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夏の終わり頃まで水面からプカリと浮かぶ可
憐な花を咲かせる睡蓮。この見た目にも涼し
げな水生植物と蓮の見分け方は円形の葉にあ
る。切れ込みのあるのが「睡蓮」
、水をはじ
くのが「蓮」となる。身近なウォーターガー
デンとして睡蓮鉢にメダカや金魚を放し、泳
ぎ回る様を鑑賞し、楽しむ愛好家も多く、人
気も高い。
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現代の食生活に合う内容に改訂
『日本食品標準成分表』
は、日本人の
食生活を支えている多様な食品のエ
ネルギーや栄養素量を収載した公的
データベースです。私たちが食べてい
る食品や料理や食べ方は、時代ととも
に少しずつ変化しています。見たこと
もなかったような食材が身近で手に
入るようになったり、便利な加工食品
も増えました。そこで２０１５年 月
に公表された２０１５年版ではさま
ざまな改訂を実施。現代の食生活に合
わせたものになりました。

（1）日本人の伝統的な食文化を代表する食品（刺し身、天ぷらなど）
例：
（刺し身）マダイ、
ヒラメなど、
（天ぷら）サツマイモ、
キスなど

食品のメ

（2）健康志向を反映した食品

レシピ本としての活用もできます。

が算出できます。

ルなど詳細な成分の実際に食べる量

カリウムやナトリウム、コレステロー

されています。これに当てはめれば、

を含めた調理後の成分計算法も明記

らない場合にも便利。各食材や調味料

の持病で、食事に気を付けなければな

ります。腎臓病、肝臓病、糖尿病など

当量があることも数値を見れば分か

しのもとやブイヨンに意外な食塩相

なるでしょう。何げなく使っているだ

います。何を食べるか選ぶ際の参考に

例えば肉類も部位によって数値は違

ギー量や栄養成分量が調べられます。

まず、普段よく食べる食品のエネル

があるでしょうか。

では、この成分表にはどんな利用法

レシピ本としても使える成分表

きます。

トフォンからいつでも読むことがで

２０１５年版から。パソコンやスマー

イルが見られるようになったのも

インターネット上でデータファ

と栄養価を表記しています。

ニューについて、使用する全ての材料

家庭でもよく食べられる

ケ、カレー、肉じゃが、ギョーザなど

の 章 が で き ま し た。 こ こ で は コ ロ ッ

収載食品が約 300 食品増加（1878 食品→ 2191 食品）。主な追加食品は次の通り。

類の項には、その食品がどういう原材

料配合でどうやって作られているか

（3）子どものアレルギー増加に配慮した食品
例：玄米粉、
米粉パン、
米粉麺など

（1）炭水化物を構成するでんぷん、糖類などを直接分析し、炭水化物成分表を新たに作成
（854 食品）
。

家庭でもぜひ成分表の情報を役立て

て左右されます。
賢い食生活の一助に、

家族の健康は日々の食べ物によっ

面白いものです。

び名や食べ方の違い、産地などの話も

広辞苑』ともいえます。地方による呼

全ての食品について解説された
『食の

本人の食文化の表れ。収載されている

しても楽しめます。成分表はいわば日

食材に興味のある人なら、読み物と

考案するのにも役立ちそうです。

る上、直売所向けのオリジナル商品を

ジも自在。料理のレパートリーが広が

のレシピを知れば、わが家流のアレン

作られているやり方です。これで基本

法ではなく、給食などでごく一般的に

どれも、工夫を凝らした特別な調理

す。

それぞれの材料と作り方が分かりま

載されています。
またそう菜の章でも、

わせ酢やドレッシング、たれなどが掲

ど和洋いろいろ。調味料には各種の合

んべい、ビスケット、チーズケーキな

だし巻き卵など。菓子はういろう、せ

が出ています。卵料理は、厚焼き卵や

例：五穀、発芽玄米、あまに油など
てみてはいかがでしょう。

本表 可食部100ｇ当たりの炭水化物成分表（利用可能炭水化物及び糖アルコール） 冊子

まず、収載された食品数は 年ぶり
に増え、２０００食品以上になりまし
た。食卓に定着した新顔食品を多数加
えた中、健康志向を反映したものでは
発芽玄米や五穀、あまに油、えごま油、
減塩しょうゆ・みそ、低脂肪無糖ヨー
グルトなどが登場。食品アレルギーに
対応した米粉パンや米粉麺、玄米粉も
追加されています。料理・加工を行う
ことで栄養素が変化する食品は、魚類
では皮を取った刺し身やフライ、天ぷ
らが。また肉類では豚カツや唐揚げが
収載されました。
調味料・香辛料も増えました。ポン
酢、ドレッシング、すし酢、ホワイト
ソースなど、いずれも今は、最初から

ま た、 資 料 ペ ー ジ に は「 そ う 菜 」

用で分けるきめ細かさです。

冊子

http://www.mext.go.jp/a_menu/syokuhinseibun/1365452.htm

■日本食品標準成分表2015年版（七訂）炭水化物成分表編

分値の計算方法を分かりやすく提示。※青菜の白あえ、ギョーザ、チキンカレーなど、合計41食品
第４表（基準窒素による）たんぱく質1ｇ当たりのアミノ酸成分表
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作るよりも市販品を使う家庭が多く

第３表 脂質1ｇ当たりの脂肪酸成分表

定価：1998円（税込み）
著者名：文部科学省科学技
術・学術審議会資源調査分
科会報告
出版社：全国官報販売協同
組合

別表 可食部100ｇ当たりの有機酸成分表

冊子
第１表 可食部100g当たりの脂肪酸成分表

冊子
第２表 基準窒素1ｇ当たりのアミノ酸成分表

http://www.mext.go.jp/a_menu/syokuhinseibun/1365451.htm

■日本食品標準成分表2015年版（七訂）脂肪酸成分表編

（2）家庭や給食で常用されることが多い「そう菜」※について、材料配合割合と成分量を収載し、成
第３表 アミノ酸組成によるたんぱく質1ｇ当たりのアミノ酸成分表

改訂のポイント
資料ページにある食品別留意点の章

http://www.mext.go.jp/a_menu/syokuhinseibun/1365450.htm

イラスト：ゆき たけし

の卵類、菓子類、調味料および香辛料

■日本食品標準成分表2015年版（七訂）アミノ酸成分表編

（1）成分表のデータファイルをインターネット上に公表（日本語版および英語版）。
冊子
第１表 可食部100g当たりのアミノ酸成分表

社会のニーズに対応
http://www.mext.go.jp/a_menu/syokuhinseibun/1365297.htm

分表：337 食品→1558 食品、脂肪酸成分表：1262 食品→1782 食品）。
各成分表は冊子の他、文部科学省のホームページ上でも公開されています。
各成分表の公開方法は下表の通りです。

