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＜いちご＞
群馬県各地区で栽培生産されています。
出荷最盛期は１月～５月。「やよいひめ」
は群馬県オリジナル品種で、群馬県が育成
した「とねほっぺ」と栃木県が育成した「と
ちおとめ」のかけ合わせ。甘さと酸味のバ
ランスに優れた食味が特徴。

おすすめの食べ方
　　････････そのまま、いちごミルク
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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
○こんにゃく荒粉・精粉入札販売推進

○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

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）

○共計土ねぎ販売	 （３月末日迄）

○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）

●▶販売促進課
○春野菜販売促進

○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
○春夏用出荷資材予約推進

（ほうれん草・きゅうり・ふき他）

○来年度産青果物段ボール予約推進

○温床資材予約推進（農ビ・ポリマルチ他）

○春夏まき用野菜種子推進

（ほうれん草・枝豆・とうもろこし他）

生産資材部
●▶花木流通センター
○創業祭47周年大感謝セール

	 ３月17日（木）〜21日（月）

●▶肥料農薬課
○セルフブレンド推進

○水稲肥料農薬推進

○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

●▶葬祭総合課
○会員獲得募集の推進

●▶石油課
○オイルキャンペーン	 （２月〜３月）

○春期タイヤキャンぺーン	 （３月〜５月）

○QR決済キャンペーン（セルフSSのみ）

	 （２月〜３月）

●▶ガス課
○ガス・でんき新規獲得推進	 （４月〜３月）



促成キュウリ定植

１月17日（月）、園芸作物実証農場において促成キュ
ウリ苗の定植が行われました。当日は、実証農場と生
産振興課の職員で20aの硬質フィルム温室に2,352
本定植を行いました。用意した品種は「ニーナZ×
がっちり」と「ニーナZ×がっちりエース」でそれぞれ
1,176本です。今作も更新型吊る下し栽培と摘芯栽培
での収量や管理作業、労働時間の違いなどを比較しま
す。収穫は２月中旬頃からの予定です。

ＪＡ佐波伊勢崎
あかぼり支店起工式

１月20日（木）、ＪＡ佐波伊勢崎あかぼり支店起工
式が伊勢崎市西久保の建設予定地で縮小して執り行わ
れ、ＪＡ役職員や工事関係者、当県本部の関係者等が
出席しました。式では鍬入れや玉串をささげるなど、
これから始まる工事の安全を祈願しました。挨拶で森
村組合長は「あかぼり支店についてはようやく新築す
ることが実現となり、地域の農業の発展とＪＡの活動
拠点としてさらに発展することを願います。」と話し
ました。完成は令和４年秋頃の予定です。

こんにゃく大黒天祭

１月19日（水）、下仁田町の諏訪神社境内にて「こ
んにゃく大黒天祭」が行われ、ＪＡ役職員やこんにゃ
く生産部員、当県本部関係者等が参加しました。この
お祭りはこんにゃくの豊作や価格向上など業界全体の
繁栄を祈願するために開催され、蒟蒻玉を祀った祭壇
で神事が執り行われました。当日は、例年行っていた
講演会や蒟蒻の試食などは新型コロナウィルス感染症
拡大防止のため中止となりました。

第５回和牛甲子園

１月21日（金）、第５回和牛甲子園がオンラインで
開催され、群馬県からは県立利根実業高等学校が出場
しました。和牛甲子園はＪＡ全農主催で、将来の担い
手候補である高校生の就農意欲向上と日本各地で同じ
志を持つ高校生同士のネットワークを創造し、意欲と
技術の向上を図ることを目的に開催されています。同
校は３回目の出場となり、当日は生徒がオンラインで
参加し、「まごころ込めて育てた和牛で地域を活性
化！」と題した取り組みを発表しました。惜しくも入
賞は逃しましたが次回に向けて健闘が期待されます。
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１月21日（金）、23日（日）、都内にある吉池２店舗に
て、『群馬県産とまとフェア』と題して群馬県産とまと中
心としたフェアを実施しました。全日本カレー工業協同
組合で１月22日は「カレーの日」の記念日登録されてお
り、これに協調し、とまと主産11県連合同販促として、
カレーの日のキャンペーンに参画しました。吉池での群
馬県産とまとフェアは毎月定期的に実施をしており、令
和４年の最初の消費宣伝となりました。新型コロナウィ
ルス対策のため試食制限がある状況ではありますが、店
内に群馬県産とまとの売り場を広く設置してもらい、「カ
レーの日」ポスターやポップなどの販促資材を活用し、とまとの加熱調理ができるメニュー提案をした売り場作りやまな
板の配布によるPR活動が行われました。オミクロン株の流行中でしたが、売れ行きは好調でした。

