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JA CHIBATOUKATSU

多種類の野菜を効率的に生産し、大田市場をはじめ、
スーパーマーケットなど数多くの業者へ出荷！
─野田市木間ヶ瀬の鈴木等（写真左）さん、鈴木哲也（写真右）さん─
詳しくは 12 ページをご覧ください

ホームページアドレス▶h t tp://www.ja-chibat oukatu.or .jp/

トピックス
勝田組合長が県産農産物をタイで PR! ─農産ミッション団
JA グループ千葉の役職員で構成する［農産ミッ
ション団］は２月３日〜８日の日程でタイを訪れ、
県産農産物のトップセールスを行いました。
訪問は森田健作知事によるトップセールスに同
行したもので、当 JA の勝田組合長も同ミッショ
ン団に参加しました。勝田組合長は百貨店や高級
スーパーなどで、県産の野菜や果物を、試食会な
百貨店での CHIBA フェアー会場にて

どを通して連日 PR しました。

補償額を妥結決定しました ─野田地区線下対策協議会
東京北線々下対策協議会は１月22日に
野田地区経済センター会議室で、水海道
線々下対策協議会は３月７日に旭支店会
議室で、それぞれ総代会を開催しました。
両総代会では、前回同様の補償額で妥

東京北線々下対策協議会
総代会

結決定し、後日地権者と東京電力パワー
水海道線々下対策協議会
総代会

グリット㈱との契約調印が行われまし
た。

大修理を終えた日光東照宮などを訪ねました ─野田地区年金友の会
野田地区年金友の会は２月１日から 23 日にか
けて、地区内の支店ごとに総勢 346 名の会員が
参加して、栃木県への親睦旅行を実施しました。
初日、バスに乗り野田を出発した一行は、真岡
市の大前神社、数々の日本酒コンクールで最高金
賞等を受賞した益子市の酒蔵・外池酒造店を見学。
夕方に鬼怒川温泉の宿に入りました。館内で風呂
巡りができるほど充実した浴場で汗を流した後は
夜の宴会です。カラオケや恒例のちば東葛大賞抽

外池酒造店にて

選会などで皆さんたいへん盛り上がりました。翌日は平成の大修理を終えた日光東照宮をガ
イド付きでゆっくりと見学。昼食後に宇都宮市の農林公園ろまんちっく村を見学＆買い物し
てから野田へ戻りました。

────────ちば東葛大賞当選者（敬称略）────────
岡田日出男（うめさと支店） 内藤賢一（福田支店） 松原登子（旭支店）
杉﨑成子・横川良久子（七福支店） 石塚のぶ（川間支店）
池澤すみ・石山守子（木間ヶ瀬支店） 井上伴子・伊藤静江（二川支店）
増渕ヨリ子（関宿支店） 土屋澄子（中根支店） 松村洋子（川間駅前支店）
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トピックス
事業計画（案）などを承認 ─柏小かぶ研究会
柏小かぶ研究会は２月 20 日、柏支店会議室で第 44
回通常総会を行いました。
総会では、豊田雅敏会長の挨拶の後、関川泰弘氏を議
長に選出して議案の審議を行い、平成 30 年度の事業
計画（案）など、提案された 4 議案を承認しました。ま
た、総会終了後には、東葛飾農業事務所の伊藤文雄氏と
永見鴻志氏が講師となり、
「小かぶ調整作業の労働調査
について」と題した講習会を行いました。

挨拶をする豊田会長

役員の改選と功績者表彰を行いました ─酪農部会
酪農部会は２月 21 日、関宿支店会議室で総会を行
いました。
総会では、功績者表彰、新部会員の紹介、議案の審議
を行いました。また、この日は部会長に鳩貝道夫氏を、
副部会長に渡辺亮氏を、代表監事に岩井忠実氏を再任
したほか、新たに副部会長に知久拓生氏を選任しまし
挨拶をする鳩貝部会長

