2017

4

月号
Vol.13

担い手

サポートセンター 信

写真上：㈱ＪＡアグリうつのみや 水稲種子の鉄コーティング作業
写真下：㈱グリーンファームしもつけ 農業経営支援システム
“アグリノート” 説明会

サポートセンター情報 サポートセンター長あいさつ …………………
サポートセンター情報 サポートセンター職員紹介 ……………………
営農販売情報 にらの生産技術セミナーを開催 ………………
米麦情報
米麦情報
米麦情報
食材情報

通

平成 29 年産麦類生育概況 ……………………
麦類赤かび病 ……………………………………
水稲育苗について ………………………………
ＪＡふれあい食材 ………………………………

2
3
4
5
6
7
8

C O N T E N T S
園芸情報 とちぎの花イベント情報 ………………………
サポートセンター情報 アグリノート ……………………………………
肥料情報 あなたの圃場、土壌診断してますか？？ ……
農薬情報 大型ボトルキャンペーン ………………………
農業機械情報 ＪＡグループ低価格モデル農機への取り組み …
生活部情報 軽快田植え長靴 …………………………………
燃料情報 ＬＰガス情勢 ……………………………………
野生を食べる／編集後記／表紙写真大募集 ………………

JA グループ栃木

9
10
11
12
13
14
15
16

サポートセンター情報

サポートセンター長あいさつ
私は、このたびの人事異動により生澤前センター長の後任として、４
月よりＪＡグループ栃木担い手サポートセンター長に就任いたしました
ので、引き続き関係者皆様方のご指導・ご支援をよろしくお願いたします。
さて、担い手サポートセンターは、27年11月の第30回ＪＡ栃木県大会
決議に基づき、「農業者の所得増大」及び「農業生産の拡大」を図ること
を目的に、ＪＡが取り組む担い手経営体への出向く体制の整備・充実並
びに総合事業提案の取り組み強化を支援するため、28年４月に中央会・
全農とちぎ・共済連栃木・農中宇都宮支店の職員15名がワンフロアーに
集まり発足し、はや１年が経過しました。
担い手サポートセンターの機能としては、①担い手総合支援、②担い手育成支援、③人材育
成支援、④地域農業戦略の策定・実践支援、⑤農業所得増大・地域活性化応援プログラムの総
括等の５つの事項を掲げ、事業を展開しています。
28年度は、主な取り組みとして次の事項を実施しました。
（１）ＪＡが選定した担い手リスト先（10JA・251経営体）への同行訪問の実施と経営ニー
ズを踏まえた事業提案・経営改善提案等の実施。
（２）高密度播種による水稲省力栽培技術実証（県内16圃場595a）と県版栽培マニュアルの
作成・普及。
（３）ＪＡなすのにおけるＪＡ出資型農業生産法人の設立支援。
（４）農業所得増大・地域活性化応援プログラムの活用（アグリシードリース事業：396件・
882百万円助成、県域企画応援事業：４区分12企画事業の設定・28年度助成予定額104
百万円）。

等々

しかしながら、28年度の取り組みは、担い手ニーズに対する一部の対応であるとともに、成
果が現れるのは29年度以降になります。また、労働力確保や新規就農者支援等ニーズの高い課
題もあります。
このため、29年度は、ＪＡとの連携をより強め、関係機関・団体の皆様のご指導・ご支援を
いただきながら、「農業者の所得増大」及び「農業生産の拡大」を目指し、職員一同業務に取り
組んで参りますので、どうぞよろしくお願いいたします。
ＪＡグループ栃木担い手サポートセンター
センター長

