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県大会に出場した消防団員
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区・後田土地改良事業共同施行の４

・８㌶）をヘリ３機で行
・

生産部合同研修会
ＪＡの生産部会（人参部・トマ
日（金）に富里市

ト 部・ 大 根 部 ） の 役 員 や 支 部 長、
検査長は７月

内のホテルで「今売れる野菜」を
テーマに合同研修会を開きました。

田んぼの
現地確認を実施

日（木）から

測を行いました。

日（金）

己保全管理等）の確認や面積の計

現状（青刈り稲や、調整水田、自

られた市内各地区の水田をまわり、

蒸し暑いなか、確認用の札が立て

の職員は５つの班に分かれ、連日

産業経済課・農業委員会・ＪＡ

対策の現地確認を行ないました。

の内５日間で、水田農業構造改革

ＪＡは７月

富里市産業経済課と農業委員会、

自己保全管理された水田

日

地区（約

日の富里土地改良区（約

㌶）では

日の根木名川
・

講師にセブン＆アイＨＬＤＧＳ

上流土地改良区（約

ヘリ４機を導入して散布が行われ、

の 久 留 原 昌 彦 氏 を 迎 え、 セ ブ ン

その後、懇親会が行なわれ、各

をかたむけ熱心に聞いていました。

話に耳
出席した各部会の役員は、

ていただきました。

なのかをバイヤーの観点から話し

が求める野菜とはどのようなもの

ファームでの取り組みや今消費者

㌶となりまし

総面積は約１５９・
た。

研修に耳を傾ける

ラジコンヘリで空中散布
富里市植物防疫協会は７月
日（火）、 日（水）の３

地区に分けて行なわれました。

バイ・カメムシ類を対象に市内を６

散布は、穂イモチ病・ウンカ・ヨコ

ラジコンヘリコプターを使った農薬

千葉スカイテック社の協力により、

通り進みました。

はしたものの延期することなく予定

天候不順等により多少時間の前後

ました。

日間、市内の水田で共同防除を行い

（日）と
29

日に、高松土地改良区・印旛沼
い、

空中散布開始
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28

土地改良区新橋工区・中沢土地改良
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㌶）もヘリ３機、
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生産者間の交流の場となりました。

31

63 29

58

23

93

68

26

平成21年８月15日 

東 美 の 里
第 359 号

県大会で大躍進
中、応援に駆けつけた選手の家族や

ＪＡ職員

日（土）にコン

コンプライアンスを再確認

ＪＡ職員は７月

プライアンス（法令遵守）に関する

千葉県と財団法人千葉県消防協会
関係者らには「富里スイカ」や「ト

研修会をＪＡ会議室で行いました。

日（土）、千葉市中央区仁
ウモロコシ」がふるまわれました。

コンプライアンスは一般的に、事

は７月
戸名（にとな）町の千葉県消防学校
富里市から２チームが出場するの

11

回千葉県消防操法大会を開

表彰式の様子

ました。

として出場し、優秀な成績をおさめ

き、富里市の農家やＪＡ職員も選手
うに普段の練習の成果を発揮しまし

入っており、選手もそれに応えるよ

は初めてで、応援にも一段と熱が

今日ではＣＳＲ（企業の社会的責

を守って行動することとされており、

広くは倫理や道徳などの社会的規範

業活動において法律を遵守すること、

操法の部に出場し消防操法の技術を

は、ポンプ車操法の部と小型ポンプ

番員・２番員・３番員・４番員とあ

（３位）に入りました。指揮者・１

立沢消防団（第８分団）が優良賞

結果はポンプ車操法の部で富里市

して良識ある行動を求められている

たなかで、職員一人一人が常に意識

ので、組合員サービスの向上も含め

任）と共に非常に重視されているも

れた チームが集結し、富里市から

競いました。

と言うことを再確認しました。

番員に相川武志さん（ＪＡ職員）と
最優秀２番員に石井皓之さんの２人
が選出されました。
大会は、それぞれの仕事のかたわ
ら「自分たちのまちは、自分たちで
守る。」という精神で、日夜地域の
消防活動に従事している消防団員が、
日ごろの訓練の成果を発表し、消防
操法技術（国の「消防操法の基準」
により定められている）の向上と士
気高揚を図ることにより、地域防災
体制の強化に役立てることを目的と
しています。

