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草加は俳句と縁の深い町。松尾芭蕉の「おく
のほそ道」の冒頭一文に「その日やうやう早
（草）加といふ宿にたどり着きにけり」と草加
が登場する。当時、草加は日光街道の第２の
宿場で、芭蕉は奥州に向かうため第一歩をし
るした地。約1.5㌔にも及ぶ松並木には、石畳
が敷かれ百代橋や矢立橋など県道をまたぐ歩
道橋も架けられ、市民の憩いの場となっている。
CONTENTS
彩時記………………❷
SPECIAL EDITION………………❹
Topics Hot Line 情報ネットワーク………………❻
あなたもチャレンジ！ 家庭菜園………………❾
税務・法律相談／健康百科………………
通信員便り………………⓬
読者のページ／文芸広場………………⓮
新鮮食材で楽しくクッキング………………⓰
私の食育日記／農業いろいろ 親子で考えよう………………⓱
パズル？ 頭の体操
（クイズ）
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春が過ぎ去るのを惜しんで鳥も魚も目に涙を浮かべているようだ。
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SPECIAL EDITION

観察方法
（6）サンプルを作る

6

タマネギの内側にある薄皮をピンセットで剥がします。
プレパラートと同じ大きさにタマネギを切ってから皮
を剥がした方が載せやすいです。プレパラートの山側
にサンプルを載せ、上からセロハンテープでしわにな
らないように貼り付けます。

灯など明るい方向にペットボトル顕微鏡を向けて、ふ
たをゆっくり締めていきます。ピントが合い、細胞や
気孔（きこう）が見えてきたら成功です。

7

（8）観察しよう2
100 ～ 200倍の倍率で観察できます。
※写真はイメージ。実際の見え方とは異なります。

8

ペットボトル顕微鏡を作ろう

ガラス玉は図のように光を集める働きがあり
ます。ガラス玉が虫眼鏡のように凸レンズの
役割を果たしています。人間の目は、
光は真っ
すぐ進むと思っているので、光がレンズで曲
がっているとは思わず、図の点線の先から来
ていると思ってしまいます。それで物が大き
く見えるのです。

身近にあるペットボトルとガラス玉を使って顕微鏡を作ろう。作り方はとっても簡単。
身の回りのミクロの世界を観察してみよう！
監修：ケニス株式会社「ケニスおもしろ科学実験ホームページ」http://www.kenis.co.jp/solution/experiment/main.html
イラスト：ゆき たけし

用意する物
• ペットボトル（色の付いていない透明な物）
• ガラス玉（直径 2㎜程度の透明な物）※ケニスオ
ンラインショップ（http://www.kenis.co.jp/onlineshop/）
。
でも入手できます（ガラスビーズ GB-2 10g）

• 画びょうまたは千枚通し
• カッターナイフ

• はさみ
• セロハンテープ
• ピンセット
• タマネギまたはオオカナダモ
（観察する試料）

注意！

（7）観察しよう1
プレパラートを、ペットボトルの口に付けます。蛍光

夏 休 み 自 由 研 究

どうして大きく
見えるの？

（4）プレパラート台を作る
ペットボトルの口から数㎝の所を切りま
す。これが顕微鏡の台になります。切り口
には安全のためセロハンテープを貼ってお
きましょう。

4

• ペットボトル顕微鏡で太陽を直
接見てはいけません。失明の危
険があります。
• 千枚通しやカッターナイフを使
うときは十分気を付けよう。
• 作り方や観察の方法が分からな
いときはおうちの人に聞こう。

作 り 方

1

（1）ふたを確認する
内側に凹凸のあるふたでは作れ
ません。内側が青色（炭酸用に
多い）やパッキンが外れるもの
なら作れます。

（3）ガラス玉を入れる

5

（5）プレパラートを作る
ペットボトルの残り部分の凸凹のない箇所を、
幅15㎜×長さ20㎜程度に切り取ります。角を切
り落として、ペットボトルの口径に合うように
調整します。これがプレパラートになります。

（2）ふたに穴を開ける
画びょうまたは千枚通しでふたの中央に内側

開けた穴の内側からガラス玉を押し込むよう

から穴を開けます。ガラス玉の大きさに合わ

に入れ、落ちないようにセロハンテープで留

せ、直径２～ 2.5㎜を目安にします。

めます。ガラス玉がうまくはまり、落ちてこ
なければセロハンテープで留める必要はあり

3

ません。あまり深く押し込むとうまく見えま

2

せん。ガラス玉が少し出ている程度で十分。

染色したタマネギの
薄皮
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Topics Hot Line

情報ネットワーク

情報ネットワーク

福祉チャリティーゴルフ大会

一丸となって女性部活動を

ＪＡさいたま共済友の会

女性部南部ブロック設立総会

共済友の会（中部）は５月16日（川越カントリー
クラブ）
、同月17日（高根カントリー倶楽部）にお
いて、
「第17回ＪＡさいたま共済友の会福祉チャリ
ティーゴルフ大会」を開催しました。両日合わせて
266人の会員が参加し、ゴルフを楽しみ親睦を深め
ました。
この大会で集まった募金は28万5500円で㈶埼玉県
農協福祉事業団に贈られました。
併せて平成28年熊本地震への募金箱には10万2976
女性部が更にパワーアップ

円の善意が集まりました。

農業技術を習得
※

農薬の正しい使用は正しい知識から

ＴＡＣアグリセミナー

地元農産物を販売

浦和レッズの農業体験教室に協力

同ブロック役員23人が出席しました。
総会では平成28年度の事業・収支予算計画書や、
役員選任について承認がされました。
就任した田中繁子南部ブロック長は「部員の方が
健康で親睦を深め、13支部が密に連絡を取り、一丸
となって活動していきたい」と今後の女性部活動に

安全・安心な農産物を消費者へ
生産履歴記帳講習会

お酢で健康管理
お酢を使った料理教室

農産物移動販売車「あゆみのＧＯ」

フレッシュミズ（中部）は５月21日、大興産業株

にぎわいをみせる「あゆみのＧＯ」

体に優しい料理

農産物移動販売車「あゆみのＧＯ」は、５月21日
と22日の両日、ＪＲ川口駅東口のキュポ・ラ広場で
開かれた「春の園芸フェスタ」に出店し、地元農産
物等の販売をしました。
この販売車は、地元野菜のＰＲと新鮮な農産物を
提供することを目的に、昨年の11月に導入されまし
た。川口・草加地区にある各支店を販売拠点とし、
川口市役所、川口市立グリーンセンター、ＪＡの各
種イベント等でも販売を行っています。
利用者からも「地元の美味しい野菜が食べられる
のはうれしい」と好評です。