群馬県産とまとフェア開催！ 群馬県産とまとをPR

２月１日（火）、県・群馬県きのこ振興協議会・県本部
共催の「第25回群馬県きのこ品評会」がＪＡビル大ホー
ルで開催されました。この催しは、県産きのこの栽培技
術や品質の一層の向上、きのこ産業の振興、きのこの消
費拡大を目的に毎年開催されていますが、昨年は新型コ
ロナウィルス感染症の影響で中止したため、２年ぶりの
開催となりました。良質な生しいたけ、まいたけ、なめ
こなどが出品され審査が行われました。例年翌日に行っ
ている展示、即売会は「まん延防止等重点措置」期間中
のため中止となりました。また、出品物の一部を「フードバンクたまむら」へ無償提供しました。

第25回群馬県きのこ品評会

園芸作物実証農場において１月20日（木）ハウスレタ
ス、２月３日（木）加工キャベツの品種調査会が行われ、
ＪＡ担当者、群馬県農業事務所、本会関係者が参加しま
した。調査にあたり実証農場の金子場長とヒザワ種苗よ
り品種、調査の方法などが説明されました。ハウスレタ
スの品種は逸香、Ｊブレス、YLL243の３品種です。球
経・球高、芯経・芯長、外葉重、結球重、病害虫等につ
いてそれぞれ調査しました。加工キャベツの品種は彩
音、晩抽冬982、ふゆおこ、冬そだち、舞みどりなど
10品種です。結球重、胴回、球経、球高、芯長、冬に
多く発生し販売上問題となる内部黒変等についてそれぞ
れ調査し、品種ごとに比べました。今後も複数の品目を
調査していく予定です。

ハウスレタス・加工キャベツ品種調査
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群馬県前橋産の旬の野菜を詰め合わせした「野菜
ボックス」です。
ＪＡ前橋市管内にあ

る直売所「産直ゆうあ
い館」から出荷してお
り、毎朝出荷される野
菜を、配送当日に所長
が自ら選んで箱詰めし
てお届けいたします！ ※写真は一例です

産地直送通販サイト
「新鮮ぐんまみのり館」
ＪＡタウンキャンペーン当選者決定

当県本部が栃木・茨城の県本部と合同で初めて企画
した、ＪＡタウン「北関東３県魅力度向上キャンペーン」
が終了し、ご購入いただいた方の中から当選者が決まり
ました。このキャンペーンは北関東３県の県本部が連携
し、食を通じで産地の魅力を発信していくことを目的と
し、１月20日〜31日の期間で実施されました。期間中
に対象３県のいちごを購入し、その場で割引になるクー
ポンが各県50人にプレゼントされました。また、購入者
の中から１万円相当の「北関東３県商品詰め合わせセッ
ト」が各県１人、合計３人に送られます。なお当選者の
発表は商品の発送をもってかえさせていただきます。たく
さんのご注文（応募）いただき、ありがとうございました。

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

〜今月のおすすめ〜
「JA前橋市 旬の野菜ボックス」

www.ja-town.com
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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？
農業高校時代に実習助手の先生に
色々と教えてもらったりサポートし
てもらったり、とてもよくしてもらっ
たのがきっかけで、農業に関して自
分もサポートしたいと思うようにな
り、県立農林大学を卒業後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？
難しいです。ベテラン農家さんや
年上の方が多いのでまだまだ教わる
ことがあり、日々勉強です。

―お仕事内容を教えて下さい。
ほうれん草などの葉物やナス、イ

チゴの販売を担当しています。主に
品質チェックや市場とのやりとりを
しています。

―心掛けていることはありますか？
見た目も大事なので、品質がいい

ものを出荷できるように品質維持管
理に努めています。

―やりがいを感じるときは？
組合員さんに顔を覚えてもらい、

頼りにされたり「ありがとう」と言わ
れた時はとても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？

コロナ禍であまり積極的に外出は
できませんが、水族館や動物園に行っ
たり、ライブに行ったりします。な
るべく家にいないで外に出るように
しています。

―今後の意気込みをお聞かせください。
野菜は気候などに左右されるので

毎年収量や品質、価格などが一定で
はありません。少しでも安定して出
荷できるように、いい価格がついて
くるように組合員さんとコミュニ
ケーションをとり、品質を維持でき
るよう管理していきたいです。

―稲川さん、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｜
いなかわ・ともき（24歳）
趣味・特技····························· 音楽鑑賞、動物園（動物を見るのが好き）
好きな食べ物···································································お寿司や魚全般

▼職場の皆さんから見て…
組合員さんのために一生懸命がんばってくれています。

▲

	

