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ＪＡさいたまの自己改革

第11回

作業部会（分科会）を発足

組織基盤強化プロジェクトチーム「ＪＡＮＰ」では、更なる組織基盤・アクティブ

メンバーシップ強化に向けて３つの作業部会（分科会）を発足いたしました。
各分科会で協議を行い、効果的な具体策を提案して参ります。

准組合員向け広報誌作成部会
管内の農業、農家、ＪＡの取り組みに対して理解促進をはかり、准

組合員としての意識を高めてもらうことを目的とした広報誌を作成し、
准組合員に向けて様々な情報を発信して参ります。
現在、部会メンバーが知恵を絞り出し、12月中の発行を目指し協議

しております。
金利表示ディスプレー活用検討部会
各支店の店内に設置してある金利表示ディスプレーを活用し、来店

者に向けて様々なＪＡ事業等の紹介を行い、更にＪＡへ興味を持って

撮影場所：川口市安行・㈱安行植物取引所

彩時記
さい

じ

き

紅葉（もみじ）
枯れてゆく

寒さに愁い

決意する

落ちても負けず

色鮮やかに

草木や花が枯れてゆき、冷たい風が愁いを助長させる。
その中で、
落ち葉になろうとも秋を彩るため、
紅く燃える健気な姿が、
人々を勇気づけ、感傷的になりやすい季節に覇気を与えてくれている
様だ。

いただきたいと考えております。
ＳＮＳ活用検討部会
ＪＡでは７月よりユーチューブ公式チャンネルを開設し、動画配信

を行っておりますが、更なる広範囲での効果的な広報手段としてＳＮ
Ｓ（インスタグラム、フェイスブック等）を活用した情報発信を検討
しております。
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管内のイベント情報

⓬ 第45回あげお産業祭
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首都高速埼玉新都心線

川

⓫

11月３日㈯ 午前９時～午後３時
環境整備センター南側（さいたま市見沼区大谷483－１）

三室ふれあいまつり
11月３日㈯ 午前９時～午後３時
三室小学校（さいたま市緑区三室1994）

❸

浦和美園

浦和

11
武蔵野線

東川口

12

南浦和

戸塚安行

外環道

17
 草加市農業祭



蕨
⓴

⓱

❹


戸田公園
川口

13

❺

草加

14

17
18
19

11月３日㈯・４日㈰ 午前10時～午後４時
川口市営植物取引センター 川口緑花センター
川口市安行領家1100

20

草加ふささら祭り

21

11月３日㈯・４日㈰ 午前９時～午後５時
草加松原遊歩道周辺（草加市栄町１丁目）

北本まつり「産業まつり」
11月４日㈰ 午前９時30分～午後２時30分
北本市役所駐車場（北本市本町１－111）
11月５日㈪・12月５日㈬ 午後１時30分～
本店（さいたま市見沼区東大宮４－21－１）
お問い合わせ先：大宮相談センター ℡048－654－5355

第16回西区ふれあいまつり
11月10日㈯ 午前９時30分～午後３時
三橋総合公園（さいたま市西区三橋５－190）

見沼区ふれあいフェア
11月10日㈯ 午前９時30分～午後３時30分
堀崎公園 見沼区役所（さいたま市見沼区堀崎町12－36）

農産物朝市
11月11日㈰・25日㈰ 午前10時～午前11時30分
本店（さいたま市見沼区東大宮４－21－１）

中央区区民まつり

武蔵浦和

11月10日㈯ 午前10時～午後４時
11月11日㈰ 午前10時～午後３時
中央区役所周辺（さいたま市中央区下落合５－７－10）

22
23
24
25
26
27
28

第45回あげお産業祭
11月10日㈯・11日㈰ 午前10時～午後３時30分
上尾市民体育館・ゆりが丘公園（上尾市向山４－３－10）

29

鴻巣市産業祭
11月10日㈯・11日㈰ 午前９時30分～午後３時30分
鴻巣市立総合体育館（鴻巣市鴻巣864－１）

30

伊奈町総合文化祭
11月10日㈯・11日㈰ 午前９時～午後４時
伊奈支店とその周辺（伊奈町大字小室9487－１）

31

定例法律相談会（上尾）※要予約
15

16
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大谷コスモスまつり

定例法律相談会（本店）※要予約

⓲





５

東北新幹線

桶川

⓰



 平成30年度戸田収穫祭

11月３日㈯ 午前９時～午後３時
桶川小学校（桶川市西１－４－27）

緑と大地の豊年まつり

北本

圏央道

桶川市民祭り

11月12日㈪・12月12日㈬ 午後１時30分～
上尾支店（上尾市宮本町14－12）
お問い合わせ先：上尾相談センター ℡048－771－0799

桶川地区農業祭
11月17日㈯ 午前９時～午後３時
桶川支店（桶川市下日出谷西２－18－４）

32

神根支店豊年まつり
11月17日㈯ 午前９時～午後２時
神根支店（川口市大字神戸45－１）

忠次公レキシまつり
11月17日㈯ 午前10時～午後３時
丸山地区頭殿権現社周辺（伊奈町小室191）

さいたま市農業祭
11月17日㈯・18日㈰ 午前９時～午後３時
市民の森（見沼グリーンセンター）（さいたま市北区見沼２－94）

蕨市園芸品評会・農産物即売会
11月23日㈮ 午前９時～午後０時30分
蕨市中央公民館（集会室）
（蕨市中央４－21－29）

大谷支店ふれあい祭り
11月23日㈮ 午前９時～午後３時
大谷支店（上尾市大字大谷本郷982）

街グル in 草加
11月25日㈰ 午前10時～午後３時
草加小学校（草加市住吉１－11－64）

平方支店ふれあい祭り
12月１日㈯ 午前９時～午後３時
平方支店（上尾市大字平方1677－１）

指扇支店感謝セール
12月１日㈯ 午前９時～午後２時
指扇支店（さいたま市西区西大宮２－13－６）

上尾支店ふれあい祭り
12月１日㈯ 午前10時～午後３時
上尾支店（上尾市宮本町14－12）

平成30年度戸田収穫祭
12月１日㈯ 午前９時45分～午後２時
戸田市役所南側駐車場（戸田市上戸田１－18－１）

あゆみ野農協安行園芸センターまつり
12月１日㈯・２日㈰ 午前９時～午後５時
あゆみ野農協安行園芸センター（川口市安行1159－２）

大石支店ふれあい祭り
12月８日㈯ 午前９時～午後３時
大石支店（上尾市小泉９－28－９）

馬宮支店感謝セール
12月８日㈯ 午前９時～午後１時
馬宮支店（さいたま市西区大字西遊馬231－１）

草加市農業祭
12月９日㈰ 午前10時～
草加市民体育館（草加市松江１丁目１－８）

植水支店感謝セール
12月15日㈯ 午前９時～午後１時
植水支店（さいたま市西区大字中野林200－１）

第55回鳩ヶ谷地区農業祭
12月15日㈯ 午前10時～正午
鳩ヶ谷支店（川口市坂下町１－９－６）

※天候その他の都合により開催日・時間が変更
になる場合がありますので、ご了承ください。
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Topics Hot Line

