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特集１

ＪＡアルプスマイカー商談会大盛況！！
特集２

ファッション＆きものフェア開催
舟橋小学校豆腐作り体験のようす

トップニュース

アルプス ＴＯＰ ＮＥＷＳ

ＪＡアルプス２０１８新春
自動車商談会

・

日「２０１８ＪＡアルプス新春

人気車種取り揃え会場にぎわう
月

自動車商談会第 弾」
、 月 ・ 日「２０１８
ＪＡアルプス自動車商談会第 弾」をＪＡオー

17
18

古車約 台展示販売しており、来場された方々

会場では、各メーカー人気車種の新車や中

した。

トパルアルプス（上市町）において開催しま

2

は気になる車を試乗され購入を検討されてい
ました。
また、来場特典も用意されており、豚汁や
た こ 焼 き・ メ ロ ン パ ン・ 肉 ま ん な ど が プ レ
ゼントされ、お子様にはお菓子のつかみ取り

食育教育で豆腐作り

た。

月

「農事組合法人海老江」代表

名が豆腐

理事明和善一郎氏の指導の元、

年生とその保護者

月に収

月に脱粒を行ったものを

児童が学校の畑で育て

穫、

使用しておりその大豆を豆腐に

加工し試食を行うことで食育に

班に分かれて行わ

繋げています。

木枠から豆腐を取り出した瞬間児童からは歓声が上がり、

舟橋村立舟橋小学校

舟橋村立舟橋小学校で、

日豆腐作り体験が行われまし

1

豆腐作りで使用した大豆は、

作りを体験しました。

45

9
質問を行うなど交流を図りました。

また、この授業は地域住民と小学生の交流も含んでおり児童は明和理事に直接

れた豆腐作りは、全員が協力し枝豆入りの立派な豆腐が出来上がりました。

6

2

が行われました。家族で楽しめるイベントに、

11

1

24

3

21

!!

指導を受けながら真剣に取り組む児童たち

日、「ＪＡアルプス相続セミナー」をＪＡア

ＪＡアルプス相続対策セミナー開催
月

9

20

50

会場は笑顔で溢れていました。

人気の車種を多数展示

入っておられました。

続対策」について、参加者は講師の話を真剣に聞き

法律の改正もあり、今や身近な話題となった「相

ルプス金融共済部が本店において開催しました。

2

1

お子様にも楽しんでいただきました

２
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２０１８ファッション＆
きものフェア開催
ホテル・グランミラージュ(魚津市)

１月26日〜28日の３日間、
「2018ファッション＆着
物フェア」がホテル・グランミラージュ（魚津市）にお
いて開催されました。
毎年、ＪＡみな穂・ＪＡうおづ・ＪＡアルプスが主催で
行われており、全農とやまが協賛し開催されています。
会場には、着物・スーツ・礼服・装飾品など多数商品
が展示販売されており、訪れた方々はゆっくりと商品
を見て購入されました。
また、京都物産展のブースも準備されており、おも
てなしコーナーでは和菓子と抹茶が振る舞われ、一休
みしながら商品を選べるとあって、来場された方々に
好評でした。
ご来場誠にありがとうございました。

平成29年度
農機ＧOＧOセールスコンテスト
アルプス滑川・立山農機センター受賞
１月24日、
「富山県ＪＡグループ平成30年農機ＧＯＧＯ
躍進運動総決起大会」が、ＡＮＡクラウンプラザホテル富
山において開催されました。
総決起大会では、
「平成29年度農機ＧＯＧＯセールス
コンテスト」と「第30回富山県農協農機センター環境美
化コンテスト」の表彰式が行われました。
ＪＡアルプスは、
「平成29年度農機ＧＯＧＯセールスコ
ンテスト」乾燥機メーカー部門サタケ賞で滑川農機セン
ターが最優秀賞を受賞し、静岡賞では滑川農機センター
が優秀賞・立山農機センターは優良賞に輝きました。

乾燥機メーカー部門「サタケ賞」

最優秀賞 滑川農機センター

乾燥機メーカー部門「静岡賞」

優秀賞 滑川農機センター
優良賞 立山農機センター
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剱岳雪の

３

フェスティバル開催

11

31

ＪＡアルプス協賛

上市町が主催で行われている
「第 回剱岳雪のフェスティバ
ル」が 月 日、上市町役場前駐
車場において開催されました。
上市町内外の企業・団体が出店
し、会場はたくさんの人で賑わっ
ていました。
当農協は、アルプス特産品であ
る「騒動シリーズ」「はとむぎ
茶」など販売しました。アルプス
肉用牛協会は「牛串焼き」が人気
で長蛇の列となりました。
2

