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地域農業を守るため
第１回「農協改革」委員会を開催
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地域農業を守るため第１回「農協改革」委員会を開催

JAグループ千葉「農協改革」委員会は９月11日、千葉市の農業会館において第１回委
員会を開催しました。JA・連合会などの役職員約60名が出席し、「農協改革」の情勢や全
国段階の検討状況、意見集約するための論点、今後の日程などを確認しました。
現在、政府からJAグループに対して自己改革を実行するように強く要請されており、
それに対応するため、全国のＪＡグループでは全中会長の諮問機関である「総合審議会」
を設置。その中に「JA・連合会改革」と「中央会改革」に関する２つの専門委員会を設け、
JAグループ千葉でも全国と一体となって取り組むため、同委員会を設置しました。同委
員会は県内ＪＡの常勤役員20名と各連合会の役職員7名の合計27名で構成され、当ＪＡか
らは西山重男専務理事が委員に選出されています。
今回の委員会では短期的検討事項・中期的検討事項などに分類し、論点10項目を整理(下
記を参照)。特に「JAの経済事業の検討」を最重要かつ早急な検討が必要な課題として位
置付け、販売・購買事業戦略、担い手対策、JAが求める経済事業方式などについて意見
を求めていくとしています。
今後は、各県内JAや全国段階の検討を受け、10月６日に第２回委員会を開催する予定
です。

「農協改革」委員会における論点10項目について
規制改革実施計画並びに全国総合審議会・専門委員会での検討項目を整理した「農協改
革に係る検討事項」に基づき、全国の検討状況を踏まえて下記の10項目について意見を集
約して参ります。
【論点１】JAの目的規定(非営利規程)の見直し 【論点６】JAの共済事業の検討
【論点２】組織形態の弾力化
【論点７】JAの経済事業の検討
【論点３】経済連・全農等の株式会社化
【論点８】理事会の見直し
【論点４】中央会制度から新たな制度への移行 【論点９】准組合員の事業ルールのあり方
【論点５】JAの信用事業代理店方式等の検討 【論点10】総合事業の位置付け

～「農協改革」における最新情勢～
政府はJAグループに現在検討中の自己改革案を早く取りまとめ、年内に提出するよう
要請しています。改革の大きな目的は「農業所得の増大」です。現在、JAグループは組
合員や関係者の方から意見を集約しており、特に農産物の販売力向上や生産資材価格の低
減を求める声が多く、営農・経済で求められている事業改革を課題としています。
政府は６月に改訂した「農林水産業・地域の活力創造プラン」で、農協法に基づく中央
会制度の見直しをはじめとする農協改革の推進を盛り込んでいます。今後、農協法の見直
し議論を進める際にもJAグループの考えを聞く方針としていますが、安倍首相は農協改
革について「今までの形のＪＡ全中のあり方は廃止する。60年ぶりの改革を断行する」な
どと述べ、来年の通常国会での農協法改正に強い姿勢で臨む考えを示しています。また、
西川農林水産大臣は「改革ありきで農協改革をするつもりはない。農家の所得を増やす事
と農村全体のにぎわいを取り戻す事が重要」と話しており、今後の政府の動向を注視して
いく必要があります。
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稲作り体験教室を開催

９月21日、赤荻低温倉庫前の圃場において「俳優・永
島敏行と稲作り体験教室」の稲刈り作業を開催しました。
51家族168名が参加し、稲刈り作業に汗を流しました。
体験教室は今年で19回目を迎える恒例行事です。参
加者は種まきから稲刈りまで行い、農作業を通じて農
業の大切さ・食文化などについて学んでいます。
開会に先立ち、永島さんは「人はいろんな事を経験し
て成長する。この教室で学んできた事を糧に失敗を恐れ
ずに挑戦し、続けてほしい」と挨拶しました。また、当
日は、水土里ネット成田用水から成尾理事長も参加され、
永島敏行さん
農林中央金庫からの研修生 生物の根源である水の重要性について指導されました。
今回の教室では農林中央金庫からの研修生も参加。参加家族と共に永島さんや青壮年部
員の指導のもと、上手に稲を刈り取っていました。
参加者は「農作物を育てる大変さを知る事がで
き、とても貴重な体験でした。これからも教室を
続けてほしい」と感想を話されていました。
今回、収穫したお米は精米して参加家族へ贈ら
れます。
み

ど
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第２回北総地区JA合併推進委員会を開催

第２回北総地区JA合併推進委員会を９月10日（水）にJA成田市本所会議室にて開催し
ました。会議の内容につきましては、以下の３項目について報告および協議を行いました。
《報告事項》