・全農千葉県本部

県本部長賞

た。なお、功績者表彰を受賞されたのは次の方々です。
◆功績者表彰
島山

正

受賞者（敬称略）

・ちば東葛農業協同組合

組合長賞

渡辺健太

初の全体会合講演会を行いました ─青壮年部協議会
青壮年部協議会は２月 27 日、柏支店会議室で全体
会合講演会を行いました。
講演会には、各地区の青壮年部員をはじめ、勝田組合
長、行政関係者など約 70 名が参加。講師をお願いした香
取市の農業士・飯島健寿氏が、
「家族でつくる未来プラン」
と題した、自らの農業経営改革体験を基にした講演を行
いました。同協議会鈴木等会長は「今後の農業経営に対
しての刺激になれば良いと思います」と話していました。

飯島氏の話を熱心に聞く皆さん

視察研修を行いました ─申告部会我孫子支部
申告部会我孫子支部は３月 14 日、９名が参加して
視察研修を行いました。
この日は、まず築地市場を視察。昼食をビルの 46 階
という絶景の中で堪能したのち、皇居前広場の散策、巣
鴨のとげぬき地蔵尊高岩寺の参拝をして帰途につきまし
皇居前広場にて

た。同支部の須藤喜一郎支部長は「これからも親睦を兼
ねた視察研修を行っていきたいです」と話していました。
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女性部 トピックス
短期大学の修了式を開催しました ─野田地区女性部
野田地区女性部は２月 27 日、第 30 期短
期大学の修了式を、第６回目の講座（フラ
ワーアレンジ）の後に、野田地区経済セン
ター会議室で開催しました。この日は野田
市内の５支部から参加した計 24 名の皆さ
んが無事講座を修了しました。
第６回講座では、福田支部の阿部川礼子
さんが講師となり、桃やスカシ百合などを
使って春らしい生け花を作りました。また、修了式では、12 名の皆勤者全員へ修了証書と
記念品を授与すると共に、卒業生を代表してうめさと支部の疋田清子さんが謝辞を述べられ
ました。修了式で横川しげ子部長は「皆さんが講座で感じた楽しさは、ご家族にも伝わった
と思います。習得した事を日々の生活に役立ててください」と挨拶しました。

講座皆勤者 12 名の皆さん（敬称略）

鈴木 君子

安藤さか枝
（うめさと会）

（うめさと支部）

（うめさと支部）

（うめさと支部）

（うめさと支部）

五十島啓子

森田 邦子

吉川 和江

上原 久江

川嶋 幸子

岡田 初恵

（うめさと会）

（うめさと支部）

（福田支部）

疋田 清子

設楽 滋子

（福田支部）

（七福支部）

坂井 能江

（川間支部）

永井 暁子

（川間支部）

１年間お疲れさまでした ─西船地区女性部
西船地区女性部は３月５日から１泊２日の日程
で、茨城、福島県への役員視察旅行を行いました。
一行は、いわき市にあるトマトのテーマパーク
［ワンダーファーム］を視察したほか、２日間にわ
たって偕楽園、袋田の滝、塩屋崎灯台（震災口話を
聞きました）などを観光しました。この旅行は、平
成 29 年度の役員さん最後の行事。宿の母畑温泉
母畑温泉八幡屋にて

八幡屋では、１年間の疲れをゆっくり癒す事がで
きました。
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女性部 トピックス
優秀賞を受賞！野田地区女性部、豊田智恵子さん ─野田地区女性部
JA 千葉女性部協議会は３月 13 日、千葉市
の農業会館で通常総会を開催。当 JA 女性部か
らも８名が参加しました。
総会では、野田地区女性部の児玉幸子さん
が理事に選任されました。また、総会終了後
には JA 女性部活動体験発表会を行いました。
発表会には野田地区女性部の豊田智恵子さん
が参加。
「地域の人達との活動を大切にして」
と題して発表を行い、優秀賞を受賞しました。

発表を行う豊田さん

ガーデニング講習会を開催しました ─柏地区女性部
柏地区女性部は３月 13 日、30 名の部員が参加して柏集出荷場で恒
例のガーデニング講習会を開催しました。
この日は、エル・パテオの藪崎崇仁
氏の指導を受けました。
「春〜夏に楽
しめる個性的な多年草の寄せ植え」を
テーマに、ルエリア・マクランタやキ
ンギョソウなどピンクを基調とした
春らしい花を、それぞれの特徴を学び
ながら手際よく仕上げていました。