収載食品の充実
１

収載成分の充実
２
査分科会食品成分委員会委員。

食品の栄養成分量をまとめた『日本食品標準成分表』が2015年12月、５年ぶりに大きく改訂されました。

なっていることからです。すし酢も、

学省科学技術・学術審議会資源調

改訂版 日本食品標準成分表

ちらしずし用・握りずし用・巻きずし

健康科学部栄養学科教授。文部科

３
■日本食品標準成分表2015年版（七訂）本表 冊子

例：鶏の唐揚げ、豚カツ、魚のフライ、肉・野菜などの焼き・ゆでなど
医学博士。千葉県立保健医療大学

12

（4）栄養成分表示の義務化にも対応した調理後食品
智子
監修 ： 渡邊

内容はぐんと充実。普段の食生活に役立つ情報も満載です。
15

41

毎日の暮らしに活用したい！

（2）既存のアミノ酸成分表および脂肪酸成分表についても、収載食品数を大幅に増加（アミノ酸成

各成分表に収載する各表の名称

第２表 脂肪酸総量100ｇ当たりの脂肪酸成分表（脂肪酸組成表） 冊子
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情報ネットワーク

野菜詰め放題などが大好評
四季彩館21周年記念セール（伊奈町）

情報ネットワーク

リニューアルオープン!!

支部長382人が参加

尾間木ぐるめ米ランド（さいたま市緑区）

支部長研修会

四季彩館は５月７日から２日間、
「四季彩館21周
年記念＆ＪＡ合併記念セール」を行いました。
店内では地元産の大根、カブ、玉ネギなどの旬の
新鮮野菜が山積みされ、店外の特設テントでは、ト
マト、キュウリ、ナスなどのポット苗、野菜の詰め
放題や、同直売所組合の焼きそば、女性部伊奈支部
の手作り饅頭の模擬店が好評を博しました。
また、玄米も特別価格で販売され、両日とも精米
コーナーは大変混み合いました。
孫崎先生による講演

地元農産物ににっこり

支部長研修会を、４月18日（中部ブロック）、19
日（南部ブロック）、22日（北部ブロック）の日程
で開きました。
３日間で382人の支部長が参加し、支部運営規程等
の確認を行いました。
研修終了後、東アジア共同体研究所所長の孫崎亨
先生を講師に招き『ＴＰＰ参加で日本社会はどうな
るか』～国家主権をめぐる岐路で考える～と題した
講演が行われました。
先生による専門的な目線でのＴＰＰについての講
演に、支部長の皆さんは熱心に聞き入っていました。

楽しい詰め放題に夢中

尾間木ぐるめ米ランドが５月12日、リニューアル
オープンしました。
店内にはＪＡ管内の農産物が山積みされ、店外の
特設テントでは国産野菜の詰め放題や切り花コー
ナーが人気を呼びました。
星野組合長は「消費者の食の安全・安心を求める
要望に応え、この直売所をリニューアルしました」
と式典の挨拶で、ご来場の皆様に呼びかけました。
以前からご利用のお客様は「このオープンを待ち
に待った。これからは地元の野菜が毎日買える」と
うれしそうでした。

挨拶をする星野組合長

４チームへ市産米120㌔贈呈

植木の里「川口・安行」

約70000人が来場

少年軟式野球春季大会

ＪＡ旗を渡す中村（正）専務

地域貢献活動の一環として協賛する「ＪＡさいた
ま旗争奪第11回さいたま市スポーツ少年団小学生軟
式野球春季大会」が４月23日に開幕し、５月１日に
幕を閉じました。今大会には55チーム960人の選手
が参加しました。
同大会は平成20年より協賛しており、次世代を担
う子どもたちに、スポーツを通じて健やかな成長を
促進し、地域住民とのつながりを強化することを目
的に毎年行っています。
ＪＡ旗を手にした「浦和ビッグウェイブ」を始め、
準決勝まで勝ち進んだ４チームに“さいたま市産「特
別栽培米コシヒカリ」30㌔”を贈呈しました。

7 広報さいたま

牡羊座

3.21～4.19

㈱安行植物取引所（子会社）
㈱安行植物取引所は、植木の里「川口・安行」と
して昭和48年に創設し、長きにわたり日本全国の植
木産業の礎を築いてきました。
全国でも珍しい植木の取引は「せり売り」形式で
行われ、植木卸売業者、造園業者、園芸販売店から
消費者へと渡り、大変喜ばれています。地元の安行
はもちろんですが、東北、北海道、関東各県など日
本全国からの多くの種類が数多く出荷されていて、
買受人に好評を頂いております。
管内の組合員さんにも、一般向けに植木の販売や、
植木の伐採、手入れも同取引所では行っていますの
で、是非ご利用ください。

活気あふれるせり

【全体運】フットワークが軽くなりそう。興味のあることには、意欲的にトライしてみましょ
う。旅行も大賛成！
【健康運】小まめに運動すると、体力アップ効果大
【幸運の食べ物】エダマメ

信頼されるＪＡを目指して

さいたま市アグリフェスタ2016

コンプライアンス（法令遵守）研修会

コンプライアンス研修会を４月９日から24日まで
の土日、本店他３会場で行い、全役職員約1300人
（パート等を含む）が研修を受けました。
この研修会では「ＪＡをとりまく情勢」「個人情
報の管理の徹底」「不祥事未然防止（再発防止）」な
ど、事例を交えた内容で構成され、ＪＡ事業におけ
るコンプライアンス意識の向上に向けて学びました。
ＪＡでは毎年、上期と下期の年２回の研修会を行
い、「地域並び組合員から信頼されるＪＡを目指す
にぎわうＪＡコーナー
さいたま市アグリフェスタ実行委員会は５月４日、 ために意思統一を徹底して参ります。
５日の両日、緑区の大崎公園で「さいたま市アグリ
フェスタ2016」を開催し、２日間で約70000人の来
場者で、にぎわいを見せました。
開会で同委員会の会長を務める星野組合長は「Ｊ
Ａは生産者と消費者を結ぶパイプ役として、新鮮で
安全・安心な農産物の供給を第一に取り組んで参り
ます」と話しました。
同フェスタは、生産者と消費者の交流と農業に対
する認識を深めることを目的に毎年開かれています。
ＪＡでは、地元産の農産物や夏野菜の苗を中心に販
売し、ステージでは女性部が民謡などを披露しまし
た。

今月のあなたの運勢★６月
モナ・カサンドラ

真剣に研修を受ける役職員

広報さいたま 6

Topics Hot Line
情報ネットワーク

旬の食材目白押し
べに花の郷若宮直売所（桶川市）

キュウリ作り成功のポイント
爽やかな緑と香味、心地良い歯触り
料をまき、
18

効率の良い空中散布

ずっしりと重いタケノコ

「吹上」「鴻巣」「北本」管内の小麦生産者145人の
依頼を受け、４月29日から５月１日までの３日間、
荒川河川敷に有する合計約225haのほ場で11機の無
人ヘリによる空中散布を実施しました。この空中散
布は、生産者の省力化を目的に始まり今年で13年目
になります。
広範囲の防除作業が速やかに出来るなど、管内の
作付面積の約８割から９割を受託しています。ＪＡ
では、この農薬散布作業にあたり、農薬の使用基準
を厳しくチェックし、地域住民の安全の確保に配慮
しています。

