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田植え待つ水稲苗、出荷 ─ JA

購入された水稲苗を積み込む JA 職員

田植えシーズンを迎え、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、コシヒカリの苗約
１万２千枚を管内の生産者など 96 名へ出荷しました。
育苗センターでは３月 18 日から、籾種を一斉に発芽さ
せるために水分を吸収させる浸種作業を開始。その後、消
毒・催芽・播種・緑化・硬化の順に育苗作業を行いました。
今年の４月は例年より暖かい日が多く、温度管理が大変でし
たが、無事にすくすく成長した苗を出荷することができました。

米の食味向上に向けて成分分析計を導入 ─ JA
当 JA は令和４年４月、成分分析計を野田地区経済セン
ター・東部地区経済センターの２か所に導入しました。
成分分析計は検体（米）に近赤外線を当て、アミロース、
タンパク質、水分を測定することができ、お米の”おいし
い“を数値化するものです。
当 JA は今後、この成分分析計を使い、お米の食味向上
と JA 全農ちばが毎年開催している千葉米食味コンクール
に向けて、取り組んでいきます。

新たに導入した成分分析計

期待の野菜苗、今年も販売 ─花植木生産者組合
花植木生産者組合（西船地区）は４月 26 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を、同地
区組合員さんなど 18 名へ販売しました。
毎年購入している組合員さんは「他店よりも安価で、い
い苗木を提供していただきありがたい。今後も継続してほ
しい」と話していました。
苗を渡す組合員

当 JA の発展と組合員の皆さんの福徳を祈願 ─ JA
５月 13 日、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、青木進組合長、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をして、当 JA の発
展と組合員の皆さんの福徳を祈願しました。
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祈願する役員

トピックス
地域の味を提供！ ─ JA、野田市
５月１日、野田市と JA は柏の葉公園総合競技
場で行われた、ラグビーチーム”NEC グリーン
ロケッツ東葛“対”埼玉パナソニックワイルドナ
イツ“「野田市・鎌ケ谷市ホストタウンデー」に
おいて PR を行いました。
同競技場に設けられた特設ブースで、黒酢米
２合（300g）と黒酢米米麺のセット計 200 袋
を来場者へ手渡しました。その他、野田市産黒酢
米 60㎏を両チームへ贈呈しました。
セットを配る職員
NEC グリーンロケッツ東葛は、野田市を含む
東葛エリア９市をホストエリアとして活躍するラグビーチームで、市と連携し、ホストタウン
デーを行っています。野田市と JA は市と市の農産物を PR するため、今回初めて参加しました。

船橋産ブランド野菜を PR ─西船橋葉物共販組合、西船橋枝豆研究会、JA

来場者に手渡す両代表と JA 職員

当 JA と西船橋葉物共販組合（平野徹組合長）、
西船橋枝豆研究会（高橋宏幸会長）は５月 18 日、
千葉市の ZOZO マリンスタジアムで行われた船
橋産ブランド野菜の PR イベントに参加しまし
た。
この日行われたプロ野球“千葉ロッテマリー
ンズ”対“東北楽天ゴールデンイーグルス”の試
合に訪れた野球ファンへ、各生産組織の代表が
小松菜 300 束、船橋にんじん 700 袋を無料配
布しました。手に取った方からは「立派な小松
菜」や「新鮮で瑞々しい」と声が上がりました。

抽選会を行いました ─ JA
JA は５月 11 日、柏支店２階会議室で「大
感謝祭・抽選会」を開催しました。抽選会で
は、田村正幸常勤監事の立ち合いのもと、常
勤役員や各支店長やセンター長などにより抽
選が行われ、4,000 を超える応募の中から
組合長賞（旅行券）10 名を含む 310 名の方
が当選されました。
今回の抽選会は、新型コロナウイルス感染
症の影響により中止を余儀なくされたイベン
トに代わる催しとして、組合員及び利用者の 当選した応募券を持つ組合長と当 JA オリジナルキャラクター
皆さまに感謝の気持ちを伝えるべく、実施しました。
なお、当選の発表は賞品の発送をもってかえさせていただきますので、予めご了承ください。
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インフォメーション
水稲防除の日程（野田地区）
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、日程は下記のとおりですが、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。
地区名
今

