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JA CHIBATOUKATSU

実りの秋、今年も稲刈りが始まりました
野田市木間ヶ瀬新田にある山田政宏さんの圃場で、今年も稲刈りが始まりました。
（８月
27 日撮影）山田さんは、15 ヘクタールの広大な圃場に実ったコシヒカリを、８月下旬から
９月末までかけて収穫していきます。

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

トピックス
管内の組合員さんを中心に 268 名の皆さんがゴルフを楽しみました ─ JA

鈴木市長（左）へ目録を手渡す勝田組合長

大会上位入賞者

７月 24 日、野田市の千葉カントリー倶楽
部・川間コースで、第８回 JA ちば東葛チャ
リティーゴルフ大会を開催しました。大会
には組合員の皆さんを中心に 268 名が参加
しました。
大会は、管内の組合員さん同士の親睦をは
かると共に、参加費の一部を、管内を市域に
持つ野田市、柏市、我孫子市、船橋市が行う様々な事業に役立ててもらおうと毎年実施して
います。今年は野田市が取り組むコウノトリ関連事業へ寄付を行いました。
参加者は練習用のグリーンで軽く調整した後、午前 7 時過ぎから次々とコースへ出て、名
門クラブでのプレーを楽しみました。競技終了後、夕方からクラブハウスで表彰式を行いま
した。表彰に先立ち、勝田組合長が鈴木有野田市長へ、同市（野田市みどりのふるさと基金）
への寄付金 15 万円の目録を手渡しました。表彰式で勝田組合長は「行政と共に、コウノト
リのネームバリューで立派なブランド農畜産物を作りたいと思っています。その思いもあ
り、コウノトリ関連事業に寄付をしました」と挨拶しました。なお、大会上位 3 名は次の方々
です。
第１位：澤田 幸一様（木間ヶ瀬支店）
、第２位：西川 賢様、第３位：豊田 健嗣様（うめさと支店）

地元産の米粉を寄贈しました ─ JA
当 JA はこのほど、我孫子市内の小中学校
で給食に利用してもらおうと、地元・我孫子
市産米から作った米粉 150kg を同市へ寄贈
しました。
８月９日に同市教育委員会の事務所で寄
贈式が行われました。寄贈式には館岡専務と
湯原常務が出席。館岡専務が倉部俊治教育長
へ米粉の目録を手渡しました。米粉は８月末
に同市内にあるすべての小中学校へ配達さ
れ、給食に利用されました。

倉部教育長（左）へ目録を手渡す館岡専務
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トピックス
地元産米で球児を応援 ─ JA
当 JA と JA 全農千葉県本部はこのたび、第 100
回全国高校野球選手権大会に西千葉代表として出
場した中央学院高校野球部に、地元・我孫子市産
の米や当 JA 管内産の梨などを贈りました。
８月１日に勝田組合長、湯原常務、木下常務が、
同県本部の林茂壽会長と共に同校を訪れ、贈呈式
横田校長先生（左）へ目録を手渡す勝田組合長
を行いました。勝田組合長が玄米 150kg の目録を
同校の横田一弘校長に手渡した後、
「優勝目指して頑張ってほしい。地元の JA なので精一杯
の応援をしたい」と挨拶すると、横田校長は「県民の皆さんに元気一杯のプレーをお見せし
たい。今後も応援をよろしくお願いします」と応えてくれました。

役員総会を開催しました ─共済億友会
共済億友会は８月１日、柏市内において第 33 回役
員総会を開催しました。
総会ではまず、当 JA の勝田組合長と石山隆一会長が
挨拶。その後は、新役員の紹介に続いて議案の審議が行
われ、上程された３議案が承認されました。なお、第３
号議案の「会長・副会長の選任について」の承認により、
挨拶をする石山会長
次の方々が会長、副会長に就任しました。また、今年度
の会員相互交流（親睦旅行）は、第 1 案の「氷川きよし特別公演コンサート」に決定しました。
○会長：石山隆一 ○副会長：高橋一雄、寺田幸夫、平野謙、増田重雄 （敬称略）