情報ネットワーク

髙﨑定一さんが１等
米（コシヒカリ）共進会
さいたま市農業祭実行委員会は10月２日、米（コシヒ
カリ）共進会をＪＡ分館で開きました。市内生産者から
17点が出品され、桜区の髙﨑定一さんが１等を受賞しま
した。
審査長を務めた、さいたま農林振興センターの新井良
彦部長は「今年は高温障害による乳白米が見られたが、
ほとんど僅差の中での審査だった。結果を基に更なる品
質の向上に向けて取り組んでもらいたい」と講評しました。
その他の受賞者は次の通り。
▽２等＝浪江勝次さん（西区）▽３等＝森康彦さん（西
区）、相川久利さん（西区）、神田修一さん（西区）

情報ネットワーク

秋の味覚「新米」をＰＲ
新米まつり

おいしい地元の新米をどうぞ（地場物産館桜国屋）

ＪＡさいたま各直売所では、新米の入荷に合わせ
て新米まつりを開きました。
期間中は、玄米１㎏あたり50円引きで販売し、店
頭では新米のおにぎりを無料で配布して新米のおい
しさをＰＲしました。おにぎりを食べた来店者は「新
米でしか味わえない甘みがあっておいしい」と５㎏、
10㎏と新米を購入していました。
ＪＡ各直売所には精米機があり、好みに合わせた
今ずり米を販売しております。地元のおいしい新米
をぜひご賞味ください。皆様のご来店お待ちしてお
ります。

審査員による厳正な審査

全役職員が研修を受ける
コンプライアンス研修会

新鮮地元農産物を販売
第11回川口ツーデーマーチ
ＪＡさいたまは９月22日から２日間にかけて開催
された「第11回川口ツーデーマーチ」に農産物移動
販売車で出店しました。
川口ツーデーマーチは、川口の魅力ある街並みや
隠れた名所などを再発見するとともに、自分の心や
体の健康づくり、多くの歩く仲間とのふれあいや親
睦を深める場となっています。
毎年出店しているＪＡでは、拠点の戸塚中台公
園でコマツナやネギなど新鮮な地元農産物を販売。
ウォーキングを終えた多くの参加者が買い求めてい
ました。

真剣に研修を受ける職員

コンプライアンス研修会を10月６日から27日まで
の土曜日、
本店を含む３会場で行い、全役職員（パー
トを含む）約1300人が研修を受けました。
今回は埼玉県信連から講師を迎え、信用事業にか
かわるコンプライアンスについて、事例をもとに講
演と映像で、不祥事の原因、結末と説明を受け、起
こさない為の心構えを学びました。
ＪＡ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更に信頼されるＪＡ」を目指
すために意思統一を徹底してまいります。
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牡羊座

3.21～4.19

新鮮な地元野菜を買い求める来場者

【全体運】考え方が後ろ向きになりやすい期間かも。意識的に笑顔を心掛けましょう。また、
感謝できることを探すと開運に
【健康運】良好。運動で体を動かすと、なおグッド
【幸運の食べ物】カボチャ

約20000本の植木がせりにかけられる

山崎Ｃ・神山タッチ会が優勝

第27回秋の植木大せり市

第３回中部ブロック・ゲートボール大会

ＪＡさいたまの子会社㈱安行植物取引所は10月２
日、「第27回秋の植木大せり市」を川口市営植物取
引センターで開催しました。
地元の安行をはじめ、東北、北海道、関東各県な
ど日本全国から集められた黒松、ソヨゴ、ヒメシャ
ラ、かんきつ類、モミジなど約20000本の様々な植
木類がせりにかけられ、秋田県から茨城県にかけて
集まった買受人たちによってせり落とされました。
山崎Ｃチーム（三室）
「大せり市」は年３回行われ、約300年の歴史を誇
ＪＡさいたま中部
る植木の里川口・安行のシンボル的なイベントの１
ブロックは10月１日
つとなっています。
（浦和ブロック・大
間木公園）、９日（大
宮ブロック・吉野町
公園）の２日間、
「第
３回中部ブロック・
ゲートボール大会」
を行い、計19チーム
が出場しました。
神山タッチ会チーム（宮原）
日頃の練習の成果
とチームワークの良さを発揮し、浦和ブロックは山
崎Ｃ（三室）、大宮ブロックは神山タッチ会（宮原）
が見事優勝をしました。
活気あるせり

農業資材を視察

七里Ａチームが優勝

ＪＡさいたま中部ブロック青年部

女性部グラウンド・ゴルフ大会
女性部は10月３日、大宮けんぽグラウンドで「Ｊ
Ａさいたま女性部グラウンド・ゴルフ大会」を開き
ました。部員同士の親睦を目的に行われた大会には、
44チームが参加し、応援を含める236人が熱戦を繰
り広げました。
優勝は、七里Ａチームが157点というスコアでか
ざり、個人の部では七里Ａチームの成田つや子さん
が36点で優勝しました。また、全体で34人がホール
インワンを記録しました。
優勝した七里Ａチームは、11月27日にＪＡ埼玉県
女性組織協議会が主催する県大会へ出場します。

未来の農業を担う青年部員たち

ＪＡさいたま中部ブロック青年部は10月10日、幕
張メッセで開かれた「農業ワールド2018」を視察し
ました。部員16人が参加し、ＪＡ職員が同行しました。
このイベントは海外企業を含む620社が出展する
アジア最大級の農業展で、同青年部では農業資材の
視察を目的に毎年行っています。
参加した部員は「毎日の農作業では、入手できな
い最新の情報を取得できる貴重な研修で毎年楽しみ
にしている。メーカーに直接意見したり、資材の特
徴を聞くことができた。ここで交換した情報を持ち
帰り、活用していきたい」と話します。

今月のあなたの運勢★11月
モナ・カサンドラ

優勝した七里Ａチーム
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営農情報
さいたま農林振興センター農業支援部