日本一早く収穫できるりんご

歩いて健康管理

わらびりんご生産管理団体

㎝の深さによく耕し

20

が欠かせません。

【全体運】新しいことを始めるのに向いています。温めていたプランを実行に移してみて。未
体験ジャンルでも成功の兆し
【健康運】オーバーワークにご用心。ほどほどが正解
【幸運の食べ物】イワシ

無人ヘリによる小麦ほ場の広域防除

え ん じ

～

込みます。生育吸収が早いので初期か

要注意。特定の株から発生しやすいの

（４）病害虫防除の薬散を適期に

が大きな魅力で、夏の食卓には欠かせ

追肥は半月に１回くらい、化成肥料

ら肥効が十分表れることが重要です。
べと病、炭そ病、アブラムシなどに

ません。長らく野菜の王座を占めてい

掛けましょう。

で、早期に発見、薬剤の早期散布を心

に追い抜かれ一般家庭の消費は低迷し

ことが大切です。

（５）草勢に応じた大きさで収穫を

と油かすを与え、肥料切れをさせない

ています。その原因としては、家庭で

（２）誘引、摘心を早めに入念に

ましたが、今ではトマトやイチゴなど

の浅漬けの減少、規格が統一されて用

流通でのこと。自家産はそれにこだわ

収穫果のサイズ１００ｇ程度は市場

づるも同様に）の摘心を行い、親づる

ら ず 大 き め（ 味 は こ れ が 一 番 ）、 草 勢

毎日見回って図のように子づる（孫

などが挙げられますが、家庭菜園であ

の支柱への縛りを遅れずに行いましょ

が衰えたら小さめ（もろきゅうとして

途がサラダに限定されてしまったこと

れば新鮮で収穫の大きさも自由に選ぶ

う。葉が込み過ぎたら、重なり葉や老

ま 物 と し て ）、 開 花 中 の 雄 花（ 料 理 の

ことができ、多彩な調理法も楽しめま

飾りとして）など、自由度の高い収穫

利 用 ）、 花 丸（ 雌 花 開 花 中 の も の、 つ

します。

サイズを楽しみましょう。

（３）マルチと灌水（かんすい）で防乾

根張りが浅く、根はもろく乾燥に弱

い一方で、葉は大きくて蒸散が盛んな

化葉、病葉を摘除し採光、通風を良く

す。

上手に育て上げ、良果をたくさん得

る成功のポイントは次の５点です。

（ １） 早 い 育 ち に 応 え ら れ る よ う に 元

肥、追肥を上手に適期に施す

ので、それに応じる水分補給と、地面

5.21～6.21

※関東南部以西の平たん地を基準に記事
を作成しています。

9 広報さいたま

双子座

日以上前に、畝全面に

蒸発防止のフィルムマルチや敷きわら

【訂正とお詫び】
５月号の本コーナーに誤りがありました。
ここに訂正しお詫び申し上げます。
本文（中段）２行目
誤：幅40㎝、深さ30㎝
正：幅30㎝、深さ40㎝
本文（中段）９行目
誤：着果ホルモン（トマトーン50倍液）
正：着果ホルモン（トマトトーン50倍液）

植え付けの

堆肥、ピートモス、有機配合、化成肥

イラスト：小林裕美子

20

べに花の郷若宮直売所では４月８日からレジ前の
陳列台にタケノコが並び始めました。
春の到来を告げる旬の食材の陳列を待ち望んだ来
店者は、うれしそうに重さを確かめながら買い物か
ごに入れていきました。
当直売所では、地元産の新鮮で美味しいタケノコ、
フキ、ウド、タラの芽と季節の食材が順次店頭に並
び、来店者の目を楽しませます。
「べに花」は、江戸の終わり頃、染料や口紅とし
て「桶川臙脂」の名で全国的に有名になった紅花に
由来しています。

約225haのほ場で

花を確認する奥田会長

わらびりんご生産管理団体は、日本で最も早く収
穫できる極早生種「わらびりんご」で町おこしをし
ようと、蕨市とタイアップして知名度を上げる取り
組みを行っています。
このりんごは、蕨市のりんご作出家・故吉澤正一
氏が20年かけて研究開発した蕨市オリジナルのりん
ごです。果汁が少なく酸味が強いのが特徴で、生食
用には不向きですが、火を通すことで甘みが増すこ
とから洋菓子や飲料の材料などの加工品に適してい
ます。
同団体の奥田光由会長は「このりんごを蕨市のシ
ンボルブランドにしたい」と抱負を話します。
牡牛座

4.20～5.20

歩け歩け運動
女性部（中部）は、４月６日から３日間、茨城県
の「偕楽園」で歩け歩け運動を行いました。合計で
バス11台、355人の部員が参加しました。
同女性部は、部員の健康管理活動の一環として、
毎年春にハイキングコースを設定し、歩け歩け運動
を行っています。
コースとなった偕楽園は、春には桜、初夏には深
紅のキリシマツツジなど四季折々の見所があります。
参加した部員は「春を全身に感じながら楽しく歩
くことができた。これを機会に日頃から歩くことを
習慣にしたい」と笑顔で話しました。

一歩一歩が健康へ

【全体運】部屋の片付けをしたり、趣味や好きなことを楽しんだり、ゆったり過ごして。じっ
くり情報を集めるのにも最適
【健康運】自然体が一番。徹夜などの無理は避けて
【幸運の食べ物】オクラ

広報さいたま 8

従前、被相続人の非嫡出子の相続分

年９

は、嫡出子の相続分の２分の１と定め

られていました。しかし、平成

年第９８４号事件決定）。

年７月当時において、立

年７月に開始した当

健康
百科
松島

松翠

歯の健康と８０２０運動
佐久総合病院名誉院長

ここに出てくる８０２０運動（はちまるにいま
るうんどう）という言葉は、わが国で展開されて

本以上の歯を常に保持していよ

いる歯の健康づくりのための運動のことで、「
歳になっても
う」ということを目標にしています。
歯が抜けてしまうのは、虫歯と歯周病が主な疾
患です。ほとんどの人が毎日歯を磨いていますが、
多くの人は虫歯になったことがあり、歯周病の疑
いがある人も約８割に上ります。これは歯磨きの
やり方が悪く、きちんと磨けていないことを示し