⑴

常任委員会・幹事会・専門部会の協議経過について

⑴

合併基本事項について（案）

⑵

今後の進め方について（案）

第１回推進委員会以降に開催された諸会議の内容と結果について報告しました。
《協議事項》
合併基本事項のうち10項目については以下の通りです。
 ①合併の方法、②合併組合で実施する事業、③合併組合の地区、④事務所の所在地、⑤
組合員資格、⑥出資一口金額及び最高持口数、⑦役員体制、⑧事業年度、⑨総代会、⑩
合併時の職員の引継方法
 なお、合併基本事項のうち①合併登記日までの日程、②新組合の名称、③財務処理方針
については今後検討してまいります。
合併JAのビジョンについて取りまとめを行うとともに、合併経営計画書の策定に向け
た検討を進めます。
また、合併予備契約に向けて合併基本事項の検討を進めます。
 合併推進委員会では、組合員の皆様に更なるサービスを提供するため、北総地域の核と
なるJAを構築することを目指して協議を進めます。
協議内容の詳細につきましては理事会に提案し、審議して参ります。
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〜JA管内の話題〜

「成田栗」が出荷のピーク

9月7日

成田栗が出荷のピークを迎えています。出
荷は成田市栗生産組合113名の方が行ってお
り、遠山地区を中心に約30㌶栽培され、10月
中旬頃までに40㌧の出荷を見込んでいます。
今年は天候に恵まれ、順調に生育し、例年
より早く収穫期を迎えました。収穫量も多く、
生産者は「大きめで品質が良く、甘くて美味
しい栗に仕上がっていますので、是非ご賞味下さい」と話していました。
同生産組合の栗は園芸センターの撰果場において生産者と職員が撰果・選別作業を行い、品
質管理を徹底しています。市場からは高評価を受けており、ブランド品として販売されています。
Ａコープ店で販売していますので、是非お買い求め下さい。

園芸センターにおいて「栗鬼皮むき機」を
導入し、ブランド品である成田栗に付加価値
をつけ、より一層有利に販売するため、ムキ
9月16日
栗としての加工を始めました。
栗の加工を行うのは当JAが県内JAでは初
めてです。今までは鬼皮付きでの販売をして
いましたが、学校給食センターや菓子製造業
などから「成田のブランド品である栗をムキ
栗での仕入れは出来ないか」との要望に応え
るため今回、同機を導入しました。
黒川園芸センター長は「ムキ栗の加工によ
り今まで以上に多くの注文があります。歴史ある成田栗を多くの消費者に食べてもらいたい」
と話しており、今後の消費拡大や生産量増加、PR活動に期待を寄せています。

当JAが栗鬼皮むき機を導入

クイックスイートの坪堀調査を実施

9月25日

園芸販売課は印旛農業事務所の協力を得て、
甘芋ん育成研究会に所属する生産者19名の圃
場を巡回し、クイックスイートの生育状況な
どを確認するため、坪堀調査を実施しました。
その結果、形状も良く順調に生育しており、
適期収穫と品質管理を徹底する事で合意がな
されました。
甘芋ん育成研究会では、定期的に視察や会議などを実施し、クイッ
クスイートの有利販売を図っています。
(クイックスイートの出荷は10月中旬頃となります)
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〜カメラリポート〜

サボテンの花（南三里塚・瀧澤良一さん宅）

稲刈り教室を開催（根古谷環境保全会）

10年前に
知人からも
らったサボ
テンが大き
くなり、毎
年、夏場に
沢山の花を
ヤマカルチュウ
咲かせます。
しかし、夜明けにかけて咲くため、満開の
花を見る事が難しいとの事です。

9月14日

浦安市より中村副市長と市民約50名が参
加。地元農家の方の指導のもと、稲刈り作
業を行い、参加者は「とても勉強になりま
した」と話していました。

農林中央金庫の新入職員が当JAで研修

9月13日
大清水・高仲さん宅

9月14日
堀之内・瀧澤さん宅

十余三・日吉さん宅

農林中央金庫の本年度新入職員（宇留嶋駿さん・前園卓也さん）が９月９日から22日ま
で、当JAにおいて研修を行いました。
生産者宅において農業実習（梨・さつまいもの収穫作業）や米の集荷・検査、栗の撰果
作業などを行った他、ガソリンスタンド、Ａコープ、支所での金融業務など幅広くJA事
業について学びました。
はる と