実施予定日
上

関

宿

今

上

木

野

７月 14 日（木）

的

カメムシ類防除

７月 24 日（日）

薬剤等
スタークル液剤 10
キラップ乳剤

１回目：７月 14 日（木）、15 日（金）
２回目：未定

崎

目

吹

１回目：７月８日（金）

船

形

２回目：８月中旬

小

山

木 間 ヶ 瀬
関

目

宿

稲の健全な育成
を目的とし、病気
に負けない強い

玄米黒酢

稲にする。
１回目：７月 12 日（火）
２回目：未定
１回目：７月 ７ 日（木）
２回目：７月 21 日（木）

ケット米麦水分計の無料点検を行います
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（金） 13 時〜 14 時 30 分・福田支店
※６月 24 日（金）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
◆費

用＝◦点検：無料

他社製品は実施しません。

◦修理：必要経費有料
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営農情報
【水稲

当面の対策について】
東部地区経済センター

井上

慶太

今回の営農情報では、水稲における当面の管理についてご紹介いたします。
植物体の生育ステージをこまめに確認し、作業が遅れないようにしましょう！

作業その１
近年の高温障害対策に！～中間追肥：けい酸加里の使用について～
①効

果 ➡ け
 い酸と加里が吸収される事により、根の活力が高
まり登熟向上につながります！また、光合成を促進
させる効果もあります。
②施用時期 ➡ 中干し直前（田植え後35 ～ 45日）
③施 用 量 ➡ 20 ～ 40㎏/10a

作業その２
～分げつ数をチェックして中干しの実施～
中干しが出来ない土壌中は酸素不足になります。そうすると根が老化し、幼穂形成期以
降の登熟期間の養分吸収が悪くなってしまいます。
さらにはケイ酸、リン酸、加里などの吸収が抑制され、植物体が軟弱気味になります。

それを防いでくれる中干しの効果は…
①無効分げつの抑制と下位節間の伸長を抑え、倒伏しにくい稲にします！
②土壌中に酸素を供給し、根の活性化！
③機械作業に適した土壌硬度の確保！
これらの理由から、茎数が確保された圃場では速やかに「中干し」をお願いします。
特にコシヒカリは倒伏防止の為に遅れずに実施しましょう！
●中干し開始の目安
砂質

中干し開始目標茎数
壌質

粘質

４月20日
５月１日

320本/㎡
（18本/株）

310本/㎡
（17本/株）

300本/㎡
（16本/株）

４月20日

460本/㎡
（25本/株）

品種

植付時期

コシヒカリ
粒すけ

※（ ）内は60株／坪植えの時の１株当たりの茎数の目安です。
※疎植の場合はこの目標茎数に達しないことがあります。
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420本/㎡
（23本/株）

うちの アイドル

田中 大介さん宅（船橋市印内）
（西船地区西船支店管内）
写真紹介

野口

─お二人の出会いを教えてください
親戚の方の紹介でお見合いをし、結婚しま
した。今年で丸 年になります。
昭和 年４月４日、晴天の中結婚式を挙げ
ました。雲ひとつない綺麗な空だったことは今
でも鮮明に覚えています。
─ご夫婦円満の秘訣を教えてください
大変なこともありましたが、何事も前向き
に二人三脚で乗り越えてきました。
ただ、干渉しすぎないように、それぞれ友人
とお酒を飲んだり、お茶やランチなどに出掛け
るなど、適度な距離を保つようにしています。
─お仕事やご趣味を教えてください
２人で農業をしています。主にネギ、ほうれ
ん草、キャベツ、ブロッコリーなどの野菜と、米
作りをしています。
作った野菜は、
主に農産物直売所「かしわで」
で販売をしています。
常に良い物を作ろうと心掛けていることも
あり、嬉しいことにお客様から私たちの名前
が挙がるほど好評です。
─健康の秘訣を教えてください
お酒を飲むことが好きなので、食生活には
特に気を付けています。油ものを控え、バラン
ス良く好き嫌いなく食べるなど工夫していま
す。
また、近い距離は車でなく自転車で移動す
るなど、仕事以外でも出来る限り身体を動か
すようにしています。
─今後の目標
これからも、私たちの野菜を買ってくれる皆
さんに喜んで食べてもらえるように、野菜を
作っていきたいと思います。
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茂 さん（69 歳）
和江 さん（68 歳）
ご自宅の玄関前で