−−
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サポートセンター情報

ＪＡグループ栃木担い手サポートセンター 設立２年目に突入！！
担い手のみなさまのご要望、ご相談に応えられるようより一層取り組みますので、よろ
しくお願いします！

サポートセンター職員紹介
次長
海老原 邦夫
（全農とちぎ）

次長
飯村 良治
（中央会）

よく見て、聞いて考える！

瀧田
剛
（共済連栃木）

田代 勝則
（農中宇都宮支店）

２年目なので、ステップアップ
していきたいと思います。
（しおのや・なす南

農業生産の拡大や地域活性化に
向けて全力で頑張って参ります。

担当）

櫛田 貴史
（農中宇都宮支店）

大木 隆充
（中央会）

常にチャレンジ精神をもって取
り組んで参ります。
（かみつが・なすの

昨年より一歩進んだ支援ができ
るよう頑張ります。

担当）

小林
茜
（中央会）

武田 里枝子
（中央会）

ご要望に応えられるよう取り組みま
す！積極的な提案にも努めます！
（うつのみや・はが野

農家の方のため頑張りたいと思
います。よろしくお願いします。

担当）

内記 真吾
（全農とちぎ）

小池 一隆
（農中宇都宮支店）

皆様の所得アップを目指して、
訪
問・提案に努めてまいります！
（しもつけ・おやま

勝負の２年目、農業者のために
全力で頑張ります。

担当）

横田 真伴
（全農とちぎ）
フットワークの軽い対応を心掛
けます！！
（佐野・足利

タイムリーな情報提供と有益な
提案活動に努めてまいります。

石川 瑞穂
（中央会）
１年目より成長した姿をお見せ
できるよう頑張ります！

担当）

池田 清美
（中央会）
１年目です。ご指導よろしくお
願いします。

牛久 祐一
（農中宇都宮支店）
農業所得増大・地域活性化に向
けて、農業者の期待に応えられ
るよう頑張ります。

−−

営農販売情報

にらの生産技術セミナーを開催
一般社団法人とちぎ農産物マーケティング協会は2月10日、栃木県農業試験場及び栃木
県総合教育センターで「栃木にら生産技術セミナー並びに野菜研究セミナー」を開催し
ました。にら生産者、ＪＡ担当者、県など関係者約160名が参加し、活発な情報交換がな
されました
セミナーでは、農業試験場内の実証試験の圃場視察や試験成績の結果報告を始め、県
内各地域に設定している、にら栽培実証展示圃について紹介しました。
また、平成24年度より関係者一丸となって取り組んでいる「栃木にら№1産地奪回運動」
についても今後の方向性を示し、盛況のうちに閉会となりました。参加者からは、
「新しい情報を知ることができた」「各地区の事例は参考になる」「日本一を目指して頑張
りたい」等の声を頂くことが出来ました。

栃木にら№1産地奪回運動
栃木県のにらは、いちご、トマトに次ぐ56億円の産
出額を持つ重要品目で、平成17年まで収量、産出額と
もに日本一であった。現在でも、栽培面積は全国一で
あるにもかかわらず、収量、産出額ともに高知県に1
位の座を奪われ、その差は拡大している現状にある。
そこで、平成33年度に、にら№1産地を奪回するこ
とを目標として、生産者・生産部会・ＪＡ・県・マー
ケティング協会・全農とちぎが一体となった、県ぐる
み運動を展開し、全国一のにら産地として復活を目指
していく。
各産地では生産者・ＪＡの意向や地域別
の課題を明確化した上で目標を定め、地域
運動を推進していく。

引き続き、運動へのご協力をお願いいたします！

−−

米 麦 情 報

《平成29年産麦類生育概況》
（3月21日現在）
１ 気象経過
気温は、11月は平年並～やや低く推移し、12月から
は平年並～やや高めに経過しています。日照時間は平
年並～やや多めに経過しています。降水量は1月下旬以
降かなり少なめに経過しています。
３か月予報（気象庁３月２４日発表）によると、４
～６月の気温は平年並～高く、降水量は平年並～少な
い予想となっています。
佐野市（アスカゴールデン）