電話

０４８（８２２）１００７

平成31年産小麦「さとのそら」の栽培管理について

サトイモの収穫と上手な貯蔵のコツ
サトイモの主成分はでんぷん類、こ

のでんぷんは加熱すると糊化し、消化
まいます。

貯蔵した場合の故障芋が多くなってし

が多くなります。

から傷み始めるので、貯蔵中の故障株

収穫するに先立って、図のようにあ

蔵穴を設けます。そして掘り起こした

吸収しやすくなります。カリウムは芋

鎌で刈り取っておきます。芋や根は強

株を丁寧に運び、地上部の切り口を下

らかじめ葉身を地上５～６㎝の高さで、

大に太っているので、株の側方に大き

方に向けて丁寧に積み重ね詰め込みま

類の中では最も多く、高血圧予防に効

タンパク質、ビタミンＢ群、Ｃなど

くくわを打ち込んで、子芋や孫芋を外

す。反対に詰めると子芋が離れやすく、

果的です。

を 多 く 含 み、 栄 養 価 が 高 い の が 特 徴、

さないよう注意して、株全体を丁寧に

貯蔵穴を全部詰め終わったならその

し か も 食 物 繊 維 も 豊 富 で 水 分 に 富 み、

上に麦わら、稲わら（カヤが得られれ

傷口から腐敗する芋が多くなります。

すぐに利用する場合は、その場で全

掘り上げます。

ての子芋、孫芋、ひ孫芋を親芋から取

ば最高）などで覆い、５～６㎝覆土し

意外に低カロリー、体重が気になる方

秋になって盛んに育ち、芋が肥大し

り外します。多数の株を効率よく取り

ておきます。さらに厳寒期に入った頃

にもお勧めです。

たサトイモは、晩秋に入ると育ちが止

外すには、外側の外れやすい子芋を取

大きなビール瓶などで横から強く打つ

まり、収穫期を迎えます。

始め、葉が少し垂れ気味になった頃で

と、案外傷つかずによく外れ落ちます。

に

す。サトイモは寒さに弱く、１～２回

貯蔵する場合には、子芋、孫芋など

り 除 き、 残 っ た 株 を 手 で 持 ち 上 げ て、

霜を受けただけで葉は容易に枯れてし

を外さないよう、特に注意して取り扱

収穫適期の目安は、葉の緑が黄化し

まいますが、この頃が収穫の限界です。

１ 排水対策
排水不良による湿害は、発芽不良など収量・品質低下の大きな要因です。
ほ場周囲や、ほ場内の５～10ｍ間隔の溝の設置、弾丸暗渠などにより外部に排水できるような対策が重要です。
２ は種時期・播種量
良い小麦づくりは良い種から始まります。種子は必ず更新して、種子消毒を行いましょう。
播種適期は11月10日～25日ですので励行しましょう。
「さとのそら」は播種が遅れるほど収量が低下する傾向
があります。
は種量はドリル播きで６～８kg/10aを基準にします。もし、天候不順等により播種作業が遅れた場合は、播
種量をやや多めにして、茎立ち数の確保に心がけましょう。
３ 施肥体系
「さとのそら」は、後まさり型なので追肥をしっかりと施します。基肥は窒素成分で８kg/10a（例：けやき化
成（14-14-14）なら60kg/10a程度）
、追肥は窒素成分で３kg/10aを基準にします。
追肥時期は茎立ち直前の３月上旬が目安です。
また、一発肥料を用いる場合、窒素成分で10～13kg/10aを基準にします。
なお、砂質土壌や地力の無いほ場では、倒伏を招かないような範囲で施肥量を調整しましょう。
４ 麦踏み
重要な作業です。本葉が３枚以上展開したら、年内に１回、追肥までに２回を目標に行いましょう。
５ 雑草防除
播種後の土壌処理剤散布を基本に適期に散布しましょう。
なお、前年の小麦栽培期間中にカラス麦の多発したほ場は、一年休耕して深耕や非選択性除草剤でのカラス麦
の密度を減らすなどの対策も考慮しましょう。

いましょう。外れてしまうとその傷口

平成31年産も基本技術の励行で収量品質の良い小麦栽培を心がけましょう。

掘り遅れると品質を損ねるだけでなく、

昨年の小麦栽培は秋口からの台風の影響で、ほ場の乾燥が進まず播種作業が遅れ気味となりました。
また、11月から２月上旬まで低温が続き、播種作業の遅延に加え低温が重なり初期の生育が抑制され、茎の本
数が平年に比べ減少しました。
２月中旬以降は高温・多照になり、遅れていた生育が回復傾向になりました。
春以降も引き続き高温となり平年並みの出穂時期となりました。
しかし、初期の生育遅延の影響で、平年よりも稈長はやや低く、穂数は少ない傾向になりました。
そのため収量は平年に比べやや低い傾向になりました。

表１ 小麦の土壌処理剤

は種後出芽前（雑草発生前）
は種後～麦３葉期（雑草発生前～イネ科雑草１葉期まで）

１回
２回以内

６

表２ ヤギシロトビムシの防除
農薬名

希釈倍率・使用量

使用方法

使用時期

使用回数

キヒゲンR ‐ ２フロアブル

乾燥種子１kg当たり原液20ml

塗沫処理

は種前

１回

アドマイヤー水和剤

種子重量の0.15%

種子粉衣

は種前

１回

サンケイバッサ粉剤30DL

種子重量の３%

種子粉衣

は種前

１回

9 広報さいたま

双子座

5.21～6.21

【全体運】うわさに興味を持つのは避けた方が無難です。それより、自分が好きなことに意識
を向け、それを満喫するのが正解
【健康運】楽しく体を動かせば体調アップの呼び水に
【幸運の食べ物】エノキタケ

イラスト：小林裕美子

牡牛座

4.20～5.20

【全体運】あれこれ余計なことまで気にして動けなくなり、つきを逃しがち。開き直りの気持
ちを大切に。花を飾るのも吉
【健康運】ストレスを感じそう。スポーツで発散を
【幸運の食べ物】ヒラメ

40
50

60

㎝ぐらいの貯

小麦のシロトビムシ類（ヤギシロトビムシ）
ヤギシロトビムシは、夏は土中の深い位置で休眠していますが、気温が15℃になる10月中旬ごろから地表近く
に移動し、小麦の発芽直後の芽や根を食害して発芽不良を招きます。
被害の発生を確認してから使用できる薬剤が無いため、常発地や前年に発生の見られたほ場では、は種前の種
子に薬剤を使用して防除しましょう。

15

㎝、深さ

は種後出芽前（雑草発生前）

～

60～80ml
200～300ml

10

㎝の覆土を追加して寒さから

リベレーターフロアブル
トレファノサイド乳剤

１回

貯蔵する場所は排水の良い畑を選ん

200～250ml

で、幅

ガレース乳剤

使用回数
２回以内

～

は種後～麦２葉期（雑草発生前～発生始期）

守ります。

使用時期

400～500ml

※関東南部以西の平たん地を基準に記事

使用量/10a

を作成しています。

農薬名
ボクサー
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他人の農地を自分の農地と思って長

年耕作を続けた場合、耕作していた部

分を時効取得することは可能です。
時効取得の要件は、占有者が所有の

意思をもって、平穏かつ公然と占有を継続す
ることであり、そして、占有のはじめに善意
年間、それ以外のとき

年間占有を継続すれば、その土地の所有

かつ無過失であれば
は
権を時効取得することができます（民法１６
２条）。
従って、Ａは、自分の土地と思って占有を
開 始 し た 時 か ら、 必 要 な 期 間、 耕 作 を 続 け、

健康
百科
松翠

人に１人は緑内

松島

緑内障を早く見つける
佐久総合病院名誉院長

歳以上の人の約

障があるとされており、中途失明の原因の第１位

日本では、

有権を時効取得することは可能です。そして、
を占めています。失明を防ぐためにも、緑内障を

その間に所有者Ｂから権利主張がなければ所
時効取得は売買のようにＡから所有権移転を
できるだけ早く発見して、適切な治療を受けるこ

すが、最近では、眼圧が高くないにもかかわらず、

圧迫して視野欠損や視力障害を起こす病気なので

緑内障とは、眼圧が上昇し、そのため視神経を

とが大切です。

受けるのではなく、所有権を原始取得します
ので（民法１４４条）、農地法の許可等を得
る必要はありません。
ただ、耕作していたのはＢの農地の一部で
とになります。そうすると、一筆全てを耕作
典型的な緑内障を起こす人が多いということが分