しました。ご質問の場合、未だ遺産分割協議

る歯垢（しこう）をしっかり取り除くことが必要

虫歯と歯周病を防ぐために、歯に付く汚れであ

ています。

中ですから、嫡出子Ｂ、Ｃと非嫡出子Ｄとの

です。そのためのポイントとしては、歯と歯茎の
間に、毛先がしっかり入るくらいの力で磨きます。

磨く力が弱過ぎると歯垢がうまく取れません。
歯周病を防ぐためには、歯と歯茎の境目を意識
して磨きます。歯と歯茎の境目は、歯垢がたまり
やすく、歯周病が起こりやすい場所です。
歯の内側も一本一本丁寧に磨きます。最も磨き
残しが多いのは歯と歯の間です。タフトブラシや
歯間ブラシも使ってみましょう。
どんなに丁寧に歯を磨いても、本当に磨けてい

になるのが歯科での定期検査です。歯科での定期

るかどうかは自分では分かりません。そこで重要

ところで、正体不明の第三者を訴訟の相手

検査では、虫歯の検査、歯周病の検査、歯石の除
去などが行われます。積極的に受診してください。
歯垢が硬くなったのが歯石で、歯磨きでは除去
できないため歯科で取り除く必要があります。
虫歯は１年
に １ ～ ２ 回、
歯周病は約３
カ月置きに定

るといいとい

期検査を受け
している者に対して質問し、文書の提出など

われています。
条の２）。

させて建物占有者を特定します（民事保全法

該建物に赴き、その場において、建物を占有

令の発令を受け、同命令に基づき執行官が当

有移転禁止の仮処分の申立をし、同仮処分命

まず、建物の占有者を不特定として不動産占

従 っ て、 こ の よ う な 場 合、 貸 主 と し て は、

とです。

調査し、その人物を特定することは困難なこ

物の占有者が誰かわからない状況下において

訟を提起することはできません。しかし、建

を特定しなければならず、特定しないまま訴

方（被告）にするには、それが誰であるのか

その効力は第三者に及ばないからです。

が必要です。Ａに対して勝訴判決を得ても、

物を占有している第三者も相手方にすること

るかについては、賃借人Ａのほか、現実に建

この場合、誰を相手方にして訴訟を提起す

現するのがよいでしょう。

基づく強制執行により、建物の明け渡しを実

物明渡訴訟を提起し、その勝訴判決に

従って、法的手続き、つまり貸主が建

立 ち 退 か せ る こ と は 困 難 な こ と で す。

話合いにより、正体不明の第三者を

遺産分割協議をすることになります。

法定相続分は等しいもの（３分の１）として、

した法律関係を覆すことはできないとも判示

本件規定の違憲無効を理由として、既に成立

者間で法律関係が確定されている事案には、

したり遺産分割調停が成立している等、関係

本件規定を前提として、遺産分割協議が成立

しました。しかし、同時に、既に相続人間で、

い、つまり、法定相続分を同じとするべきと

該事件の相続に関して本件規定を適用できな

れていたとして、平成

との法定相続分を区別する合理的根拠は失わ

法府の裁量権を考慮しても嫡出子と非嫡出子

は、遅くとも平成

続分と平等となりました。最高裁の上記決定

この結果、非嫡出子の相続分は、嫡出子の相

（最高裁大法廷平成

の下の平等に違反するとして無効としました

（以下「本件規定」といいます）は憲法の法

を嫡出子の相続分の２分の１と定めた規定

月４日、最高裁は、非嫡出子の相続分

25

そして貸主は、Ａ及び特定された占有者を
被告として建物明渡訴訟を提起し、その勝訴
判決に基づく強制執行により建物の明け渡し
を実現することになります。

7.23～8.22

11 広報さいたま

13

広報さいたま 10
6.22～7.22

【全体運】気配り上手を目指すことで、つきが巡ってくる星回り。持ち前の面倒見の良さを生
かして。鏡を磨くのも開運に
【健康運】何か運動を始めると、上達が早く刺激に
【幸運の食べ物】アンズ

蟹座

80
イラスト：宮下めい子

【全体運】人脈を広げるチャンスです。飲み会やレジャーの誘いには気軽に応じて。美術館巡
りも良い刺激に
【健康運】うっかりしがち。慎重な行動を心掛けて
【幸運の食べ物】ピーマン

獅子座

20

24
13

佑享

長島

JAさいたま顧問弁護士

A
Q
A
25

非嫡出子の相続分は？
－『嫡出子と平等』で協議を
賃貸物件に知らない人が
－まず、仮処分で人物特定

父Ａが平成15年に亡くなりました。相続人は、Ａの嫡出子Ｂ、Ｃと、Ａの非
嫡出子Ｄの３人です。遺産は総額9000万円です。もめていてまだ遺産分割が済
んでいません。この場合、Ｄの相続分は、Ｂ、Ｃと同じでしょうか。
私は３年前に建物をＡに賃貸しました。ところが１年前にＡは無断でどこか
へ転居し、現在は正体不明の第三者が住んでいます。家賃も１年以上滞納して
います。この場合、誰を相手方として明渡請求すればよいですか。

Q

QUESTION
税務・法律相談

通 信 員 便り

子どもの健やかな成長を願って

約１万株のイチリンソウ

七里支店：西牧通信員

見沼区膝子の見沼田んぼで５月５日、
「膝子こ
いのぼり祭り」が行われ、たくさんの家族連れが
訪れました。
晴天に恵まれ、シュルシュルと衣擦れの音を発
しながら悠々と泳ぐこいのぼりたちに、来場者は
見上げながら喜んでいました。

安行支店：早船通信員

赤堀用水沿斜面林・ふるさとの森では川口市指
定天然記念物イチリンソウが４月中旬から下旬に
かけて見頃を迎えました。
この指定地は県東部における数少ない自生地の
ひとつで、平日でもこの群生を見るための見物客
が後を絶たず、開花の時期にはJA窓口にガイド
ブックを片手に訪れる来店客も珍しくありません。

元気に田植え体験

祇園磐船竜神祭

さいたま農林振興センターや市などの協力を得て、
当ＪＡは児童体験農園を実施しました。
指扇小、栄和小の２校合わせて298人の児童が
始めて踏み入れる田んぼに悪戦苦闘しながらも、
楽しく田植えをしました。

13 広報さいたま

天秤座

9.23～10.23

美味しいお米に感謝状

植水支店：小原通信員

植水小の児童53人は４月19日、「支援米用のコ
シヒカリ」のもみ種まきを行い、稲作生産者・上
村さんとＪＡが協力しました。
同校では総合的な学習の一環として稲作体験を
行っており、収穫したお米は、すべて支援米とし
て西アフリカのマリ共和国に送っています。

いつまでも自分らしく

い わ ふ ね

指扇支店：金子通信員

指扇支店管内の加藤さんの田んぼで５月10日、

支援米のもみ種まき

News from correspondent

馬宮支店：新井通信員

上落合小の５年生たちは４月18日、管内の稲作
生産者団体「馬宮米部会」に「いつもおいしいお米
をありがとうございます」と毎月、給食用のお米
を納入する同部会に手描きの感謝状を贈りました。
同部会では、さいたま市内の小・中学校約40校
を対象に地元産「特別栽培米コシヒカリ」を給食
用に納入しています。

