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＜こんにゃく＞
群馬県北西部の中山間地で栽培生産され
ています。こんにゃくの成分のほとんどは
水で、主成分のグルコマンナンは食物繊維
で整腸作用があります。

おすすめの食べ方････おでん、
･ きんぴらこんにゃく
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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４年産民間流通麦播種面積推進
○こんにゃく生玉販売推進	 10月20日〜12月15日
○こんにゃく詰合セット冬季特別推進	 11月〜12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）
○県統一規格共計露地なす販売	 （11月末日迄）
○県統一規格共計きゅうり抑制販売	（12月末日迄）
○共計干大根販売	 （12月末日迄）
○共計下仁田ねぎ販売	 （１月末日迄）
○共計上州ねぎ販売	 （２月末日迄）
○共計春菊販売	 （３月末日迄）
○共計土ねぎ販売	 （３月末日迄）

●▶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

●▶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
○冬用野菜出荷資材予約・当用推進
（段ボール・パック・フィルム・果樹用資材他）
○温床資材予約推進（農ポリ・トンネル資材・

カーテン資材・こんにゃくマルチ他）

○春まき用野菜種子推進
（ほうれん草・ねぎ・きゅうり他）
○種馬鈴薯予約注文とりまとめ

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

●▶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）
○上州もみ切りうどん推進	 （10月〜12月）
○ＪＡ高崎ハムお歳暮ギフト推進	 （11月〜12月）

●▶葬祭総合課
○会員獲得募集の推進

●▶石油課
○秋期オイルキャンペーン	 （９月〜11月）
○秋期タイヤキャンペーン	 （10月〜12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）
○秋の厨房機器推進	 （10月〜12月）



JA−SS夏のキャンペーン抽選会

９月16日（木）、伊藤本部長、新井副本部長ら関係
者によるＪＡ－SS夏のキャンペーン抽選会がＪＡビ
ルで行われました。このキャンペーンは、日頃から
ＪＡ－SSをご利用下さるお客様に感謝の気持ちを込
めて、８月の１か月間実施されました。昨年冬のキャ
ンペーンよりWebでの応募を可能とし、今回もWeb
と応募用紙併せて１万枚以上のご応募をいただきまし
た。厳選なる抽選の結果、「NINTENDO	SWITCH」の
当選者22人を決定しました。たくさんのご応募をい
ただき、ありがとうございました。

９月16日（木）、神奈川県平塚市のマックスバリュ
平塚四之宮店にて、『グッド群馬の高原野菜フェア』
の一環として、嬬恋高原キャベツフェアを行いました。
本年度、販促資材として初めてダンボールを使って作
成された嬬恋高原キャベツのトラックを店内に大きく
設置してもらい、ＪＡ全農青果センターと協同で作成
した嬬恋村の「農家の無骨メシ」ポスターやリーフ
レットも活用してキャベツのPR活動を行いました。
コロナ禍によりマネキンによる推奨販売や試食宣伝が
出来ない中でも、ダンボールで作られたトラックは買
い物客の目を引きました。野菜全般の価格が高騰して
いる中、大特価で販売してもらい、売れ行きは大変好
調でした。

嬬恋村のキャベツを
ダンボールのトラックでPRへ

12月は上州ねぎ、大和芋

アレッタなど順次掲載予定！

～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

ラッシー100種類達成おめでとう!!

公式Twitter『ＪＡ全農ぐんま酪農畜産課』で、令和
２年７月22日からラッシーシリーズを開始し、９月
24日、１年２か月をかけて100種類を達成しました。
酪農畜産課の坂本彬君は「この企画を始めてから、
たくさんのフォロワーからの『ラッシーを作った！』
と報告していただき、開始時のテーマ『牛乳消費拡大』
につながったと思います。」と話しました。今後も新
しい企画を考えているので、引き続き群馬県産の畜産
物をPRしていきます。乞うご期待!!
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コロナ禍における米の需要減により全国的に在庫過
剰が発生する中、全農群馬県本部では県産米の消費拡
大を図るべく、群馬県産米「利根きらり」を原料に使
用したオリジナルの「レンジアップご飯」を製造いた
しました。製造した「レンジアップご飯」は、ぐんま県
産米販売促進対策協議会を通じて、群馬テレビ㈱「カ
ラオケチャンネル」や「第31回ぐんまマラソン」の賞
品として使用いただいております。引き続き、県内外
の消費者に対する県産米の認知度向上のツールとして
の活用を進め、県産米の需要回復に努めて参ります。
※ノベルティグッズとしてオリジナルパッケージの
ご注文承ります。お問合せはＪＡ全農ぐんま生活課ま
で。