お土産が盛りだくさん ─西船地区女性部
西船地区女性部は２月 20 日、春の社会見学と
題して、南房総へ行ってきました。
参加者は 29 名。一行は、いちご狩り、海を眺
めながらの海鮮炭火焼きランチ、道の駅・潮風王
国での花摘みと買い物を楽しみ、海ほたる経由で
帰途につました。この日は、いちご、切り花、海産
物など、お土産が盛りだくさんになりました。

ランチを食べた鳩山荘松庵にて

旬のいちごを楽しみました ─柏地区女性部
２月 20 日に柏地区女性部は、親睦旅行で房総方面
へ行きました。
天候にも恵まれ、23 名の参加者は海を望む千倉で花
を楽しみ、白浜オーシャンリゾートでの昼食後、館山市内
の安房神社を参拝。ご利益を授かった後は、館山いちご狩
いちご狩りを楽しんだ
柏地区女性部の皆さん

りセンターにていちご狩りを楽しみました。食後のいちご
狩りでしたが、皆さん旬のいちごを沢山味わいました。
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営農情報
【水稲初期雑草防除について】
指導経済部

野田地区担当

山岡

拓磨

当 JA、水稲育苗センターも 3 月から浸種が始まり、緑化苗が健康に育ってきているところ
です。田植えの時期も迫ってきていますので初期の雑草、特に昨年度問い合わせの多かった
水田雑草トップ 5 及び除草剤についてご紹介いたします。効果的に防除を行いましょう。
雑草の姿

雑草の名前

防除対策及び有効成分

除草剤名
初期剤：サキドリ⑵

クログワイ

初期剤＋一発剤（メタゾスルフロン・ピリ
ミスルファン・テフリルトリオン含有剤）
の体系処理が有効。
発生量が多い場合は、中後期の散布も必要。
発生が早いので、除草剤の散布遅れに注意
する。
一発剤の場合は、ブロモブチド・テフリル
トリオン・ベンゾビシクロンを含むタイプ
が効果的。

初期剤：サキドリ⑵

一発剤の場合は、テフリルトリオン・ベン
ゾビシクロン・ブロモブチド・メタゾスル
フロン・ピリミスルファンを含むタイプが
効果的。

一発剤：コメット⑶、

ホタルイ

コナギ

イヌビエ
（ノビエ）

イボクサ

一発剤の場合は、残効の長いオキサジクロ
メホン・イプフェンカルバゾンを含むタイ
プが効果的。
水田内への侵入、繁殖を防ぐため畦畔除草
を基本とする。
一発剤の場合はテフリルトリオン・ベンゾ
ビシクロンを含むタイプが効果的。

一発剤：コメット⑶、
ナギナタ⑶、ヤイバ
⑵、エーワン⑵

一発剤：コメット⑶、
バッチリ⑶、ナギナ
タ⑶、エーワン⑵

ナギナタ⑶、エーワ
ン⑵、ヤイバ⑵、バッ
チリ⑶
初期剤：サキドリ⑵
一発剤：エーワン⑵、
ナギナタ⑶、カチボ
シ⑶

一発剤：エーワン⑵、
ナギナタ⑶

※除草剤名の（ ）内の数字は成分数を表しています。

〜水稲除草剤使用上の注意点〜

①水田に何の雑草が生えるか確認し除草剤を選択する。
②田面がでこぼこしていると効果にムラが出るので、代かきを丁寧に行い、圃場田面の均平
化を図る。
③散布後 7 日間は落水やかけ流しをせず、除草剤の効果を安定させる。
④各薬剤の散布量を守り、薬剤の使用方法をよく読み正しく使う。
⑤軟弱徒長苗や極端な浅植え圃場は苗が除草剤の効果を受けやすいので散布は避ける。
6