植え付けの準備万端

「お酢を使った料理教室」を、与野本町コミュニティ
センターで行い、会員11人が参加しました。
会員たちはエーコープ商品のらっきょう酢や五倍
酢などを使い、黒豆ずしやきゅうりとオクラのピリ
辛和えなど計５品を協力して作りました。
会員は「お酢の話をたくさん聞けて良かった。身
北部統括部営農経済課は、５月12日から20日まで
の間、５つの会場で計６回、「生産履歴記帳講習会」
を開き、北部ブロック管内の生産者420人が参加し
ました。
全農さいたまの飯島氏を講師に招き、農薬の適正
使用をはじめ、今後取り組む生産履歴バーコード発
行制御についての説明を行いました。
ＪＡでは安全・安心な農産物を消費者に届けるた
めに、生産者へ適切な生産履歴記録帳の徹底を呼び
かけました。

7 広報さいたま

牡羊座

3.21～4.19

アグリフィールド2016

近な人にも教えてあげたい」と笑顔で話しました。

式会社推進部の片山氏を講師に招き、体にやさしい

これからの農業に向けて

※

中部統括部のＴＡＣが５月22日、さいたま市桜区
のレッズランドで開催された「アグリフィールド
2016」に指導員として協力しました。
「アグリフィールド」は、浦和レッズが2005年か
ら取り組む食農教育で、今回は208人の家族が参加
し、ＴＡＣの説明を受けた後、畑では、さつま芋（紅
あずま）の苗と里芋（見沼１号）の植え付け、水田
ではコシヒカリの田植えを体験しました。
この農業体験教室は５月から12月の約半年間にわ
たるもので、参加者たちは栽培・管理・収穫までの
農業体験ができます。

【全体運】注意力が散漫になりがち。慣れている作業でも確認を怠らないこと。気分転換する
なら、凝った手料理に挑戦を
【健康運】冷房の使い過ぎはNG。適度な体操も吉
【幸運の食べ物】モロヘイヤ

今月のあなたの運勢★７月
モナ・カサンドラ

※ＴＡＣ・地域農業の担い手に出向くＪＡ担当者

野菜作り講習

立総会を同ＪＡ鳩ヶ谷支店３階ホールで開きました。

向けて意気込みを話しました。

真剣な表情で聞く出荷者

ＪＡ直売部は５月23日から27日までの４日間、さ
いたま農林振興センター、全農、種苗会社の協力で
「平成28年度ぐるめ米ランド農業講習会」を行いま
した。
この講習会は中部統括部管内にある農産物直売所
「ぐるめ米ランド」の出荷者を対象に行われ、５会
場・８回の研修会で合計約300人が参加しました。
講習会は、①農薬適正使用について、②生産履歴
記帳用紙記入の注意点、③直売野菜の安全・安心な
栽培ポイントなどをテーマに簡単なクイズ形式やプ
ロジェクターを使って分かりやすく説明しました。

ＪＡさいたま女性部南部ブロックは５月13日、設

プレーの合間に募金に協力

ぐるめ米ランド農業講習会

北部統括部のＴ ＡＣは５月17日、「ＴＡＣアグリ
セミナー」の開講式をＪＡ大石支店で行いました。
同セミナーは、担い手や新たに農業を志す人を対
象に、農業の基礎及び実践技術の習得と向上を目的
として年間を通じて毎月１回、ＴＡＣをはじめ、さ
いたま農林振興センター、全農の職員が講師となり、
講習を行うものです。今年度は11人の受講生が講習
を受けます。
開講式後、第１回目となる露地野菜の播種・育苗
管理についての講習が行われ、受講生たちは真剣に
学びました。
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情報ネットワーク

親子で楽しく農業体験

北本トマトをＰＲ

日帰り田植えツアー

夏まきニンジン、上手な発芽と管理のポイント

北本とまと祭り

ニンジンはベータカロテンを豊富に

含み、粘膜強化や免疫力アップ、老化

防止などに役立ちます。品種改良が進

み、カロテン含量が高く、芯までよく

着色、サラダにも向くなど品質が格段

おいしさ山積み

特産品となっている「北本トマト」をＰＲしよう
と、地場物産館桜国屋で５月29日、北本市特産品推
進委員会主催による「北本とまと祭り」が開かれま
した。活気に満ちた店内では、メーンの北本トマト
など新鮮な地元農産物を買い求める多くの来店客で
にぎわいをみせました。
店頭では地元業者など21社が出店し、北本トマト
カレーなどトマトをふんだんに使った料理を販売し

20

【全体運】穏やかな気持ちで過ごせる期間です。物質的なことより、精神的な充足感を得られ
る事柄に意識を向けると幸運
【健康運】ストレス解消を心掛ければ問題なさそう
【幸運の食べ物】インゲン

ました。中でも北本ハウス園芸組合による石窯焼き
貴重な体験をする子供たち

野菜苗植え付け体験
さいたま市立蓮沼小学校

生育を見守る第一歩
※

中部統括部ＴＡＣは５月９日、さいたま市立蓮沼
小学校２年生120人を対象に「ポット苗の植え付け
教室」で講師を務めました。児童たちは、「ナス」
「ミニトマト」「ピーマン」のポット苗から好みの野
菜苗を選び、赤玉土と培養土を入れた園芸用プラン
ターに苗を移植しました。
この授業は野菜の生育を観察することに主眼が置
かれているため、児童たちは夏休み中に自宅で収穫
の体験が出来ます。授業に協力したＴＡＣの黒須重
信主任は「この経験を通して、農業や食の大切さを
知ってもらいたい」と期待します。
牡牛座

4.20～5.20

トマトピッツァは、行列ができるほどの人気でした。

210人の新旧支部長が出席
新旧支部長歓送迎会
ＪＡさいたま中部ブロックは５月24日、新旧支部
長210人の参加による歓送迎会を浦和ロイヤルパイ
ンズホテルで行いました。
ＪＡさいたま中部管内には、組合員組織として
298支部が存在し、支部長の皆様には支部活動の中
心となり支店運営にもご尽力をいただいております。
歓送迎会は、新任の支部長への歓迎と、退任する
支部長のご苦労をねぎらうために行われました。
星野組合長は開会に先立ち、「農業者の所得増大
と地域の活性化に全力を尽くす」をテーマについて
述べ、就任する支部長への期待と退任する支部長の
ご労苦に感謝の意を表しました。