米の消費拡大に向けた
「レンジアップご飯」の製造

10月５日（火）石油課は危険物取扱者（乙４）試験へ
向けた事前準備講習会を開催し、ＪＡ－SS担当者な
ど約20人の受験予定者が参加しました。講習会では、
最初にやってはいけないことや勉強方法などを話し、
午前中に性質や法令などの暗記もの、午後に物理化学
と模試を実施し、それぞれのポイントと解説が行われ
ました。参加者は本試験に向けて熱心に話しを聞いて
いました。なお10月28日（木）、29日（金）に直前特
訓の講習会が開催され、万全の体制で11月７日（日）、
14日（日）、21日（日）、それぞれの会場にて本試験に
臨みます。

危険物取扱責任者講習会

【お問合せ先】
ＪＡ全農ぐんま 生活課

TEL：027-220-2351
FAX：027-220-2324

本チラシに掲載の価格は全農希望小売価格です
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ボロ
　ボロ

新築・増築・リフォーム
などのカーテン取付や
今お使いのカーテン掛け替えを
お考えの方に。

新築・増築・リフォーム
などのカーテン取付や
今お使いのカーテン掛け替えを
お考えの方に。

こんなことに
なっていませんか？

ふだん見慣れたカーテンの
やぶれ、タテさけ、色あせ…
そのままになっていませんか？
お客様には目につきやすいものです。
ぜひオーダーカーテンに掛け
替えてみませんか？

ＵＶカットレースカーテン・抗菌カーテン・防汚カーテン・遮光
カーテン・厚地カーテン・防寒カーテン・アコーディオンカーテン・
ブラインド・特殊スタイルカーテン・ロールスクリーン など

取
扱
商
品

取
扱
商
品

オーダーカーテンのおすすめオーダーカーテンのおすすめ

★オーダーカーテンのメリット★
❶お部屋のイメージにピッタリな生地を探せる！
❷デザインにとことんこだわれる！
❸機能面を重視したカーテンが注文できる！
❹耐久性も抜群！

★オーダーカーテンのメリット★
❶お部屋のイメージにピッタリな生地を探せる！
❷デザインにとことんこだわれる！
❸機能面を重視したカーテンが注文できる！
❹耐久性も抜群！

【お問合せ先】ＪＡ全農ぐんま 生活課
TEL：027-220-2351　FAX：027-220-2324
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アクセスはこちら！
https://www.ja-town.com/
shop/c/c3201

ＪＡたかさきオリジナル商品
の「高崎しょうゆ」と「高崎ソー
ス」で味付けした「しょうゆ
味」と「ソース味」の２種類を
セットにいたしました。
軽くつまめる美味しいせんべ
いですので、ぜひご賞味ください！

〜今月のおすすめ〜
「JAたかさき
高崎せんべいセット」

令和３年産米の集荷対策
並びに麦生産流通対策会議

10月７日（木）、米麦特産課は「令和３年産の米集
荷対策並びに麦生産流通対策会議」を開催し、各ＪＡ
担当者をはじめ県本部、米麦大豆振興協会他関係者約
30人が出席しました。会議では、米穀の情勢をはじ
め令和３年産米の集荷対策について、今後の作柄変
動・需要変動を注視していく必要があることなどの情
勢や具体策についての説明や買取契約の事務手続きや
提出書類などの確認、民間流通麦の生産流通対策につ
いて、麦類の集荷見込みや小麦の価格推移などの情勢
や対策、令和４年産の方針などが説明されました。