表彰を受けました ─ライフアドバイザー
土支店の山野辺崇係長と中根支店の横張真也職員
が、７月 11 日に千代田区のホテルニューオータニで
行われた、平成 29 年度 JA 共済優績ライフアドバイ
ザー全国表彰式において、表彰を受けました。
この表彰は平成 29 年度において、組合員や地域住
民の皆様に生活設計を提案する訪問活動を実施し、優
秀な成績を収めた職員の功績を讃えて行われました。

左より山野辺係長、勝田組合長、横張職員

小かぶを運ぶ運送会社を視察 ─柏小かぶ共撰部会
７月 29 日から１泊２日の日程で、柏小かぶ共撰部
会は、バスによる神奈川、静岡両県への視察研修旅行を
行いました。
一行はまず、小かぶの運送を担当する日神運輸㈱［平
塚市］の本社を視察。同社の社長、担当職員２名と合流
日神運輸㈱本社にて
して、その後２日間、共に両県内を視察しました。ま
た、宿泊した伊豆長岡温泉の宿では、自慢の大浴場で汗を流してから宴席を設け、参加者同
士の親睦をさらに深めました。
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トピックス
野田市産の黒酢米と枝豆を PR! ─野田市、JA
８月１日、野田市と当ＪＡは、柏市の三
協フロンテア柏スタジアムで行われたサッ
カーＪ１リーグ・柏レイソル対湘南ベルマー
レ［野田市ホームタウンデー］において、野
田市産の黒酢米と枝豆を観客にプレゼント
しました。
観客が入場した後、当 JA・野田地区青壮
年部福田支部の生産者３名の皆さんも参加
して、野田市産農畜産物の安全性などをア
当選者へ黒酢米と枝豆のセットを手渡しました
ピールした抽選券付チラシを先着 1,000
名に配布しました。ハーフタイムに抽選が行われ、試合終了後に、黒酢米２合（300g）と枝
豆（300g）のセット・100 セットを当選者へ手渡しました。なお、試合前のセレモニーで
は、当 JA の湯原常務と清水台 FC の藤原映成さんが両軍主将へそれぞれ黒酢米 1 俵の目録
を、野田市の中沢哲夫企画財政部長が審判団へ黒酢米８ kg を贈呈しました。

［親睦バーベキュー］を実施 ─［ふなっこ畑］出荷・生産者の皆さん、西船地区青壮年部
農産物直売所［ふなっこ畑］へ野菜などを
出荷する生産者と西船地区青壮年部員の皆
さんとの親睦を深めようと、８月７日、同直
売所で［親睦バーベキュー］を行いました。
この日は、当 JA 職員を含め 86 人（子供
さん 25 人）が参加し、牛肉と新鮮な野菜を
食べながら歓談しました。またこの日は、子
供達の楽しい夏休みの思い出にしてもらお
うと、流しそうめん、スイカ割り、ヨーヨー
釣り、パン喰い競争などを行いました。

最後に記念写真を撮りました

「だだちゃ豆」の産地を視察しました ─西船橋枝豆研究会
西船橋枝豆研究会は、８月９日から１泊
２日の日程で、甘くコクのある味わいで有
名な枝豆・「だだちゃ豆」の産地、山形県鶴
岡市での視察会を行いました。
一行は JA 鶴岡で、
「だだちゃ豆」の歴史、
産地概要などについて学んだ後、説明を受
けながら同 JA の集荷場と生産者の圃場を
視察しました。
同市白山地区でのみ栽培される門外不出
生産者の圃場にて
の枝豆栽培を視察できるという事もあり、
同研究会の皆さんは熱心に説明を聞いていました。一行は、庄内観光物産館「ふるさと本舗」
で、この地方の山海の幸を味わってから帰途につきました。
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女性部 トピックス
女性部協議会が役員総会を開催しました ─女性部協議会