※ＴＡＣ・地域農業の担い手に出向くＪＡ担当者

まき終わったら溝全面に細かく砕い

て、 乾 燥 や 降 雨 に よ る 土 の は ね 上 げ、

めに片付け、残渣（さ）を残さないよ

地面の固結を防ぎます。材料は発芽し

た完熟堆肥または切りわらで薄く覆っ

までに完熟した細かな堆肥と油かすな

日前ぐらい

ど有機質肥料、少量の化成肥料を全面

ても取り除く必要はありません。発芽

20

うきれいにし、少なくも

㎝ぐらいによく耕し込

す る ま で に 乾 燥 し た ら 灌 水 を 心 掛 け、

にまき、深さ

んでおきましょう。元肥はやや控えめ

乾き過ぎないよう注意します。

に育った頃間引きます。初期は軟弱な

㎝株間

にし、施肥の主体は盛んに育ち始めて

手順として、まき溝はくわ幅で、底

ので、ある程度密にして共育ちさせる

～

発芽ぞろいし、本葉２～３枚ぐらい

面が平らになるよう丁寧に作り、土が

ことが大切です。本葉５～６枚になっ

からにすることです。

乾いていたらジョウロで溝全面に、溝

たら第２回の間引きで、
12

に高まり、家庭菜園での魅力が増大し

度）で育つため

をはみ出さないようにたっぷり灌水

間 引 き し た 後 に す ぐ 追 肥 す る こ と。

（品種差あり）の１本立ちとします。

いたら種まきします。水が溝からはみ

雑草が大変生えやすいので遅れずに除

草することもニンジン作りの大切なポ

（ か ん す い ） し、 底 面 が 平 ら に 落 ち 着

出すと、覆土するとき土がぬれていて

困ることになります。

イントです。

※関東南部以西の平たん地を基準に記事

覆土は種子がやっと見えなくなる程

度（５～７㎜）の薄めとします。覆土

10

てきました。

～

20

これからがまきどきの夏まき作型は、

秋の適温条件（

作りやすく、中秋から冬にかけて長期

間収穫できるので、実益の上がるお薦

め野菜です。

種まきの適期は７月上旬（関東南部

以西の平たん地、暖地は中～下旬）と

なるので、発芽と初期生育は天候の難

しい時期に当たります。そのためこの

作型では発芽をそろえて、初期の生育

を順調に進めることが大きなポイント

を作成しています。
5.21～6.21

した後、くわの背で軽く鎮圧し、種子

を土になじませておきます。

9 広報さいたま

双子座

です。

畑の準備として、前作はなるべく早

イラスト：小林裕美子

18

川口市内の小学生以下の子どもと保護者を対象と
した日帰り田植えツアーを５月28日、「アグリパー
クゆめすぎと」で行い、12組40人の親子が参加しま
した。
同ツアーは、食農教育の一環として農業体験をす
ることで、農業に対する関心を深めることを目的と
して取り組み、今年で５回目を迎えます。
天候に恵まれたなか、アグリパーク職員の指導の
下に、田植えと新たまねぎの収穫体験をし、参加者
は初めての田んぼの感触に歓声を上げながら、熱心
に作業を行いました。

感謝と期待を寄せて

【全体運】人気運が高まり、みんなから頻繁に声が掛かりそう。レジャーの誘いには気軽に応
じて。趣味に励むのもグッド
【健康運】疲労回復には休息が必須。適度に休憩を
【幸運の食べ物】梅
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地主Ａが死亡すると、借りている土

地の所有権も、賃貸人の地位も、Ａの

相続人が承継します。
Ａの相続人がひとりしかいなければ、

その者に賃料を支払えばよいので問題はあり
ません。しかし、相続人が複数いると、相続
人全員が共同賃貸人となりますから、借地人
は誰に賃料を支払えばよいかが問題となりま
す。
Ａに相続が生じると、遺産分割が成立する
まではＡが有していた賃料債権は可分債権と
して、共同相続人がその法定相続分に従って

健康
百科
松島

松翠

無理なダイエットにご用心
佐久総合病院名誉院長

肥満は体に余分な脂肪が付いた状態をいうので
すが、これには、おなかの内臓周りに脂肪がたま

年９月８日判決）。

しかし、共同相続人や法定相続分などは、
る「内臓脂肪型」と、皮膚のすぐ下に脂肪がたま

取得します（最高裁平成
Ａが生れたときまで遡って戸籍謄本を請求し
る「皮下脂肪型」の二つのタイプがあります。お
ｃｍ、女

ｃｍ以上あれば内臓脂肪型肥満が疑われます。

心筋梗塞、脳梗塞、などの命に関わる病気を起こ

回以上）を増やしてゆっ
くり食べれば、食べる量は自然に減らせます。

よくかみ、かむ回数（

べる量も増えます。いつもの倍ほどの時間をかけ、

次に早食いする（食事を済ますのが早い）と食

満につながります。

積する方向に働くので、夜遅く食べることは、肥

ギーは、消費の方向に働き、夜はエネルギーを蓄

を抜かないことです。昼間に取った食事のエネル

はかえって危険です。すなわち、まず大事な朝食

という人がいますが、それがあまり極端になって

そこで肥満をなくそうと、強くダイエットする

ると共に、それまでに地代の支払期日が来て

年２月４日民事甲３５１号民事局長認

条２項）。保険金受取人の変

外 食 は 脂 質 や 塩 分 も 多 く、 濃 い 味 に な り が ち
で、野菜も不足気味です。丼物やそば類だけのメ
ニューよりも定食を選ぶこと。
痩せるためといっても、ご飯などの主食は極端
に減らさないこと。炭水化物を減らすと、体は必

条）、あ

なたが被保険者であれば、この点は問題とな

要なエネルギーをたんぱく質で代用するため、筋
肉量が減少するだけでなく、かえって太りやすく
なります。
体重はできれば毎日測りましょう。起床時より
寝る前の方が
１ｋｇくらい
は増えますが、
翌日には戻る

毎 日 測 る と、

のが普通です。
ければならず、通知をしないと変更後の受取

かが分かりま

反映している

体重に大きく

どんな食事が

なお、ＪＡ共済においても、共済金受取人

しょうから、まずは保険者に相談しましょう。

の 記 入 や、 必 要 書 類 の 提 出 を 求 め ら れ る で

いずれの場合も、保険者から所定の書類へ

人は保険金の請求をすることができません。

により受取人の変更があったことを通知しな

保険契約者の相続人が、保険者に対し、遺言

保険契約者が死亡して遺言が効力を生じた後、

の遺言によってもできます。この場合には、

なお、保険金受取人の変更は、保険契約者

ります。

保険者に対して通知する手続を取ることにな

に変更するためには、保険者の書式に従って、

従って、あなたが保険金受取人をＡからＢ

必要はありません。

りません。現在の保険金受取人の同意を得る

同意がなければ無効ですが（同法

保険金の受取人を変更するには、被保険者の

じ ま せ ん（ 同 条 ２ 項 及 び ３ 項 ）。 ま た、 死 亡

知し、通知が保険者に届かなければ効力を生

更は、保険者（保険会社や農協）に対して通

ます（保険法

までは、保険金受取人を変更することができ

保険契約者は、保険事故が発生する

るのかを定めることが必要です。

保険契約者は、誰を保険金受取人にす

保険会社と生命保険契約を結ぶ場合、

ことになります。

きた後に発生する地代は、新しい地主に払う

可）。借地人としては、新しい地主を確認で

和

して、地代を供託するのが良いでしょう（昭

相続が発生したことを理由に債権者不確知と

続人から解除される恐れがあるので、地主に

しやすいので要注意です。

内臓脂肪型肥満は、高血圧、糖尿病、脂質異常症、

性

へそ回り（腹囲）を測ってみて、男性

なければ確定できません。これは大変な作業
です。
ですから、借地人としては、地主の相続人
の１人に対して、相続登記が完了したら土地

80

しまうときは、払わないでいるとＡの共同相

の登記事項証明書を送ってくれるように求め

90

す。

7.23～8.22
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6.22～7.22

【全体運】自分に自信が持てるはず。未知の分野であっても意欲的に挑戦して。新装開店した
場所や新発売の品につきあり
【健康運】おおむね良好。スポーツに励むと楽しめます
【幸運の食べ物】アユ

