
野田地区の大麦が収穫を迎えました
　５月28日から30日にかけて、野田市東部営農組合（山崎菊司組合長）の皆さんが、同市
目吹の圃場で、この春に納車された最新型のコンバインを使って大麦の収穫を行いました。
　作付面積は約11ヘクタール。昨年11月に播種した大麦［カシマ麦］は、多雨（播種時）の
影響もありましたが、ほぼ平年通りの出来になりました。同営農組合では６月半ばから県の
奨励小麦品種・［さとのそら］の収穫を行う予定です。
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５月11日、西船橋枝豆研究会の髙橋幸雄会長、西船橋葉物共販組合の藤田篤人組合長、当
JAの湯原靖雄常務理事が船橋市役所に松戸徹市長を訪ねました。一行は松戸徹市長へ今年の枝
豆・小松菜の出来映えと出荷状況を報告すると共に、同市へ葉付き枝豆20束、鮮度保持ができ
るＦＧ袋入り枝豆20袋（１袋250g）、小松菜30束を贈呈しました。髙橋幸雄会長と藤田篤人
組合長は、出来映えは例年通りである事を報告。さらに新型コロナウイルスの影響で例年に比べ
てＰＲが出来ないうえ、給食や飲食店などへの出荷も滞っていると状況を報告しました。松戸徹
市長は「市民が外出できない分、家の中で旬の野菜を食べて季節の移り変わりを感じてほしい」
と応えてくれました。またこの日、両団体は、試食用に茹でた枝豆、小松菜・枝豆などのジェラー
トを用意。松戸徹市長をはじめ、居合わせたマスコミ関係者などが試食をして、西船地区産農産
物の品質の高さを確かめました。

５月８日に、関宿支店敷地内にお
祀りしている弁財天の祭礼を行いま
した。
弁財天は、長い間供養を施されず
放置されたままになっていたものを
戦後にお祀りしたもので、以来毎年
この時期に祭礼を行っています。祭
礼には青木進理事、鳩貝誠監事も出
席。同支店近くの実相寺・大野寛師
副住職にお願いして、当JAの発展
と組合員の皆さんの福徳を祈願しま
した。祭礼は出席した皆さんが神酒
を拝戴して終了しました。

トピックス
市長に今年の出来を報告しました─西船橋枝豆研究会、西船橋葉物共販組合

当JAの発展と組合員の皆さんの福徳を祈願─JA

左から湯原靖雄常務理事、髙橋幸雄会長、松戸徹市長
　　　藤田篤人組合長

関係者に話をする松戸徹市長
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当JAの指導経済部と直販事業部が協力して、５月16日から31日までの予定で、土・日曜
日に農産物直売所［ふなっこ畑］で、月・水・金曜日には野田・柏・東部地区経済センターで、
当JA管内産の米と野菜をドライブスルー方式で販売しました。販売は、新型コロナウイルス対
策の特別措置法に基づく緊急事態宣言が県内にも発令された事を受け、売り場混雑に伴う買い
物客の感染不安を解消しようと始めました。販売商品は、当JA管内である野田・柏・我孫子・
船橋市産の野菜・約13品目を詰め合わせた3000円セット、この野菜に野田市産黒酢米５㎏
を加えた5000円セットの２種類です。販売前々日までに［ふなっこ畑］で受け付けた注文に対
応し、JA職員が米や野菜を指定時刻に注文客の車に積み込みました。

当JAの水稲育苗センターで
は、４月23日から５月８日にか
けて、育苗管理を終えたコシヒカ
リの苗・育苗箱で約１万１千枚を
管内の生産者など88名へ出荷し
ました。
同育苗センターでは、３月11
日から種籾に水分を吸収させる浸
種を開始。その後、消毒・催芽・
播種・緑化・硬化の順に作業を行
いました。今年は４月に入り、例
年より雨が多く低温であった為、
温度管理を徹底すると共に、草丈
が徒長しないよう、特に水分と換
気に注意を払って管理しました。