こんにゃく作況調査

こんにゃくの生産量の的確な把握により、価格の安
定を図ることを目的とした、こんにゃく作況調査が群
馬県蒟蒻生産協会主催により、10月４日、６日、８
日の３日間実施されました。期間中は県内60ケ所の
圃場において、畝幅・掘り取り長・害虫の状態・球数・
重量等の調査が行われました。
調査結果は地域や圃場
によって差がありますが、
収量予測は不作だった前
年を上回る見込みになり
ました。

包装
対応

セット内容
●群馬の生芋板こんにゃく
●群馬の生芋糸こんにゃく
●月のうさぎ おさしみこんにゃく
●月のうさぎ 田楽みそおでん5本入り
●月のうさぎ 
　田楽みそおでん生姜みそ5本入り
●群馬の生芋玉こんにゃく
●あく抜き要らず田舎っぺしらたき
●つきこんにゃく

Aセット

包装
対応

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

重点取扱期間

令和3年.11/1-12/31

詰合せ
セット

こ
ん
に
ゃ
く

冬
の

包装
対応

受注
生産

セット内容
●きなこあんみつ
●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
　(コーヒー)
●ぷるんと蒟蒻ゼリープレミアム
　(抹茶)

甘味セット
受注
生産

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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―入組して何年目ですか？
ＪＡに就職して２年目です。

―ＪＡに就職したきっかけは？
祖父がにら農家をしているので身
近に感じていて、地元に就職したい
という思いもあり、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？
知識が全くなかったので大変です
が、組合員さんや上司、メーカーさ
んなどに教えてもらいながら少しず
つ知識を得て、仕事に役立てるよう
にしています。

―お仕事内容を教えて下さい。
肥料や農薬、資材の発注や配達、

資材館の接客をしています。また、
時期に合わせて必要な肥料や農薬、
苗などを事前に巡回し推進します。

―心掛けていることはありますか？
接客をするので言葉使いには気を

つけています。またお客様は組合員
さんや一般のお客様も来るので、用
途に合わせて説明をわかりやすくす
るなど、お客様にあった対応をする
ようにしています。

―やりがいを感じるときは？
少しずつではありますが、自分の

知識だけで仕事が出来た時はやりが
いを感じます。もっと知識を得たい
と思います。

―休日はどのように過ごされていま
すか？
コロナ禍になる前は週１でバス

ケットボールをしていました。最近
は家で寝ているかマンガを読んで過
ごしていることが多いです。コロナ
が収束したらバスケットボールを再
開したいです。

―今後の意気込みをお聞かせください。
上司やメーカーさんなどから知識

を学び向上に努め、組合員さんにもっ
と頼ってもらえるような職員になり
たいです。

―澤浦さん、これからも組合員の方
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｜
さわうら・だいき（23歳）
趣味・特技························· バスケットボール（全国大会出場経験有り）
好きな食べ物····················· お寿司、焼肉、カレー

▼職場の皆さんから見て…
真面目で、熱心に取組んでいます。わからないことはきちんと調べ
てお客様へ回答しています。お客様受けがいいです。

▲

	

肥
料
を
運
ぶ
澤
浦
さ
ん

JA佐波伊勢崎
あずま営農センター

澤浦　大樹さん

「入組２年目 組合員さんに 
もっと頼ってもらえる職員に」

んばってます！が



 JAピックアップ！
〜JAの活動をご紹介〜

食品ロス防止へ　SDGsを意識ＪＡ邑楽館林

▲ 支援品のお米を持つ学生と櫻井理事長

ＪＡたのふじ

ＪＡたのふじは藤岡市の群馬医療福祉大学のキャンパ
スで６月10日、単身学生に藤岡市産の米「ひとめぼれ」
を手渡しました。コロナ禍の中で同大看護学部の通う学
生は医療機関で行う実習期間中のアルバイトが禁止され、
１人暮らしをする学生は経済的に苦しんでいます。そこ
で、同市や地元の経済団体などでつくる「ふじおか地域・
大学連携会議」が食料品の支援を決めました。支給され
た食料品は同ＪＡからの米（4.5㎏）以外にも市内企業が
製造したうどん、ラーメン、ソースなど総額5000円相
当の品。ＪＡの櫻井英俊理事長は「コロナ禍に苦しむ学生
へ地元ＪＡとして提案し、協力を名乗り出た。学生には
この機会に同市産のお米のおいしさに触れ、有意義な学
生活を育み、立派な社会人になってほしい」と願いを込め
ました。