蟹座

11 広報さいたま

45

30

38

佑享

長島

JAさいたま顧問弁護士

A
Q
A
の変更手続については上記と同様です。

イラスト：宮下めい子

【全体運】強引に物事を推し進めるのには不向き。周囲との調和を大切に、時にはサポートに
徹して。気晴らしには水辺へ
【健康運】リラックスして過ごしたい月。深呼吸◎
【幸運の食べ物】キュウリ

獅子座

43

地主が死亡。誰に地代を支払えば・・・
－債権者不確知で供託も
保険金受取人を変更したい
－保険会社に変更通知を

私はＡから土地を借り、建物を建てて住んでいます。先月、地主Ａが死亡し
たため、誰に地代を支払えばよいかわかりません。どのようにしたらよいでしょ
うか。
私は、自己を保険契約者兼被保険者、保険金受取人をＡとする生命保険に加
入しています。このたび、事情があり、保険金受取人をＡからＢに変更しよう
と思っています。変更することはできますか。

Q

QUESTION
税務・法律相談

通 信 員 便り

大自然の中で健康教室
大宮支店：内田通信員

女性部大宮支部は５月25日、群馬県上野村にてノ
ルディックウォーク健康教室を行いました。
参加した10人の部員は、インストラクターの指
導により、両手のポールを上手に使って歩くこと
で身体への負担を軽減し、効率の良い全身運動が
できることを教わり、上野村の大自然の中を楽し
くノルディックウォークしました。

「馬宮米部会」による田植え体験
馬宮支店：新井通信員

さいたま市西区の稲作生産者で構成する「馬宮
米部会」は６月２日、支店管内の荒川堤外ほ場で
埼玉大学教育学部付属特別支援学校６人の児童と
農業体験学習「田植え」を行いました。
児童たちは約１時間の田植えを楽しみました。

13 広報さいたま

天秤座

9.23～10.23

じゅうたん

色鮮やかなポピーの絨毯

ネクタイを使ってネックレスづくり

箕田農産物直売所：松村通信員

箕田農産物直売所は５月21日、22日の両日、こ
うのす花まつり実行委員会・鴻巣市が主催する
「ポピーまつり」に出店し、地元農産物を販売し
ました。
会場の「ポピー・ハッピースクエア」は、日本
一の栽培面積を誇り、５月中旬から赤やピンク、
オレンジの約3000万本のポピーが咲き誇ります。

与野ばらまつり

支援米の田植え

与野支店：田村通信員

与野支店は５月21日、22日の両日、与野公園で
開かれた「ばらまつり2016」に出店しました。ぐ
るめ米だんごや、味付け玉こんにゃく等を販売し、
地元ＪＡをＰＲしました。
バラ園は24のブロックに仕切られ、約170種・
約3000株のバラが色鮮やかに咲き誇り、両日で約
17万人の来場者でにぎわいました。

【全体運】できる人と比べて落ち込むなど、ネガティブになる暗示。人は人と割り切って。開
運にはクラシック音楽が最適
【健康運】食べ過ぎは厳禁。大幅な体重増の危険が
【幸運の食べ物】スズキ

伊奈バラまつり

指扇支店：片岡通信員

女性部指扇支部は５月20日、ネクタイで作る「手作り
ネックレス」手芸教室を開き、部員24人が参加しました。
使用しなくなったネクタイを使い、切ったり縫ったり
し、仕上げにウッドビーズで飾り付け、オリジナルのネッ
クレスを完成させました。参加した部員は「記念のネク
タイでリサイクルが出来、とても満足です」と笑顔で話
しました。

News from correspondent

四季彩館農産物直売所：前島通信員

四季彩館農産物直売所は５月14日から29日まで、
伊奈町制施行記念公園で開かれた「美しいバラの
町伊奈・バラまつり2016」に出店しました。
園内には、300種以上・4800株以上のバラが「今
が見頃!!」と咲き誇り、期間中には、その高貴な
香りに誘われて約３万人超の来場者が訪れました。

エアパールネックレスづくりに挑戦

植水支店：小原通信員

尾間木支店：本田通信員

植水小の５年生63人は５月20日、島根地区の水

女性部尾間木支部では５月18日、手芸教室を開

田で海外向け支援米の田植えを行いました。
同校の稲作体験授業は、総合的な学習の一環と
して1999年から続く歴史ある食農教育です。
収穫されたお米はすべて食糧難に苦しむ西アフ
リカのマリ共和国へ支援米として送られます。

乙女座

8.23～9.22

催し26人の部員がエアパールネックレスを作りま
した。
エアパールの色は３色で、軽くて丈夫、気軽に
着けられ、そして簡単に作れるという事で完成後
には追加注文の申込みが殺到し大変喜ばれました。

【全体運】知的好奇心が旺盛に。カルチャーセンターなどに足を運ぶと、うれしい発見あり。
友人との交流も活発化する予感
【健康運】まずまず。軽い運動が好運キープの鍵
【幸運の食べ物】ラッキョウ
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リ ン ゴ の ド レ ッ シ ン グ、 お い し そ う で

食べよう〟は、とても参考になりました。

利用させていただき、ぶどうの消毒剤につい
す。どの野菜に合うのかもわかりいいですね。

営農指導員の紹介のコーナー、さっそく

て、ご指導いただきました。ファックスまで

ぜひ試してみます。
さいたま市緑区大門・備藤

長谷川

初江さん

ナミ

宮沢賢治の「雨ニモ負ケズ」の詩が、いつも、

朝、起きて畑に行く前に太陽を拝すると、

戸田市笹目

庭のすみの広くない所ですが、楽しみです。

上手に育てたいと思います。

トマト作りに芽を摘心することを知り、

由紀さん

のですね。ナッツを入れるのは初めてなので、

ラッキョウ入りドレッシングは中華風がよい

賀津子さん

いただき、ありがとうございました。
草加市弁天・天野

「 健 康 百 科 」 を し っ か り 読 み、 毎 日 の 生

米子さん

活に活かして、長生きしたいと思います。
川口市西新井宿・髙津

毎 回 表 紙 の お 花、 楽 し み に し て い ま す。
その時、その時のキレイな写真でとても良い

栄子さん

です。これからもよろしくお願いします。
（楽
しみです・・・どんなお花か！）
上尾市大字壱丁目・鈴木
心の中に湧き起ってきます。
こ れ か ら 夏 で す。「 ヒ デ リ ノ ト キ ハ
ダヲナガシ」が思い浮かんでいます。これか