すから、この一部のみをＡは時効取得したこ
していた場合は、一筆全てをＡ名義に時効取
かってきました。これを正常眼圧緑内障と呼んで

いうと、はっきりした原因は分かっていませんが、

どうして眼圧が正常でも緑内障にかかるのかと

います。

得を原因として所有権移転登記せよとＢに求
めることができますが、一筆の一部ですと、
Ａはまず、その部分を確定し、その確定した
土地について所有権移転登記を求める判決を

高齢になるほど増えてくることから、年を取って

得て、その上で、Ａがその判決を代位原因証
書としてＢの土地の分筆登記をしてから、所

視細胞が弱くなり、壊れやすくなっていることが

査 を 受 け て、

回は眼科で検

たら、年に１

検査や視野の検査が必要になります。

年ほど

歳を過ぎ

そのためには眼圧検査だけでは不十分で、眼底

い止めることが必要です。

状が出る前に早く見つけて、進行をできるだけ食

障害は良くなりませんので、視力障害など自覚症

たってからです。緑内障では、いったん起こった

なってからで、視神経が障害されて５～

自 覚 症 状 が 現 れ て く る の は、 緑 内 障 の 中 期 に

内障になっている心配があります。

ます。そのため、かなりの人が知らないうちに緑

は、症状がほとんどないまま、ゆっくりと進行し

約７割を占めているといわれますが、最初のうち

わが国では、正常眼圧緑内障が、緑内障全体の

考えられます。

有権移転登記をすることが必要となります。

生命共済契約（生命保険契約も同じ

です）において、共済金受取人が共済

契約者兼被共済者と異なる場合、当該

共済金受取人は、第三者のためにする
条）。

生命共済契約の効果として、当然に共済金請
求権を取得します（保険法

そして、共済契約者兼被共済者の法定相続
人が共済金受取人に指定されている場合には、
その共済金請求権は、第三者のためにする生
命共済契約の効果として、契約の効力発生（死
亡）と同時に、当該相続人が固有の権利とし
て取得します。すなわち、当該相続人は、被
相続人である共済契約者兼被共済者の財産を
承継的に取得するわけではないので、共済金
の相続財産には属しません
の死亡により１千

年２月２日判決）。

請求権は亡父
（最判昭和

従って、あなたは、父

万円の死亡共済金請求権を取得しますが、こ
の共済金請求権は、あなたの固有の権利であ

緑内障がある

り、相続財産には含まれないため、あなたが
相続放棄をしても、死亡共済金請求権を失う

かどうか調べ

えるでしょう。

望ましいとい

てもらうのが

ことはありませんのでこれを請求することが
できます。
なお、共済金受取人が共同相続人中の一人
である場合、当該相続人の取得した死亡共済
金が他の相続人との関係で特別受益の持戻し
の対象になるかがよく問題となりますが、原
則として持戻しの対象となることはありませ

7.23～8.22
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6.22～7.22

【全体運】クリエーティブな能力が開花しやすい月。絵を描くなど、やってみたいことに注目
を。お芝居を見に行くのも◎
【健康運】運動不足になりがち。小まめに動くこと
【幸運の食べ物】野沢菜

蟹座

【全体運】思い込みが激しくなりそう。人の話を早のみ込みしないよう、ご用心。気分リフ
レッシュには手作りにトライを
【健康運】上質な睡眠を目指して。心身とも元気に
【幸運の食べ物】ゴボウ

獅子座

40

20

佑享

長島

JAさいたま顧問弁護士

A
Q
A
ん。

イラスト：宮下めい子

A

10

40

42

A

40

耕作している農地の時効取得は
－善意かつ無過失なら10年間
亡父が子を受取人とした死亡共済金と相続放棄
－放棄しても請求権は失わず

私Ａは、Ｂの所有する農地の一部を自分の農地と思って長年にわたり耕作し
ていました。このたび、測量調査をしたところ、耕作していた部分がＢの農地
の一部であることがわかりました。Ａはその部分を時効取得できますか。
父Aは、自己を共済契約者兼被共済者、長女C（私）を共済金受取人とする
生命共済（死亡共済金１千万円）に加入していますが、１ヵ月前に亡くなりま
した。相続人は兄Bと私Cの２人で、遺産は自宅や預貯金等です。私が相続放
棄をした場合、私は死亡共済金の請求ができなくなりますか。

Q

QUESTION
税務・法律相談

それまで稲作中心の農業経営だった青木さんのお宅に、父の誉豊さんが
酪農を導入したのは昭和42年頃でした。規模は肉牛と乳牛を合わせて15頭
の飼育から始まりました。
就農当時(昭和54年)には各農家が酪農や果樹、野菜の栽培に取り組みを
専門に始め、酪農家も市内に60戸ありましたが、現在は９戸となりました。

