況の報告と嬬恋高原キャベツの贈呈を行
いました。本格的な収穫シーズンを迎え関組合長は
「作付けよく、食味もいいです。販売については順調
に進んでおり、本日は６万ケース出荷しました。」と
生産・出荷状況を説明しました。山本県知事は「最大
のコンテンツは農畜産物です。その中でも主要である
キャベツについてしっかりとPRしていきたい」と話
しました。

嬬恋高原キャベツを県知事へ贈呈
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群馬県産農畜産物を使って
カレーを作ろう！

７月１日（木）ＪＡグループ群馬唐澤会長とハウス食
品谷川東京支社長は県産農畜産物消費拡大キャンペー
ンに先立ち、山本県知事を表敬訪問しました。キャン
ペーンは群馬県とＪＡグループ群馬とハウス食品の共
同企画で「カレーでググっと！ぐんまの美味しさプレ
ゼント」と題し、指定した食材（キャベツなど）、ハウ
ス製品を購入して応募できる内容となっています。唐
澤会長は県産農畜産物の特徴を説明しました。また、
山本県知事に県産農畜産物とハウス食品を組み合わせ
たオリジナルレシピの中の１品である「香ばしキャベ
ツ食べつくしカレー」を試食してもらいました。景品
は２種類あり、群馬県産農産物や県グッズ、ハウス製
品などが当たります。実施店はフレッセイ・とりせ
ん・ベイシア・Ａコープなどです。

アクセスはこちら！
https://www.zennoh.or.jp/gm/

当県本部のホームページがリニューアルしました。変
更点はデザインやレイアウトです。目的は本所サイトと
の機能共有や連携強化することにより、利用者に見やす
く、また運営の簡素化を図るためです。また、ルールや
デザインを全国統一化しＪＡ全農ブランドイメージを、
WEBを通じて強く訴求できるようにするためです。ぜ
ひリニューアルしたホームページをご覧いただき、変わ
らずご利用いただける様運用管理していきます。

７月１日
ホームページリニューアル公開

アクセスはこちら！

▲群馬県ホームページ
ハウス食品ホームページ▶︎
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■Web応募方法

■用紙での応募方法

STEP1

応募方法など詳しくはキャンペーン事務局までお問い合わせください。

群馬県JA-SSキャンペーン事務局 (株)全農ビジネスサポート  広告企画部
TEL.03-5615-9181

事務局

※一部実施していないSSがあります。キャンペーンポスター・のぼりを目印にご来店ください。※一部キャンペーンの取扱いが異なる店舗がございます。ご不明な点はSSスタッフまでお問い合わせください。※諸事情により万一、賞品手配が困難となっ

た場合は、代替賞品をお届けさせていただきます。予めご了承ください。※賞品は景品表示法に基づきお渡しさせていただきます。※賞品はイメージ写真となります。※お客様の住所、転居先が不明等で賞品をお届けできない場合、当選を無効とさせて

いただきます。※当選の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。ご応募いただいたレシートは返却できません。※レシートの写しではキャンペーンへの応募はできません。※お客様の個人情報は当選・賞品発送およびマーケティング等の目）く除を合
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期間中（2021年8月1日～2021年8月31日）お買い上げのレシートを貼付し、応募用紙に必要事項をご記入のうえ、2021年9月2日（木）までにSS店頭の応募箱にご投函ください。

（一部店舗を除く）

SUMMER CAMPAIGN
SWITCH
N I N T E N D O

22
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名様に

洗車機のあるSS

洗車機のないSS

!!

期間中
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Webと
応募用紙どちらでも応募可能!

こちらからも応募ができます
▶https://jass-campaign.com/gunma2021

｜Web応募はコチラから!｜

「ファブリーズ」は米国P&G社の商標です。

割引券ご利用期間：2021年9月1日（水）～10月31日（日）
※先着となりますので品切れの際はご容赦ください。

　　　　群馬県内JA-SSで給油して抽
選でプレゼント！期間中にガソリン・軽油
お買上合計2,500円(税込)以上のレ
シートでご応募ください。

で
選
抽

P&G ファブリーズW除菌

洗　車
割引券

期間中ガソリン・軽油お買上合計5,000円（税込）以上

+洗車（500円以上のコース）をご利用頂くと右記商品

のいずれかをプレゼント!

期間中ガソリン・軽油お買上合計7,000円（税込）以上

をご利用頂くと右記商品のいずれかをプレゼント!

プレゼント!