初めて「さいたまの冊子五月号」を川田
谷支店で見ました。新職員紹介の頁には若い
ら頑張ります。
増彦さん

和俊さん

と組合員との交流がますますさかんになりま

ＪＡの新しいスタート合併により、職員

上尾市大字上・横田

希望が感じられて、とても嬉しく思いました。
お料理も春らしく、ドレッシングを使った

八重子さん
すように。
さいたま市南区根岸・鈴木

季節のものは美味しいですね。
奈代さん

べました。本当に美味しく沢山食べました。

菜を買いに行くのがとても楽しみです。

さいたま市中央区八王子・石川

毎週の土曜日はＪＡ日進支店の新鮮な野

職員の親切で元気な接客も新鮮です。
ありがとうございます。

時々三歳の孫を預かり面倒を見ますが

すと、必ず公園に散歩に来られている八十歳

「公園へ行こう」とせがまれて連れて行きま
大宮ぐるめ米ランドは近いので利用して

～九十歳くらいのご高齢の方を見かけます。

しまいます。

笑んでおられる姿には、私まで嬉しくなって

おりましたが、直売所紹介で他のお店を訪ね

平野

どこまで足をのばしてみようか？
さいたま市西区土屋

孫の活動を中心に話が弾み、いつの間にか

昌代さん

お互いの身の上話になっていました。不思議
ですね。
草加市花栗・三田

べに花の郷若宮直売所を利用しておりま
す。自家製ドレッシング早速作ります。ラッ

季がとても好きです。
さいたま市桜区白鍬・田中

博さん

季節は確実に巡ってきます。新緑のこの時

五月下旬に庭の立葵が咲きました。

喜代さん

来は自分が選手としてやりたいのでしょうが、

光男さん

上尾市上・横山

キョウを漬けましたので試してみます。

たいと思っています。
桶川市末広

竹の子をいただき竹の子ごはんにして食

加藤

のマネージャーとして今後とも頑張って頂き

ＪＡとしても、組合員や家族、市民のため

それを支える仕事も貴重なことです。

グビーのマネージャーになったそうです。本

年からちょっとしたブームになっている、ラ

孫は今までテニスをやっていましたが、昨

私の孫も伊奈にある高校に入学しました。

Ｊ Ａ さ い た ま と 同 じ 四 月、 新 年 度 よ り、

喜美さん

孫の姿を私とともに目で追いながら、ほほ

教子さん

さん

美奈

飯島

てみたいと思いました。とても楽しみです。

さいたま市北区日進町・丸山

龍仁

さん

さいたま市見沼区小深作

タキエ

さん

矢部

野菜には爽やかさを感じ、早速作ってみまし
た。
桶川市川田谷・小髙

澄江さん

一夫さん

光代さん

初枝さん

喬さん

〝自家製ドレッシングでおいしく野菜を

水張りを 今やおそしと 蛙待つ
北本市宮内・大島

川井

出来たかな わくわくするね
さぐり掘り
草加市西町

朝練の 頬に鮮やか 初夏の風
若人達に 幸多かれと
さいたま市西区西遊馬・浪江

五月晴れ トマトの収穫
まちどうしい
さいたま市見沼区春岡・浅子

体操の 軽やかな音 五月闇
さいたま市中央区下落合・近藤

かをるさん

好き嫌い 言ってる時が 懐かしい
桶川市坂田・茂木

七十二才 見果てぬ夢か 月見草
川口市安行領家・良枝さん

15 広報さいたま

北本市荒井

剣物
さいたま市見沼区深作
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【全体運】守りより攻めの姿勢で動けば、チャンスをつかめます。思い切ってアクションを。
ネットでの情報収集も正解
10.24～11.22 【健康運】良質な睡眠を意識すると体調に好影響大
【幸運の食べ物】昆布

蠍座

【全体運】親切にされても何か裏があると思ってしまう時期。明るい雰囲気が運気上昇の呼び
水。素直さと笑顔を忘れずに
11.23～12.21 【健康運】笑いが健康の秘訣（ひけつ）。カラオケも有効です
【幸運の食べ物】車エビ

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

「昔とは違うのね」。私の子育てを見て、母がよく
口にする言葉です。食事面でも違いを感じるそうで
す。そのせいか、ママ友の間でよく聞く親とのトラ
ブルも、１歳児に甘い物をあげた、牛乳をたくさん
飲ませたなど、食に関することが多い気がします。
確かに昔は母乳をやめたら代わりに牛乳を飲ませな
さいとか、子どもはたくさん成長するから甘い物は
いいともいわれていたそうです。
しかし、人間を育てるための母乳と、牛乳では成
分が違います。牛は生まれたときには体重が50㎏以
上あり、数年で1,000㎏を超えるため、体をつくる
のに必要なたんぱく質、カルシウムが豊富です。人
間の体ももちろん成長しますが、それ以上に脳が成
長します。生まれたときには成人の25％ほどしかな
い脳は３歳までには90％ほどになるそうです。その
ため母乳には、脳を働かせる唯一のエネルギーの糖
質が多く、脳に栄養素を運ぶ鉄分も含みます。
牛乳はたんぱく質が多く、人間の赤ちゃんには消
化吸収が難しく、このたんぱく質がアレルギーを引
き起こす可能性があることも分かっています。牛乳
は母乳の代わりにはなりませんが、その後の成長に
おいては大切なカルシウム源です。一つの食材とし

食に関する
世代の違い
て１歳を過ぎてから少しずつあげて、大切な栄養源
の一つにしてほしいと思います。
この頃の子どもは急成長するため、糖質は必要で
す。しかし甘い物は急激に血糖値を上げてしまい後
が続かないことや、甘い物が癖になり、他の栄養素
が不足することも心配です。糖質はご飯などの炭水
化物から取り、ゆっくりとエネルギーに変えていく
のが良いそうです。
食に関する問題は、かわいい子ども、孫のことを
思えばこそ起き
てしまうことで
す。古くからの
良い言い伝えも
たくさんありま
す。子どもの食
事について２世
代の知識を生か
して日々工夫し、
健やかな子ども
の成長を願いた
いです。
イラスト：宮下めい子