たか とよ

上尾市上野

はやし

か

ず

林 一雄

真っ白なキャンバスから
平方支店管内

さん

お

は 時 間 を か け ら れ る 分、 対 象 と

りをする油絵。作品の完成までに

くことができ、色を何度も重ね塗

になって描いている」と話す林さ

せ、時が経つのを忘れるほど夢中

「絵を描く時はいつも感性に任

と話します。

るので、とても勉強になっている」

じっくり向き合い、色々と思いを
ん。今まで教えてくれた先生には

風景画から人物画まで何でも描

巡らせる楽しさがあります。

工芸科に入学しました。油絵・水

の国いきがい大学伊奈学園の美術
つぶし、木枠に張ったキャンバス

でも反省の連続で、講評後は塗り

ら れ た こ と も あ り ま し た。「 そ れ

「個性的で不思議な絵だ」と誉め

彩画・陶芸・木彫などを２年間学
の布を張り替えることが多い。張

年前に退職し、彩

んだ後、油絵を趣味として続ける
り替える技術も伸びていった」と

林さんは約

ことにしました。

この会では、毎月テーマが決め

軽に楽しめる」と笑顔で話します。

仲間同士が集まっているので、気

絵 を 描 い て い ま す。「 同 じ 趣 味 の

１回、県民活動総合センターで油

油絵を始めたことで広がった交友

な生きがいにつながっている」と

ケーションの場を作ることが大き

趣味を通じて他の人とのコミュニ

を作るのが難しくなっているので、

「 こ の 年 に な る と、 新 し い 仲 間

話します。

ら れ、 ８ 月 は「 台 所 用 品 」、 ９ 月

関 係 に 喜 び を 感 じ て い ま す。「 県

現在は、火陽会の会員として週

は「野菜」、 月は「おもちゃ」と、
このテーマに沿ったものを会員が
きるような

展（埼玉県美術展覧会）に出品で
号サイズの大きな絵

自 由 に 選 ん で 描 い て い ま す。「 先
ら描くといいのか、線がずれてい

生による講評もあり、どの方向か

に筆を入れます。

向けて思いを巡らせ、キャンバス

を描いてみたい」と、夢の実現に

しました。現在の酪農規模は乳牛

頭、

め、鶴ヶ島市の農業経営大学校へ進学

酪農中心になる」と酪農技術を学ぶた

青木さんは「これからの農業経営は

るところなどを丁寧に教えてくれ

50

す」と目を細めます。

と過ごす時間に大変幸せを感じていま

現 在 の 楽 し み に つ い て は、「 ３ 人 の 孫

く毎日がドラマチックだ」と胸を張り、

事、水道工事など自分ですることが多

的 に 経 営 が 出 来 る 」「 助 産 師、 電 気 工

す。 青 木 夫 妻 は、「 年 間 を 通 し て 計 画

験から発電機を完備しているそうで

来ない深刻な経験となり現在はその経

東日本大震災による停電は搾乳が出

乳へと続きます。

時からの牛舎清掃から始まり給餌、搾

くない。掃除は大切なこと」と午前５

と同じで牛も汚い茶碗でご飯は食べた

笑います。青木さんたちの朝は「人間

ｔダンプも乗りこなす」と楽しそうに

かったからここまで来れた。今では２

だった奥さんは「農家の仕事を知らな

参加で知り合いました。丸の内のＯＬ

年海外派遣（ドイツ・フランス）への

青木さんと奥さんの明美さんは、青

ス）の栽培は６・５町に拡大しました。

を出荷し、牧草（イタリアンライグラ

育成牛６頭で、年間約１６０ｔの牛乳

20
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8.23～9.22

25

10

油絵が生きがいになっている林さん
一枚一枚丁寧に仕上げていく

趣味

孝一さん

き
お
あ

【全体運】人脈のネットワークを広げる好機。飲み会などの誘いには気軽にOKを。初対面の
相手でも気さくに話し掛けて
【健康運】健康術に凝り過ぎ。ほどほどがベストです
【幸運の食べ物】ミカン
9.23～10.23

こ う い ち

青木
桶川市上日出谷
桶川支店管内

乙女座

【全体運】頼まれ事など、まずは必要な作業から手を付けましょう。その後、プライベートの
充実を図ると喜びが倍増
【健康運】快適に過ごせます。アクティブに行動を
【幸運の食べ物】レンコン

天秤座

13 広報さいたま

自家栽培の牧草
いつも清潔な牛舎

を持とう

毎日がドラマチック!!

夫婦で取り組む酪農業

通 信 員 便り
鴻

巣

市

秋晴れの下で稲刈りを楽しむ

吹上支店：菊池通信員

当支店管内の鴻巣市立大芦小学校の５年生が、
大芦小ファンクラブ（稲作生産者）の指導で、も
ち米の稲刈りをしました。
収穫したもち米は、天日による自然乾燥をさせ、
同校が11月に開催する「大芦まつり」でお餅や赤
飯、もち米として販売されます。

鴻

巣

市

四尺玉２年連続で成功

箕田支店：大塚通信員

鴻巣市商工会青年部が主催する「第17回こうの
す花火大会」が10月13日、管内の糠田運動場で開
かれました。
ギネス世界記録に認定された世界最大となる四
尺玉の打ち上げに２年連続で成功し、約２万発の
花火が秋の夜空を彩り、多くの見物客を魅了しま
した。

15 広報さいたま

さいたま市

稲刈りに馬宮米部会が協力

馬宮支店：石川通信員

当支店管内の稲作生産者で構成する「馬宮米部
会」は９月19日、埼玉大学教育学部付属特別支援
学校の生徒６人による農業体験学習「稲刈り」に
協力をしました。
稲刈りを終えた生徒たちは「とても楽しかった。
ありがとう」と元気な声で部会員たちにお礼を述
べました。

さいたま市

防犯訓練を実施

春岡支店：上原通信員

当支店は10月15日、埼玉県大宮東警察署の協力
により防犯訓練を行い、職員一人ひとりが真剣に
取り組みました。
警察署担当者からは「現場確保、的確な犯人像
の報告がスムーズだった」と講評を受けました。
今後も防犯意識を高く持ち、お客様が安心して
ご利用していただけるよう努めて参ります。

【全体運】サービス精神を見せることで、周囲と円満な関係を築ける時期。縁の下の力持ち的
役割も快く果たし、人気者に
11.23～12.21 【健康運】耳寄りな健康情報をゲット。試してみて
【幸運の食べ物】ユリ根

射手座

上

尾

市

キウイフルーツ豊作

さいたま市

祝 1 0 0 歳 ! !

大谷支店：布上通信員

当支店管内の松本弘明さんのお宅では、今年も
キウイフルーツが豊作となり、圃場には丸々と大
きくなった沢山の実が収穫を今か今かと待ちわび
ています。
上尾市はキウイフルーツが特産品となっており、
県内でも１位の作付面積を誇る産地です。

さいたま市

おにぎりと豚汁を振る舞う

植水支店：片岡通信員

当支店では９月26日、植水小学校５年生が取り
組む海外向け支援米の収穫祭を行いました。
同小学校では総合的な学習の一環として、稲作
体験を行っています。当日は悪天候により、稲刈
りは中止になりましたが、女性部植水支部の握っ
たおにぎりと豚汁が振る舞われ、児童たちは「お
いしい」と何度もおかわりをしていました。

News from correspondent

西浦和支店：田口通信員

当支店管内の秋元ふささんは100歳を迎えるに
あたり、安倍晋三首相より、お祝い状と記念品（銀
杯）が贈呈されました。
秋元さんは「日常、人を大事に思い、ストレス
を溜めないように過ごしてきた。こうして100歳
を迎え、家族や周りの皆さんに支えられて最高に
幸せ」と笑顔で話します。

川

口

市

エコクラフト講習会

神根支店：福島通信員

女性部神根支部は10月５日、ペーパーバンドを
使ったエコクラフト講習会を当支店で行い、鈴木
あき子支部長をはじめとする29人が参加しました。
可愛いカラトリーケースが完成し、部員たちは
「すごく楽しかった。先生の指導がよく、完成品
はすばらしい」と喜んでいました。今後も部員が
楽しむイベントを開催して参ります。

【全体運】幸運期。自分の考えやアイデアなどを思い切ってオープンにすると好結果に。新し
い世界に飛び込むのも大賛成
10.24～11.22 【健康運】適度に休息を取り、英気を養いましょう
【幸運の食べ物】タラコ

蠍座
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ナ シ も ブ ド ウ も は じ め て 買 い ま し た。
とってもおいしかったです。今度は野菜も買

か ず お

ゆ う

今年もサトイモが私の背丈以上に大きく

悠 くん（２）

美代子さん

いネと話しに花が咲きました。野菜作りが楽
しみです。
北本市石戸宿・林

今年の夏の暑さ、残暑の厳しさにあーだ
こーだ言っていたところ、大きな台風の残し
た関西のつめあと、北海道に地震の被害、天
災は忘れた頃ではなく、次から次へと波のよ
うにやってくる近年。ため息をつくこともあ