一人一人自覚をもって

る個人賞でも富里市から、最優秀１

同大会は、県内各地区から選出さ

た。

で、第

25
45

12

太陽の日差しが照りつける猛暑の

応援してくれた方へお礼と結果報告
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「ホウレンソウ」におけるモスピラン水溶剤登録変更について
平成21年７月22日付でモスピラン水溶剤の「ホウレンソウ」への登録内容が以下のとおり変更となります
ので、使用の際にはご注意願います。

記
１．農
薬
名：モスピラン水溶剤（成分名：アセタミピリド）
２．登録変更日時：平成21年７月22日
３．変 更 理 由：経済的理由（登録維持に必要な資料整備に経費と時間を要するため）
４．登録変更内容：作物名「ホウレンソウ」の使用時期を「収穫３日前まで」から「収穫14日前まで」に変
更する。
変更前

作物名
ほうれんそう
↓
作物名
ほうれんそう

変更後

適用病害虫名
アブラムシ類

希釈倍数
8000 倍

適用病害虫名
アブラムシ類

希釈倍数
8000 倍

使用時期
収穫３日前まで

本剤の使用回数
２回以内

使用方法
散布

使用時期
本剤の使用回数
収穫 14 日前まで
２回以内

使用方法
散布

※既に手元にあるモスピラン水溶剤でラベルにホウレンソウの使用時期が「収穫前３日」と記載されているも
のは、収穫３日前まで使用できます（ラベル主義）。

トマト



ハスモンヨトウ・オオタガコガ対策
・プレオフロアブル
1000倍
・アファーム乳剤
2000倍
・トルネードフロアブル
2000倍
・マッチ乳剤
2000～3000倍
・ゼンターリ顆粒水和剤
1000倍
・フェニックス顆粒水和剤 2000倍

（前日まで・２回以内）
（前日まで・５回以内）
（前日まで・２回以内）ミニトマトには登録なし
（前日まで・４回以内）※ミニトマトは２回以内
（前日まで・４回以内）
（前日まで・２回以内）※ミニトマトには登録なし

秋冬にんじん
黒斑病・黒葉枯秒 → 生育中後期に発生し、間引き前後で防除
・黒斑病は首部が黒変し、やや陥没する。
・２病害とも葉に黒褐色の病斑を生じる。症状がすすむと葉が黄化、枯死する。
・生育中後期の発生が目立つ。 → 散布時期は間引き前後
○防除薬剤（黒葉枯病で登録）
・ベルクート水和剤
1000倍
（14日前まで・５回以内 予防剤）
・ベルクートフロアブル
1000倍
（14日前まで・５回以内 予防剤）
（※水和剤、フロアブルと併せて５回以内）
・ロブラール水和剤
1000倍
（14日前まで・４回以内 予防・治療剤）
・ダコニール1000
1000倍
（７日前まで・５回以内 予防剤）
・ポリオキシンＡＬ水和剤 1000倍
（14日前まで・３回以内 予防剤）
・カンタスドライフロアブル 1000倍
（14日前・３回以内 予防剤）
上記薬剤を間引き前後からローテーション散布する。
※茎葉部に発生がみられたらストロビーフロアブル 2000倍（７日前まで・３回以内 予防・治療剤）

秋冬大根
キスジノミハムシ
・早播き（８月中旬～下旬）で被害が多い。
・成虫は体長数ミリでダイコン葉を好んで食害し、食害痕は円形の小さい穴が多数あく
・産卵は地際に行われ、幼虫がダイコン根部表面を食害する。
フォース粒剤
６kg/10kg １回、播溝土壌混和
ハチハチ乳剤
1000倍 14日前まで・２回以内
ハイマダラノメイガ（シンクイムシ）
・早播き（８月中旬～下旬）で被害が多い
・成虫はコナガ位の茶褐色蛾で、ダイコンかいわれ展開時には葉裏に産卵する。
・成虫は若齢時より生長点に潜るので、本葉１から２枚時の防除が重要。
ハチハチ乳剤
1000倍 14日前、２回以内
ジェイエース水溶剤 1500倍 14日前 ２回以内（オルトランと同成分）
軟 腐 病
・台風直後に発生しやすく、感染から発病まで非常に早い。特に台風後に高温が続くと発生しやすい。茎葉基
部吹きんんが風邪や害虫により傷つき、そこに強い雨により、土壌の跳ね上がりで病原菌が付着し感染する。
スターナ水和剤 1000倍 21日前まで ３回以内
カセット水和剤 1000倍 21日前まで ３回以内（スターナの成分含む）