料理研究家

カツオのソテー・
バルサミコ風味

Point Point
Point Point
うま味たっぷりのカツオをサッと焼き、フレッシュな

１食当たり
約

問題１

問題２

日本にあるきのこは何種類でしょうか。

なすにはふくまれている水分はどれくらいで
しょうか。

約500種

約30パーセント以下

約1500種

約50パーセント

約3000種

約70パーセント

約6000種

約９０パーセント以上

→答えは、Ｐ19にあります。

17 広報さいたま

水瓶座

1.20～2.18

【全体運】あれこれ考え過ぎてしまう傾向に。難しい顔では運を逃すだけ。好きな香りのハー
ブティーを飲み、心を静めて
【健康運】まめにリフレッシュを。散歩がお勧め
【幸運の食べ物】スイカ

夏ミカンなど…………………………………… １個
カブ……………………………………………… ２個
セロリ…………………………………………… １/２本
スナップエンドウ……………………………… ４本
ニンジン（小）
… ………………………………… １本
大葉……………………………………………… ４枚
ドレッシング
白ワインビネガー……………………… 大さじ１
赤梅酢…………………………………… 小さじ２
EVオリーブ油… ………………………… 小さじ１
塩……………………………………………… 適量
こしょう……………………………………… 適量

◆作り方

◆作り方

♳カツオは水気を拭き取り、1.5㎝厚さに切り、白ワイン・塩・こ
しょうを振る。
♴キウイとミニトマトは５㎜程度に切り、バルサミコ酢・レモン
汁・塩・こしょう・EVオリーブ油を合わせた中に入れる。
♵フライパンにEVオリーブ油（分量外）を少々熱し、カツオの水
気を取り両面１分弱ずつ焼く。
♶器に盛り付け♴のソースを掛けハーブを添える。

１食当たり
約

172kcal

♳夏ミカンとカブは皮をむき、セロリは筋を取り、食べ
やすい大きさに切る。
♴大葉は太千切りにする。
♵スナップエンドウは筋を取り、ニンジンは薄切りにし、
塩少々（分量外）を入れた湯でさっとゆでる。
♶♳♴♵を器に盛り付け、ドレッシングの材料をよく混
ぜ合わせ、食べる直前に掛ける。

山羊座

12.22～1.19

る、いつもと一味違うカツオ料理です。お好みでソース
にニンニクを加えても美味です。

刺し身用生カツオ…………………………… １さく
キウイ…………………………………………… １個
ミニトマト……………………………………… ４個
レモン汁…………………………………… 小さじ２
塩………………………………………………… 適量
こしょう………………………………………… 適量
白ワインか酒……………………………… 小さじ２
バルサミコ酢……………………………… 大さじ１
EVオリーブ油… …………………………… 小さじ１
ハーブ（チャイブやディル）
… ………………… 少々

夏ミカンと季節野菜のサラダ

バルサミコソースとお魚の味を引き立てるハーブを添え

127kcal

◆材料（３人分）

◆材料（２人分）

波多野充子

Point
夏ミカンや甘夏などの甘酸っぱさが、この時期にピッタリなサラ
ダです。梅酢は梅干しを作るときに自然にできるもので、
クエン酸・
リンゴ酸・ポリフェノールなどを含む便利な調味料です。

【全体運】気分が乗っているときはいいけれど、小さな出来事でつまずきやすいようです。
クヨクヨせず、素早い切り替えを
【健康運】同じ姿勢を続けず、血行促進を図って
【幸運の食べ物】ズッキーニ
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お知らせ

INFORMATION

●最近の事例
５月23日㈪午後１時頃
上越新幹線
熊谷駅～本庄早稲田駅間

あぐりフェア

て
ご家族そろっ 。
ご来場下さい

者プレゼント
来場

パックごはん
プレゼント！

つめ放題
1,000円

1回

（約300g相当つめ込めます）

●水出し試飲販売

料

●静岡茶の

無

ＡＭ11：00～15組 参加費
PM13：00～15組 無料

先着
200名様

（来場者1家族に1セット）

先着

組

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？

参加者 には

親子で参加してみませんか？

フラワーアレンジ
メント教室 30

午前10：00～午後2：00

スタンプラリー開催

花の苗

先着
（来場者1家族に1セット）200名様

7/23土

2016.

JAあぐりセンター

☎ 0120－26－0983
く

や

時

会

場

参 加 費
募集条件
申込み締切日

※数量に限りがございます。
※イラスト・写真はイメージです

平成28年８月28日㈰
午後１時00分～午後４時00分
浦和ワシントンホテル
３階プリムローズ
（さいたま市浦和区高砂２－１－19）
男性8,000円・女性4,000円
結婚相談登録者
（ＪＡさいたま管内に住所を有する方）
平成28年７月29日㈮
※お申し込み方法、その他詳しくは事務局へお問い合わせください。

東日本旅客鉄道㈱

高崎支社

１
２
４
５
７
10
11
13
14
15
16

み

婚活イベント
日

主
催
ＪＡさいたま 結婚相談員会
事務局・お問い合わせ先
ＪＡさいたま生活福祉課 ＴＥＬ：０４８－８３１－９４１６
ＦＡＸ：０４８－８３１－９２２４

理事会だより

１
３
６
８
９
12
14
16
17
18
19

火を付けて一服
ぬめりの強いきのこ
カレーに添えることもあるインドのパン
キャンドルからぽたりと垂れます
シャトルを打ち合う球技
みそ汁の具に使われる二枚貝
金時、ウズラ、手亡といえば何の豆？
考え事をする際に組む人もいます
明ければ夏本番
もう着ない服が、─の肥やしになっている
行きはよいよい、─は怖い

ヨコのカギ

さいたま市北区宮原町1ー146ー1
☎048ー660ー2661
お

タテのカギ

※数量に限りがございます。

売

過日、飛散した農業用ビニール
が新幹線や在来線の架線に付着し、
その除去のため、列車に運転休止
や遅延が発生する事象が発生して
おります。
架線にビニールが付着しますと、
列車に遅れが生じるとともに車両
故障及び設備故障となり、ご利用
のお客さまに多大なご迷惑をおか
けすることになります。また、状
況によっては損害賠償請求という
ことにもなりかねません。
つきましては、強風等の天候に
起因することと存じますが、ビ
ニールに関する管理の強化をお願
い申し上げます。

組合員ニュース

販

農業用ビニールの
飛散防止のお願い

パズル？
頭の体操

平成28年５月23日㈪ 開催

第２回 定例理事会

織り姫とひこ星が出会います
ジャズ─の演奏を聞きに行った
夕張産が有名な果物
手のひらの裏側です
平面は二次元、立体は─
カタカタと布を縫います
東京に住んでいる人のこと
─の塔は沖縄県糸満市にある慰霊塔です
親と子の顔が似る理由
島根県の県庁所在地である市
カラオケに行って楽しむもの