２ 生育概況
3月21日県農業試験場の調査では、生育は平年よりやや遅れ気味です。生育量も平年を下
回り、サチホゴールデンの草丈は平年比64％、茎数は平年比75％、葉齢は平年より0.4枚少な
いです。幼稈長は平年比32％、幼穂長は同58％、幼穂分化程度は平年より0.4進んでいます。
茎立期は、3月22日でした（平年3月10日、前年3月7日）
。
出穂期は、
現在の生育から予測すると、
4月22日頃（平年4月18日、
前年4月14日）となります。
３ 技術対策
○ 排水溝の点検
大雨に備え、明きょの排水口が目詰まりしていないかを点検し、降雨時等に速やかに排水で
きるようにしておきましょう。
○ 赤かび病の防除
出穂期は平年より遅くなると予想されます。二条大麦は１回、六条大麦、小麦は２回の防除
が基本です。散布時期に注意して必ず適期に防除しましょう。
※詳しくは、赤かび病防除ページをご参照ください。

平成２９年産ビール大麦生育調査結果 (3 月 21 日農業試験場調査)
草丈(cm)

茎数（本/㎡）

葉齢

品種名
本年

前年比%

平年比%

本年

前年比%

平年比%

本年

前年差

平年差

サチホゴールデン

18.2

68

64

1,364

97

75

8.9

-1.4

-0.4

アスカゴールデン

20.6

74

98

1,642

94

105

8.1

-1.3

-0.3

幼稈長(mm)

品種名
本年

前年比%

幼穂長（mm）
平年比%

本年

幼穂分化程度

前年比%

平年比%

本年

前年差

平年差

サチホゴールデン

18.6

29

32

6.5

58

58

10.8

-0.2

+0.4

アスカゴールデン

23.7

38

103

6.4

66

126

11.0

±0.0

+0.8

注．平年値：サチホゴールデンH20 ～ 24、26 ～ 28年産、アスカゴールデンH24、26 ～ 28年産。
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麦類赤かび病
防除の徹底を！
赤かび粒混入は出荷できません
赤かび病（六条大麦）

●発生条件
出穂以降に曇雨天が続くと赤かび病は発生しやすくなります。

越冬した菌

＋ 出穂以降の降雨・曇天 ＋ 20〜27℃の気温

激発

※不稔粒の発生は赤かび病の発生を助長します。

●予防散布が防除の決め手
29年産麦の生育は、11月の断続的な降雨による播種の遅れや、その後の
少雨の影響でバラツキが大きく、全体的に遅れ気味です。出穂期も昨年に
比べ遅くなることが予想されます。二条大麦は適期に薬剤散布を行い、登
熟期に曇りや降雨が多い場合には２回目の薬剤散布を行って、赤かび病を
未然に防ぎましょう。(六条大麦、小麦は必ず２回目の防除を行いましょう。)

出穂期の目安（過去10年平均値）
麦 種
県北 県中 県南
二条大麦 ４/20 ４/18 ４/16
六条大麦 ４/24 ４/23 ４/21
小
麦 ５/３ ５/2 ４/26

※生育が極端に早かった28年産を除く

◆麦種ごとの防除適期◆
防除適期

多発の恐れがある場合
（不稔粒発生･登熟期連続降雨など）

二条大麦

穂揃い期の７〜10日後
（葯殻抽出期）

１回目の７〜10日後に
２回目散布を行う

六条大麦

１回目：開花始め
２回目：1回目の10日後

３回目散布を行う

小

１回目：開花始め
２回目：1回目の20日後

３回目散布を行う

麦

種

麦

注．葯殻抽出期：頴の先端から葯殻が押し出されてくる時期

※防除薬剤は裏面に記載してあります。

栃木県／ＪＡグループ栃木／農協／ＪＡ全農とちぎ／米麦改良協会

−−

H29.4. 5,000

米 麦 情 報

水稲育苗について
今年も田植えの準備をする時期になりました。3月23日発表の1か月予報では、向こう1か月
の気温は平年並～低く、日照時間は平年並～多い予想になっております。
高品質・良食味米生産に向けて、よい苗つくりに取り組みましょう。
１．よい稚苗の姿
草丈：12 ～ 13㎝