静江さん

るけれど、毎日、笑顔で暮らせるている状況
に感謝です。
さいたま市見沼区御蔵・浅子

ＪＡの直売所で野菜を買いますが、新鮮

直美さん

でおいしいです。季節ごとの野菜を楽しんで
います。
桶川市五町台・松岡

今年も我が家の彼岸花が見事に咲いてい
ます。年によって猛暑の夏や冷夏になっても、

博さん

毎年彼岸の時に咲きほこります。流石、花の
名前のとおりです。
さいたま市桜区白鍬・田中

伊奈町小室

さん

君代

さん

重子

今回はじめてあぐりセンター人形供養を

した。

芳香を楽しみにしています。
川口市飯原町・大森

上尾市壱丁目・藤倉

春美さん

昌子さん

も少しでもやらなくちゃと意を決しています。

と教えてくれましたが、実行できません。で

ていれば、草むしりは少しも苦にならないよ

います。以前、近所のお年寄に草を追いかけ

猛烈な勢いの庭の雑草に追いかけられて

章市さん

モクセイの花芽がつき、もうすぐ開花して、

秋バラ、コムラサキシキブが咲き、キン

上尾市上・平野

いつも考えていました。ありがとうございま

知り参考になりました。長女のひな人形の件、

加藤

さいたま市北区土呂町

なりました。友達と（ケンチン汁が）おいし

し ん み

高橋

まさへ

さん

片野

いたいと思います。
ひろ子さん

日、台風の影響か雨の中、直売所

さいたま市大宮区寿能町・山口

８月
へ向かう。モロヘイヤ、ナス、タマネギ、コ
マツナ、モロッコ、インゲン、イチジク、キャ
ベツなどを購入して食べた。今年は、台風が
号と多く、暑く、スーパーでは高値で元気

のない品が目についた。それに比べ、直売所

宏さん

昌代さん

での品は新鮮でみずみずしく、おいしいです。
皆様ぜひ直売所へ
草加市花栗・三田

虫鳴いて 暑さ収まり 稲穂垂れ
草加市清門・大塚

フミさん

コスモスや スマートですよ 風に吹かれ
首を振り振り 雨にも負けず
さいたま市見沼区山・松本

暑さに 耐え生きのびる 夏野菜
清さん

桶川市加納
川口市元郷

和男さんのお孫さん

新見
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12.22～1.19

【全体運】知的好奇心が旺盛になる兆し。調べてみたいことがあれば、じっくり探究して。
サークルやグループ活動にもつき
【健康運】暴飲暴食はNG。食事の中身にも考慮を
【幸運の食べ物】リンゴ

山羊座

1.20～2.18

北本市中丸・沼田

首都大学野球連盟に所属する硬式野球部で、

雨宿り 雫の音色 心聴く
揺れるコスモス 時間を刻む
幸枝さん

花子さん

波子さん

毎日厳しい練習に励んでいます。

さいたま市桜区塚本・内田

鴻巣市原馬室・林

道ばたに 今年も咲いた 彼岸花

あきついり

秋黴雨 静けし音に 寝入りばな
さいたま市緑区中尾・榎本

カレンダー 剥がす手許が 感深し
平成時代 惜しむか如し
文子さん

さん

!!

川口市石神・佐藤

い

【全体運】やたらとプレッシャーを感じる暗示。誰かと比べず、自分らしさを大切に。気晴ら
しにはハーブティーを飲んで
【健康運】自然の中を散歩すると体調に好影響あり
【幸運の食べ物】こんにゃく

水瓶座
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星座・しし座
血液型・Ｂ型

じ

礼児
萩原

れ

は ぎ わ ら

戸田市美女木
美笹支店管内

31

大砂土支店管内

さいたま侍

21

IDOL

読者のページ

わがやの

文芸広場

私の食育日記
食育インストラクター

岡村

食品に付く
カビを防ぐ

麻純

わが家の朝食はパンを焼いています。そのパンに
付けるジャムを選ぶのが息子の朝の楽しみです。し
かし親としては糖分の取り過ぎや虫歯も気になるの
で、甘さ控えめで手作りするか、買うときもできる
だけ糖度の低い物を選ぶようにしています。そうす
るとどうしても日持ちがしなくなります。先日も旅
行から戻ったら、息子が大事に食べていたジャムの
ふたにカビが生えていました。こうしたジャムやパ
ンなどの食品に付くカビ。梅雨時だけでなく秋にも
多いとされています。
カビは一つ一つは肉眼で見ることができません。
目に見えているのは、カビがたくさん集まった集合
体です。つまり、目で見えるほどカビが生えている
ということは、目で見えないカビもたくさん潜んで
いる可能性があるのです。そんなカビの中にはカビ
毒と呼ばれる、体に害を与える物があります。カビ
を長期間摂取した場合、発がん性があることが分
かっています。また、カビ毒は熱にも強いので加熱
したからといってカビ毒がなくなるわけではありま
せん。少しでもカビが生えてしまったら食べないこ
とをお勧めします。
カビが生えるには温度、水分、酸素、養分が必要

茨城県笠間市にある「キッチン晴人（ハレジ
ン）」オーナーシェフ

永井

智一（ながい ともかず）

です。カビは25度前後が最も生えやすいとされます
が、マイナス５度ぐらいまでは生育できるため、冷
蔵庫中でも生えてしまいます。また、糖分や塩分が
多くなると逆に生えにくくなるので、ジャムの場合
は糖度の高い物の方が、カビが生えにくくなります。
しかし、一度開けて空気に触れてしまうとどうして
もカビが生える可能性があります。開けたら早めに
食べるようにしましょう。早く食べ切れない場合は
ジャムを小分けにして冷凍しておくのもお勧めです。
本当に恐ろしいイメージのカビですが、私たちが
普段食べている
みそやしょうゆ
もカビを使って
製造しています。
おいしいカビだ
けいただきたい
ですね。

今月 の 朝ご飯

朝ご飯の献立
イラスト：宮下めい子

ナガイモのグラタン

レシピ１

ナガイモのかき揚げ

レシピ２

ガーリックトースト
野菜スープ
グリーンサラダ

レシピ１

問題１
小松菜の別の呼び方はどれでしょうか？

問題２
普段食べている玉ねぎはどの部分でしょう
か？

ちんげん菜

根っこ

うぐいす菜

茎

ええ菜

球根

ほうれん草

葉っぱ

ナガイモのグラタン

ナガイモのかき揚げ

◆材料（１人分）

◆材料（１人分）

ナガイモ……………… 100ｇ
ジャガイモ…………… １/２個
（写真撮影用に紫のジャガイモ
「シャドークイーン」を使用）
チェダーチーズ…………１枚
生クリーム……… １/２カップ
牛乳……………… １/２カップ
がらスープのもと…小さじ１
塩、こしょう……………適宜
刻んだパセリ……………少々
バター……………………適宜

→答えは、Ｐ21にあります。
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レシピ２

魚座

2.19～3.20

◆作り方

♳ナガイモの半分はすりお
ろし、半分は短冊に切る。
ジャガイモは火を通して
一口大に切る。
♴フライパンにバターをひ
き、短冊ナガイモとジャ
ガイモをソテーし牛乳と
生クリーム、がらスープ
のもとを入れ、塩、こしょ
うで味を調える。
♵グラタン皿に短冊ナガイ
モとジャガイモを取り出
した♴を入れ、すりおろ
したナガイモを上から掛
けチェダーチーズを載せ、
短冊ナガイモとジャガイ
モを並べ、トースターな
どで焼き出来上がり。仕
上げにパセリや粉チーズ
（材料外）を散らす。

ナガイモ…………………30ｇ
アボカド……………… １/２個
ニンジンの葉……………適宜
小麦粉……………………適宜
天ぷら粉…………………適宜
サラダ油など……………適宜
塩…………………………少々