楽しく健康ライフ

三室支店：横山通信員

宮原支店：髙橋通信員

生活福祉課：齋藤通信員

緑区宮本にある武蔵国一宮氷川女体神社で５月
４日、祇園磐船竜神祭が斎行され、祝詞奉呈や四
方拝などの儀式の後、稚児らの朝日舞、巫女らの
豊栄舞や和太鼓が奉納されました。
この祭祀は、祇園祭と江戸時代の磐船祭にさい
たま市の誕生を機に始まった竜神祭が統合された
もので、毎年５月４日に斎行されます。

女性部宮原支部は４月25日、㈱学研スタディエ
介護福祉士・介護予防運動指導員の大谷氏を講師
に招き、家庭介護教室を行い32人の部員が参加し
ました。
部員たちは健康体操など楽しく講義を受け「具
体的でとても参考になりました。時間が経つのが
あっという間でした」と話していました。

ＪＡさいたま女性部（北部）とＪＡほくさいの

の り と

し

ほ う は い

【全体運】行動力がアップする時期。過去に駄目だったことへの再トライも成功率は高め。海
外に興味を持つのもラッキー
【健康運】食生活の見直しを。栄養バランスが大事
【幸運の食べ物】トマト

乙女座

8.23～9.22

両フレッシュミズは合同で４月16日、親睦と健康
増進を兼ねてノルディックウォーキング日帰り研
修を群馬県の上野村で行いました。
周辺の桜を眺めながら楽しくウォーキングを満
喫しました。

【全体運】自分の殻に閉じこもりやすくなる気配。周囲の意見に耳を傾け、柔軟性を発揮しま
しょう。読書で気分転換を
【健康運】有益な健康法を発見。元気に過ごせそう
【幸運の食べ物】ミョウガ
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お天気が良かったので、お花見に行きま

我が家にも四月に初孫が産まれました。

三四郎さん

ＪＡさいたまのように健康で大きく育ちま
すように。
戸田市早瀬・鈴木

三人いる子供のうち、一番下の二男が中

さん

君代

した。満開のさくらがとてもきれいでした。
寒くもなくて、とてもいい気持ちでした。
どのくらい歩いたかと思って万歩計を見た
ら一万歩でした。
愛子さん

任されており、入学式でスピーチを聞くこと

さいたま市桜区西堀・管沼

暖かくなると薄着になり、心も軽くなり
もでき、私自身もかなり前に同中学出身なの

学に入学しました。長女が中三で生徒会長を

ますが、雑草の伸びるのが早いことが一つの
で嬉しく思いました。
好江さん

千代子さん

合併後、初めての広報誌は印刷がカラフ

鴻巣市下忍・野本

さしい心づかいに感謝しています。

出かけると必ずお土産を届けてくれる、や

うをお土産に買ってきてくれました。

先日、孫が友達と旅行に行き、おまんじゅ

草加市西町・小川

問題です。
目に付いた所から、こまめに取るしかあり

しげ子さん

ませんね。これから草取りに行ってきます。
鴻巣市川面・松村

家庭菜園をプランター等でやりたいと思
います。
土づくり、
肥料についてや季節に合っ

美代子さん

た野菜の作り方など、ご指導いただけるとあ
りがたいです。
川口市里・島村
ル上質なものになり、とても読みやすくなっ
たと思います。

充夫さん

生活に役立つ身近な生活情報の提供を期待
しております。
川口市源左衛門新田・早船

ＪＡさいたま、大変広範囲になりました。
大きな組織になりますと、色々良い面も悪い
面も出ると考えますが、一般の人々を忘れず
に、これからの事業に取り組んで下されば嬉
しいと思います。
春子さん

。小学校の

と、うぐいすの鳴き

さいたま市桜区塚本・中村

春がやってきた！
ホーホケキョ～～

声が聞こえた。

ー
どこで鳴いているのかなあ

裏山の方で聞こえる。いつも同じ様な所で鳴
いている気がする。

永子さん

どこかのお宅で飼っているのであろうか…
さいたま市西区指扇・桑原

今回初めて広報誌を手に取り読ませて頂
きました。読みやすくて、花や木の事が書い
てあるので参考にします。
会員さんに配るので、どの様な反応がある
か見届けたいと思います。
私は早速パズルをやってみました。すぐ出

良子さん

す様に皆にも話している所です。今後とも宜
しくお願い致します。
川口市前川・千田

さいたま市北区大成町
さん

淑江

田口
さん

篤子

新生
「ＪＡさいたま」
がスタートしました。

寿子さん

文助さん

組合員はもちろん一般の方々も大いなる前
進を期待しています。
頑張って行こう
川口市新井町・大熊

女子会の 声に揺れます 藤の花
川口市上青木・依田

ごうごうと 春の嵐に
ちり行くさくら
さいたま市南区大谷口・小林ちよさん

健二さん

雨あがり だれがいちばん 竹くらべ
北本市石戸・矢部

トヨ子さん

名も知らぬ 小さき花よ 草むらに
命の限り 咲き誇るなり
川口市差間・鈴木

波子さん

フミさん

良子さん

春が来た 久かたぶりの 詰め襟よ
桶川市川田谷・中村

桜そう 色とりどりよ 満開ね
風にあおられ ひらひら泳ぐ
さいたま市見沼区山・松本

波うらら 水面を染める 花見鯛
さいたま市緑区中尾・榎本

上尾市壱丁目

堀江
さいたま市大宮区上小町

す。

ています。

ます。
川口市安行領根岸・矢作

幸子さん

清さん

和子さん

今年は、じゃが芋も一緒に掘りたいと思い

掘りました。まだ覚えているようです。

二才になった孫は、去年さつま芋を一緒に

くなりました。

暖かくなり、じゃが芋の芽もだいぶ大き

北本市中丸・沼田

どのような編集をされるのか今後も注目し

した。

ＪＡさいたま合併号を心待ちにしていま

川口市久左衛門新田・畠山

ては楽しみの一つです。ありがとうございま

その他、参考になることが多く、私にとっ

これからも宜しくお願い致します。

らやっており、いつも楽しみにしております。

特に「パズル？頭の体操」家族で考えなが

ます。

毎号楽しみにしながら読ませて頂いており

のお兄さんありがとうございます。

いつも担当で来てくれている農協の職員

横溝
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【全体運】物事を悪い方に考えてしまいがち。意識的にプラス思考を心掛けて。ヒーリング音
楽を聴くとリラックス効果大
10.24～11.22 【健康運】疲労をため込まないよう、休息が必須
【幸運の食べ物】サンショウ

15 広報さいたま

”

‼

蠍座

【全体運】コロコロ意見を変え、印象ダウンを招きやすいかも。気まぐれな言動は厳禁です。
運気回復には花を飾るのが◎
11.23～12.21 【健康運】不規則な生活リズムを改善すれば、好転
【幸運の食べ物】サクランボ