QRコードを読み取り応募サイトへ レシート画像をアップロードし、必要事項を入力 応募完了画面が出れば、応募完了となります。

2,500円（税込）以上の給油レシートを撮影

領収書

お預り
¥0,000

お釣り
¥0,000

合計（内消費税等

¥000）

¥0,000

〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
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STEP4

STEP3

■Web応募方法

■用紙での応募方法

STEP1

応募方法など詳しくはキャンペーン事務局までお問い合わせください。

群馬県JA-SSキャンペーン事務局 (株)全農ビジネスサポート  広告企画部

TEL.03-5615-9181

※一部実施していないSSがあります。キャンペーンポスター・のぼりを目印にご来店ください。※一部キャンペーンの取扱いが異なる店舗がございます。ご不明な点はSSスタッフまでお問い合わせください。※諸事情により万一、賞品手配が困難となっ

た場合は、代替賞品をお届けさせていただきます。予めご了承ください。※賞品は景品表示法に基づきお渡しさせていただきます。※賞品はイメージ写真となります。※お客様の住所、転居先が不明等で賞品をお届けできない場合、当選を無効とさせて

いただきます。※当選の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。ご応募いただいたレシートは返却できません。※レシートの写しではキャンペーンへの応募はできません。※お客様の個人情報は当選・賞品発送およびマーケティング等の目
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期間中（2021年8月1日～2021年8月31日）お買い上げのレシートを貼付し、応募用紙に必要事項をご記入のうえ、2021年9月2日（木）までにSS店頭の応募箱にご投函ください。

（一部店舗を除く）
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Webと応募用紙どちらでも応募可能!こちらからも応募ができます

▶https://jass-campaign.com/gunma2021

｜Web応募はコチラから!｜

「ファブリーズ」は米国P&G社の商標です。

割引券ご利用期間：2021年9月1日（水）～10月31日（日）

※先着となりますので品切れの際はご容赦ください。

　　　　群馬県内JA-SSで給油して抽

選でプレゼント！期間中にガソリン・軽油

お買上合計2,500円(税込)以上のレ

シートでご応募ください。
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P&G ファブリーズW除菌

洗　車割引券

期間中ガソリン・軽油お買上合計5,000円（税込）以上

+洗車（500円以上のコース）をご利用頂くと右記商品

のいずれかをプレゼント!期間中ガソリン・軽油お買上合計7,000円（税込）以上

をご利用頂くと右記商品のいずれかをプレゼント!

プレゼント!QRコードを読み取り
応募サイトへ

レシート画像をアップロードし、

必要事項を入力

応募完了画面が出れば、

応募完了となります。
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STEP2

STEP4

STEP3

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

嬬恋村と言ったら「高原キャベツ」が有名ですが実
はズッキーニも栽培しています。
標高700〜1400mの嬬恋高原で育った大きく美味

しい「ＪＡ嬬恋村	ズッキーニ」です。様々な料理に使える
万能野菜で、お好みの調理方法でお召し上がりください。

〜今月のおすすめ〜
「JA嬬恋村ズッキーニ」

【お問合せ先】
ＪＡ全農ぐんま 米麦特産課

TEL：027-220-2251 FAX：027-265-1415

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。受注

生産

【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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2

1
1�誘引作業をする夫妻

2�収穫を待つなす

―今回の農業チャレンジャーは、ＪＡ
前橋市管内でなすとズッキーニ、ブロッ
コリーなどを生産する大島さんご夫妻
です。

―就農時期は？
就農して８年目になります。

―就農のきっかけは？
両親が養豚や米麦などの農家をやっ
ていて、家を手伝っていたのですが、
ナス、ズッキーニなどの露地野菜を妻
と２人でやり始めました。

―就農されていかがでしたか？
大変です。自然相手なので天候など
に左右されるので同じ日はありません。
それが逆に同じことをするのが苦手な
ので飽きずにできて楽しくもあります。

―年間のスケジュールを教えてください。
５月〜６月ズッキーニ出荷、６月上

旬〜11月中旬なす出荷、11月下旬〜２
月ブロッコリー出荷。

―収穫量は？
ナスは年間８t／10aを達成し、多い
日で１日８㎏箱で15箱ほど出荷してい
ます。

―心掛けていることは？
土着天敵を有効に活用して害虫の抑
制をするように心掛けています。

―どんな時にやりがいを感じますか？
自分の取組が結果につながった時は
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。
何事も長く続けていくことが大変な
ので色々試したり、日々勉強しながら長
く農業を続けられるように頑張りたい。

―大島さん夫妻に、今後さらなる活躍
が期待されます。
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JA前橋市
｜ P r o f i l e ｜