人
人

の

動

事

異

き

（

）内は旧任

動

平成 30 年 4 月 1 日付つづき
林 正裕
金融部金融推進課課長
（総務部総務課課長）
大塚 茂之 旭支店副支店長
（木間ヶ瀬支店副支店長）
前田 浩一 川間駅前支店副支店長
（川間駅前支店支店長代理）
堺 順子
柏こかぶ出張所所長代理
（西船支店支店長代理）
小野﨑晋太郎 風早支店副支店長
（風早支店支店長代理）
金子 宏美 東部支店支店長代理
（土支店支店長代理）
今野純一郎 木間ヶ瀬支店係長（川間支店係長）
鈴木 隆太 福田支店（木間ヶ瀬支店）
高橋 杏奈 福田支店（旭支店）
笠見 慎吾 福田支店（二川支店）
西村 展彰 旭支店（中根支店）
秋山 裕樹 木間ヶ瀬支店（旭支店）
松本 千夏 二川支店（中根支店）
桐田 潤一 関宿支店（木間ヶ瀬支店）
坂本 利帆 中根支店（川間駅前支店）
水谷 幸菜 川間駅前支店（福田支店）
椛島葉奈香 柏支店（柏こかぶ出張所）
本橋勇太朗 行田支店（相談部野田地区担当）
深野 公与 土支店（柏支店）
出山 雄介 東部支店（福田支店）
仲村 直和 西船地区経済センター
（指導経済部販売課）
櫻井 春美 融資部審査課［嘱託職員］
（融資部融資課［嘱託職員］）
飯田 文雄 相談部野田地区担当［嘱託職員］
（相談部組合員相談課［嘱託職員］
）
染谷 正巳 総合企画部
［施設担当］
［嘱託職員］
浜野 一英 融資部融資課［嘱託職員］
鈴木 裕明 川間支店［嘱託職員］
長妻 稔
東部地区経済センター［嘱託職員］
田中 良正 相談部西船地区担当［嘱託職員］

平成 30 年 1 月 31 日付
滝澤 悦子 退職（風早支店係長）
鈴木 正
退職（木間ヶ瀬支店［嘱託職員］
）
増田 泰三 退職（相談部西船地区担当［嘱
託職員］）
平成 30 年 2 月 20 日付
河野 裕一 死亡により退職
（共済部業務課課長）
平成 30 年 2 月 28 日付
高橋 利明 退職（西船地区経済センター）
髙野 萩乃 退職（福田支店）
平成 30 年 3 月 31 日付
染谷 正巳 定年退職（総務部次長［部長待
遇］
［施設担当］）
浜野 一英 定年退職（融資部次長［部長待
遇］
［審査担当］）
鈴木 裕明 定年退職（川間支店支店長［部
長待遇］）
長妻 稔
定年退職（指導経済部次長）
田中 良正 定年退職（行田支店支店長代理）
杉原多希子 定年退職（行田支店支店長代理）
野口 茂
定年退職（東部支店支店長代理）
中村 栄
定年退職（関宿支店支店長代理）
増田 弘美 定年退職（東部支店係長）
［長きにわたり、たいへんお疲れさまでした］
田中 均
退職（土支店支店長［次長待遇］
）
荒木 萌恵 退職（川間支店）
増田 光紘 退職（福田支店）
中野 正幸 退職（東部地区経済センター
［嘱
託職員］
）
平成 30 年 4 月 1 日付
大塚 裕生 川間支店支店長［次長待遇］
（木間ヶ瀬支店支店長
［次長待遇］
）
赤羽根 武 土支店支店長［次長待遇］
（富勢支店支店長［次長待遇］）
成瀨 雅弘 富勢支店支店長［次長待遇］
（柏こかぶ出張所所長
［次長待遇］
）
長野 浩一 木間ヶ瀬支店支店長［課長待遇］
（旭支店副支店長［課長待遇］）
井上 馨
柏こかぶ出張所所長［課長待遇］
（柏こかぶ出張所所長代理）
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＝ JA ちば東葛管内