◆作り方
♳ナガイモを短冊に、アボ
カドはさいころ状に切る。
♴ボウルに♳とニンジンの
葉を入れ、小麦粉を軽く
まぶす。
♵水 で溶いた天ぷら粉１/２
カップほどで、♴を軽く
混ぜ合わせ一口大にまと
め、170度に熱した油で
返しながらじっくりと揚
げる。盛り付けたら塩を
振る。付け合わせにミニ
トマト（材料外）などを
添える。

【全体運】開放的な気分になれる予感。過去に駄目だった挑戦にリベンジできそう。海外に関
することにも幸運があるはず
【健康運】生活ペースが乱れがち。リズムを整えて
【幸運の食べ物】そば
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お知らせ

INFORMATION

ウィンターキャンペーン2018
JAさいたま懸賞品付定期貯金
「未来へつなぐ地域とJAさいたま奨学金支援定期」

販売期間

1

28金

（平成30年）

Ⓒちょリス

冬の貯金の顔
「ちょリス」

平成30年 埼玉県産

11/ 木～12/

特別栽培米

「こしひかり」

●個人の方で新たな資金で預入れの方に限ります。

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？

5kg

“1年ものスーパー定期” 店頭表示利率の

特賞

2,380本

農産物・特産物等のグルメカタログギフト

5,000円相当

700本

懸賞対象商品
（個人を対象）

懸賞品付定期貯金

（1年ものスーパー定期、新規自動継続）
当選発表日

1 17日木

平成31年 月

JA窓口等に当選番号を
掲示いたします。

※写真はイメージです。

●商品の概要について
○対象商品／懸賞品付定期貯金（1年ものスーパー定期、
新規自動継続）
○預入金額／20万円以上1,000万円未満
○預入単位／20万円以上（1円単位）
○抽 選 権／20万円につき、
1口の抽選権を付与いたします。
○対 象 者／個人の方で新たな資金で預入れの方に限ります。

タテのカギ
１
３
６
７
８
10
12
14
16
18
20
22
23

ヨコのカギ

※既預入定期貯金満期金・中途解約金および普通貯金からの振替による資金は対象外とします。

○受入対象／証書・通帳式定期
○中途解約／この定期貯金は原則として期限内に解約はできません。
解約された場合は、抽選権は無効となります。
※当選本数はJAさいたまで70ユニット
（280億円）販売した場合です。
期間内に販売総額を超えた場合は、打ち切りとなります。
※写真はすべてイメージです。

●販売総額の0.01％以内を
「埼玉グローバル人材活躍基金」へ寄付し、
ＪＡさいたま管内の若者の留学を応援
することで地域貢献を図ります。 ※お客様の負担はございません。

１
２
３
４
５
７
９
11
13
15
17
19
21

「埼玉グローバル人材活躍基金」
の奨学金制度とは
（公財）埼玉県国際交流協会が運営し、
奨学金の給付を通じ日本人学生の留学を支援するものです。

「ＪＡとのお取引はこれから」というお客様もお気軽にどうぞ。

“未来へつなぐ”地域とJA
～地域密着JAさいたま～

武士が腰に差す物
パリやベルリン、バンコク、北京など
８は２の４─です
英語ではゼブラ。草食動物です
月が出ていなくて真っ暗です
タンスなどに加工する軽い木材
家族やごく近しい人のこと
遠くて近きは男女の─
モミジとも呼ばれる木
10月は神無月、11月は─
ネタやシャリなどから作ります
このぶんしょうにはつかわれていません
ヒトコブ─やフタコブ─は砂漠で使われる動物

http://www.ja-saitama.or.jp

アフリカの川や池にすむ動物。体も口も大きい
そろそろスタッドレス─に交換しようかな
まるで取り付く─もない様子だったよ
─栽培はオーガニック農法とも呼ばれます
鳥籠の中に取り付ける棒
火事に備えて設置する物
音はこれで聞き取ります
落語を客に聞かせる職業
頭をひねって絞り出します
徳川将軍家は三つ葉葵（あおい）
机のこと。ライティング─
道が十字に交差している所
漢字では羊の歯と書く植物

９月号クイズ答えと当選者
応募者の中から10名様に

クオカード500円分
をプレゼント。

★専用応募ハガキは購入時
（お届け時）
に配布いたします。
★詳しくは各購買店舗へご連絡下さい。

表紙の贈り物

ベトナム中部三大世界遺産と注目のビーチリゾート

ダナン・ホイアン・フエ４日間
169,000円（2名様1室利用）

旅行代金：

2019年

2月25日㈪
2月28日㈭

※別途：成田空港施設利用料・燃油サーチャージ・海外空港税

往復ともベトナム航空の直行便利用（所要約５時間）で、ベトナム中部を代表する三大世界遺
産「ホイアン」
・
「フエ」・「ミーソン遺跡」をコンパクトに巡る４日間です。
宿泊は、ベトナム中部屈指のビーチリゾート「ダナン」に２連泊！真冬の日本を抜け出して、
平均最高気温２６℃のあたたかいベトナムへご案内します。
添乗員同行・ＪＡさいたま管内よりバス送迎付・全観光・食事付で初めてのご参加でも安心です。

詳細を記載した旅行チラシをご希望の方は、ＪＡさいたま各支店へお問合せ下さい
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編集
後記

埼玉支店

【紅葉】
日本の紅葉は９月頃から北

～

ＪＡさいたま海外旅行企画・お申込受付中！

旅行企画・実施：㈱農協観光

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12月９日当日消印有効。

問題１

うぐいす菜
本葉の数が３・４枚になった若いうち
に収穫した物をうぐいす菜と呼びます。

問題２

葉っぱ
葉の根元の膨らんでいる部分を食
べています。

日に日に、日が暮れるのが早くなり、秋が深まってきています。
紅いもみじを見ると人恋しく感じるのは私だけでしょうか。
人との繋がりを大切にしたいと思う今日この頃です。

海道から始まり、徐々に南下
して関東から九州では11月頃
からとなっています。ＪＡさ
いたま管内でも多くの紅葉ス
ポットがあり、ここ三橋総合
公園でも色鮮やかな紅葉を楽
しむことが出来ます。
場所・三橋総合公園

「コスモス」
さいたま市緑区大崎 ・ 備
さいたま市大宮区上小町 ・ 新
さいたま市見沼区蓮沼 ・ 平
さいたま市中央区上峰 ・ 松
川 口 市 飯 塚・小
川口市安行吉岡 ・ 橋
川口市南鳩ヶ谷 ・ 佐
鴻 巣 市 箕 田・村
上 尾 市 上 町・仲
上尾市原新町・久

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・Ｆ
ＡＸ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
ＪＡ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。

とし子 さん
清 美 さん
靖 彦 さん
一 夫 さん
弘 之 さん
和 子 さん
キクヨ さん
正 子 さん
孝 子 さん
裕 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。

理事会だより
平成30年９月25日㈫ 開催

第５回 定例理事会
１．（仮称）上尾農産物直売所建設委員
会規程の制定について
２．資産査定要領の一部変更について
３．職制規程の一部変更について
４．その他

藤
藤
田
本
宮
本
藤
田
間
能

DATA（JAさいたま実績）
平成30年９月30日現在

信用事業 貯金…… 9,579億円
貸出金… 2,515億円

共済事業 長期共済保有契約高
…… 21,544億円

経済事業 購買品供給高
… 1,380百万円
販売品販売高
… 1,291百万円
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昔は身近にいた田んぼの魚、メダカ、

農文協／編

ISBN978-４-540-12186-9 農文協
AB判 36ページ 2052円

福島県の会津盆地にある佐藤総合農

うめちゃんとたらこちゃん
もとしたいづみ／作

田中六大／絵

ISBN978-４-06-220265-7 講談社
A5判 80ページ 1296円

みんな大好きな「おむすび」がテー

の餌に……。自分が食べる物は全部自

んは、気まぐれなタイプ。きょうだいげ

分で作り、米や野菜は自分でレストラン

んかもしちゃうけど、やっぱり仲良しな、

敵など、一年の暮らしと一生、各地の

に売りに行きます。発想力豊かに仕事

かわいいおにぎり姉妹のお話。お話も

保全活動、飼い方まで。水田魚道など

も暮らしも楽しむ、お百姓さん
「サトちゃ

食べ物も大好きになる本です。場面ご

ん」を追います。

とに絵が入り、一人読みもできます。

いなぜなのでしょう?