い
ち
ご
の
確
認
を
す
る
稲
川
さ
ん

JA太田市営農部販売課　野菜センター

稲川　知希さん

「入組５年目 品質を 
維持できるように管理していきたい」

んばってます！が



 JAピックアップ！
〜JAの活動をご紹介〜

▲ 熱心に対応する担当者

ＪＡたかさき

ＪＡたかさきは１月６日に中川支店、12日八幡支店、
13日に本店にて、青色申告専従者給与の源泉徴収事務相
談会を開催。52人の青色申告会会員が事務相談に訪れま
した。

新型コロナウイルス感染症対策として、地区ごとの時
間指定やマスクの着用、アルコール消毒を徹底。　

今年度、源泉所得税関係書類については、押印を要し
ないことになったことなど、担当者は昨年と比べて変わっ
た点を説明し、書類作成を指導しました。相談会は、青
色申告書で専従者給与を支払う農業者が源泉徴収義務者
となるため、税務者への納付期限を前に毎年開催してい
ます。

納付期限を前に

JAオリジナルの「やまといも餃子」発売ＪＡ佐波伊勢崎

ＪＡ佐波伊勢崎は地産地消の取り組みの一つとして、直売所オリジ
ナル商品の新作「やまといも餃子」を２月２日から発売しました。１袋
15個入りで税込1,080円で、やまといも独特の風味と粘りを楽しめる
餃子です。５月末ごろまでの期間限定商品として、からか～ぜ・から
か～ぜまゆの郷・からか～ぜたまむら店の３店舗で販売しています。

佐波伊勢崎管内の昨年のやまといもの出荷量は約51t、販売高約
2,100万円と、県内有数の産地です。同ＪＡでは地元の特産物を多く
の方々に食べてもらいたいという思いからＪＡオリジナル餃子を企画
し、周年で楽しめる「にら餃子」、夏季限定の「夏ごぼう餃子」に続き、
限定商品として「やまといも餃子」を作りました。

ＪＡの金子真樹直販課長は「一年を通して管内の特産物を餃子で楽
しんでもらえる。今後も新たな商品開発に努めていきたい」と話しま
した。

▲  新商品のやまといも餃子

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〈３月号〉／JA群馬中央会
３月７日（月） PM 9：00 〜 9：30

※３月13日（日） AM 8：00 〜 8：30

「ごはん・お米とわたし」作文・図画コンクール／JA群馬中央会
３月14日（月） PM 9：00 〜 9：30

※３月20日（日） AM 8：00 〜 8：30

頑張っています！農業高校 ／JA群馬中央会
３月21日（月） PM 9：00 〜 9：30

※３月27日（日） AM 8：00 〜 8：30

んばってます！
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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

６月～3月
毎週火曜日定休営業時間9:00～16:00

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。

苺ロールのケーキ

1 クリームを作る。ホワイトチョコレートを刻み器に入れ、溶けるぐ
らいレンジにかける。（1000W 40～50秒位）

2 ボールに１を入れ、生クリームと砂糖を加え泡立て器でホイップ
し、ラム酒も加える。ラップをして冷蔵庫で冷やす。

3 スポンジ生地を作る。ボールに卵と砂糖を入れ、湯せんに砂糖が
溶けるぐらいかけおろしてもったりするまでホイップする。ふるっ
た粉を加え粉けが少し残るぐらいのところでサラダ油を入れて混
ぜ、牛乳も加え混ぜる。バニラエッセンスを加えて混ぜる。

4 30×30㎝の型にクッキングシートを敷き、３の生地を流し型を２
～３回たたき、空気抜きして180℃のオーブンで12～15分焼く。

5 ４の生地の粗熱が取れたらクッキングシートをはがし２のクリー
ムを塗る。苺のヘタを切り並べる。バナナも苺の隣に並べクッキ
ングシートで端から巻き端を絞り冷蔵庫で30分位冷やす。（ク
リームを大さじ３位残して星型の絞りだし袋に入れる。）

6 ５を８個に切り横にして上にクリームを絞り出し、苺のスライスを
飾り上に粉砂糖を振る。

作り方

材　料

クリーム
　  ホワイトチョコレート ･･･ 18g
　  生クリーム ･･････････200cc
　  砂糖 ･･････････････大さじ２
　  ラム酒 ･･････････小さじ1/2

いちご ････････････････１パック
バナナ ･･･････････････････ １本
粉砂糖･･･････････････････ 少々

スポンジ生地
　  卵 ･･･････････････････ ３個
　  砂糖 ･････････････････ 55g
　  薄力粉 ･･･････････････ 45g
　  サラダ油 ･･････････大さじ１
　  牛乳 ･･････････････大さじ１
　  バニラエッセンス ･･････ 少量

４人分	 （１個分225kcal）

開催日 内　容

３月17日㈭〜21日㈪ 創業祭47周年大感謝セール

開催日 講習会 etc

３月26日㈯・27日㈰
・30日㈬ 栽培講習会 さといも・生姜枝・他

●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。