暖人くん

〜今月の表紙〜 スマイルキッズ

成田市大竹 山田 寛人くん
ひろ と

（8歳）

（3歳）
なずなちゃん（1ヶ月）

今月の表紙は成田市大竹（八生支所管内）の山田暖人くんと寛人く
ん、なずなちゃんです。
暖人くんは木登りとサッカー、寛人くんは野球が得意な男の子です。
２人は外で遊ぶ事が大好きで、庭で仲良く元気いっぱいに遊んでいま
す。また、なずなちゃんが誕生し、家では暖人くんと寛人くんが良く
面倒を見ています。
「３人一緒の時が一番楽しい」と２人は答えてく
れました。
ご両親は「元気いっぱい、大きくなってね」と話しており、成長を
楽しみにしています。
【父】哲夫さん【母】恵さん
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平成26年産米の情勢
８月21日より始まった平成26年産米
検査は終盤を迎えています。
今年は、台風の襲来もなく順調な実
りで、刈取りも例年より早く始まりま
したが、８月下旬から不安定な天候が
続き、収穫作業は、はかどりませんで
した。
本年度の千葉県の作柄概況は、８月
15日の農林水産省の発表では「やや良」
が見込まれ、豊作傾向になっています。
当JA管内における９月25日現在の集
荷実績は、出荷契約数量93,991.5俵に

収穫作業を行う長沼の大木さん

対し、91,016.5俵となっています。（集荷率96.8％）
米を取り巻く情勢は、一世帯当たりの消費量の減少が進む中で、25年度産米の在庫を抱
えたうえ、26年度産米の作柄も順調なことから、今後も厳しい販売環境が続くことが予想
されます。
平成26年産米の放射性物質検査は、千葉県の指導により作付面積1,000ha以上の市町村
において検査を行う事となり、当JA管内では成田市が対象となりました。その結果、「検
出せず」となりましたのでご報告いたします。

平成26年度米集荷実績表

平成26年9月25日現在（単位：60㎏俵，％）

出荷契約米(ＪＡ米・一般米)
出荷契約数量
地区名
A
コシヒカリ ふさおとめ その他

契約
オーバー米

合計
B

集荷率
B/A

加工用米他
契約（通知）
集荷数量
数量

残数量

公津

11,093.0

8,101.0

824.0

1,597.0

609.5

11,131.5

100.3%

3,265.5

3,257.5

8.0

八生

11,803.0

6,170.5

2,113.0

2,852.5

247.5

11,383.5

96.4%

3,206.5

3,206.5

0.0

豊住

17,439.5

9,899.5

6,703.5

2,539.5

892.0

20,034.5

114.9%

6,292.5

6,292.5

0.0

久住

9,602.5

3,343.5

856.5

1,911.5

626.0

6,737.5

70.2%

3,876.0

3,561.5

314.5

遠山

3,402.0

2,213.5

55.5

239.5

113.5

2,622.0

77.1%

1,326.5

1,331.5

(5.0)

中央

9,293.0

5,623.5

1,210.0

1,540.0

496.5

8,870.0

95.4%

3,709.0

3,663.5

45.5

酒々井

9,193.0

4,821.0

1,523.0

1,717.5

379.0

8,440.5

91.8%

489.5

484.0

5.5

合計

71,826.0

40,172.5

13,285.5

12,397.5

3,364.0

69,219.5

96.4%

22,165.5

21,797.0

368.5

●お問い合せ

営農振興課

TEL. 0476-22-6717
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営農指導員

石井勝祐まで

園芸
情報

さつまいもの貯蔵について

◎さつまいもの貯蔵方法
⑴
⑵

貯蔵条件 庫内温度：13～15℃
湿度：90～95％
貯蔵開始時期：冷凍機あり 9月下旬～ 冷凍機なし 10月下旬～

◎貯蔵中に起こる問題
⑴

腐敗

腐敗しやすい条件
①品種間差（ベニアズマ：弱、高系14号：強、べにはるか：強）
②低温（10℃以下）
③草勢が弱い
・蔓伸びが悪い畑の芋はでんぷんの蓄積が少なく貯蔵性が劣る。
④在圃期間が長く、老化した芋。
⑤大雨などで冠水した圃場の芋。
⑵ 色むら・色ぼけ等の退色

退色しやすい条件
①草勢が強く、皮色が薄い
②高温（20℃）・高湿度の貯蔵
③貯蔵中の水滴（結露）
⑶ 皮むけについて
べにはるかは皮むけしやすい品種であるが、特に貯蔵後30～40日はむけやすいので、早期出荷分に
ついては注意が必要。