射手座

“

読者のページ
文芸広場

私の食育日記
タレント・食生活アドバイザー

岡村

麻純

私の息子は間もなく２歳になります。この時期に
なると、食べられる物も増え、どこまで大人と同じ
食事にするかとても悩むころです。
子どもの乳歯が生えそろうのは３歳前後、生えそ
ろってもまだ、咀嚼（そしゃく）能力は未熟です。
乳歯は永久歯に比べて虫歯になりやすいため、歯に
負担になるほどの硬い物は避け、味付けは薄めにし、
極端に甘い物は控えて虫歯予防に配慮した、幼児に
合わせた食事が必要です。
そしてこのころはまだ、消化吸収機能も未熟です。
その上、幼児自身が体調や食欲に合わせて適切な食
品を選んで食べる量を調節する、ということはでき
ません。私の周りでも子どもの食べ過ぎが原因で吐
き戻しや、おなかを壊してしまったという話をよく
聞きます。このころは、周りの大人が発育に合った
食品を選び、食事の量も調節していかなければなら
ないようです。とはいうものの、わが子も同じ年齢
での目安量をはるかに超えた量を食べています。そ
のことで心配した時期もありましたが、この時期は
子どもによって体の大きさも、運動量も大きな差が
あります。その子に合った食事量を日々の食事の中
でつかんでいくことも大切なようです。

幼児期の食事
２歳ごろは好き嫌いや食べむらが出始める時期で
もあります。そんなとき、無理に食べさせようとす
るとより好き嫌いが増えてしまうこともあります。
食べないときは短時間で食事を終わらせて、次の食
事のときにその分食べることができるようにすると
よいようです。その間おなかがすいたからとお菓子
をだらだらとあげるのではなく、次の食事の時間を
早めるなど、できるだけ食習慣は乱さない心掛けも
必要です。
１歳過ぎからの幼児期は食事の習慣、マナーを学
ぶ上でもとても
大切な時期です。
忙しい毎日でも、
１日１回は家族
と一緒に食事を
し、体の成長だ
けでなく、心の
成長も食事から
学んでいってほ
しいと思います。
イラスト：宮下めい子

料理研究家

ペンネアラビアータ
・アスパラ風味

Point Point
Point Point
アラビアータとは、トマトソースに赤唐辛子の辛味を

１食当たり
約

♳ニンニクは芯を除き粗みじん切り、赤唐辛子は種を除き細切り、
グリーンアスパラガスは根元の堅い部分の皮をむき３～４等分
にする。種なしのブラックオリーブを輪切りにする。
♴フライパンにトマトを手でつぶしながら入れ、ニンニク、赤唐
辛子、EVオリーブ油大さじ１を加え中火で煮る。グツグツし始
めたらオリーブを加えて弱火で煮る。甘味が出てきたら、塩少々
とグリーンアスパラガスを加え火が通ったらソースは完成。煮
詰まり過ぎた場合は、ペンネのゆで汁を加える。
♵♴と同時に、たっぷりのお湯に塩を入れ表記の時間でペンネを
ゆでる。
♶ゆで上がったペンネを♴に入れて手早くソースとあえ、EVオ
リーブ油大さじ１を絡めて火を止め、熱々をいただく。

ニンニク………………………………………… １片
赤唐辛子………………………………………… １本
グリーンアスパラガス…………………… ３～４本
ブラックオリーブ……………………………… ６粒
EVオリーブ油… …………………………… 大さじ２
塩………………………………………………… 適量

問題１

問題２

縄文時代から栽培されている作物は何でしょ
う。

ブロッコリーのつぼみの数は何個でしょう。

トマト

約５百個

トウモロコシ

約５千個

サトイモ

約３万個

サツマイモ

約５万個

→答えは、Ｐ19にあります。
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水瓶座

1.20～2.18

【全体運】気の合う仲間たちとにぎやかに過ごすのに良い期間。レジャーを満喫することで、
自然と運も上向くはず
【健康運】笑いのある生活がストレス解消の秘訣（ひけつ）に
【幸運の食べ物】アナゴ

あまり火を通さず12～13分で出来上がるのもうれしいパ

◆作り方

トマト水煮缶…………………………………… １個

タイの切り身………………………………… ２切れ
アサリ…………………………………………… ６粒
セロリ…………………………………………… １/２本
ピーマン………………………………………… ２個
エリンギ………………………………………… １本
ミニトマト……………………………………… ６個
ケーパー…………………………………… 小さじ１
レモン…………………………………………… １/２個
白ワイン…………………………………… 大さじ４
EVオリーブ油… …………………………… 大さじ２
塩・こしょう…………………………………… 適量

酸味と唐辛子の辛味がおいしさの秘訣（ひけつ）なので、
スタ。アスパラガスの色と香りもお楽しみください。

ペンネ…………………………………………… 160g

野菜とタイの紙包み焼き

利かせたソースで、語源は「怒りん坊」とか。トマトの

485kcal

◆材料（２人分）

◆材料（２人分）

波多野充子

１食当たり
約

276kcal

◆作り方
♳タ イは塩、ワイン少々を振っておく。アサリは砂出し後、
よく洗っておく。
♴セロリは筋を除き、大きめのざく切り。ピーマンは縦４等
分。エリンギは薄切り。ミニトマトは半分に切る。
♵30㎝×40㎝のオーブンペーパーの中央より手前にタイを置
き、その上に♴の野菜とアサリを載せる。
♶塩、こしょう、ケーパー、白ワイン大さじ２、EVオリー
ブ油大さじ１を加える。
♷ペーパーを向こうから手前に折り、２枚を合わせて数度
しっかりと折り、左右も折り込みながら密封する。
♸オーブンを220度に温め、♷を入れ10～12分ほど焼く。
♹器に載せてペーパーを開き、レモンを搾っていただく。

山羊座

12.22～1.19

Point
オーブンペーパーでうま味や香りを閉じ込め、開けた瞬間に広が
る香りも絶品な一皿です。中は密封されるのでお魚はふんわり軟ら
かに仕上がります。鍋いらずで後片付けも楽ちんなクイック料理。
おいしいスープもパンなどに付けて忘れずにお召し上がりください。

【全体運】心理的に不安定になりやすい月。不平不満や愚痴が増え、運を落とす結果に。笑顔
キープが好運の鍵になります
【健康運】ストレッチを習慣にすると体調に好影響
【幸運の食べ物】シソ
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お知らせ

INFORMATION

熊本地震支援募金
のお願い
1.取り組みの趣旨
平成28年４月に発生した熊
本県熊本地方を震源とした巨
大地震により、熊本県を中心
として、多くの人命が奪われ、
また家屋の倒壊や路面の陥没
をはじめ、農業関連等にも大
きな被害が発生しました。余
震も続いており、土砂災害な
どさらなる被害が生じること
も懸念されております。
そこで、全国農業協同組合
中央会では、
「平成28年熊本地
震ＪＡグループ支援募金」を
全国のＪＡ窓口に募金箱を設
置することに決定を致しまし
た。