グリーン NEWS

優れた活動が認められアルプス管内で
団体・ 個人が受賞
3

月 日、富山県庁において、平成 年度「元気とやま農林水産奨励賞・富山

2

個人が受賞しました。

米」の生産振興に大きく貢献された方々が選ばれＪＡアルプス管内では 団体

この表彰式では、優れた農業活動を行った団体・個人また、「美味しい富山

県農業振興賞」の合同表彰式が行われました。

29

2

3

また、
（農）清流立山が農林水産大臣賞を合わせて受賞されるなど、今後の活

堀田

陽房さん
元気とやま農林水産奨励賞 農業部門

森川

明浩さん

富山県農業振興賞 水田農業経営米部門 （農）清流立山

受賞おめでとうございます

４
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剪定作業で品質のよいリンゴ生産を目指す
滑川市りんご組合

滑川市りんご組合は、１月 日りんご剪定講習会・
防除暦検討会を開催しました。
生産者・富山農林振興センター・富山県農業共済組
合・滑川市・ＪＡアルプスなど 名が参加しました。
講習会では、園地にて剪定の際の注意点や防除など、
基本作業について富山農林振興センターより実演を交
えながら説明がありました。今年の枝の育ち方や日当
たりを考慮し、残していく枝を選ぶことがリンゴの出
来栄えを左右するため、生産者は真剣に講習を聞き、
質問をしました。
剪定作業は、 月上旬まで行われる予定です。

上市町水稲直播生産組合定期総会・
研修会を開催

収量拡大に基本作業確認

31

躍にも大きく期待されます。

富山県農業振興賞 指導者部門

同日に、受賞者がＪＡアルプス本店に来店され、受賞の報告が行われました。

富山県農業振興賞 水田農業経営米部門（農）飯坂新ＥＫ

19

29 1

利美さん

9

上市町水稲直播生産組合は、 月 日上市町文化
研修センターにおいて、「平成 年度上市町水稲直
播生産組合定期総会・研修会」を開催されました。
生産者・富山農林振興センター・上市町・ＪＡア
ルプスなど関係者が 名が出席されました。
定期総会では、平成 年度の活動報告・収支決算
が報告され平成 年度活動計画などが報告されまし
た。
また、総会後の研修会では、富山農林振興セン
ターより平成 年産水稲直播栽培状況の説明があり、
これをもとに 年産の栽培に向け注意点が説明され
ました。
25

29

9

富山県農業振興賞 水田農業経営米部門 村井

4

30

30 29

2

農林水産大臣賞 （農）
清流立山

富山農林振興センターの研修を聞く生産者たち

GREEN NEWS

ゆうだい
21

生産部会総会・
作付研修会開催

作付研修会」

21

年度ＪＡアルプス

29

新規生産者も加わり面積拡大に期待

年産ゆうだい

30

日、ＪＡアルプス本店において「平成

31

生産部会総会」と「平成

21

1

月

ゆうだい

を開催しました。

名が参加し、開会にあたりＪＡアルプ

40

生産者・富山農林振興センター・全農とやま・滑川市・上市町・

」生産部会佐々木正男会長より、「求められる米の生

21

ＪＡアルプスなど関係者約

ス「ゆうだい

」を

21

産に力を入れ農業所得の増大を目指し今後も生産者に作付をお願い

したい」と述べられました。

また、「ゆうだい

開発した国立宇都宮大学前

」の開発

21

田忠信名誉教授を講師に迎

え、「ゆうだい

経緯などを教授自ら生産者

に説明され、生産者たちは

開発者からの貴重な話に耳

を傾けておられました。

その後、富山農林振興セ

ンター農業普及課上市・滑

」の栽培ポイントな

」も高

21

川班吉島利則氏より「ゆう

年産「ゆうだい

だい

どが説明されました。平成

品質を目指し取り組みます。

21

」の生産に踏み出した新規生産者

21

国立宇都宮大学前田忠信名誉教授の講演を聞く生産者たち

30

30

年産より、「ゆうだい

3

平成

団体・ 個人も加わり作付面積拡大に大きく期待されます。

1

刈払機・動力散布機の
無料点検の実施について
平素は、農協事業にご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
つきましては、日頃のご愛顧に感謝し、下記の通り『刈払機・動
力散布機』の無料点検を実施しますのでご案内いたします。
日

時

3月14日（水）【当日のみ】
受付時間

場

午前９時〜午後４時まで

所
立山・滑川 各農機センター
上市農機・車両センター（オートパル横）

点検項目
☆点火栓（プラグ）の点検
☆エアークリーナーの点検及び清掃
☆気化器（キャブレター）の点検及び調整
☆粉量調節関係の点検及び調整

注意点
（１）点検項目以外の修理及び部品交換については、別途追加料金を請求いたします。
（２）その場で修理完了できないときは、修理工場へ持込修理し、追加料金と日数がかかります。
（３）無料点検は、会場への持込機械に限ります。