翔登くん（１歳）

菜心

有希さん
お母さん

大介さん
お父さん

と

（右）かい
ちゃん（３歳）
み

（左） な

ご両親から一言！

【特技 や習い事】 （菜心ちゃん）ダンスが好きでテレビ
を観ては踊ったりしています
（翔登くん）

逃げ足が速いのと、おしりフリフリダン
姉弟仲良く元気に
スを踊ります
育ってほしいです♡ 【好きな食べ物】 二人とも枝豆が大好きです♡
【好きな遊び】 （菜心ちゃん）おままごと、お世話遊び
何か打ち込めること、
（翔登くん）

石集め、虫を捕まえられる（怖いものなし
夢を見つけ
です！）
頑張ってほしいです。 【将来の夢】 （菜心ちゃん）プリンセス
（翔登くん）収集家

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

いきいきライフ
柏市布施（富勢支店管内）

55

42

＝ JA ちば東葛管内

組合員さんのお店紹介＝

七福支店管内

栗原 浩二 さん
中華料理

やまき

今回ご紹介するのは、清水公園駅から歩いて３分、清水公園の住宅街
の中にある「やまき」さん。
もうすぐ創業 18 年が経つお店で、開店当初とは周りや環境が少しず
つ変わってきている中“変わらない味”を提供。
変わらない味のこだわりは、何といってもスープ。
毎朝、店主の浩二さんが５時間以上煮込んで作っているそうです。
人気メニューの広東麺は、こだわりのスープを使っており、あっさり
しつつ深みのある味わい、どの年代の方もお楽しみいただけます。
SNS や HP を利用していない中で、訪れた人の口コミで広がって
いった「やまき」さん、常連さんの中には週５日でいらっしゃる方も…！
幅広い年代に人気の“変わらない味”をぜひ味わいに来てください。

おすすめの広東麺

至関宿

至大宮
スポーツ広場
（座生球場）
野田市営球場

清水公園

野田清水
郵便局
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野田貝塚

内観

イン
クラ︶
パー田線
バン武野
アー︵東

野田市総合公園
陸上競技場

街道
流山

コンビニ

やまき

17

至流山

東口

公園
清水

西口

〒
金乗院

★
外観

至柏

【住
所】野田市清水公園東2–3–6
【電話番号】04–7125–7674
【定 休 日】火曜日
【営業時間】11：00 ～ 14：30
17：00 ～ 21：00

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

夢中になるバウムクーヘン

色とりどりの野菜達

アンテナショップ daichi では、４月下旬か
ら醤油の素の「もろみ」を練り込んだバウム
クーヘン「夢中になるバウムクーヘン」の取り
扱いを開始しました。
新鮮な卵と北海道十勝産小麦を使った生地
に、発酵・醸造された「もろみ」を練り込み、職
人が丁寧に焼き上げたしっとり食感と、
「もろ
み」のコクや深みが楽しめる商品です。
お客様からも好評で、リピーターが続出で
す。醤油の町・野田から誕生した一品、是非一
度お試しください。

只今『ふなっこ畑』では、色とりどりの旬な
野菜を取り揃えています！
真っ赤なトマト、緑色の枝豆や小松菜やそら
豆、ピカピカの白い茄子やかぶ、黄色いトウモ
ロコシなどなど…採れたて新鮮なので、艶や味
が違います！初夏ならではの、新鮮カラフルな
野菜をぜひご賞味ください！
特に午前中に揃うことが多いので、オープン
時間に合わせて来店されることをお勧めしま
す。
皆さまのご来店お待ちしております！
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