営 農 情 報
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JA富里市女性部です
はじめまして。私たち女性部組織は女性相互の連絡と、部員の教養を高め、その地位の向上を図るこ
とを目的として、昨年11月に発足した組織です。		
女性部部員は富里市内の元気に活躍している女性達で構成しています。		
今後は東美の里で、女性部の活動を紹介させていただきたいと思います。		
明るい豊かな農村を築くことを目的として、活動をしていきますので、皆様よろしくお願いいたしま
す。		
		

今後の行事予定
９月10日

第２回

趣味・文化活動

		

富里中央公民館

10月下旬

生産部・女性部合同バスツアー

11月12日

第３回

11月下旬

視察研修

４階

(ストレッチ体操)
音楽室にて 午後7:00～

趣味・文化活動

(日帰り)

(ストレッチ体操)

(日帰り)

平成 21 年度

学生募集

千葉県農業大学校（推薦入試）
農業のスペシャリストを目指す、学生を募集します。
◆募集人員＝農学科：約４０名

研究科：約１０名

◆受験資格＝
農学科：高等学校を卒業した者又は平成２２年３月卒業見込みの者で学校長の推薦がある者
研究科：都道府県の農業大学校の農学科等を卒業した者又は平成２２年３月に卒業見込みの者で学
校長の推薦がある者
◆試 験 日＝平成２１年１０月２７日（火）
◆選考方法＝書類審査、小論文、面接
◆願書受付＝平成２１年９月２４日（木）～平成２１年１０月９日（金）
◆合格発表＝平成２１年１１月６日（金）
◆申込・問い合わせ先＝
千葉県農業大学校
〒 286-0001

千葉県東金市家之子１０５９

TEL ０４７５－５２－５１２１

FAX ０４７５－５４－０６３０

HP：http://www.pref.chiba.lg.jp/noudai/

分までそれぞれ目標を決めて

提出期限：平成 21 年 9 月 5 日まで

座談会開催のお知らせ

提出書類：履歴書・卒業（見込）証明書・成績証明書・健康診断書

ＪＡでは今年も座談会を９月に

区

（昭和 60 年４月２日以降に生まれた者）

開くことになりました。
昨今の農業およびＪＡを取り巻
く環境も年々厳しくなっていくな
か、 本 年 も 事 業 年 度 の 半 分 を 過
ぎ、財務及び事業進捗状況の報告
を兼ね、組合員の皆様とコミュニ
ケーションを図り、今後のＪＡ事
業に活かして行きたいと考えてい
ます。
営農や生活に関する課題につい
て貴重なご意見・ご要望をお聞か
せ下さい。
皆様のご参加をお待ちしており
ます。
【開催日時】
９月９日（水）
午後７時～午後９時
地