退任される（左より）伊藤役員、石井役員、髙橋役員、
豊田役員、川嶋役員

総会終了後、記念撮影を行いました

７月 26 日、JA ちば東葛女性部協議会は、柏支店の２階会議室において第９回役員総会を開催し
ました。総会では柏地区の染谷里子役員を議長に選任して議案の審議を行い、提案された３議案を
承認しました。続いて、第３号議案［役員の選任について］の承認に伴う野田地区の新役員・児玉幸
子役員、染谷正子役員、西船地区の新役員・金子しのぶ役員、三須美千代役員、小川佳子役員の紹介
を行いました。さらに戸部栄子会長が、この総会をもって退任される野田地区の川嶋幸子役員、豊田
智恵子役員、西船地区の髙橋利美子役員、石井慶子役員、伊藤千鶴恵役員へ花束を贈呈しました。ま
た、総会終了後には、同会議室で昼食を兼ねた懇親会と意見交換会を行いました。なお、役員の改選
により次の方々が会長、副会長に選任されました。
○会長 金子しのぶ（西船地区） ○副会長 戸部栄子（柏地区）
・横川しげ子（野田地区）［敬称略］
出発前

川奈部書店脇にて

息の合った踊りを披露 ─西船地区女性部
西船地区女性部は７月29日、船橋市の本町通り
で行われた「ふなばし市民まつり・民踊パレード」に
参加しました。
揃いの浴衣と前掛けを粋に着込んだ部員の皆さ
んは、午後 4 時過ぎに川奈部書店前をスタート。春
夏秋冬船橋音頭などに合わせて息の合った踊りを
披露しながら、同通り西端近くの稲荷屋前へ向いま

踊りを披露する女性部の皆さん

した。沿道には浴衣姿の親子連れなど、大勢の見物
客が訪れ、大変な賑わいになりました。

和モダンなランプを作りました ─野田地区女性部
野田地区女性部は８月２日、野田地区経済セン
ターで、部員の皆さん 22 名が参加して、短期大

作業を行う部員の皆さん

学の第３回講座・
「繭で作るランプ作り」を行いま
した。
（講師は JA 全農千葉県本部の岩瀬智彦氏）
この日は、繭を水に浸して茹でるなどして絹糸
を取り、さらに絹糸を４本の支柱にまきつけた後
に生の草花と押し花で装飾をして、行燈型のラン
プを作りました。難しい作業もありましたが、部
員の皆さんは、幻想的な光を放つ和モダンなラン
プの出来映えに満足されていました。
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完成した和モダンな ➡
ランプ

営農情報

【園芸用施設における台風対策について】
指導経済部

柏・東部地区担当

佐藤

和真

近年、ゲリラ豪雨、竜巻、突風、降ひょうなど、気象災害が以前に増して深刻なものとなっています。被害を
最小限に抑えるには普段からの対策・準備が欠かせません。本格的な台風シーズンを迎えるにあたり、被害対
策のポイントをまとめましたので参考にして下さい。
台風接近までの処置について（1 〜 2 日前まで）

・風が強く吹き抜ける場所ではあらかじめ防風ネットを設置して下さい。
・風に飛ばされたものがハウスに当たって破損することも多いので、ハウス周辺を整理し、風に飛ばされやすいものは片づけて
おきましょう。
・ハウスに展張されているフィルムにシワやたるみがあると耐風性が低下する為、修正しておきましょう。
・ハウスバンドが未設置の場合は、可能であれば設置し、既設の場合は本数を増やし、締め直して補強して下さい。また、端部
の止め部にも外れがないことを確認し、可能であれば止め直しましょう。
・ビニペットで固定している場合は、ビニペットレールやスプリングの緩みや外れが無いか確認し、可能であれば交換して下さい。
・アンカーやらせん杭で補強されている場合は、緩みやたわみが無いか確認しましょう。
・ハウス内に雨水が侵入しない様に、周囲の排水溝を整備し、ハウスの雨どい等についても、詰まりなどない様整備して下さい。
・可能であれば、台風通過後の停電に備えて発電機の手配をしましょう。
（換気や灌水の為）