ＪＡアルプスからのお知らせ

〈コイン精米機の移転について〉

旧早月加積ふれあいセンター前に設置しておりました、精米機を早月加積
９号倉庫前（滑川市追分3632）へ移転させていただきます。
皆様にはご不便をお掛け致しますが、何卒ご了承下さいませ。

５
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グリーン NEWS

家庭菜園

ネギ
春 播き秋冬 獲り
播種時期 ３月中下旬
定値時期 ５月上中旬
収穫時期 10月頃～

【苗の準備】

市販の培養土などを使いポリポットやセルトレ
イなどに３～４粒ずつ播きましょう。
草丈５㎝位で葉が触れ合わない程度に間引きを
する。

【畑の準備】

植付け２週間前に苦土石灰を１㎡あたり120gま
き、深さ30㎝位までよく耕しておく。
植付け１週間前に１㎡当たり堆肥３㎏と化成肥
料100gをまき、土とよく混ぜる。

【定植】

【土寄せ】

植付け後、１ヶ月程したら１㎡当たり50ｇの化
成肥料を溝にまき（追肥）周りの表土を軽く砕い
て根元に寄せる。
追肥と土寄せは、月１回程度行い、最後の土寄
せは収穫の半月から１か月前を目安に行う。

【収穫】

株が大きくなった物から順次収穫をしましょ
う。
株の片側をスコップなどで掘り、根元を持って
横に倒すように引き抜くと簡単に収穫できる。

本葉が３～４枚の苗が定植適期。５㎝間隔に１～２本
ずつ畝壁に垂直になるようにくっつけて植えましょう。
根元に３～４㎝土をかけ、足で踏みつけ倒れないよう
にする。植え終わったら、溝にワラなどを入れて倒伏と
乾燥を防ぐ。

野ねずみの一斉駆除が行われます
薬剤散布日

平成30年３月24日㈯〜４月1日㈰

散 布 対 象

JAアルプス管内の農地

散 布 方 法

農家の人が農地のあぜや農道などの
「ねずみの穴」へ薬剤を投入します。

使 用 薬 剤

ヤソール
成分：クマリン系 0.1％
形状：ピンク色粒状 毒性：普通物

注意事項

1．関係者以外は、できるだけ農地へ侵入しないで下さい。
（ペットなども、農地へ侵入しないように注意して下
さい。）
2．ねずみの死骸を見つけても、素手で触れないで下さい。
3．万一、誤って人が薬剤を食べてしまった場合は、直ち
に吐き出させ医師の診断を受けて下さい。

問合せ

アルプス農業協同組合営農企画課

TEL 472-5480

アルプス農業協同組合 立山営農経済センター TEL 462-9301
アルプス農業協同組合 上市営農経済センター TEL 472-5519

男

爵

しょ
鈴
馬
種
産
道
北海
あります!!

取扱い・ご連絡は各配送センターまで

立山配送センター
上市配送センター
滑川配送センター

TEL：463−5523
TEL：473−2766
TEL：475−0071

JA扱いの種いもは、国（植物防疫所）の圃場検査に
合格した健全・優良な種いもを使用しています！

アルプス農業協同組合 滑川営農経済センター TEL 475-6900
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GREEN NEWS

セルフ給油所

セルフのガソリンスタンド

特売
カレンダー
日

4

月

5

特売

11

火

6

25

月

カ ー パ ー ク 立 山 TEL 076-463-0405
カ ー パ ー ク つ る ぎ TEL 076-472-1224
ユー・スポット滑川 TEL 076-475-1551

水

7

木

金

土

1

2

3

特売

8

9

10

特売

15

16

17

特売

22

23

24

特売

29

30

31

レディースデー
12

特売

13

ファミリーデー
18

3

営業時間 7：00～2０：00

レディースデー
19

特売

14

20

21

特売

レディースデー メンズデー
26

特売

27

ファミリーデー

28

レディースデー

特売
特売
特売
特売
特売

お客様お得情報！！

ＪＡアルプス管内３ＳＳにてお安く給油
出来る方法があるの知ってましたか！？

カーパーク立山ＳＳ

・オイル交換または、タイヤ購入（2本以上）されたお客様
に優待券プレゼント！！

カーパークつるぎＳＳ・ユースポット滑川ＳＳ
・洗車プリカ5,000円分購入でお客様に優待券
プレゼント！！

見本

※優待券は、購入した月から３カ月間有効となりますので、
何かご不明な点等ありましたら、スタッフにお伺いください。

各配送センターの営業時間のご案内
店

舗

名

平日

土曜・日曜・祝日

立 山 配 送 セ ン タ ー

午前８時30分から

午前８時30分から

滑 川 配 送 セ ン タ ー

午後６時

午後５時

上 市 配 送 セ ン タ ー
７

平成30年 ３月１日から10月末まで
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午前８時30分から午後５時