◎貯蔵管理の注意点

①貯蔵庫の立地条件（例

日当たりがよい、山のかげ等）で温度や湿度の変化の状況が異なる。

さつまいも貯蔵の基本は温度・湿度の測定です。
毎日の記録から、それぞれの貯蔵庫に適した管理方法を見つけましょう。
②乾燥に弱いベニアズマと一緒に貯蔵し、ベニアズマの貯蔵条件に合わせ湿度を上げると高系14号
は色ぼけしやすいので注意が必要。
③貯蔵庫から搬出をはじめると開け閉めの頻度が高くなり、
腐りや傷みが加速することがあるので、
早めに出荷する。
ハウス簡易貯蔵
①厳寒期を超えて貯蔵する場合には、冬期の温度確保のために日当たりの良い立地のハウスを選ぶ。
②古畳や発泡スチロール板等を利用した貯蔵枠内で全体を囲うように、ポリを回す。ただし、過湿
で色ぼけ・色むらが発生するため、いものすぐ上をポリや厚手のシートで覆わない。
③枠の最上部には竹や棒を渡し、保温と吸湿を兼ねてわらやむしろ、もみ殻を置く。上部に載せる
保温材の量で温度管理をこまめに行う。
④いもの上部には10～20㎝の空間を残す。
⑤貯蔵始めに気温が高い場合は、裾あけ換気などを行う。ただし、乾かしすぎないように注意する。
⑥貯蔵庫の立地や保温（吸湿）材の種類・量によって、
温度・湿度条件が大きく左右されるため、
温度・
湿度の測定は非常に重要です。