組合員さんのお店紹介＝

関宿支店管内

松尾 進 さん
お食事処・お休処

関宿城下

けやき茶屋

千葉県最北端のお店・けやき茶屋さんは、関宿城下にお店
を構えて 23 年。農業とお店の双方を営む、とても元気なご
主人と奥様が迎えて下さいます。サイクリングロードからも
近いため、サイクリングやピクニックに来た家族連れの方が
多いです。都内から自転車で来る方や海外の方のリピーター
もいるとか。
店内は関宿の歴史に関する資料や写真も多く、ご主人が明
るく丁寧に説明して下さいます。
お店で使用しているお米はご主人が作った「黒酢玄米のせ
きやど城下米」です。店内での購入も可能です。
絶景関宿城

店内から見える関宿城

野田市関宿三軒家 233
☎ 04−7196−1369
定休日▶月曜日・農繁期
営業時間▶ 10：00 〜 17：00

アンテナショップ daichi コーナー

農産物直売所「ふなっこ畑」コーナー

daichi イベント情報

季節のイベント

今回は、アンテナショップ daichi のイベントを

3／3（ 土 ）と 3

ご案内させていただきます。

／21（水・祝）、店

★ 4／8 （日） 野田市関宿城さくらまつり

頭 で「 菓 子 処
か どう

…ジェラートやオリジナル商品の販売

れん

蓮

香堂」
（松戸市）に

★ 4／15（日） パレット柏文化祭…軽食出店

よる和菓子の販売

★ 4／22（日） daichi…Ａコープお茶試飲会

を行いました。

★ 5／13（日） daichi…daichi 周年祭

3／3（土）は天候も良くたくさんのお客様に来て

※産直野菜の販売も毎週
（木）
（金）
で好評開催中です。

頂き、午後に追加をした商品も売り切れるほどの大

季節ごとのジェラートやオリジナル商品だけで

盛況でした。

なく、様々な商品を取り揃えておりますので、柏に

3／21（水・祝）はお彼岸でしたので、お花と一

お越しの際は、ぜひアンテナショップ daichi へお

緒に和菓子を購入する方も多く、大変喜んで頂けま

立ち寄りください！

した。
「時期に合わせたイベントは面白くて良い」との
お声もいただいており、今後も『ふなっこ畑』では
お客様に喜んで頂けるイベントを企画していきま
す。
4／21（土）、5／4（金・祝）、5／5（土・祝）に
も「菓子処

蓮香堂」の販売を行う予定なので、皆

様のご来店をお待ちしております。
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うちの アイドル
廣瀬

学さん宅（柏市箕輪）

（風早支店管内）

写真紹介
（右）ぎ ん

が

銀河くん（10 歳）

お父さん

ご両親から一言
健やかに逞しく育ってね！

学さん

（左）あ ま

と

天遼くん（７歳）

お母さん

朋子さん

【好きな食べ物】
（銀河くん）ステーキ、寿司、フライドポテト
（天遼くん）おにぎり、ステーキ、寿司、フライドポテト
【習い事（趣味など）】
二人とも剣道を習っています。
（銀河くんは大会優勝経験有）
【お手伝い】
二人ともお掃除をしてくれます。
【大きくなったらなりたいもの】
（銀河くん）只今考え中
（天遼くん）髪切り屋さん（床屋さんかな？）