台風接近直前の処置

・ハウスは閉め切り、天窓・側窓が開かない様にし、出入口も施錠またはロープがけ等で開かない様にして下さい。
（自動の場
合は電源を切って下さい）
・インバーターで回転数調整可能な換気扇がある場合は、閉め切った状態で緩く稼働させ、ハウス内を負圧にしておくことで
フィルムのばたつきが抑えられます。ただし、風が弱まったら、すぐに停止させて下さい。
・自動換気をしているハウスは、ハウスを閉め切った後の温度上昇で稼働しない様にして下さい。
・フィルム使用年数が経過している場合は事前に撤去または切っておいた方が、ハウスは倒壊しにくくなります。栽培状況を鑑
み、判断しましょう。
・暖房機設置ハウスであれば、暖房機の電源を切り、燃料タンクのコックは閉めて下さい。タンク固定ボルトが緩んでいないこ
とを確認し、配管周辺を整理しておきましょう。

台風通過時

・台風通過時は危険である為、ハウスには近づかないで下さい。やむを得ず接近直前まで作業する場合は、ヘルメット等を着用
して下さい。

台風通過後の処置

・雨風が収まり、施設の安全が確認された時点で確認・修復作業を行いましょう。
・台風通過後は送電線の事故防止に注意して下さい。
・ハウス内外に水が溜まっている場合は、積極的に排水して下さい。
（ポンプ等を利用）

第 43 回 農業機械大展示会
日
場

時：平成 30 年 10 月 26 日（金）・27 日（土）・28 日（日）
9：00 〜 15：00（28 日は 14：30 まで）
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）
※バス利用の申込みにつきましては、各支店・センターの窓口へご連絡下さい。

JA バンクの農業融資でゆとりある農業を !!

展示会限定特別金利実施予定
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インフォメーション
JA ちば東葛柏地区運営委員会親睦ゴルフ大会

参加者募集のお知らせ

参加資格／柏地区の組合員及び利用者

プレー費／16,200 円

日

程／平成 30 年 11 月 6 日（火）

予定参加者／140 名

会

場／ザ・ゴルフクラブ竜ケ崎

申込み締切／９月 28 日（金）

（茨城県竜ケ崎市泉町字原口）

先着順、定員になり次第締切

参 加 費／5,000 円（交通遺児募金を含む）
◎参加申込み、お問い合せは柏支店

賞

品／優勝・準優勝・その他多数

TEL 04−7140−1285 までお願いします。

JA ちば東葛東部地区運営委員会チャリティーゴルフ大会 参加者募集のお知らせ
参加資格／東部地区の組合員

プレー費／15,500 円【昼食付】

日

程／平成 30 年 11 月 8 日（木）

予定参加者／西コース 30 組・120 名

会

場／取手国際ゴルフ倶楽部

申込み締切／10 月 5 日（金）

（茨城県つくばみらい市板橋）

先着順、定員になり次第締切

参 加 費／3,500 円（交通遺児募金を含む）

賞

品／優勝・準優勝・その他多数

◎参加申込みは、1 組単位で土、富勢、風早、東部支店までお願いします。
◎お問い合せは各支店長までお願いします。

JA ちば東葛西船地区運営委員会チャリティーゴルフ大会 参加者募集のお知らせ
参加資格／西船地区の組合員及び利用者

プレー費／14,000 円【キャディー、昼食付】

日

程／平成 30 年 11 月 22 日（木）

予定参加者／20 組・80 名

会

場／富里ゴルフ倶楽部

申込み締切／9 月 28 日（金）

（千葉県山武郡芝山町小原子）

先着順、定員になり次第締切

参 加 費／3,500 円（船橋市への寄付金を含む）

賞

品／優勝・準優勝・その他多数

◎参加申込みは、4 名 1 組（1 名様から申込み可能）で、参加費を添えて西船支店、行田支店窓口までお願
いします。
◎キャンセルは 10 月 31 日（水）までとなります。
◎お問い合せは両支店までお願いします。