●お問い合せ

園芸販売課

TEL. 0476-36-1541
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営農相談員

髙岡克樹まで

チャレン
ジ!
家庭菜園
あなたも

冬の鍋物に欠かせないシュンギク

本葉 枚ぐらいになったら下

板木技術士事務所◉板木利隆

～ 度。小松

の葉を３～４枚残して中心の

生育適温は

菜やホウレンソウに比べると

ギ ク ）」 の 名 が 付 き ま し た。
菊菜と呼ばれることもありま

あります。摘み取りの場合は、

ない具材で す が 、 天 ぷ ら や お

は傷んで黄色くなってしまう

中葉種の中でも茎が伸びやす

茎を摘み取る摘み取り収穫が

ので、冬に良品を得るにはべ

い品種を用い、最終株間を

寒さに弱く、霜が降りると葉

大葉種、中葉種、小葉種に分

た掛け資材やビニールトンネ

㎝ぐらいに広く取り、多くの

の野菜とし て は う っ て つ け で

ての新鮮さ が 魅 力 、 家 庭 菜 園

があります。この他に茎が長

肉が厚くて柔らか、強い香り

切れ込みの浅い大葉種は、葉

ましょう。

いので保水力のある畑を選び

り高い方ですが、乾燥には弱

土壌に対する適応性はかな

ときに主枝を地上

うに草丈が

葉の切れ込み具合によって、

も幅広く用 い ら れ る よ う に な
かれますが、近年は葉に切れ

ダやトッピ ン グ の 材 料 と し て
りました。

ルを被覆します。

す。

く伸びヤシの木のような草姿

側枝を出させるために、
図のよ

地中海沿 岸 の 原 産 で 、 日 本

となる、癖の少ないスティッ

と発芽率が

％程度と低いの

10

～ ㎝に伸びた

へは中国を 経 て 室 町 時 代 に 渡

クシュンギクがあります。サ

シュンギクの種子はもとも

来、江戸時 代 か ら 栽 培 が 盛 ん

㎝ぐらい

25

20

～ ㎝に伸びた

15

20

ときに、側枝の２～３節を残

きた側枝が

で切り取り、各節から伸びて

10

いずれに 用 い る に も 取 れ た

込みのある中葉種が主流です。

す。

10

ひたしにも 使 え 、 近 年 は サ ラ

冬から春 先 の 鍋 物 に 欠 か せ

20

は好光性で、覆土が厚いと発

育をそろえていきます。種子

抜き取り収穫した香りの良

さずに行うことが大切です。

草勢や葉色を見て追肥を欠か

い肉厚の大葉種を鍋物などで
～３㎝間隔に、本葉７～８枚

を味わう方法といって差し支

シュンギクの本当のおいしさ

さっと加熱していただくのが、
のころ５～６㎝間隔にします。

ください。

えないでしょう。ぜひお試し
と 抜 き 取 る 抜 き 取 り 収 穫 と、

シュンギクの収穫は、株ご

間引きは本葉２枚のころ２

を掛けるよう心掛けます。

芽しにくいですから、薄く土

して摘み取ります。１株から

側枝が15〜20㎝に
伸びたとき

8

15

70

で、やや厚まきにして芽が多

草丈20〜25㎝
のとき

ラダや天ぷらにするとおいし

⑵ 摘み取り収穫

になりまし た 。 春 に 黄 色 の 花

本葉10枚くらいに
なったとき

次々とたくさん収穫するので、

⑴ 抜き取り収穫

く出たところを間引きして生

トンネル骨材

不繊布などの
べた掛け素材

くいただけます。

浮き掛け

を咲かせるので「春菊（シュン

冬に良品をとるための防寒被覆

成田の特産「サツマイモ」が出荷のピーク

当JA管内においてサツマイモ「ベニアズマ」の出荷
がピークを迎えています。今年は定植時の干ばつ等によ
り生育や肥大に遅れが見られましたが、その後は天候に
恵まれ回復し、形状・品質ともに素晴らしいサツマイモ
が多く収穫出来ています。
本格出荷を前に園芸部では９月18日、本所において甘
藷合同査定会を開催。６組合の生産者と関係者38名が出
査定会にて出来栄えを確認する生産者
席し、情勢や取り扱い方法などを確認した他、現品査定
で規格統一を図りました。
渡辺甘藷部会長は「自信を持ってお客様に提供出来る
美味しいサツマイモに仕上がっていますので、多くの方
に食べていただきたい」と出来栄えを話し、今後の出荷
と販売に期待を寄せていました。
当JA管内ではサツマイモが畑作地帯の基幹作物と
なっており、「ベニアズマ」と「クイックスイート」は
市場から高い評価を受けています。また、「クイックス
生産者による箱詰め作業
イート」は山崎製パンの原料にも使用する予定です。
園芸部のサツマイモは市場出荷する他、Ａコープ店や宝田直売所にて販売していますの
で、是非お買い求め下さい。

チャレンジしませんか？

旬の食材を使った簡単レシピ

美味しさたっぷり！さつまいもグラタン
材

料 （２人分）

作り方

さつまいも………………………………… 150ｇ
豆腐………………………………………… 150ｇ
農協牛乳…………………………………… 200cc
コンソメキューブ……………………… １/２個
バター……………………………………… 10ｇ
コショウ……………………………………… 少々
ピザ用チーズ………………………… 好きなだけ

（１）さつまいもは一口大、
豆腐は水切りせずに、
農協牛乳、コンソメ、バターを耐熱ボウ
ルに入れ、レンジで温める。（さつまいも
が潰せる位の柔らかさまで加熱する）
（２）さつまいもが柔らかくなったらフォーク
などで芋をマッシュしながら全体を混ぜ
る。（芋の潰し具合はお好みで）その後、
コショウを入れる。
（３）耐熱皿に薄くサラダ油を塗り
（分量外）
（２）
を入れて表面をならす。
（４）チーズを好きなだけ乗せたらオーブンや
トースターでチーズに焼き色がつくまで
焼いて出来上がり。
Ａコープ店・下山店長一押しの料理
※材料はＡコープ店にて是非お買い求め下さい。
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共済部より

JA成田市各支所へお願い致します。

10

JA-SS NACS酒々井より
感謝イベントを開催
【期
【内

間】10月１日(水)～12月31日(水)
容】イベント期間中、給油レシート

の当たり券の確率が ２ 倍にな
ります。
（店内にてティッシュ２箱と交
換致します）
※ガ ソリン・軽油を『20ℓ』以上給油されたお客様が
抽選の対象となります。
【お問い合せ】NACS酒々井  TEL. 043(496)2036

燃料事業所より

【お問い合せ】燃料事業所

TEL. 0476(22)7788
11

〜JAからのお知らせ〜

第39回農業機械大展示会を開催
農業の未来を開く最先端に会える
【日

時】10月24日(金)・25日(土)・26日(日)
午前９時～午後３時
（26日は午後２時30分まで）

【場

所】ロングウッドステーション
千葉県長生郡長柄町山之郷67-1
今回も会場においてJAバンクローン相談

コーナーを設置しています。農機具購入の
際、農業資金をご利用いただいた場合は特
別金利で提供致します。

【お問い合せ】農業機械事業所

TEL. 0476(22)3815

年金とくとくキャンペーンを実施中！
期

間：９月１日(月)～12月30日(火)迄

【お問い合せ】各支所窓口へ
12

宝田農産物直売所より

20周年

さつまいもの日イベントを開催

酒々井農産物直売所より

秋の収穫祭を開催

【開催日時】10月13日(月)
午前９時～午後３時
【場
所】宝田農産物直売所

【開催日時】10月24日(金)・25日(土)
午前９時～午後３時
【場
所】酒々井農産物直売所
新鮮な地場野菜販売の他、様々なイベントを
さつまいも詰め放題や
予定しています。
採れたてのさつまいもを
※500円 以 上 お 買 上
使った焼き芋、豚汁、つ
げの方へ20周年の
きたて餅の無料配布などを行います。
記念品をプレゼン
【お問い合せ】
ト致します。

宝田農産物直売所 TEL. 0476(24)8611 【お問い合せ】
酒々井農産物直売所 TEL. 043(496)1000
※10月13日は「栗よりうまい十三里」と言われる「さつまいもの日」 