夏休みこども村開催のご案内
ＪＡさいたまでは、豊かな自然環境を有する県内外の農村地域にお
いて、親元を離れ、農業収穫体験や野外の集団行動など体験を通じて、
こころの成長や農業・食に対する理解を促進し、次世代を担う子ど
もたちに対する地域が一体となったＪＡ食農教育活動の広がりをめ
ざすため「夏休みこども村」を実施しています。

パズル？
頭の体操
二重マスの文字をA～Ｅの順に並べてできる
言葉は何でしょうか？

実施期日／平成28年７月27日㈬～７月29日㈮
実施場所／埼玉県秩父郡
旅行代金／子供お一人様29,700円（税込）
申込金／5,000円（旅行代金に充当します）

１
２
３
４
５
７
９
11
13
15
17
19
21

募集人員／先着120名（最小催行人員40名）
締め切り／平成28年６月24日㈮
添乗員／全行程同行します
お問い合わせ／ＪＡさいたま

生活福祉課
ＴＥＬ：０４８－８３１－９４１６

皆様のご協力を
お願い致します。

風呂場の中の体を沈める所。浴槽ともいいます
東大寺の大仏の頭には492個あったといわれています
仏壇の前で鳴らします
グリーンピースは青─のこと
ランキングのトップ
釣り糸の途中に付けます
左右反対に映ります
真実ではありません
甲羅があり、キュウリが好きな妖怪
キャベツの名産地、嬬恋─
ジャムの瓶の─が固くて開かない
塗り物に塗ってある物
田んぼでゲコゲコ鳴きます

テッポウ、クルマ、ヤマといえば何の花？
分数の棒の上部に書きます
1467年に起きた応仁の─
車は車道、人はここを通ります
自宅から職場へ向かうこと
スクリーンが複数ある所もあります
雑巾やモップで掃除します
飛行機が離着陸する施設。エアポート
植物が作る甘い液
韓国の首都
アイスクリームや果物を盛り付けて作るデザート
１年で一番昼が長い日
漬物や酒を詰めます

※今回応募ハガキはP16となります。

応募者の中から10名様に

真空二重カップ

をプレゼント。

イラストはイメージです

理事会だより

１
３
６
７
８
10
12
14
16
18
20
22
23

ヨコのカギ

対象／小学４～６年生（保護者は同行出来ません）

当ＪＡさいたまも窓口に募
金箱を設置しております。

タテのカギ

平成28年４月25日㈪ 開催

第１回 定例理事会

答えは添付の応募ハガキ
または官製ハガキに、①
住 所・ 氏 名・ 性 別・ 年
齢・職業、②クイズの答
え、③広報誌に対するご
意見・身近なエピソード
等を明記の上、お送り下
さい。宛先は添付応募ハ
ガキ参照のこと。〆切は７月９日当日消印有効。

ＪＡさいたまでは、組合員皆様と一緒に、よ
り良い広報誌を創っていきたいと考えておりま
す。
添付のハガキ、または電話・ＦＡＸなど何で
も結構ですので、情報をお寄せください。
ＴＥＬ 048（666）1252
ＦＡＸ 048（653）1866
○読者の便り
Ｊ Ａ と 本 誌 へ の ご 意 見・ ご 希 望・ ご 感 想 な
ど。短歌・俳句・川柳・イラストや楽しい話題、
ちょっと良い話など、何でもお待ちしております。

１．第16回通常総代会の開催について
２．第16回通常総代会提出議案について
３．平成28年度コンプライアンスプログラムの設定について
４．平成28年度個人情報保護計画の設定について
５．その他

DATA（JAさいたま実績）
信

用

事

共
経

済
済

事
事
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業 貯

表紙の贈り物
問題１

サトイモ

立てばシャクヤク、座ればボタ
ンと言われるように、美しく豪華

サトイモの原産地は東南アジアで、稲よりも早
く伝わったと言われています。

でエレガントな花を咲かせるシャ

問題２

がよく張れるように10号（直径30

平成28年４月30日現在

金 ……………………
8,949億円
貸
出
金 ……………………
2,764億円
業 長期共済保有契約高 ……………… 22,211億円
業 購買品供給高 ……………………… 215百万円
販売品販売高 ………………………… 76百万円

【シャクヤク・コーラルチャーム】

約３万個
つぼみの数は大きさや品種によって多少前後し
ますが、３万個くらいのつぼみをつけます。

クヤク。鉢植えで楽しむ場合は根
㎝）以上の大鉢に植え込んで育て
（花言葉・はにかみ）

2.19～3.20

サクラソウ
さいたま市緑区代山 ・ 藤
戸田市美女木・秋
草 加 市 花 栗・三
上 尾 市 平 塚・関
川 口 市 伊 刈・沢
北 本 市 朝 日・加
北足立郡伊奈町栄 ・ 前
川 口 市 芝・森
北 本 市 荒 井・深
鴻巣市原馬室・原

本
元
田
根
田
藤
田
井

昌 美 さん
陽 子 さん
昌 代 さん
恵美子 さん
敏 一 さん
薫 さん
富美子 さん
和 子 さん
松 江 さん
よし子 さん

【個人情報の取扱い】

てください。

魚座

４月号クイズ答えと当選者

ご応募いただいたハガキの内容につきましては、
「読者のお便り掲載コーナー」
「当選の発表、発送」
以外には使用いたしません。

【全体運】ささいなことでいらいら気味。周囲の欠点に目が行きやすいので、長所を見るよう
にして。気晴らしには料理が吉
【健康運】スポーツを楽しむことで体の調子アップ
【幸運の食べ物】シシトウ
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大宮緑花木センタ－（中部）

グリーンショップ草加（南部）

紹介

住所：さいたま市北区見沼３－22
ＴＥＬ：０４８－６５２－０５５０
約9000㎡ある同センター敷地内は、植木生産者ごとに区画がわかれ、来
場者は自分の気に入った植木を持ち帰るセルフ方式で運営しています。

住所：桶川市坂田964
ＴＥＬ：０４８－７２８－８４３１
地元の農家で丹精込めて作った色鮮やかな野菜と、お米「コシヒカリ」と「彩の
かがやき」がお勧めです。ぜひ、新鮮で安全・安心な農産物を味わってみて下さい。

Ｖｏｌ.2
住所：草加市西町1213－３
ＴＥＬ：０４８－９２７－１３１３
草加市内でとれた安全・安心の新鮮野菜をはじめ、お米や
お酒、多くの花類・寄植などを販売しています。

農産物直売所北本駅前店（北部）
地場物産館桜国屋（北部）

住所：北本市深井７－265－４
ＴＥＬ：０４８－５４４－５３２１
地産地消を目的としてつくられた直売所です。北本市産を中心とした新鮮
な野菜類のほかに、地元ブランドにこだわった食品も多数取り揃えています。