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

いきいきライフ
船橋市前貝塚町（行田支店管内）

竹之内 喜久夫 さん（81 歳）
とし子 さん（81 歳）
─お二人の出会いを教えてください

船橋の４Ｈクラブ（農業青少年クラ

ブ）で知り合いました。

─ご夫婦円満の秘訣は

特にありません。

─昔の農業について教えてください

昔はすべて手作業でした。畑も牛を

使って耕していました。牛は家族の一

員でした。

─ご趣味は

喜久夫さん：映画鑑賞、読書、柔道

です。映画はアメリカ映画が

好きです。昔は船橋にもたく

さ ん の 映 画 館 が あ っ た の で、

仕事が終わるとよく見に行

きました。

とし子さん：華道です。今

でも家の中の花は自分で生

けています。

─健康の秘訣を教えてくだ

さい

毎日二人で、朝８時頃から

夕方５時頃まで農作業をす

る事です。
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インフォメーション
ゴールデン
ウィーク

ATM サービス等、休止のお知らせ
休止日

5月3日
（木）〜 5 月 5 日
（土）

4 月 28 日（土）、29 日（日）、30 日（月・祝）、5 月 6 日（日）は通常の土曜日、日曜日、
祝日と同じ営業となります。

平成 31 年度新採用職員説明会のお知らせ
下記の日程で、平成 31 年度新採用職員説明会を開催いたします。参加を希望する方
は新卒就職支援サイト「リクナビ 2019」より専用エントリーシートにてお申し込みく
ださい。
１．日
時
平成 30 年４月 24 日（火）、25 日（水）
２．会
場
JA ちば東葛柏支店２階会議室
３．参加受付
平成 30 年３月 10 日（土）〜４月 22 日（日）
※応募人員によって変更がある場合があります。
※参加の際は公共交通機関をご利用ください。
リクナビ 2019 はこちらから↓
http://job.rikunabi.com/2019/company/top/r377571066/

理 事 会 報 告

−３月−

３月13日、本店会議室で理事会が開催され、
下記の議案が審議されました。
⑽ 表彰（永年勤続表彰）について
⑾ JA 全国監査機構期中改善指示書に対
する回答について
⑿ 年度末業績賞与の支給について

協議事項
⑴ 理事会運営規則の一部変更について
⑵ 「資産の償却・引当基準」の改訂につ
いて
⑶ 平成 30 年度販売手数料率及び予約購
買品手数料率の設定について
⑷ 平成 28 年度大豆販売手数料の設定に
ついて
⑸ 平成 29 年度決算方針について
⑹ 貸付金承認について
⑺ 平成 30 年度コンプライアンス・プロ
グラムの策定について
⑻ 平成 30 年度個人情報保護計画の策定
について
⑼ 役員賠償責任保険の加入について

報告事項
⑴
⑵
⑶
⑷
⑸
⑹
10

平成 30 年度監事監査計画について
内部監査の品質に関する内部評価報
告書について
平成 30 年度内部統制基本計画につ
いて
当組合における取引のリスク評価書
の一部改正について
職員の人事異動について
主要業務実績について

行 事 予 定 ・ ４月
2日
5日
6日
11日
12日
14日
17日
24日
26日
27日

●平成30年度新採用職員入組式
●西船地区女性部手芸教室
  （西船地区多目的ホール）
●柏地区青壮年部通常総会（柏市内）
●理事会・監事会
●野田地区女性部通常総会
  （野田地区経済センター）
●一斉訪問日
山野浅間神社（船橋市西船）の桜
●柏地区女性部通常総会（柏支店）
  ●西船地区青壮年部通常総会
  （船橋市内）
クールビズを実施します
●西船地区女性部通常総会
JAちば東葛では節電のため、５月１日
（火）
  （船橋市葛飾公民館）
から10 月31日
（水）までの間、クールビズを実
●野田地区女性部短期大学開校式
施させていただきます。期間中、役職員はノー
  （野田地区経済センター）
上着、ノーネクタイ等の軽装で応対いたします
●西船地区集団人間ドック
が、何卒ご理解をお願いいたします。
  （西船地区多目的ホール）

市場・休市日、開市日
休市日
開市日

日曜・祭日のほか
5 月 3 日（木）

4 月 18 日（水）・4 月 25 日（水）・5 月 9 日（水）

相談日 ─４月、５月─
４月の相談日
税務相談

法律相談
労務・年金相談

５月の相談日

開催日
開催場所
顧問名
19日（木） 柏 支 店 春 日
24日（火） 西 船 支 店 深 代
行 田 支 店 長谷川
26日（木）
川間支店 加 藤
19日（木） 西 船 支 店 草 薙
24日（火） 川 間 支 店 花岡・村松
25日（水） 西 船 支 店 川 名

税務相談

法律相談

東部地区にお住いで法律相談をご希望の方は、
同地区の相談部へお申込みください。
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労務・年金相談
年金相談