久住支所より

生活部より

秋の収穫祭を開催

介護サービスに関する相談会を開催します
【日

程】10月20日(月） 
午前10時～12時迄（30分毎）
【場
所】本 所
【平日の介護相談】ケアセンターTEL. 0476(23)7711

【開催日時】10月18日(土)
午前８時30分～午後２時まで
【場
所】久住支所駐車場内

秋の味覚が盛沢山！

今月の無料『税金・法律』相談

「さつまいもスティック」
の無料配布を行う他、「つき
たて餅」などを用意してい
ますので、是非ご来場下さい。
【申込み・お問い合せ】

久住支所 TEL. 0476(36)1101

【日
程】10月27日（月）
【場
所】本 所
【税金相談】曽根正雄税理士 午前９時～（60分毎）
【法律相談】吉澤 功弁護士 午前10時～12時まで（30分毎）
※各種相談は必ず事前予約をお願いします。
【申 込 み】 生活課 TEL.0476（22）6716

JA葬祭より

金融部より

任せて安心、真心こめてお手伝い致します

ローン相談会を開催

もしもの時･･･まずは、お電話下さい。

オクヤミ



0476-92-0983






またはフリーダイヤル
オクヤミ

⬇

0120-58-0983

（年中無休・24時間対応）

【開催日時】10月19日(日)
午前９時～午後４時
【開催店舗】
ローンセンター TEL. 0476(24)2926
酒々井支所
TEL. 043(496)0291
※金融部専用のホームページ
を開設しましたので、是非
ご覧下さい。
ホームページアドレス

http://narita-jabank.org/

JA葬祭センター
よりお迎えに上がります。

⬇

その後、通夜・ご葬儀の打ち合せ等を行い、真心
込めてお手伝いさせていただきます。
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のうきょう柳檀

照和

斉藤まさ子

川柳・俳句・短歌

酒々井町上岩橋

土井

孫達が畑の中を飛び回る
姿めずらし夏野菜

成田市宗吾

路花

寿夫

間野目伊津子

お待夜に娘孫連れ里帰り
囲む食卓新米の味

酒々井町中央台

友と行く敬老の日に誘い合い
帰りに話す楽しき思い

すみれ

秋山

桧垣

波葉

つかの間の晴れをおしんでせみの声
短かき命全うす

ペンネーム

成田市押畑

広島に涙雨降る終戦日

成田市幡谷

梅澤

敏雄

春江

あちこちで稲刈り進む長月や

酒々井町飯積

山崎

もみじ

好天を願い稲刈る日を決めし

成田市並木町

石井

ひぐらしの行く夏惜しむ房総の村

うじがみ

氏神の上にはじまる紅葉かな

成田市畑ヶ田

平岡美智子

宮本ちえ子

平成 年
応募総数

読者のおたより

82 9

月
点
20

日現在の作品

待ちに待った秋。風・雲・新米・果物・
心地よい虫の鳴き声など、一番大好き
な季節。そして「美味しいネ」って食
べられることに幸せ感で一杯です。
佐々木和子
 成田市久米

毎号、表紙の「スマイルキッズ」と
「花と遊ぶ」
を楽しみにしています。「ス
マイルキッズ」の名の通り、小さいお
子さん達の笑顔にいやされています。
中野 悦子
 成田市土室

周年記念

毎日の雲空・雨降りに花も色落ちし
て い る よ う に 思 え ま す。 オ ミ ナ エ シ、
ワレモコウ、フジバカマ、鶏頭とがん
ばって咲いている花の中に「河原ナデ
シコ」がなくなってしまったのが残念
です。コンクリートで固められたガケ
に咲くはずもなく、あのピンク色をな
つかしく思い出します。
あいみての
 ペンネーム

成田市制施行

２０１４ＮＡＲＩＴＡ花火大会開催

60

行く人も無き畦道に曼珠沙華

成田市長田

成田市松崎

直子

庄次

11

バアバ見てもみじの手の先鰯雲

石橋

村島

【日 時】 月 日 土
( )
午後７時から
※荒天時は 月 日 日( と)なります。
【場 所】成田市台方地先
Ｊ(Ａ成田市も協賛しています )


12

秋めいて花壇の中も四季彩華

かしら

成田市新妻

成田市飯仲

コスモス

肩車孫子の頭に赤トンボ

ペンネーム

ウォーキング木かげに入り秋の風

10

10

26

※読者の皆様からいただいた「おたより」は原稿をそのまま使用しております。

〔訂正とお詫び〕みのり９月号の梅澤波葉様の俳句において誤りがございましたので、下記の通り訂正させていただきます。
【誤】「美容の花」→【正】「芙蓉の花」
梅澤様、大変失礼致しました。深くお詫び申し上げます。

-PUZZLE
CROSSWORD
ドパズル〜
〜クロスワー

!!