※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

キルティ 保冷温ランチバッグ

をプレゼント。

※色が異なる場合がございます。
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８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回通常総代会提出議案の承認について

表紙の贈り物

２．持続可能な農業・農村の実現に向けた特別決議について

問題１

３．自己改革の工程について

約6000種

４．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

6000種のうち、食用は約200種で、お店に流通
しているのは約20種です。
平成28年５月31日現在

金 ……………………
貸
出
金 ……………………
業 長期共済保有契約高 ………………
業 購買品供給高 ………………………
販売品販売高 ………………………

8,931億円
2,752億円
22,242億円
515百万円
306百万円

問題２

約90パーセント以上
なすはほとんどが水でできた野菜です。

【ガーベラ】
キク科ガーベラ属の総称で多年
草。ヨーロッパで品種改良され、
切花や鉢植用に栽培されるものが
多くあります。花期は４～９月頃、
暖地ならば４～11月頃が多いです。
切り花用として流通している品種
は2000品種以上あります。そのう
ち90％以上がオランダなど国外か
ら輸入された品種となります。
（花言葉・希望と律儀）

魚座

2.19～3.20

５月号クイズ答えと当選者
ナツミカン
川 口 市 朝 日・望 月
北本市石戸宿・林
さいたま市見沼区片柳 ・ 秋 本
川口市八幡木・矢 作
戸 田 市 笹 目・金 子
桶川市川田谷・池 田
さいたま市見沼区笹丸 ・ 浅 子
さいたま市西区指扇 ・ 大久保
上 尾 市 平 方・市 川
鴻 巣 市 宮 前・川 島

よ志子 さん
健 一 さん
美代子 さん
清 一 さん
政 夫 さん
孝 さん
美恵子 さん
千代子 さん
好 夫 さん
まさ子 さん

【個人情報の取扱い】

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】レジャー運活性化。親しい人たちと楽しい遊びのプランを立てて。クリエーティブ
な趣味を堪能するのも大賛成
【健康運】理想体形を目指す好機。順調にいく兆し
【幸運の食べ物】ニンニク
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農機センター紹介

JAさいたま 合併第1回

2016

23 土 24 日
▲

7/

会

場

（株）安行植物取引所内
〒334-0062 埼玉県川口市大字安行領家1100

23土/AM10：00～PM4：00
24日/AM10：00～PM2：00

お問い合わせ

JAさいたま
神根農機センター

℡.048-288-5400

雨天決行

トラクター
パワーショベル
耕耘機など
多数展示！

■ご案内図

営農支援課（農機業務）について
合併後、農機センターは、中部（指扇）・南部（神根）・北部（石戸）地区に設置されています。農業機械種
類には地域性があるので、それぞれ専門知識を持った職員が日々修理等に励んでおります。今後も農作業の効
率化・整備コストの低減化に取り組み、農業者の所得増大にもつながるようにつとめますので、農機センター
のご利用をお願い致します。
営農支援課 課長 大沢 保夫

指扇農機センター（中部）

住所：さいたま市西区高木377－3
ＴＥＬ：０４８－６２０－５５５１
管理機、トラクター、草刈

安行東小

安行東中

機などの修理や点検、販売

安行（東）
298

川口緑化センター

東京外

環自動
車道

安行植物取引所

他 掘り出し物
大特価!!

月22日、23日とむさしの村

草加西高

にて展示会もございます。

青果市場入口

JAさいたま
安行支店

103

をおこなっております。７

草加西高校前

道の駅
川口・あんぎょう
全農青果サービス・
川口青果事業所

お客様に合った機械をご提

328

案できればと思っておりま

安行中

すので、皆様のご来場お待
左から

2016

7/

22日23日
金

会場

上之南

むさしの村 特設会場

至館林

むさしの村

国道122号
バイパス

石戸農機センター（北部）

持田インター

真名板

住所：川口市大字神戸45－1
ＴＥＬ：０４８－２８８－５４００
初夏は、動噴など消毒用機
械 の修理や植木類の生産
者 からのチッパーや管理
機、手入れ用のバリカン、
チェーンソーなどのメンテ
ナンスを１日10件以上受付
しています。現在、７月23
日・24日に開催される中古
農機フェアに向けて品揃え
の準備をしています。

迅速解決!!

住所：北本市荒井3－86
ＴＥＬ：０４８－５９１－３４６２
機械化による作業労力軽減
や、農業機械を取扱うにあ
たり作業を安全で楽しく出

会場

来る様、ご提案させて頂い

国道125号
志多見

17

至鴻巣

ております。また、夏・冬

122

とむさしの村にて農機展示

号

全農
埼玉県本部
行田センター

富士見
工業団地

ちしております。

国道

☎048-559-0315

農機のトラブル!!

国道125号バイパス

号バイパス

JA又は全農埼玉県本部農機課

主催／埼玉県内JA・埼玉県JA農機協議会・全農埼玉県本部

21 広報さいたま

会場ご案内図

国道

お問い
合わせ

左から 村山 直子、主任・関口 英夫、
所長・井上 裕次、萩原 寛之

≫水田、麦作、畑作、園芸用各種農業機械
≫中古農業機械コーナー
≫野菜用機械コーナー
≫農作業安全対策コーナー
≫肥料農薬・園芸資材コーナー、
他

住所／埼玉県加須市志多見1700-1
TEL／0480-61-4126㈹

志靖

土

武蔵水路

出品展示機械 及び
特設コーナー

亘、所長・遠山

神根農機センター（南部）

JAグループさいたま

の

永村

至騎西

★ 駐車場は限りがあるため、乗り合わせの上、
ご来場下さい。

左から 所長・新井 伸明、
係長・髙橋 和明、主任・新井 樹理

会も行われますので、ご来
お任せください!!

場お待ちしております。
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上平営農経済センター（北部）

営農経済セ ンター紹介
鴻巣営農経済センター（北部）

住所：上尾市大字西門前579－3（上平支店に併設）
ＴＥＬ：０４８－７７１－１２０４
店舗はコンパクトですが、倉庫には収納スペースがあり、取り扱っ
ている肥料、農薬、資材の在庫は充実しています。また、店舗販売は
行っていませんが、上尾名産のキウイフルーツ生産者の「上尾キウイ
フルーツ研究会」を受け持っており、専用に低温倉庫を備えています。
担当 野本 道夫

北本営農経済センター（北部）

住所：鴻巣市寺谷473－1
ＴＥＬ：０４８－５９６－２５５２
特産品の花卉生産者の多いフラワー通りの隣接地に
位置し、敷地内には鴻巣精米プラント、鴻巣食材セン
ターがあります。また、農業用倉庫は低温倉庫となっ
ており、お米の鮮度・品質管理も行います。
所長 松本 泰宏