管内産の米と野菜をドライブスルー方式で販売─JA

管内の生産者などへ水稲苗を出荷─JA

当JA管内産の野菜を詰め合わせた3000円セット

生産者へ育苗苗を引き渡しました

車に野菜セットを積み込む農産物直売所［ふなっこ畑］
の小寺広文所長

トピックス
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花植木生産者組合（西船地区）は４月28日、
西船地区経済センターで、同組合の生産者が育
てた野菜苗（トマト、キュウリ、ナス、ピーマ
ン、シシトウ、トウガラシ、カボチャなど）を、
あらかじめ予約をしていた当JA西船地区の組
合員さんなど28名へ販売しました。
またこの日、同組合は西船地区多目的ホール
で、令和元年度通常総会を新型コロナウイルス
感染防止を考慮して書面議決で開催しました。
同総会では［令和元年度事業報告承認］など提
案された5議案を承認。第4号議案の［役員改選について（案）］の承認により、組合長に川野辺
秀樹さんが、副組合長に森田亮さんが選任されました。また、農産物直売所［ふなっこ畑］では、
４月中旬から６月中旬まで、西船・柏地区などの生産者が店頭で野菜苗の販売を行いました。

当JAはこの度、小学校高学年向けの教
材本［農業とわたしたちのくらし］を野田市
へ1,660部、柏市へ3,460部、我孫子市
へ1,220部、船橋市へ770部贈呈しまし
た。また、当JA管内の小学校１校あたり１
枚となるように、同教材本のＤＶＤを４市
へ贈呈しました。
JAバンク（JA・信連・農林中央金庫）で
は、子供達の農業に対する理解を多面的に
拡げていく事を目的に、平成20年度から
全国事業として［JAバンク食農教育応援事

業］を実施しています。当JAでは、この事業の一環として、子供達が農業や食、自然環境への理
解を深めるきっかけとなる事を願い、この教材を管内各市へ贈呈しています。

トピックス
植え付け時期が到来！野菜苗を販売しました─花植木生産者組合、農産物直売所［ふなっこ畑］

４市へ食農教育教材本を贈呈しました─JA

賑わう農産物直売所［ふなっこ畑］の店頭

野菜苗を手に取る買い物客

組合員の皆さんなど28名へ野菜苗を販売しました

教材本［農業とわたしたちのくらし］と同教材本のＤＶＤ



5

５月 16 日から 31 日までの予定で、新型コロナウイルスの感染不安を解消しようと実施しておりまし
た［ドライブスルー方式での野菜・米販売］を、好評につき６月末まで延長させていただくことになりま
した。当 JA 管内産の［新鮮野菜セット］、米（精米・玄米）を車に乗ったまま購入できますので是非ご利
用ください。なお、ご購入は予約制となっておりますのでご注意ください。
◦販 売 品　◦当 JA 管内産新鮮野菜 3,000 円セット
　　　　　　◦野田市産黒酢米コシヒカリ、我孫子市産コシヒカリ
　　　　　　　精米５kg　1,944 円、精米 10kg　3,780 円、玄米 30kg　9,180 円　（価格はすべて税込）
◦お申込み　農産物直売所［ふなっこ畑］　TEL 047－439－3061（定休日，火曜日）
　　　　　　受取日の前々日 17 時までにお申込みください。
◦受取場所・受取日時
　　　　　　◦農産物直売所［ふなっこ畑］　６月末までの土・日曜日　午前 10 時又は午前 11 時
　　　　　　◦野田地区経済センター　６月末までの月・水・金曜日　午後２時〜午後４時
　　　　　　◦柏・東部地区経済センター　６月末までの月・水・金曜日　午後１時〜午後３時

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、皆さまの健康・安全を第一に考慮すべきと判断し、次
の行事を延期・中止とさせていただきました。何卒ご理解を賜りますようお願いいたします。
【延　期】　第 11 回　JA ちば東葛西船地区農業まつり（例年５〜６月に開催）
　　　　　（開催日程が決まりましたら、改めてご案内させていただきます。）
【中　止】　JA ちば東葛野田地区年金友の会総会（例年７月に開催）