キリ
解ければ頭がスッ

二重マスの文字をならべるとある言葉になります。ヒントをもとにチャ
レンジして下さい。全部のマスをうめればハッピーへの第一歩！

【今月のヒント】

運動会の種目になる事も
※各 コーナーのご応募は
郵便ハガキで。
宛先・宛名は〒286-0022 成
田市寺台292番地、成田市農
業協同組合広報 みのり係ま
で。10月20日消印有効。抽
選で当選者10名の方に「新
鮮な野菜」プレゼント。
【９月号の答え】

〔先月の当選者〕

フジバカマ

成田市宗吾
成田市松崎
成田市土室
成田市囲護台
酒々井町飯積
酒々井町東酒々井

土井 照和
宮本ちえ子
中野 悦子
江口喜美江
梅澤 波葉
富岡 桂子

成田市山口
成田市成毛
成田市堀之内

山田
小泉
米本

綾子
惇子
愛子

酒々井町墨

清水 啓子
（敬称略）

➡タテのカギ

➡ヨコのカギ

②ジャガイモの別名
⑤香川県とゆかりの深い麺
⑦美しくてとげのある花
⑧コスモスもアザミもこの
花の仲間
⑨この文章には10文字使わ
れています
⑪パタパタと動かす清掃道
具
⑫ 恋 愛 運、 金 運、 仕 事 運
･･････何を見てもらおう
かな
⑭洗濯がはかどる天気
⑮派手ではないのです
⑯ミレー作の名画『――拾
い』
⑰聞くと見るでは――だね

①1964年10月に開催され
た――五輪
②留守―― 寝ずの――
③レンコンの生産量が日本
一の県
④毛染めをすると目立たな
くなります
⑥フグやきのこが持ってい
ることも
⑨おでこのこと
⑩見掛けたら願い事を唱え
ると良いとか
⑪歌舞伎の舞台装置 観客
席の中を通っています
⑬ＡＭとＦＭ、どちらを聞
こうかな
⑭ブンブンブンと飛び回り
ます
⑯伯父さんや叔母さんから
見た僕のこと

※当選者への野菜は地域循環型農業を薦める生産者（かんらん車の皆様）が作っています。

14

千葉県最低賃金改正のお知らせ

公益財団法人成田市農業センター

「千葉県最低賃金」が
平成26年10月１日から時間額798円
（従来の777円から21円引上げ）
に改正されました。

千葉県内の事業所で働くすべての労働
者（パート、アルバイト等を含む。）及び、
その使用者に適用される地域別最低賃金
「千葉県最低賃金」が改正されました。
詳しくは、千葉県労働局労働基準部賃
金室（℡043-221-2328）又は最寄の労働基
準監督署へお問い合せください。
24時間テレフォンサービス℡043-221-4700
千葉労働局ホームページ
http://chiba-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp

成田警察署よりお知らせ
過激派アジト発見にご協力ください！

過激派は、単身や夫婦など善良な市民
を装い、マンションやアパートに潜んで
「テロ、ゲリラ」事件の準備をしています。
あなたの周りにこんな人、武器を製造
しているところはありませんか？
○部 屋への出入りの際、周囲を異常に気
にしている。
○こ とさらに近隣の住民と接しないよう
にしている。
○部屋の中で工具類を使う音がする。
○部屋の中から火薬・薬品類の臭いがする。
非公然アジトを発見するためには、皆
様のご理解とご協力が不可欠です。もし、
あなたの周辺で「あれ、なんか変だぞ！」
と思ったときは、迷わず110番または成田
警察署（27－0110）までご連絡下さい。

理事会だより

農地を貸したい方・借りたい方
農業センターにご相談を!!

貸し借りの仕組み
農業経営基盤強化促進法に基づく
農地所有者代理事業と
農地売買等事業の契約があります。

農地売買等事業
（転貸方式）

成田市
農業センター
農地所有者代理 （農地利用集積
事業（代理権の付与）
円滑化団体）
借り入れ

貸し付け

賃借料

賃貸
（借）
料

委任契約

貸し手

協議・調整

※ 農地所有者を代理して担い手と貸借の契約をします。
権利移動

農地の貸し手のメリット
①農地を貸しても、農地法の許可が不要です。
②手続きは農業センターが行うので、手間が
かかりません。
③期間が終了すると、農業センターが責任を
持って農地をお返しします。
(更新することもできます。)

賃 借 料

借り手

農地の借り手のメリット
①契約した期間は安心して耕作できるので、
中長期的な営農計画が立てられます。
②農業センターが事務手続きを行うので簡単
です。
③利用権の再設定により継続して借りること
もできます。

期間終了前に通知
農業センターでは、貸し借りを行なっている農地につい
て、その権利関係等に関する記録をしっかりと保管します。
また、貸し借りの期間が終了する時は、事前に貸し手、借り
手にその旨の通知がありますので、貸し借りを更新するか、
終了するか、その都度決定できます。