大島 隆広・香代（おおしま たかひろ・かよ）さんご夫妻
栽培品目：なす ･･･････････････････････ 約10a

ズッキーニ･････････････････ 約20a
ブロッコリー ････････････････ 約60a

趣味：隆広さん／愛犬（フレンチブルドック）の散歩
　　　香代さん／ガーデニング

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〜

賃貸住宅を巡回ＪＡたかさき

ＪＡたかさき経済部開発相談課は賃貸住宅オーナーク
ラブ会員の賃貸施設の巡回指導を実施しました。　

５月21日から６月29日まで、２班体制で延べ15日間、
562棟を巡回。屋根・外壁・軒樋・階段や廊下・給排水・
駐車場・外構などをチェック。

巡回は施設を良好な状態に保ち、適切
な管理をすることにより、建物の美観の
維持や住環境の向上、入居者満足度を高
め、入居率の向上や収益の安定につなげ
ることを目的に毎年行っています。

ＪＡ開発相談課の服部課長は「オーナー
クラブと協力しながら、次世代へ残す大
切な資産として、維持管理の向上を図る
よう努めていきたい。」と話しました。

ＪＡ北群渋川

吉岡町の小倉地区で、夏の味覚として知られる特産のぶどう「デラウェア」の
収穫が８月上旬から始まっています。

日本の主要品種で、一般に種無しぶどうとも呼ばれ当地区ではぶどう狩りで
親しまれているデラウェアは小粒でほのかな芳香がある、ぶどうの定番。

ＪＡ北群渋川では吉岡町の小倉地区の、農家10戸が計約５ヘクタール、榛東
地区では農家28戸が計約11ヘクタール、ブドウ栽培を手掛けています。

８月上旬の旧盆から、10月上旬ごろまで収穫が続き、小倉地区・榛東地区の
一部のブドウ生産者はＪＡファーマーズ野田宿店やＪＡ北群渋川農産物直売所
でも販売されています。

同町小倉地区の小林弘さん（60）の23アールの園内では、デラウェアやブ
ラックオリンピア、直径２〜３センチの大粒に育ったシャインマスカットなど
も人気。小林さんは自宅の直販所で販売をしています。

小林さんは「昨年に比べて順調に生育しています。今年もコロナ対策として
各園、消毒液散布機、体温計を設置しておりますので安心してご来園ください。」
と笑顔で話しました。

今年も生育順調、吉岡・榛東・ぶどう最盛期

▲ 外壁をチェックする担当者

汚水マスを点検する担当者 

▲

放 映 予 定 ３※タイトル・放送内容等は
　変更と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〈８月号〉／JA群馬中央会
８月２日（月） PM 9：00 〜 9：30

※８月８日（日） AM 8：00 〜 8：30

５年連続日本一！夏秋なすの魅力をリサーチ／JA佐波伊勢崎
８月９日（月） PM 9：00 〜 9：30

※８月15日（日） AM 8：00 〜 8：30

榛名地区・くだもの（仮）／JAはぐくみ
８月16日（月） PM 9：00 〜 9：30

※８月22日（日） AM 8：00 〜 8：30 中村 柚貴子アナ

▲ 摘粒作業を行っている小林さん



『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

花木流通センター便り

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

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

9:00～16:00６月～3月 営業時間毎週火曜日定休

□発行／令和3年８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

なすと鶏ひき肉のパクチー風味の蒸し物

1 なすはへたを切りおとし、縦三分の二まで半分に切り目を
入れる。

2 なすの切り口に片栗粉をまぶす。
3 しらたきはみじん切りにする。ボールに鶏ひき肉を入れ、
しらたき、Ａを入れよく混ぜる。

4 ２のなすに３の肉を挟み、蒸し器に入れ強火で13～ 15分
位蒸す。

5�タレの調味料を合わせタレを作る。
6�４の蒸したなすを器に盛り、千切パプリカ、パクチーを少
量のせタレを添える。

作り方

材　料
２人分	 （１人分128kcal）

なす･･････････････････ ４本
片栗粉･･････････ 大さじ１強
しらたき･･････････････ 50g
鶏ひき肉･････････････ 180g
パクチーパウダー�･･･ 小さじ１
ナンプラー････････ 小さじ２
コショウ･･････････････ 適量
パプリカ千切り････････ 適量
パクチー･･････････････ 適量
片栗粉････････････････ 適量

Ａ
　　ごま油････････ 小さじ１
　　豆板醬･･･････小さじ1/3
　　パクチーパウダー�･･･ 少々

タレ
　　酢････････････ 大さじ３
　　ナンプラー････ 小さじ２
　　砂糖･･････････ 小さじ２
　　醬油･･････････ 小さじ１

開催日 内　容

８月12日㈭～８月16日㈪ お盆フェア

●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。