【対象地区】
全

応募資格：４年制大学を平成 22 年３月卒業見込みの者

ヘラ鮒釣り大会開催

３時
競い合いました。今回も実力が接近

区）
州）

（二

芹川

不二男（武

堀）

洋

優

江原

（金

勝

準優勝

正春

ＪＡ富里市ヘラ鮒研究会では、

（敬称略）

小川


位

３
※

部員を募集しています。
経験・未経験は問いませんので、

【開催場所】
ＪＡ富里市
３Ｆ大会議室

採用人数：若干名

日

回

名は農作業の合

分から始まり、釣
㎝以内、

50

するなか抜き出たのは、次の方々で
した。

左から小川さん、芹川さん、江原さん

興味のある農家の方はお気軽にお
問い合わせください。
問い合わせ先・営農指導室
（０４７６‐９３‐５６５２）

職 員 募 集

ＪＡのヘラ鮒研究会は７月

気の中、参加した
競技は朝６時
尺以内、ハリス

18

底釣りと言うルールで行われ、午後

竿８尺～

30

間のひと時と親睦を深めました。

25

前日からの雨も上がり、汗ばむ陽

組合員ヘラ鮒釣り大会を開きました。

（火）、富里市内の釣り堀で第

51 14
絶好の釣り日和

（担当：大網・伊藤）

詳しくは総務課もしくはホームページをご覧ください。

※

種：ＪＡ業務（販売・購買・信用・共済等）

職

ＪＡでは新採用職員を募集します。

◆

30
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旬の道に細くすがりぬ烏瓜（カラスウリ）











暮れ初めてほたる袋のうすあかり



青天に向かひて草矢放ちけり

家族みな揃え西瓜を真二つ

友の訃や過去きらきらと五月尽

好きなだけ風に浮かれて黒揚羽



折り紙で咲かせしあやめ美しき

梅雨深し心中の虫伸び縮み



湯の町にドラマはいくつ誘蛾灯

腰掛けてどこでも一人豆の花



みちのくの優しき色やさくらんぼ

ガギグゲゴ梅雨のさなかの大蛙

和子

 小関かつ子

佐藤

紅陽

一明

秋葉

一郎

荒井

師岡

順子

政雄

鈴木

寒郡

春江

野々宮久枝

石井

きち

柴秋

大塚

昭治

高田

小林

ＪＡ富里市直通電話番号一覧表
営

農

部（販売・指導） ＴＥＬ

０４７６- ９３- ５６５２

ＦＡＸ

０４７６- ９２- ０２２５

購 買 資 材 課（購買店舗） ＴＥＬ

０４７６- ９３- １９１１

ＦＡＸ

０４７６- ９２- ４８３２

購 買 生 活 部（生活事業） ＴＥＬ

０４７６- ９３- ５６５１

ＦＡＸ

０４７６- ９２- ０２２５

金

融

部（金融・共済） ＴＥＬ

０４７６- ９３- ２１１２

ＦＡＸ

０４７６- ９２- ５８１９

機

械

セ

ン

タ

ー

ＴＥＬ

０４７６- ９３- ８６８３

ＦＡＸ

０４７６- ９３- ８４８１

産

直

セ

ン

タ

ー

ＴＥＬ

０４７６- ９１- ０５２０

ＦＡＸ

０４７６- ９１- ０５２１

産直センター２号店

ＴＥＬ

０４７６- ９０- ３３３１

ＦＡＸ

０４７６- ９０- ３３３２

総

ＴＥＬ

０４７６- ９３- ２１１１

ＦＡＸ

０４７６- ９２- ５８１９

務

部

※緊急事故連絡先（夜間・休日） TEL ０１２０- ２５８- ９３１・葬祭等 TEL ０４７６- ９２- ０９８３

★☆★☆★☆★ ９月のあなたの運勢 ★☆★☆★☆★

牡牛座

【全体運】前向きな気持ちになれ
る時期。何事にも意欲的に取り
組めるはず。一方、金銭面はルー
ズになりがちなので注意
【健康運】テレビや雑誌の健康情
21 報に注目すると◎
21 【幸運を呼ぶ食べ物】モズク
４／ ～
 ５／

７／ ～
 ８／

双子座

乙女座

射手座

座

【全体運】家族など、身近な人の
行動に干渉しがち。人は人、自
分は自分と割り切って。趣味に
励めればリラックスできそう
【健康運】マメに動いて、運動不
22 足を防ぐこと
21 【幸運を呼ぶ食べ物】寒天寄せ
５／ ～
 ６／

８／ ～
 ９／

／ ～
 ／

２／ ～
 ３／

【全体運】気持ちが乗れば、未
体験のことでも積極的にチャレ
ンジして。金運は後半に活性化。
自己投資にツキあり
【健康運】ストレッチで柔軟性を
23 高めると吉
22 【幸運を呼ぶ食べ物】モンブラン

【全体運】いろいろと難しく考え
てしまう傾向あり。開き直りの
気持ちを持って、おおらかに構
えて。気分転換には散歩を
【健康運】 ちょっとしたけがに
21 注意すれば好調【幸運を呼ぶ食
べ物】はんぺん
20
３／ ～
 ４／

獅子座

【全体運】落ち着いて行動できる
時期。やるべき作業を片づけて、
自分の時間を満喫すると◎。買
い物も刺激になりそう
【健康運】夏風邪をひかないよう、
23 自己管理が大事
22 【幸運を呼ぶ食べ物】サトイモ

牡羊座

６／ ～
 ７／

／ ～
 ／

魚

【全体運】自分の考えに固執し
て、物事を停滞させてしまいが
ち。人の意見も謙虚に聞くべき。
心を静める音楽鑑賞を
11 【健康運】新陳代謝が悪くなるの
12
23 で、冷房はほどほどに
21 【幸運を呼ぶ食べ物】ウナギ

【全体運】コミュニケーション運
が良好。初対面の相手でも楽し
く話せます。金運も好調なので、
気軽に会食に出掛けて
【健康運】帽子をかぶるなど、日
22 焼け対策の徹底を
22 【幸運を呼ぶ食べ物】冷ややっこ

座

座

１／ ～
 ２／

【全体運】対人運に恵まれるので、
周囲のサポートが期待できます。
気の合う仲間とバーベキューを
するなど、楽しく過ごして
10 【健康運】体を動かすほどに健康
11
24 になり、気分爽快（そうかい）
22 【幸運を呼ぶ食べ物】ハムエッグ