JA 集団健康診断のお知らせ 費用の一部を JA、各連合会が助成しています。
（野田地区）
〇日

時／11 月 14 日（水）午前 9 時〜午前 11 時、午後 1 時〜午後 2 時（受付時間）

〇会

場／木間ヶ瀬支店

〇健診料金／8,350 円（基本健診）
（希望検査各項目は別料金となります）
〇お申込み／10 月 12 日（金）までに最寄りの JA 各支店へお申込みください。
（FAX 可）
〇お問い合せ／野田地区経済センター

TEL 04－7129－6611

FAX 04－7129－6616

※野田市の「特定健診」と連携しています。また、国民健康保険（年度当初 18 歳以上）
・後期
高齢者医療制度において人間ドックの費用助成制度（上限 2 万円）もあります。詳しくは、
野田市役所国保年金課へお問い合せください。TEL 04－7125－1111 ㈹
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＝ JA ちば東葛管内

組合員さんのお店紹介＝

行田支店管内

内田

千鶴 さん

葉山珈琲 マンマニーニョ
東武野田線塚田駅東口を出て徒歩１分。マンションの１階に
お洒落なお店を構える“葉山珈琲マンマニーニョ”さん。エレガ
ントで落ち着いた雰囲気の店内では、ゆったりと心地よいひと
時が過ごせます。葉山から直で仕入れる葉山コーヒー㈱の新鮮
な豆を使ったコーヒーメニューや、世田谷区にある名門パン店
［ベッカライ・ブロート・ハイム］
のパンを使ったブレッドメニュー
が充実。お店で煮た小豆を使用した品々も、甘すぎないと好評
です。また、店内ではお洒落な雑貨を販売。毎年７月の第３土曜
日にはハワイアンコンサートを、秋にはサックスやチェンバロ
などのコンサートを開催（一般の方の貸切も可）しています。

船橋市前貝塚町 549 ☎ 047−438−6921 定休日▶日曜日、祭日
営業時間▶ 10：00 〜 18：00 40 席（テラス席有→ペット可）駐車場４台
ラ ン チ▶月〜金 11：30 〜 14：00
サラダライス、ライスバーガー（土曜日は限定サンドウイッチ有）

農産物直売所「ふなっこ畑」コーナー

アンテナショップ daichi コーナー

ちば東葛󠄀オリジナル商品
ジェラートの店頭販売

飯田果樹園の梨
今年もアン
テナショップ

当 JA 管

daichi にこの

内の農業及

季節がやって

び農畜産物

きました。

の PR と 販

毎年ご好評

路拡大に繋

をいただいて

げ る た め、

いる飯田果樹

８月５日（日）に JA 千葉みらい「しょいか〜ご千葉

園（野田市）のフレッシュな『梨』。当店では８月中

店」にて当 JA オリジナル商品のジェラート（関宿

旬より販売を開始いたしました。

ミルク・小松菜・枝豆の３種類）の店頭販売を行い

毎週木曜日、金曜日を中心に販売をおこなってお

ました。

り、お客様にも大好評です。その為、売り切れてし

事前に告知をしていただいたこともあり、たくさ

まうケースもございますのでご了承ください。
『季

んのお客様が来店しました。
「味がとても濃厚だし、

節のジェラート、梨のソルべ』と『梨ジュース』につ

それぞれの野菜の味をしっかりと感じることが出

いては現在、味の調整中です。完成出来次第販売を

来てとても美味しい」
「他にも色々な味があると聞

スタートいたしますので、しばし、お待ちください。

いたので、是非『ふなっこ畑』で他の味も食べてみ

詳細につきましては daichi の Twitter 等でご案内

たい」といった声を数多くいただきました。

させていただきますので、そちらも併せてご覧いた

「ふなっこ畑」では、今後もこのような活動を積極

だけると幸いです。

的に行いたいと思います。
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うちの アイドル

山田 賢一さん宅（野田市木間ヶ瀬）
（野田地区木間ヶ瀬支店管内）

いつもニコニコ、かわいい
我が家のアイドル達 !!
皆に愛される、元気で優し
い子に育っていってね !!