葉数：2.2 ～ 2.5枚

根：量が多く白色

第２葉

２．浸種と催芽
浸種は、消毒種子の場合、積算温度120 ～ 130℃を目標に行います。
浸種の水温は10 ～ 15℃（13℃前後）が適温です。水温が10℃より
第３葉
低いと、発芽不良になってしまうので、注意しましょう。
催芽は、水温を28 ～ 30℃に設定し、18 ～ 20時間で均一に催芽します。
３．播種
薄播きで健苗を育成しましょう。
使用箱数の目安は下表のとおりです。
乾籾播種量（催芽籾） 10a当たり使用箱数

第１葉
草丈
12~13cm

130～150g
17～20 箱
乾籾播種量（催芽籾）
10a当たり使用箱数
（160～190g）
130～150g
17～20 箱
（160～190g）

４．播種時期
登熟期間の高温障害等を避けるため、田植時期を5月上旬から
5月中旬に分散させ、危険分散を図りましょう。
田植時期

播種時期

育苗日数

田植時期
5月上旬
5月中旬
5月上旬

4播種時期
月上中旬
4月下旬
4 月上中旬

育苗日数
22～25
日
18～20日
22～25 日

5月中旬

4月下旬

18～20日

根
“白く太くよく伸びている”

５．出芽
①電熱育苗器利用：育苗器内で30℃に設定します。
出芽時間は48時間以内。伸ばし過ぎに注意しましょう。
②平置出芽法：播種した育苗箱をそのまま育苗ハウス内に平らに置き、被覆資材（シルバー
ラブ等）で覆って出芽させる省力的な方法です。播種量は少なめ、覆土は厚めに。播種後２
～３日後に中間かん水を行い、少し持ち上がった覆土を落ち着かせます。再び被覆して１～
2日後に出芽完了です。
６．育苗管理
あまり温めすぎず、かん水も控えめに行うのが健苗つくりのポイントです。
温度管理は、昼間18 ～ 25℃（30℃以上にしないように注意しましょう）
。
夜間は、育苗初期は10℃（最低でも5℃以上）
、育苗後期は5 ～ 7℃以上とします。
移植直前にはハウスのサイドビニールを落とし、苗を外気に十分慣らしましょう。

−−

食 材 情 報
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園 芸 情 報

全農とちぎ

園芸総合課

とちぎの花フェア（ＦＡＪ･ＨＩＫ･世田谷）を開催
～とちぎの花品種展示～
✿ 平成 29 年 2 月 20 日（月）～2 月 24 日（金）； ＦＡＪ
✿ 平成 29 年 3 月 6 日（月）～3 月 10 日（金）； 東日本板橋花き・世田谷花き
啓蟄が過ぎ一雨ごとに春の暖かさが感じられるようになりました。栃木県の花き出荷のピーク
を控え、春彼岸に向け、重点市場において「とちぎの花フェア」を開催し、仲卸・買参人向けに
とちぎの花をＰＲしました。セリ前挨拶に加え、各品目ごとの品種展示、ゆるキャラによる特別
セリ、栃木県産スカイベリーが当たる特典つきのセリ販売等、各市場において特色のあるＰＲが
行われました。
今回の品種展示はバラ、ユリ、キク、カーネーション、トルコギキョウ、デルフィニウムなど
の切花が場内を彩り、買参人との活発な意見交換がされていました。
左上

SETAGAYA STAGE

アレンジ展示

世田谷花きでは通常の品種展示に加え、普段とちぎ
の花をお買い上げいただいている花屋さんに場内に
てアレンジメント展示をしていただきました。フェア
の様子は下記 URL へ。
http://www.setagayakaki.co.jp/
左下