（柏地区）
●日　　時　８月３日（月）　午前９時〜午前 11 時（受付時間）
●会　　場　柏支店 2 階大会議室
●健診料金　① 8,560 円　39 歳以下、及び 40 歳以上の柏市国民健康保険以外の方
　　　　　　②  210 円　柏市国民健康保険被保険者（40 歳〜 74 歳）（柏市助成有）
　　　　　　③  210 円　千葉県後期高齢者医療制度被保険者（75 歳〜）（柏市助成有）
　　　　　　（すべて基本健診）（希望検査各項目は別料金となります）
●お申込み　７月３日（金）までに柏地区経済センターへお申込みください。
●お問合せ　柏地区経済センター　TEL 04－7140－1288　FAX 04－7140－1289（FAX 可）
※柏市の「特定健診」と連携しています。※受診費用助成については詳細をご確認ください。
（野田地区）
●日　　時　８月 18 日（火）　午前９時〜午前 11 時（受付時間）
●会　　場　野田地区経済センター
●健診料金　① 8,560 円（基本健診）（希望検査各項目は別料金となります）
●お申込み　７月 17 日（金）までに最寄りの JA 各支店へお申込みください。（FAX 可）
●お問合せ　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・後期高齢者医療制度において野田市の

費用助成制度もあります。詳しくは野田市役所国保年金課へお問合せください。
※木間ヶ瀬支店での健診は 11 月 17 日（火）を予定しています。
◎西船地区につきましては、次号の広報誌にてお知らせいたします。

インフォメーション
［ドライブスルー方式での野菜・米販売］延長のお知らせ

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。

新型コロナウイルス感染拡大防止のための行事、延期・中止のお知らせ
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ジェラートコーナーでは、１年中楽しめるように旬の素材を使用し
ています。食育ソムリエが、厳選素材を活かした10種類を毎朝作り、
お客様をお待ちしております。ちなみに、昨年は１年間に31種類登
場しました！人気のイチゴ、ミルクをはじめ、にんじん、米、枝豆など
の評判がいいです。ぜひ、１度召し上がっていただき、味を楽しんで
季節を感じていただければと思います。

また、毎週日曜日には、ジェラート全品20％引を実施しております。
※コーナー営業時間は10：00〜 15：00です
※現在、対面販売は自粛しており、お持ち帰り容器での提供となります。

別表　水稲の病害虫防除等日程表
地区名 実施予定日 目　的 薬剤等
今 　 上 7 ／ 13（月）〜 14（火） カメムシ類防除 トレボンエアー関 　 宿 7 ／ 23（木）

今 　 上 1 回目　7 ／ 13（月）〜 14（火）
2 回目　未定

稲の健全な育成
を目的とし、病
気に負けない強
い稲にする。

玄米黒酢

木 野 崎
１回目　7 ／ 16（木）
２回目　8 ／ 13（木）

目 　 吹
船 　 形
小 　 山

木 間 ヶ 瀬 １回目　7 ／ 12（日）
２回目　未定

関 　 宿 １回目　7 ／  8（水）
２回目　7 ／ 24（金）

　最適水分に仕上げて有利販売を図るため、米麦水分計の点検を是非お受けください。
　なお、日程外の点検は有料かつ送料が必要になります。
　点検内容等は次のとおりです。
◆点検日時・場所＝７月１日（水）　13 時〜 14 時 30 分・福田支店
　　　　　　　　　※６月 25 日（木）までに最寄りの各支店・センターへお持ちください。
◆点検対象品＝㈱ケット製品のみ　他社製品は実施しません。
◆費　　　用＝◦点検：無料　◦修理：必要経費有料

　水稲の病害虫防除が始まります。散布中や散布後は、しばらく区域内に立ち入らないよ
うにご注意ください。
　なお、日程は別表のとおりですが、天候の都合で変更になる場合があります。日程のお
問合せは、最寄りの支店または市農政課にお願いします。