の段階になっていました。そんなとき

生態から産卵・ふ化、食事、行動、天

に起こった原発事故。大きな困難に出
遭い、くじけそうになりながらも諦め
なかったとみ子さんの思いとは。

魚たちを守る各地の活動も紹介します。

堀江武／編
ISBN978-４-540-17172-7 農文協
A４判変型 56ページ 3780円

倉持正実／写真

佐藤次幸

おむすび

り、きちんとした性格。妹のたらこちゃ

生産が認可され、翌年には品種デビュー

イネの大百科

水田農家

たべもののおはなし

マ。お姉さんのうめちゃんは、しっか

フナやメダカは絶滅危惧種に。いった

世界の作物

イネとともに

田んぼ、水の力を生かし、あぜ草は牛

フナ、ドジョウ。年々数が減り、一部の

さん。2010年新しいジャガイモの種芋

まるごと探究！

農家になろう（3）

園。
「農業は周りの物全てが資源」と稲、

ローライフを実践していた渡邊とみ子

小学高学年から

家
族
で
農
業
を
考える

津田英治／写真

ISBN978-４-540-12230-9 農文協
AB判 56ページ 2700円

読書の秋、家族で農業について

市川憲平／文・写真

考えてみませんか。

メダカ・フナ・ドジョウ

子どもたちと一緒に楽しめる本を

福島県飯舘村で、農業をしながらス

田んぼの生きものたち

協力／農山漁村文化協会（農文協）

堀米薫／作
ISBN978-４-406-05912-1 新日本出版社
四六判 144ページ 1512円

ご紹介しましょう。

あきらめないことにしたの

JA広報通信より

魚たちの種類・

※ISBN＝国際標準図書番号
※価格は全て税込

小学中学年から

子どもの心を育む

花育をはじめよう
みんなのくらしと花
大久保有加／著
ISBN978-４-8113-2308-４ 汐文社
AB判 64ページ 3456円

小学中学年から

そだててあそぼう
（1）

道具からみる 昔のくらしと子どもたち（3）

子どもに伝えたい和の技術（7）

トマトの絵本

のら仕事

米づくり

森俊人／編 平野恵理子／絵
ISBN978-４-540-96167-0 農文協
AB判 36ページ 2700円

須藤功／編
ISBN978-４-540-15192-7 農文協
AB判 32ページ 2700円

和の技術を知る会／著
ISBN978-４-7999-0216-5 文溪堂
A４判変型 32ページ 2700円

幼児・小学低学年から

シリーズ はたらく農業機械
（1）

トラクタ

大きなパワーでどんな作業も
髙井宗宏／監修 こどもくらぶ／編
ISBN978-４-540-11251-５ 農文協
A４判変型 32ページ 2376円

長い年月、人間と共に歩み、進化し

花を介して豊かな心を育む教育「花

親子で楽しむ園芸&料理絵本。
「トマ

昭和20～40年代の農作業の様子を、

教科書にも取り上げられている庄内

100人の子どもも楽々と引っ張ってし

てきた稲という作物について、成り立

育」。全国の小学校を中心に少しずつ広

トが赤くなると医者が青くなる」とい

躍動感あふれる写真と文でつづります。

平 野と、早 場 米産 地 の 千葉 での 米づ

まう大きなパワーのトラクタは子どもに

ち、生育、品種や栽培技術、世界と日

まっています。本書は生花店や花卉（か

うトマトの魅力から、茎はなぜ四角い

先人の苦労を孫・子に伝え継ぐきっか

くりを取材。棚田の米づくりの工夫や、

も大人気。作業機を付けていろんな農

本の稲作、利用・加工までを数千年の

き）農家、結婚式場などで働く人々の

のかなど育ち方の不思議、色とりどり

けにも。取り上げるのは、ヤギの世話

天日干しの方法、土づくりの様子を紹

作業をこなすトラクタならではの仕組

時間軸と地球大のスケールで解説して

様子を紹介することで、私たちの暮ら

の品種の話、畑がなくてもできる鉢植

／ニワトリ・カイコ／田起こし・代かき

介しつつ、現代の機械化についても取

み、さまざまな種類、パワーを生かし

います。環境との調和や持続的な発展、

しが花卉とどのように関わっているか

え栽培やトマト料理、原産地アンデス

／苗運び／田植え／踏み車・水送り／

り上げます。また、生態を基にした品

た作業のいろいろ、開発の歴史などを、

政治・経済・社会との関わりも考えます。

を考えます。巻末では、実際の花育授

の話まで。※同シリーズは野菜や果樹、

草取り・誘が灯／虫送り／鳥追い・イナ

種改良が現代に応用されていることを、

迫力ある写真と分かりやすいイラストで。

稲のことならお任せの一冊です。

業の実践例も紹介しています。

作物別に全105冊出ています。

ゴとり／稲刈り／はざ掛け／脱穀など。

分かりやすく伝えます。

トラクタのすごさを実感！

小学高学年から

23 広報さいたま

小学中学年から

小学低学年から

小学中学年から

小学中学年から

幼児・小学低学年から
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今昔
いま

ま つ も と

松本 治雄
は
る

むかし

お

さん（
82

）

日、第５回秩父宮杯県下一周自転車駅伝にて、青年団の部

19

私の

さいたま市浦和区上木崎

年５月

32

約８年前に事業の経営を息子にゆず
り、現在は温泉地へ行きあたりばったり
の旅行を楽しんでいる松本さん。
「食べ
るときは食べて、飲むときは飲む。そう
やって、ストレスを溜めないこと」と笑
顔で話します。
この写真は平成28年に孫娘の結婚式に
参加したときの１枚です。

さいたま

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 ●山﨑 昇一
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

「歳を重ねて今がある」

木崎支店管内

この写真は昭和

優勝の祝賀会のときの１枚です。

競技は川口駅をスタートし、杉戸、熊谷、秩父、所沢、川越、鴻巣、大宮など県下主

分８秒のタイムで見事優勝しました。松本さんは第６区を激走し、抜き

要都市を一巡し、浦和県庁前までの２８３・１㌔（８区間）で行われました。上木崎青

年会は９時間

つ抜かれつの大激戦を繰り広げ、優勝に貢献しました。
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