世田谷花き品種展示

なすのカーネーションをはじめ、各県内産地のおす
すめ品種が展示され、セリ前後には多くの買参人がに
観に来てくれました。品種展示は 1 週間行われます。
右下

東日本板橋 うしまるくん特別セリ

東日本板橋でのフェアでは、とちぎのゆるキャラう
しまるくんがセリ場へ登場！場内を沸かせました。

−−

サポートセンター情報

適切な農場管理は、

航空写真マップからはじまります。
アグリノートに新機能が続々登場！
さらに使いやすくなりました。

圃場ごとの履歴が一覧で見られる！
農薬・肥料の銘柄ごとの使用回数や使用量をはじめ、成分別の使用
回数や使用した総量を圃場単位で按分して表示するなど、作業履歴を
細かく確認できます。
※画面はイメージです。

作業進捗がマップでまるわかり！
指定した作業や農薬・肥料の散布状況を、作業の進行度合いに合わせて色分けして表
示。作業の抜けがないかの確認や、進行具合をひと目でチェックしていただけます。

作業進捗の具合を色で確認できます

予定なし

スマホでもタブレットでもパソコンでも
はじめられる
アグリノート！

予定あり

実績

タップするだけで
かんたん圃場登録！

1

2

① パソコンだけでなくスマホでも初期設定ができます（所要時間 30 秒）
② わかりやすい操作画面でスマホが苦手な人でも簡単に作業を記録できます（所要時間 10 秒）

3

4

ア グ リノ ート が 選 ば れ る 理 由

モバイル対応

iOS・Android
全ての機種に対応

簡単入力

項目を選んでいくだけ！
苦手な人でも大丈夫

初期費用

無料！

クラウドアプリ

農薬データベース

現場と事務所で
瞬時に情報共有

作業に必要な情報を
検索・閲覧

提出帳票

認証取得に便利な
出力形式

肥料情報登録

圃場ごとの
NPK 含有量を自動集計

生育記録

作物の生育記録も
グラフで分かりやすい

比較・分析

蓄積した作業記録から
比較や分析ができる

まずはお試しください！
今なら 最大

2ヶ月間無料で

ご利用いただけます。

自動集計・出力

記録を自動で集計
Excel・CSV 出力に対応

センサー連携

500円

各種センサーとの連携で
より細やかな農場分析

1 ユーザー
月額

( 税別 )

※契約期間は 1 年単位です。前払い・年額 6000 円 ( 税別 ) でご利用いただけます。

〔お問い合わせ〕

アグリノート・サポートチーム
ウォーターセル株式会社

TEL : 025-282-7368
E-Mail：note̲info@agri-note.jp
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www.agri-note.jp/plan-renewal/

※このチラシは一部国土地理院の地図を使用しております。

肥 料 情 報

JA グル―プでは圃場の状態に合う適正な施肥を行うため、土壌診断の実施をおす
すめしています。特に施設の土壌は雨が当たらず成分が溶脱しないため、リン酸・
加里が集積しやすい環境です。しばらく土壌診断してないな…という方は是非土壌
診断をして、ご自身の圃場状態を確認しましょう。

土壌診断ってどうやって申し込むの？
お近くの JA にご相談ください。土は圃
場の四隅と真ん中あたりの５か所から取

①

り、よく混ぜます。採取した土壌は広げ

⑤

て石などの固まりをよけ、しばらく風乾
してから、所定の袋に入れて提出してく

②

③

④

ださい。

どんな分析コースがあるの？

目的によって床土、水稲、園芸、微量素総合、簡易の 5 つのコースがあります。
水稲はけい酸や鉄、園芸は硝酸態窒素などの分析項目があり、それぞれ作物に
必要な成分を分析します。

水稲や麦でも土壌診断した方が良い？

もちろんです！原因が分からないけど収量が悪い圃場がある、土づくりで何を
入れたら良いか分からないという方には特にお勧めします。水稲の土づくりに
はケイ酸が、麦にはアルカリとリン酸が増収に重要ですので、是非一度土壌診
断をお試しください！