【好きな食べ物】
（芽依さん） くだもの（特にいちご）
（枇奈さん） ママのおっぱい
【好きな遊び】
（芽依さん） 外で走り回るのが大好きです。
（枇奈さん） カシャカシャおもちゃを持って、手足を振
り回して遊ぶ事。
【お手伝い】
（芽依さん） お掃除、ゴミ捨て、片付け、笑顔で家に来た
お客さんの接客をして、ママを全力でサポート !!
（枇奈さん）
［ニコニコ接客］を頑張ってくれてます。

ご両親から一言

関田 文夫 さん（72 歳）
文子 さん（68 歳）

─お二人の出会いを教えてください
文夫さん：東武鉄道㈱で働いていた時に、
上司が家内を紹介してくれました。家内はこ
の頃、野田の化粧品・手芸関係のお店で働い
ていました。上司の奥様が編物を請け負って
編んでいたので、家内が会社へ編物の材料を
届けていました。その時に上司が声をかけて
くれたのです。その後、約１年ぐらい交際し昭
和 年に結婚しました。
─ご夫婦円満の秘訣は
一緒に旅行、ドライブ、食事などに出かけた
り、植木（庭木と実のなる木が 本ぐらいあ
ります）
の手入れをする事です。
─ご趣味や、それ以外の活動について教えて
ください
文夫さん：岩名第５区の親交会の仲間が
人います。その仲間達とゴルフ、マージャン、
飲み会をして、
一緒に楽しんでいます。また、
観光バスの運転をしていた関係で現在も観光
会社外務職員をしており、地域の方々や趣味
仲間と一緒に旅行をする事もあります。
文子さん：月に一度、 人ほどの友人とカ
ラオケを楽しんでいます。もう 年以上続い
ています。また、野菜作りも好きで、トマト、
ナス、キュウリ、メロン、スイカなどを、
ハウスと
露地で栽培しています。収穫後は、ご近所の
皆さんや子供達におすそ分けをしています。
─健康の秘訣を教えてください
植木の手入れ、ゴルフ
（文夫さん）
、野菜作
り（文子さん）などで、体を動かす事が健康に
繋がっていると思います。二人とも、朝は必ず
ヨーグルトとくだものを食べています。
─今後の目標は
体に気を遣いながら、積極的に夫婦共々い
ろいろな事にチャレンジしていきたいと思いま
す。
ご自宅のお庭にて
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枇奈さん（０歳）
お母さん

ありささん

芽依さん（１歳）
政宏さん
お父さん

な

（左） ひ

写真紹介
（右） め い

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

いきいきライフ
野田市岩名（七福支店管内）

トピックス
鈴木元首相特集記事で紹介 ─二川支店管内・知久将太さん
野田市柏寺で酪農を行う知久将太さんが、鈴木貫太郎元首
相没後 70 年を記念した読売新聞東葛版（８月 19 日朝刊）の
特集記事で紹介されました。
特集記事には、元首相が、旧関宿町の農家で作る勉強会［農
事研究会］を支援すると共に、堤防一帯を牧草地として利用す
る酪農の普及に尽力した様子が掲載されました。また、同記事
には、知久さんのお祖父さんが飾った元首相の写真が、今も知
久牧場の事務所に掲げられている事や、知久さんが話した「貫
太郎さんのおかげで僕らの今がある。地域の酪農をしっかり
守っていきたい」とのコメントも掲載されました。
読売新聞東葛版８月 19 日

朝刊紙面➡

全国大会に出場します ─柏支店・川島職員
柏支店の渉外担当・川島翔平職員は、タレントの萩本欽
一さんが創設した社会人硬式野球クラブチーム・茨城ゴー
ルデンゴールズに所属しています。同チームは、このたび
予選を勝ち抜いて、９月 10 日から 13 日まで埼玉県所沢
市のメットライフドームで行われる第 43 回全日本クラブ
柏支店渉外担当の川島職員
野球選手権大会に出場することになりました。
（川島職員
は通常２番、セカンドで試合に出場しています）全国大会出場を前に川島職員は「お客
様に良い話題を提供できるよう、頑張りたいと思います」と意気込みを話しました。