市産のお米で単身学生を支える
群馬医療福祉大学生に食料品支援

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〈11月号〉／JA群馬中央会
11月１日（月） PM 9：00 〜 9：30

※11月７日（日） AM 8：00 〜 8：30

農業高校の魅力発信　藤岡北高校 ／JA群馬中央会
11月８日（月） PM 9：00 〜 9：30

※11月14日（日） AM 8：00 〜 8：30

高崎そだち！　舞茸　ブロッコリー（仮） ／JAたかさき
11月15日（月） PM 9：00 〜 9：30

※11月21日（日） AM 8：00 〜 8：30

ＪＡ邑楽館林青年部板倉支部では９月16日、地元の小学校で育てた
野菜を使い、乾燥野菜を作る取り組みを始めました。

同支部は昨年４月より、板倉町立板倉東小学校で児童と一緒に無農
薬で野菜を栽培する食育事業を行っています。順調に育ったミニトマ
トやカラーピーマンの収穫時期を迎え、部員たちが「どうにかして野
菜を児童たちに食べさせてあげたい」と考え、今回の取り組みに至りま
した。乾燥野菜は今後、学校へ届ける予定です。

部員の間明田博輝さん（37）は「邑楽館林４Ｈクラブ」に所属してお
り、同クラブで県知事賞を受賞した活動「ドライベジフルプロジェクト」
の経験が今回の取り組みに生きたと話しました。間明田さんは

「SDGsを意識し、食育事業に取り組んでいる。活動範囲が限られる
が、子どもたちには様々な形で『農業』を伝えていきたい」と意気込み
ました。

▲  学校で育てたカラーピーマンを乾燥させる間明田さん

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。

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11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

●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。

糸こんにゃくの韓国風和え物

1 糸こんにゃくは、茹でてアク抜きし３つぐらいに切る。フ
ライパンを熱しこんにゃくを入れ乾煎りし、醬油・コチジャ
ンを加えさらに煎る。

2 豚肉は細切りし、醬油・酒・コチジャン・片栗粉をまぶす。

3 人参、きゅうりをせん切りにする。玉ねぎ、パプリカを薄
切りにする。ボールにタレを合わせる。

4 フライパンにサラダ油を入れ熱し２の豚肉を炒める。

5 ボールのタレに１の糸こんにゃく、３の人参、きゅうり、玉ね
ぎ、パプリカ、４の豚肉を加えよく混ぜる。味を調え器に盛り
白ごまをふる。

作り方

材　料

糸こんにゃく（群馬の生芋）
　　･･･････････････････１袋

醬油･････････････ 大さじ1/2 

コチジャン ･････････ 小さじ１

豚薄切り肉 ･･･････････ 160g

醬油・酒・コチジャン
　　･･･････････ 各小さじ1/2

片栗粉･･･････････ 大さじ1/2

人参･････････････････ 1/3本

きゅうり ･････････････ 1/2本

玉ねぎ ･･･････････････ 1/4個

パプリカ（黄） ･････････ 1/4個

サラダ油 ･･･････････ 大さじ１

タレ

　　醬油･････････ 大さじ1.5

　　酢･･･････････ 大さじ１強

　　砂糖･･･････････ 大さじ１

塩･･･････････････ 小さじ1/4

コチジャン ･････････ 大さじ２

ごま油 ･････････････ 大さじ１

いりごま（白） ･･･････ 大さじ１

２人分	 （１人分225kcal）

Twitterで情報発信中！
ぜひご覧ください。

● 通行止めのお知らせ ●
現在、前橋南ＩＣよりの経路が通行規制を実施し通行止めとなっております。
迂回によるご通行をお願いします。
ご利用の皆様にはご不便、ご迷惑をおかけしますが、ご理解、ご協力お願い申し
上げます。なお工事予定の期間は来年12月までとなっております。

こんにゃく
詰合せセットの商品で

料理しました！
詳しくは５ページ