水稲・麦にも土づくりをしっかり行いましょう！
土壌診断の受付・お問い合わせはお近くの JA まで！
−11−

農 薬 情 報
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農業機械情報

ＴＪＸ７７ＷＸＨ

型式名
小売価格(税込)
特長

磨かれた基本性能でユーザーの期待に応える
世界共通設定のトラクタ

エンジン種類
(出力/回転速度)

３気筒 ３．３Ｌエンジン（７７ps/２，２００ｒｐｍ）
※特自排ガスＨ２４年（３次）規制適合

変速方式

マニュアルシフト（主変速６段、副変速３段）

油圧揚力
外部油圧

２．５ｔ
１連（ＯＰＴ含み３連）

PTO回転速度(rpm)
※定格回転時

正転/５４０，７５０

平成２９年９月～ 排ガス
規制対象機となります。
規制対応後は大きく価格
上昇となるため、
お求めは排ガス規制前の

今がお得です！
製品についてのご相談は
お近くのＪＡ農機センターまで
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生活部情報

水田作業の必需品！

軽い！やわらかい！
動きやすい！
田植え長靴人気 No.１
（当社比）

軽快先丸 1.4(YC-21)

泥中で脱げにくい
足首を絞った
形状で安心作業

軽快股付1.4(YC-22)

履き口が絞ってあり
泥や水が入りにくい

★“クミアイ”品は、フィットして、田んぼで脱げにく
く動きやすくて良い
（熊本県：ＪＡ担当者様）
★ 品質が良い。他の商品は買えない！
（兵庫県：農家さん）
★“クミアイ”品は、足入れの良さと丈夫さを実感！！
（三重県：農家さん）
★ 軽くてやわらかく、動きやすくてとても良い。作業
しやすいので田植えだけじゃなく、畑作業など年中
使っている。
（三重県：ＪＡ担当者様）

JA 全農とちぎ生活部
−14−

燃 料 情 報

L P ガス情勢
1．3月ＣＰ価格
プロパン ＄480／ｔ

プロパン
ブタン

キャッチくん

ブタン $600／ｔ

当月
（3月）
CP
A
AL熱量比
＄480 107.20％
＄600 135.87％

前年同月 前年同期比
前月
（2月）
CP
前月比 （28年3月）
B
AL熱量比 C＝A−B
E = A−D
D
＄510
117.17％ −＄30
＄290
＄190
＄600
139.76％
＄0
＄320
＄280

（１）決定内容
プロパンは▲30㌦と前月よりも安
く、ブタンは±0㌦と設定されました。
ＡＬ対比は、プロパンが107.20％と、
前月比9.97％下がりました。

≪ＣＰ：コントラクト･プライス≫
○サウジアラムコのＬＰガスターム契約者向け公示価格（サウジ
積FOB価格）のこと。
○1994年10月から導入された。毎月のスポット入札等を参考に市
況を見定め、アラムコ独自に決定します。他の中東産ガス国も
同ＣＰを採用しています（準じています）。
≪ＡＬ熱量比≫
○前月のＡＬ（アラビアンライト）平均価格と当月のＣＰの熱
量換算比。

（２）LPガス情勢
直近の予想値と比べブタンが10㌦高く設定されました。
月初は冬場の民生用需要を背景に日本国内の元売を始めとして買い意欲が強かったが、徐々
に需給は緩み、特にプロパンについては日本・韓国からの引合いは減少してきています。中国
のPDH（プロパン脱水素装置）向けの需要も装置が定期・不定期のメンテナンスに入っている
ことがプロパンの需給の緩みの要因となっています。
アブダビのルワイス製油所で１月に発生した火災の影響で常圧蒸留装置の稼働率が30〜40％
まで低下していますが、ADNOCから供給される LPガスは主に天然ガス随伴であるため、影響
は限定的となっています。
ブタンについては台湾やインドネシアからの需要が強く、プロパン／ブタンの価格差は月初の90㌦
から120㌦にまで拡大しました。
＜プロパンの原油熱量対比・過去３年と今年の比較＞
旧パナマ運河の補修工事で、
パナマ運河の通峡に混雑が生じ
ています。当初、混雑は2月中旬
までに解消される見込みでした
が、現在も混雑は続いており、
また、パナマ運河の通峡には
VLGCよりコンテナ船が優先さ
れ、一部のVLGCの通峡が後ろ
倒しされている模様です。