大石営農経済センター（北部）

住所：北本市山中1－174
ＴＥＬ：０４８－５９１－０８０８
上尾、桶川、北本管内の米麦集約作業のための大型
倉庫があります。７月下旬から９月中旬にかけて北本
梨生産組合の市場出荷のための仕分け作業を行います。
同時期に経済店舗でも梨の販売を行います。
所長 池田 浩

23 広報さいたま

編集
後記

住所：上尾市小泉748－1（大石支店に併設）
ＴＥＬ：０４８－７２６－２６２１
肥料・農薬・飼料等を取り扱い、平方・大石・大谷・川田谷・桶
川地区西側の配送業務、上尾・桶川・伊奈地区の食材手配も行います。
野菜、果樹等の害虫や病気の相談等、まごころをモットーに農作物
をおいしく作れるように努めます、お気軽にご来店お待ちしています。
所長 佐藤 幹士

梅雨の季節、幼い頃の童謡が頭に浮かびます。北原白秋の作詞「あめふり」“♪あめあめ降れ降れ……蛇の目
でお迎えうれしいな、ピッチピッチチャップチャップランランラン♪”なんとなく雨を楽しんでいるような詞
で思わず口ずさみたくなります。梅の実から落ちる雫を見るのも乙なもの。ジメジメさを忘れさせてくれます。

見沼営農経済センター（中部）

さくら営農経済センター（中部）

住所：さいたま市桜区南元宿1－20－6（土合支店に併設）
ＴＥＬ：０４８－８６２－５８３５
肥料・農薬の他、生活資材・玄米・精米・ポット花
等を扱っています。配送エリアは、土合・土合西・西
浦和・六辻・与野支店管内です。農繁期である４月・
５月・６月・９月・10月は土曜日も営業しています。
所長 中島 武志

住所：さいたま市見沼区深作1－11－4（春岡支店に併設）
ＴＥＬ：０４８－６８４－６８３４
地域の特産品や季節に合わせた商品も取り扱い、お
客様のニーズに合わせた配送や相談を行っています。
４月・５月・６月・９月・10月の農繁期は土曜日も営
業していますので、皆様のご来店をお待ちしています。
所長 土井 淳一

安行営農経済センター（南部）

草加営農経済センター（南部）

住所：草加市西町1213－3（グリーンショップ草加に併設）
ＴＥＬ：０４８－９２７－１３１３
草加バイパス沿いに位置しています。肥料・農薬・園芸
資材はもちろんのこと、直売所と併設しているので、草加
市内の新鮮な野菜も購入できます。園芸や資材の相談やア
ドバイスも行っておりますので、ご来店お待ちしています。
所長 野口 光徳

住所：川口市安行領家1920（南部統括部の敷地内）
ＴＥＬ：０４８－２９０－２２１２
当センター区域では、植木・枝物・軟化蔬菜等の生
産者が多く、その農産物用に肥料・農薬・資材や食品
等も十分備えていますので、ご来店をお待ちしていま
す。
所長 星 勝義
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資産管理部相談センターのご紹介
ＪＡさいたま資産管理部では６か所の相談センターにて組合員の資産相談業務等を行っています。組合員の
大切な財産を守るため、資産情報提供や税制改正及び相続対策等のセミナーを実施いたします。
また、定期的に顧問弁護士及び顧問税理士との相談会を行い組合員への専門的なアドバイスを行っておりま
す。是非お近くの相談センターをご活用下さい。
資産管理部 部長 牛込 智司
高崎線
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東北新幹線

桶川
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❻
宇都宮線

❷

❶大宮相談センター

❷宮原相談センター

住所：さいたま市見沼区東大宮4－21－1
ＴＥＬ：０４８－６５４－５３５５
さいたま市内、
旧大宮市（11支店）
と旧与野市（１支店）を担当地域と
し、組合員の大切な財産を守るため、
定例法律･税務相談会の実施や専門
的なセミナーの開催を行っていま
す。また、地域特性に応じた土地活
用の提案や相続対策･事業承継等の
専門的な相談活動を行っています。
大宮相談センター長 萩原 起信

住所：さいたま市北区宮原町4－102－5
ＴＥＬ：０４８－６６３－４９４３
当センターは、昭和40年代初頭か
ら、鉄道・道路網も整備されている
地域で、多くの組合員が資産管理の
必要性を深く理解しています。今後
も相談活動を中心とした土地利用の
提案・管理・賃貸物件のフォロー等
通じ、相談業務の充実を図っていき
ます。
宮原相談センター長補佐 杉浦 誠

❶

❸浦和相談センター

東大宮

宮原

16
川越線

大宮

東北道

荒

首都高速埼玉新都心線

川

浦和美園

❸

浦和

東川口

武蔵野線

武蔵浦和
南浦和

戸塚安行

外環道

17

❹

蕨

草加

❺

戸田公園
川口

住所：さいたま市緑区東浦和9－17－23
ＴＥＬ：０４８－８７５－６４５１
平成28年３月よりJAさいたま尾
間木支店の新築により設置されまし
た。旧浦和市を担当地域とし、土地
活用や、相続などに関するご相談を
丁寧にうけたまわり、確かな経験と
豊富なデーターを使って、組合員の
立場に立ったアドバイスを行ってお
ります。土地活用の相談は当セン
ターにおまかせください。
浦和相談センター長 高橋 浩之

❻上尾相談センター

❺草加相談センター

❹川口相談センター

住所：上尾市宮本町14－12
ＴＥＬ：０４８－７７１－０７９９
旧あだち野、旧鴻巣市管内が対象
です。当センターでは主に、相続の
お手伝い、シュミレーションに沿っ
た資産活用の提案、土地売買の仲介
を通年にわたり行っており、税理士、
司法書士などの専門家と共に一緒に
紐解き、サポートさせて頂いており
ま す。 ま た、 月 一 度 の 法 律 相 談 会、
税務相談会も随時実施しております。
上尾相談センター長 宮倉 利恭

住所：草加市高砂1－4－17
ＴＥＬ：０４８－９２７－６６０６
都市化の進む農業地域内の混住化によ
り農住環境の変化を強く受けた旧JAあゆ
み野管内を中心に、土地有効活用・土地
売却・戸建建築・住宅のリフォーム等、大
小に拘らず日々相談活動を、行っておりま
す。新JAさいたまの多様な取組と合わせ
てトータル的なバックアップ体制により親
切・丁寧・誠実に対応しておりますので、
お気軽にご相談頂ければと思います。
草加相談センター長 矢作 良広

住所：川口市坂下町1－9－6
ＴＥＬ：０４８－２８７－５５２２
旧JA川口市、旧JA戸田市管内を
中心に相続対策を見据えた土地活用
のご提案をしています。現在進行中
のご契約は戸建て２棟と集合住宅９
棟で、
更に増加が見込まれています。
６月中は集合住宅メーカーの現地見
学会を始め、税務法律相談会を行い
ました。
川口相談センター長 大貫 正照
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