開催日
開催場所
顧問名
1日（火） 富 勢 支 店 松 丸
行田支店 深 代
8日（火）
東部支店 松 丸
柏 支 店 春 日
10日（木） うめさと支店 加 藤
西 船 支 店 長谷川
17日（木） 柏 支 店 春 日
22日（火） 西 船 支 店 深 代
行 田 支 店 長谷川
24日（木）
川間支店 加 藤
11日（金） 柏 支 店 小 倉
17日（木） 西 船 支 店 草 薙
22日（火） 川 間 支 店 花岡・村松
23日（水） 西 船 支 店 川 名
15日（火） 木間ヶ瀬支店 中 平

建て替え間近のご自宅前にて

ナスの出荷が始まりました

33

野田地区木間ヶ瀬支店管内

編集／総合企画部

〒277-0861 千葉県柏市高田362番地

さん （ 歳） 野田市木間ヶ瀬

械は 噴口から同時に散布できるので効率的で
す。
─所属されている団体について教えてください
ＪＡの青壮年部協議会（会長をされています）
、
野田地区青壮年部（部長をされています）
、野田
ユース出荷組合、野田市の外郭団体である野田市
４Ｈクラブ（野田市農村青少年クラブ）
、千葉県農
業士協会東葛支部に所属しています。青壮年部と
４Ｈクラブは、様々な交流を通して農業経営と農
業技術の向上等を図ろうと活動しています。４Ｈ
クラブのメンバー（両団体に所属する生産者は多
数います）は、他業種で長く経験を積んだ方が多
いので人脈も多岐に渡り、販路を開拓する上で、
その経験と知識が皆の財産になっています。私も
４Ｈクラブの先輩からバイヤーを紹介してもらい、
高級スーパーマーケットと、野田市産の野菜とし
ては初めて専属契約を結ぶ事ができました。また、
野田ユース出荷組合は、多方面の業者などへ有利
販売をしていく為に設立しました。
─これからの抱負を教えてください
両親もいつまで農業ができるかわかりません。
徐々に外国人研修生を受け入れるなどして、少な
くとも現状の維持は図っていきたいと思います。ま
た、野田地区青壮年部に所属する若い部員の皆さ
んに、自ら行動して販路を拡大すると収入が増え
る事を知ってほしいので、その一助となるよう、我々
の世代が中心になり、お互いに情報と意見を交換
しながら、同青壮年部の活動を盛り上げていきた
いと思います。
12
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鈴木
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─農業を始めたきっかけを教えてください。
家業である農業を継ごうと決めていましたの
で、卒業後すぐに就農しました。就農してからし
ばらくの間は両親に技術を教えてもらっていまし
た。その後少しずつ事業を承継し、 歳ですべて
の経営を移譲されました。
─現在作られている作物と規模について教えてく
ださい。
現在は、合計で約６，０００㎡のハウスをうまく
使ってナス（３月〜７月中旬出荷）
、ホウレンソウ
（ 月〜翌年２月出荷）
、キュウリ（８月下旬〜
月出荷）を、約１５，０００㎡の露地畑でキャベツ
（ 月〜 月出荷）を、約２０，０００㎡の田んぼ
で米（ＪＡ出荷）を、弟（哲也さん 歳）と共に栽
培しています。野菜は、野田ユース出荷組合を通し
て大田市場などへ出荷するほか、スーパーマーケッ
ト等の業者へ出荷しています。今も取引きがある
大手グループのスーパーマーケットへ野菜を納める
生産者の中で、個人別売上がグループ内トップ（日
本一）になった事もありました。
─栽培をする上で何か注意されている事やこだ
わっている事はありますか？
業者へ野菜を出荷する生産者間の競争が激し
いので、味を落とさないよう、特に肥料には気を
遣っています。毎年土壌検査を行い、足りない成分
を考慮して与える肥料を決めています。また、キュ
ウリはネコブセンチュウやベト病の害に遭いやすい
ので、土壌消毒を行うと共に、カートジェッターと
いう機械を使って農薬を散布しています。この機
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TEL.04-7140-2215 FAX.04-7140-2216

発行／ちば東葛農業協同組合

JAちば東葛 広報誌４月号

農業家

カートジェッター