2．LPガス在庫
日本 LP ガス協会の速報によると、1 月の月末在庫は、158.7 万㌧と前年同月（前年同月の速報
値）比 3.8％減少しました。プロパンが 96.9 万㌧と 5.9％減少、ブタンが 61.8 万㌧と 0.3％減少し
ました。
●日本の法定備蓄量の算出基礎
「過去１年間の輸入量×50日÷365日」で算出される。日本全体で概ね150万㌧程度となっています。

3．平成29年4月ＣＰ予想（3月6日時点）
プロパン：430 〜 470 ㌦

ブ タ ン：490 〜 530 ㌦
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野 生 を 食 べ る 85

ツリガネニンジン

「山でうまいはオケラにトトキ、里でうまいはウリ、ナスビ」などと謡われているの
で、一度は試食せねばとトライした人は結構いると思う。そ
の結果「たいして旨くない」が感想ではなかろうか。早春の
土手など、他の草がまだ伸びきらないうちに４～５本、大き
な株では10本前後の株立ちになるので結構目立つ存在だと
思うが知らない人に探せといっても無理かもしれない。荒い
鋸歯を持つ３，４枚の葉が輪生し、茎を折ると白いチチを出
すのが特徴。
初秋には70センチほどに花茎
を伸ばし、小さな紫色の釣鐘状
の花をたくさん付けるのでこち
らのほうがわかりやすい。根は
チョウセンニンジンに似ている
ことからツリガネニンジンと名
が付いたらしい。
写真１

料理メモ

写真２

摘み時は上段写真１が限度。もう少し若いほうがいい。さっと湯がいてから水に放
し、しばらく経過後キュッと絞って「お浸し」（写真３）にする。そのまま「味噌汁」
の実（写真４）に使用してもよい。アクもクセもなく葉菜として普通に利用できるが、
たまに苦味のある株もあ
る。とりたてて美味しくも
無いので無理して試食する
ことはないと思う。秋にな
ると小さな紫色の花をたく
さんつけるので、食を楽し
むより花をめでたほうがよ
い。
（aida）
写真３

編集後記

新年度を迎えサポートセンターも２年目に突
入しました。引き続きよろしくお願いします。
最近映画を何本か見ましたので、そのご紹介を。
『ラ・ラ・ランド』
…夢を追う男女の恋愛もの。ミュージカル映画で、
音楽が良く、
最初は楽しく見ていましたが、ラストは切ない。
『WＥ ＡＲＥ X』…Ｘ ＪＡＰＡＮのドキュメンタリー映画。一ファンとして、
やっぱりＸ好きです。
『ＳＩＮＧ』…アメリカのアニメ映画で、動物たちがとにかく sing sing 歌う
のですが、それぞれ複雑な家庭環境、恥ずかしがり屋の性格等と悩みを抱えて
歌のオーディションに出演します。楽しくそして爽やかな感動が！
涙の種類は、
「感動」
「悲しくて」
「楽しくて」と様々ですが、この３作品には
涙しました…。
（小林）

発行：ＪＡグループ栃木

写真４

担い手サポートセンター通信
表紙写真大募集！！
あなたの写真で表紙を飾りましょう！
栃木県内の四季折々の農村風景、農作業
風景や「食」をテーマとした写真を担い手
サポートサポートセンターにお送り下さ
い！応募をお待ちしております！！
詳しい応募条件等は、
ＪＡ栃木中央会ＨＰ
を確認下さい！！

URL
http://www.tcchu-ja.or.jp/nogyo/ninaite.html

担い手サポートセンター

TEL 028−616−8525

FAX 028−616−8592
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