蟹

蠍

水瓶座

【全体運】いつまでも小さな失敗
を引きずりやすいかも。クヨク
ヨせず、スパッと気持ちを切り
替えて。読書で気晴らしを
【健康運】ベストコンディション
19 で過ごせる好調期
20 【幸運を呼ぶ食べ物】お吸い物

【全体運】優しい気持ちになれる
とき。誰にでも親切にできるので、
人気運が上がりそう。習いごとな
どの集まりに出掛けるのも◎
【健康運】笑顔を心掛けると、体
10
23 調にも好影響あり
23 【幸運を呼ぶ食べ物】野菜スープ
９／ ～
 ／

／ ～
 １／

【全体運】何かと物事を深刻にと
らえてしまいがち。肩の力を抜
いて、気楽に構えるのがおすす
め。鏡を磨くと開運に
【健康運】リラックス気分でいる
20 ことが健康のこつ
18 【幸運を呼ぶ食べ物】干しブドウ

天秤座

山羊座

【全体運】自信を持って過ごせる
時期。新たにスポーツを始める
のも○。お金は計画的に使うと
運が好転しそう
12 【健康運】疲れをため込まないよ
22 う、十分な睡眠を
19 【幸運を呼ぶ食べ物】お団子

東美の里

東 美 の 里

第 359 号

平成21年８月15日 
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シシトウ 「小さな体に大きな栄養」の夏野菜
「これって辛いの？」。いため物の中に入ったシシト
ウを見て、息子が恐る恐る聞いてきました。確かに形
は赤トウガラシに似ていますが、辛くはありません。

№359

シシトウはトウガラシの一種ですが、赤トウガラシ
のような辛味種ではなく、ピーマンと同じ甘味種なの
です。ちなみに「シシ」とつくのは獅子面に似ている
からだそうです。
栄養素はピーマンに似て ､ β─カロテンとビタミン
C がとても豊富。β─カロテンは疲労回復に効果があ
るので、夏バテ解消にはもってこいです。また、動脈
硬化の予防にもなるといわれています。このβ─カロ

編集・発行／富里市農業協同組合
〒２８６ ０
- ２２１ 富里市七栄６５２ ２
- ２５

テンは油と一緒に調理するとよく吸収されます。
一方、ビタミン C はメラニン色素の沈着を防ぎます。日焼けが気になる時期は十分摂取しましょう。ビタ
ミン C は熱に弱いといわれますが、シシトウやピーマンの組織は強いので、熱を加えても葉物ほどはビタミ
ン C が壊れません。
そしてシシトウはピーマンより小さく、中の種も食べられる野菜です。そのままの形で調理できて、栄養を
丸ごと取れるのも便利です。β─カロテンとビタミン C を効果的に取るためにも油でいためたり、揚げたり
するといいでしょう。
もう一つ、食物繊維が多いのも特徴です。同じ仲間のピーマンと比べてもたっぷりと含まれています。食物
繊維は便通を良くし、腸内のコレステロールを吸着して体外に排出させる働きがあります。
このように小さいながらも栄養たっぷりのシシトウ。料理の名脇役として、さまざまな料理に使ってみましょ
う。

●栄養の比較

β-カロチン ビタミンＣ 食物繊維
（）
（mg）
（g）

参考文献 『野菜＆果物図鑑』（新星出版社）
『野菜の手帖』（講談社）

シシトウガラシ（果実生）

『クスリの食べ物』（西東社）

〃

『新食品成分表〈2007〉』（一橋出版）

57

3.6

49

3.6

）

400

76

2.3

（油いため）

410

79

2.4

（油いため）
生

年７月

21

日に理事会が開催され、次

29

理事会メモ

平成

の事項が審議・報告されました。

報告事項

１．６月末各事業実績報告について

２．余裕金（有価証券）運用状況について

３．組合員の加入及び脱退について

年度第３四半期運用方針について

21

４．貸出金利の改定について

５．平成

６．市場リスク算出表について

７．部分直接償却実施債権の現状と今後の回

収方針について

８．不良債権進歩状況について

21

年度第２四半期苦情処理報告につ

年度第２四半期コンプライアンス

21

いて

．平成

プログラムの取組み結果について

．３ＪＡ合併組合長・再構築計画ＰＴ委員

合同会議開催結果について

案・追加議案

10

９．平成

議

１． 経理規程の一部改訂について

年度職員採用計画について

２．出資口数の減口について

追．平成

編集後記

※ＪＡだより（東美の里）に関するご意見、

（由）

）５８１９

ご希望などありましたらお聞かせ下さい。
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