理 事 会 報 告

−８月−

８月10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。
協議事項
⑴
⑵
⑶

⑸

農産物検査業務規程の一部変更について
宅地等供給事業実施要領及び宅地等供給事
業報酬額・手数料表について
職務権限表変更について

⑹
⑺

報告事項
⑴
⑵
⑶
⑷

平成 30 年度第１四半期内部監査結果につ
いて
平成 30 年度第１四半期コンプライアンス・
プログラムの進捗状況について
平成 30 年度第１四半期反社会的勢力排除
対応管理先対応状況報告について
平成 30 年度第１四半期相談・苦情対応状
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⑻
⑼
⑽
⑾
⑿
⒀

況定期報告について
平成 30 年度第１四半期自主検査結果報告
について
平成 30 年度第１四半期連続職場離脱の実
施状況について
平成 30 年度第１四半期余裕金運用状況に
ついて
平成 30 年度余裕金運用第２四半期計画に
ついて
平成 30 年度顧客属性照会システム第一次
認定確認結果について
地区運営委員会について
専門委員会委員長について
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 ・ ９月
米検査日程
2日〜 3日 ●花植木生産者組合（西船地区）視察会
福田支店
3日〜28日（土、日、祝日を除く）
旭 支 店
   ●柏地区帳簿記帳個別相談会（柏支店）
4日〜 5日 ●印内出荷組合（西船地区）視察会
川間支店
   7日 ●㈱農協サービス取締役会（野田市内）
木間ヶ瀬支店
   8日 ●一斉訪問日
  11日 ●柏地区集団健康診断結果報告会（柏支店） 二 川 支 店
   ●西船地区青壮年部レクリエーション大会
関宿支店
11日〜12日 ●西船地区集団健康診断
（西船地区多目的ホール）
柏 支 店
  12日 ●理事会・監事会
我孫子地区
  13日 ●西船地区女性部手芸教室
（西船地区多目的ホール）
湖北地区
   ●西船地区国会視察
布佐地区
  21日 ●野田予冷部会中間検査会
  27日 ●西船地区女性部女性大学第3回講座
風早地区
（読売新聞社見学）
手賀地区
  30日 ●野田地区園芸用廃プラスチック回収
布瀬地区
（堆肥センター）

市場・休市日

9月7日
（金）
、12日
（水）
、
20日
（木）
、27日
（木）
9月5日
（水）
、13日
（木）
、
26日
（水）
9月4日
（火）
、6日
（木）
、
12日
（水）
、14日
（金）
、
20日
（木）
、27日
（木）
9月7日
（金）
、11日
（火）
、
21日
（金）
、28日
（金）
9月5日
（水）
、11日
（火）
、
13日
（木）
、19日
（水）
、26日
（水）
9月4日
（火）
、6日
（木）
、
11日
（火）
、14日
（金）
、
21日
（金）
、26日
（水）
9月26日
（水）
9月4日
（火）
、6日
（木）
、
11日
（火）
、13日
（木）
、
19日
（水）
、21日
（金）
、27日
（木）
9月5日
（水）
、7日
（金）
、
12日
（水）
、14日
（金）
、20日
（木）
9月5日
（水）
、7日
（金）
、
12日
（水）
、14日
（金）
、
20日
（木）
、27日
（木）
9月27日
（木）
9月6日
（木）
、11日
（火）
、
21日
（金）
9月7日
（金）
、13日
（木）
、
21日
（金）

日曜・祭日のほか

9 月 12 日（水）・10 月 3 日（水）・10 月 17 日（水）・10 月 24 日（水）

相談日 ─９月、10 月─
９月の相談日
開催日
11日（火）
税務相談

13日（木）
20日（木）
25日（火）
27日（木）

法律相談
労務・年金相談
年金相談

13日（木）
20日（木）
25日（火）
26日（水）
11日（火）

10 月 の 相 談 日

開催場所
顧問名
行田支店 深 代
東部支店 松 丸
うめさと支店 加 藤
柏 支 店 春 日
西船支店 深 代
行 田 支 店 長谷川
川間支店 加 藤
柏 支 店 小 倉
西船支店 草 薙
川 間 支 店 花岡・村松
西船支店 川 名
川間駅前支店 松村（良）