21 広報さいたま

直売所

べに花の郷加納直売所（北部）

尾間木ぐるめ米ランド（中部）
与野ぐるめ米ランド（中部）

住所：北本市北本１－90
ＴＥＬ：０４８－５９１－１７６４
地場産の旬な野菜を数多く取り揃えています。お勤め帰りの方にも人気
があり、夕方も活気に満ちています。どうぞお気軽にお立ち寄り下さい。

住所：さいたま市中央区鈴谷４－12－８
ＴＥＬ：０４８－８５５－１６４１
ＪＲ埼京線「南与野駅」から徒歩11分に位置しています。店内では、地元生
産者が安全・安心を第一に栽培した新鮮な野菜・お米などを販売しています。

住所：さいたま市緑区東浦和９－５－12
ＴＥＬ：０４８－８７３－２００６
５月にリニューアルオープンしました。地元の生産者が栽
培した安全・安心の野菜を中心に販売しています。
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差間支店（南部）

住所：川口市大字差間318－1
ＴＥＬ：０４８－２９６－５５１１

谷塚支店（南部）

加納支店（北部）

住所：草加市金明町371
ＴＥＬ：０４８－９３６－６０１１

桶川支店（北部）

住所：桶川市大字坂田965
ＴＥＬ：０４８－７２８－１２６５

中丸支店（北部）

住所：桶川市下日出谷西2－18－4
ＴＥＬ：０４８－７８７－１１７４

石戸支店（北部）

住所：北本市北本1－90
ＴＥＬ：０４８－５９１－１７０８
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Ｖｏｌ.3

新田支店（南部）

住所：草加市谷塚町757
ＴＥＬ：０４８－９２５－２１４１

編集
後記

支店 紹介

住所：北本市本町7－66
ＴＥＬ：０４８－５９１－３１６１

草加支店（南部）

住所：草加市高砂１－４－17
ＴＥＬ：０４８－９２４－２１１５

伊奈支店（北部）

住所：北足立郡伊奈町大字小室9487－1
ＴＥＬ：０４８－７２１－２９５３

川田谷支店（北部）

住所：桶川市大字川田谷2887
ＴＥＬ：０４８－７８７－１３３３

５月８日(日)は母の日でした。これから紫陽花の季節。花言葉は辛抱強い愛情で、
子を想う母の気持ちそのもの。赤ちゃんを抱いて過ごす毎日は、女性の辛抱強さの
表れ、そして家族の結びつきをふと見つめなおす良い季節かと思います。

植水支店（中部）

住所：さいたま市西区大字中野林200－1
ＴＥＬ：０４８－６２４－４０２８

春岡支店（中部）

住所：さいたま市見沼区深作1－11－4
ＴＥＬ：０４８－６８４－６８３５

八幡木支店（南部）

住所：川口市八幡木2－8－25
ＴＥＬ：０４８－２８６－０３０１

馬宮支店（中部）

住所：さいたま市西区大字西遊馬231－1
ＴＥＬ：０４８－６２４－３０２９

七里支店（中部）

住所：さいたま市見沼区大字東門前379－3
ＴＥＬ：０４８－６８３－６４１０

鳩ヶ谷南支店（南部）

住所：川口市南鳩ヶ谷6－5－8
ＴＥＬ：０４８－２８１－０９２３

宮原支店（中部）

住所：さいたま市北区宮原町4－102－5
ＴＥＬ：０４８－６６３－４９４１

指扇支店（中部）

住所：さいたま市西区大字高木451－3
ＴＥＬ：０４８－６２４－１９３７

片柳支店（中部）

住所：さいたま市見沼区大字御蔵1541－3
ＴＥＬ：０４８－６８３－３００３

与野支店（中部）

住所：さいたま市中央区本町東2－12－6
ＴＥＬ：０４８－８５２－４４４９
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タ

ッ

ク

ＴＡＣのご紹介
Team for Agricultural Coordination

ＪＡさいたまでは、
「ＴＡＣ（地域農業の担い手に出向くＪＡ担当者）
」を設置し農業への要望・
意見を聞くとともに、担い手農家の所得向上等を目的に取り組んでいます。新しい取り組みで
もあり、組合員皆様のご支援をいただきながら、努力してまいります。

ろ
す

こ

持続可能な将来の農業の発展と積
極的な担い手の方々に全力でサ
ポートできるTACを目指します。

ら
ね
ひ ろ あ き

宏明
い
だ
や す た か

康隆

北部統括部営農経済課 係長

と

戸 井田

み つ は る

光晴

さいたま

北部統括部営農経済課 課長補佐

し

担い手農家の所得向上、
地域農業の発展に向けて
取り組んで参ります。

北部統括部営農経済課 主任

さ か ま き

坂巻

まこと

慎

や

顔の見える安全・安心な農産物の作付支
援、問題解決等、これからの農業へ結び
付けを強化していける窓口に努めます。

発行所／さいたま農業協同組合
〒337−0051 さいたま市見沼区東大宮４−21−１ ☎048−666−1251㈹
編 集／総務部企画広報課 発行者／代表理事組合長 ●星野勝太郎
ホームページ／http://www.ja-saitama.or.jp/
メールアドレス／saitama001@st-ja.or.jp
※広報誌に掲載の個人情報に関するお問い合わせには一切応じられません

白根

た か ゆ き

隆幸

米麦・施設園芸・果樹・露地
野菜など、多種多様な営農に
対応できるように頑張ります。

北部統括部営農経済課 主任

な り づ か

成塚

く

信頼向上に身を委ね、地
域農業に貢献できるよ
う、日々努力を重ねます。

担い手からの意見や要望等につ
いて、迅速な回答や対応をし、
信頼されるＴＡＣを目指します。

北部統括部営農経済課 係長

く に し ま

國嶋

の り と も

典友

北部統括部営農経済課 係長

み や く ら

宮倉

組合員の農家所得向上と地域農業に
沿った営農指導を心掛け、皆様のお役
にたてるＴＡＣ活動に邁進いたします。

主任

お

し げ の ぶ

重信

な

奈緒子

組合員さんと一緒に問題解決して
いき、信頼を得られるようなTAC
を目指し、日々努力して参ります。

中部統括部営農経済課

く

い

ひ さ は る

久晴

た

卓也

北部統括部営農経済課

お お つ か

大塚

今年度からＴＡＣになりました。組
合員の皆様から頼られる存在にな
れるよう精進させていただきます。

黒須

ら

ま

と し ひ ろ

敏弘

北部統括部営農経済課 係長

は ら

原

地域農業、担い手の農業者
に対して貢献し、農家所得
向上・営農指導に努めます。

中部統括部営農経済課

ひ

平井

じ

中部統括部営農経済課

た

田島

せ い い ち

誠一

中部統括部営農経済課

い ま に し

今西

６月上旬、特栽米の約700ヵ所の現地確
認をいたします。水稲生産者の28年産
米の良い結果になるよう願っています。

組合員とＪＡの架け橋となり、生産者と
の出会いと絆を大切にし、地域農業の発
展に貢献できるよう取り組んでいきます。

JAさいたま
ホームページ