ジェラートコーナーは種類がたくさん

農産物直売所「ふなっこ畑」コーナー

インフォメーション
水稲防除の日程（野田地区）

ケット米麦水分計の無料点検を行います
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営農情報
【新農薬のご紹介】

〜新規害虫防除剤「兼商ヨーバル ® フロアブル」が新発売〜

西船地区経済センター　　　　　池田　太一
今月の営農情報では、テトラニリプロールを有効成分とするジアミド系新規害虫防除剤

「兼商ヨーバル ®フロアブル」のご紹介をします。同剤はチョウ目害虫、ハモグリバエ類、
アブラムシ類、コナジラミ類、アザミウマ類など、様々な害虫に低薬量で高い効果がありま
す。残効性および即効性に優れ、使用期間の幅も広いことから、多様な場面での活用が期待
できます。
作物によって適用害虫は異なりますので、使用前に必ず登録内容をご確認下さい。

【兼商ヨーバル®フロアブル適用作物と使用方法】※主要作物抜粋

ヨーバル®フロアブル
①野菜類、果樹など 30品目の作物への登録有り
②チョウ目害虫の老齢幼虫にも高い活性を示す
③浸透移行性があり、摂食行動などの阻害が速い
④残効性が長く、長期間効果が期待できる
⑤耐雨性に優れる
⑥高温でも低温でも効果が安定している
※ミツバチに対する影響に注意（安全日数 14日）

発売元：アグロカネショウ㈱
販売規格：100㎖

作物名 適用害虫名 希釈倍率 使用液量 使用時期 本剤使用回数

キャベツ

コナガ、アオムシ、ネキリムシ類、ハイマダラノメイガ、ハ
スモンヨトウ、アブラムシ類、ネギアザミウマ 200倍 セル成形育苗トレイ１箱または

ペーパーポット１皿当り0.5ℓ 育苗期後半〜定植当日 １回

コナガ、アオムシ、ウワバ類、ハイマダラノメイガ、ヨトウ
ムシ、ハスモンヨトウ、オオタバコガ、アブラムシ類、アザ
ミウマ類

2500〜5000倍 100〜300ℓ/10a 収穫前日まで ３回以内

ブロッコリー

コナガ、アオムシ、ハイマダラノメイガ、ハスモンヨトウ、
アブラムシ類 200倍 セル成形育苗トレイ１箱または

ペーパーポット１皿当り0.5ℓ 育苗期後半〜定植当日 １回

コナガ、アオムシ、ハイマダラノメイガ、ヨトウムシ、ハス
モンヨトウ、アブラムシ類 2500〜5000倍

100〜300ℓ/10a 収穫前日まで

３回以内

非結球あぶらな科葉菜類 コナガ 5000倍 ２回

いちご ハスモンヨトウ、オオタバコガ 2500〜5000倍 ２回以内

ねぎ

ネギアザミウマ、ハモグリバエ類 200倍 セル成形育苗トレイ１箱または
ペーパーポット１皿当り0.5ℓ 育苗期後半〜定植当日 １回

シロイチモジヨトウ、ネギコガ、ハモグリバエ類 2500〜5000倍

100〜300ℓ/10a

収穫３日前まで
３回以内

アザミウマ類 2500倍 ３回以内

えだまめ マメシンクイガ、ウコンノメイガ、ハスモンヨトウ 5000倍
収穫前日まで

３回以内

未成熟とうもろこし アワノメイガ 5000倍 ３回以内

トマト・ミニトマト
ハモグリバエ類、アブラムシ類、コナジラミ類 200倍 25㎖/株 育苗期後半〜定植当日 １回

ハスモンヨトウ、ハモグリバエ類、アブラムシ類 2500〜5000倍 100〜300ℓ/10a 収穫前日まで ３回以内

キュウリ

ハモグリバエ類、アブラムシ類 200倍 25㎖/株 育苗期後半〜定植当日 １回

ハスモンヨトウ、ウリノメイガ、ハモグリバエ類 2500〜5000倍
100〜300ℓ/10a 収穫前日まで ３回以内

アブラムシ類、コナジラミ類、アザミウマ類 2500倍