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

開催日
開催場所
顧問名
2日（火） 富 勢 支 店 松 丸
柏 支 店 春 日
4日（木）
西 船 支 店 長谷川
行田支店 深 代
9日（火）
東部支店 松 丸
11日（木） うめさと支店 加 藤
18日（木） 柏 支 店 春 日
23日（火） 西 船 支 店 深 代
行 田 支 店 長谷川
25日（木）
川間支店 加 藤
11日（木） 柏 支 店 小 倉
18日（木） 西 船 支 店 草 薙
23日（火） 川 間 支 店 花岡・村松
24日（水） 西 船 支 店 川 名

福田支店管内

─イチゴ栽培、出荷販売をする上で注意されて
いる事や、こだわっている事はありますか？
培地を網目にした高設栽培システムで作って
います。網目にする事で水はけが良くなると共
に、根が呼吸しながら下部へ伸びる事ができるの
で、張りが良くなり、苗が健全に育ちます。また、
定植してから花が咲くまでに、病害虫をしっかり
防除しておく事も大切です。花が咲いた後にマル
ハナバチなどを使って花粉交配をしますが、ハチ
は僅かな農薬を使っただけでも死んでしまうの
で防除ができなくなるからです。
また、熟度、糖度の高いイチゴを出荷するよう
にしています。通常、店頭に並んでいるイチゴの
熟度は ％位、糖度は 度位です。しかし、我が
家では、市場を通さず 直でお店へ持ち込めるの
で、熟度が ％位、糖度が 度位になってから収
穫・出荷しています。
─趣味、農業以外の活動を教えてください
野田市４Ｈクラブ［野田市農村青少年クラブ］
に所属して、農業経営、農業技術などの向上を図
ろうと活動をしています。
（金剛寺さんのご経験、
人脈は、メンバーの皆さんの大切な財産になって
います）また、趣味は旅行、釣り、ゴルフです。特
に旅行が一番の楽しみで、家内や友達とシーズン
オフの５月〜７月によく出掛けます。
─これからの抱負を教えてください
無理をせず、長期間に渡って農業を続けたいと
思っています。これからは規模の拡大よりも品質
向上に力を入れたいと思います。
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編集／総合企画部

〒277-0861 千葉県柏市高田362番地

さん （ 歳） 野田市西三ヶ尾
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─農業を始めたきっかけを教えてください。
当初は両親の跡を継いで農業をするつもりは
無かったので、青果物の仲卸会社に就職しまし
た。しかし、この頃から「いずれは自分で事業を
したい」という気持は強く持っていました。何か
事業を始めるにしても、資本の事、実家が農家で
ある事など、諸事情を考えると農業が一番現実
的でしたので、仲卸会社で 年間働いた後に就
農しました。
就農後しばらくは野菜を中心に栽培しました
が、野田市内に生産者がいなかった事も動機とな
り、イチゴ栽培（市内初との事）を始めました。こ
の頃、流山、松戸市内の生産者さん、東葛飾農業
事務所の職員さんには大変お世話になりました。
─現在作られている作物、規模、出荷について教
えてください。
ハウス７棟でイチゴ［紅ほっぺ］を栽培。９月中
旬に定植し、 月〜翌年４月にかけて収穫して
います。スーパーマーケット（商品の選別が厳し
い高級スーパーへも出荷されているとの事）
、野
田市山崎にあるサンドウイッチ店［コウジ・サン
ドウイッチ・スズムラ］へ出荷するほか、圃場脇
での軒先販売をしています。
青果物の仲卸をしていたので、スーパーや小売
関係などに人脈を持っています。また、裏事情も
分かっているので、こんな商品にすれば受けが良
くなるといった事も把握しています。新鮮で瑞々
しく甘いイチゴが店頭に並ぶよう、朝収穫したも
のを直で販売先へ納めています。
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金剛寺 浩一

圃場前にて
イチゴが熟したハウス内にて

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９月号

農業家

イチゴの苗
ハウスで栽培しています