農地の貸し借りに関するご相談、お問い合わせは
お気軽に農業センターまでお寄せ下さい。
（公財）成田市農業センター
〒286-0844 成田市宝田912番地1 JA成田市経済センター2階
TEL 22-6581 FAX 22-6580
Eメール nougyoucenter@ar.wakwak.com
URL http://www.narita-nougyoucenter.jp/
※対象は合併前の成田市内になります。

～８月定例理事会～

【報告事項】
①７月末実績について
②余裕金運用状況について
③サマーキャンペーン2014実績報告について
④年金とくとくキャンペーンの実施について
⑤平成26年８月地区別説明会の質疑内容について
⑥金利リスク量管理の状況について
⑦第２四半期自主点検報告について
⑧その他
【協議事項】
①LPガス預かり保証金要領について
②組織規程の一部変更について

■正組合員数
■准組合員数
■出資金
■貯金残高
■貸出金残高
■長期共済保有高
■購買品供給高
■販売品取扱高


3,646人
3,838人
11億6,456万円
863億3,408万円
230億4,620万円
2,987億1,784万円
18億4,626万円
8億4,800万円
（７月末現在）

※出資金名義、組合員資格等の変更がある場合は、各
支所へご連絡ください。
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安達葊子

●ＵＲＬ／ http://www.ja-narita.or.jp
● E-mail
／ soumu01@ja-narita.or.jp
●事務局／企画管理部 総務課
●ＴＥＬ／０４７６（２２）６７１１
●ＦＡＸ／０４７６（２２）６７１８

（小菅）

秋草の中に目立ちしヒメクグや

4

写真・文

10

「 なんて可 愛 らしいのだろう。こんなに小
さ くて 丸っこくて 緑 色の穂 をつけているよ 」
腰を下ろしてよく見ると、他の草に混じって
ヒメクグが目立ちます。機械で何度刈り込ん
でも、地下茎は完全に除去されず、また生え
てきます。
和名姫莎草（ヒメクグ）は、全体に小さい
ことと、
「ク グ 」とは、カ ヤツリ グサの仲 間
の古名であることが由来です。原っぱや芝生、
畑など日当りの良い湿地に生える多年草です。
草丈は ㌢ほどで、茎は葉の間から立ち上が
り、先端に３本ほどの長い葉をやや下向きに
広げ、その中央の花茎に１㌢ほどのくす玉の
ような穂を１個つけます。茎の断面は三角形
で、葉は線形で先はとがり柔らかく光沢があ
ります。紫色がかった地下茎を掘ると、茎が
地面に沿って伸び、その節からひげ根と茎を
出し繁殖します。
千葉市の友達は、カヤツリグサの仲間のこ
と を、
「 ヒメク グ も 可 愛いけ ど、ヒンジ ガ ヤ
ツリを探しているの。花穂が３個集まり、そ
の形を漢字の『品』の字に見立てたの」と熱
く語っていました。私もヒンジガヤツリがと
ても気になり見たくなりました。



●発 行／成田市農業協同組合
〒２８６︱００２２千葉県成田市寺台２９２
●発行日／平成 年 月 日
●編 集／広報みのり編集員会
●印 刷／株式会社ライフ
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〜第一七二章〜

ヒメクグ
（カヤツリグサ科）

10

20

※遠山野草園は個人宅ですので見学希望者は事前にご連絡下さい。
総務課
0476（22）6711 審査課
人事教育課 0476（22）6711 生活課

0476（36）1541

監査課

043（496）2036

経理課

0476（22）6691 酒々井支所
043（496）0291 園芸販売課
0476（22）6716 経済センター（営農振興課） 0476（22）6717 燃料事業所
0476（22）6739 サンポップ 0476（22）6881 経済センター（購買課） 0476（20）1971 NACS美郷
0476（22）6807 公津支所 0476（26）9121 経済センター（営農渉外課） 0476（20）2521 NACS酒々井

共済査定課 0476（22）6713 八生支所
共済普及課 0476（22）6714 豊住支所

資金運用課 0476（22）6797 久住支所

金融推進課 0476（22）6715 遠山支所
融資課
0476（22）6796 中央支所

0476（22）7788
0476（22）7788

0476（26）8036 農業機械事業所（宝田） 0476（22）3815 宝田農産物直売所 0476（24）8611
0476（37）0003 農業機械事業所（十余三） 0476（36）1546 酒々井農産物直売所 043（496）1000
0476（36）1101 農業機械事業所（酒々井） 043（496）9687 ケアセンター美郷 0476（23）7711
0476（35）0511 Ａコープ成田店
0476（22）6712 加工販売課

0476（23）0091 ローンセンター
0476（36）1341

0476（24）2926