人生 を

豊かに す る
女性部
JAアルプス

対 話 集 会

ＪＡ常勤役員との対話集会が

月

日

27

に厳しい情勢です。だからこそ青壮年部、女

今の農業やＪＡなどを取り巻く環境は非常

の更新努力について

・営農情報提供サービス利用・ホームページ

ついて

・観光客向けのお米や特産品の販売場所に

・旧支店の跡地利用計画について

（女性部）

・米の輸出に対するＪＡの取り組みについて

・女性営農指導員の採用について

アドバイス

・集落営農組織や法人の高齢化についての

・『富富富』の栽培方針の明確化について

・小銭使用のＡＴＭの設置について

職員などの割合について

・ＪＡ職員採用・定年退職・正職員・臨時

（青壮年部）

質問事項は次のとおりです。

質問や要望に答えました。

が出席し、青壮年部と女性部の代表者からの

常務、碓井常務、三輪本部長、吉田営農部長

ＪＡからは、伊藤組合長、佐伯専務、近堂

カミール（上市町）で開催されました。

1

性部が協力しＪＡ運営に積極的に参加、連帯
を図ることが大切です。

生活福祉センター TEL：076−472−0581

お問い合わせ

かがやき
ＬＩＦＥ

☆

日頃JA日帰り人間ドックをご利用頂き、ありがとうございます。

JA日帰り人間ドックは、

3月19日（月）〜 お休み させていただきます。

再開は4月以降を予定しております。

ご利用いただいている方にはご迷惑をおかけいたします。

8
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よつ葉の窓

舟
橋
村
独居老人宅慰問
ＪＡアルプスひまわりの会（舟橋村ホー
ムヘルパー有資格者の会）は、１月 27 日
（土）、舟橋村で一人暮らしをしている高齢
者のお宅を訪問をしました。寒い冬も暖か
く過ごして頂きたいと、カイロと入浴剤を
プレゼントしました。今年は例年にない大
雪で、寒さが厳しい毎日ですが、この日訪
問した 11 名の方は、みなさん元気な笑顔
を見せてくださいました。

お申し込みは、ＪＡアルプス本店

☎076-472-1222㈹

〈特集〉

進化するファーマーズマーケット
ファミリーマガジン
人が元気・JAが元気・地域が元気

ＪＡのファーマーズマーケットは全国的に広まり、数十億円の売上高を誇る
ところも登場しています。注目されているのは、農園や調理施設も兼ね備え
た、
「体験型」の施設。ファーマーズマーケットの機能と役割を考えます。

西郷どんを癒した鹿児島の温泉
４月号の主な内容
２０１８年４月号定価
別冊付録とも906円（本体839円）
お申込みはＪＡ（農協）へ
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ＮＨＫ大河ドラマ『西郷どん』で注目を集める西郷隆盛は、大の温泉好き
でも知られています。霧島温泉郷を中心に、郷里の鹿児島県の多彩な温泉
や観光名所を紹介します。
（農ライフのすすめ）暮らしに役立つ

大地の宝箱 薬用植物
育てる楽しみだけでなく、暮らしを豊かにする薬用植物。お勧めの薬用植物
の栽培法とともに、化粧水、入浴剤、お茶、虫よけなど暮らしに取り入れるア
イデアを紹介します。

2 応募資格
（１）大学・短期大学卒業程度
・大学卒業見込みの者及び卒業者で、
平成６年４月２日以後生まれの者
・短期大学卒業見込みの者及び卒業者で、
平成８年４月２日以後生まれの者
（２）JAアルプス管内（立山町・上市町・舟橋
村・滑川市）及び近隣市町村在住者

3 応募手続
（１）応募受付期間
平成30年２月１日
（木）
〜
（２）応募方法
インターネット（IBAC CAREER WEB）に
よる応募。JAアルプスホームページから
もアクセスできます。

お問い合わせ先

総務人事課 TEL
（076）
472-2131
採用担当 松原

－

－

10

広報アルプス 2018.３

御隠居と熊さんの ぜ い· き· ん· 小· 話

29

消費税・地方消費税（個人事業者）の確定申告

4

分の課税売上高が一千万円を
超えていると、平成 年分の
課税事業者となりやんすから、
消費税の確定申告が必要でや
んすよ。
御隠居・・うむ。見事な説明
じゃ。そうすると消費税の確
定申告も、もう済ましたとい
うことかのう？
熊さん・・そうでやんす。所得
税と同じように「確定申告書
等作成コーナー」で消費税の
申告データを作って、ｅ Ｔ
ａｘで申告したでやんす。
御隠居・・ところで、熊さん、
マイナンバーは記載したのか
ね？
熊さん・・御隠居、大丈夫でや
んす。
ちゃんと記載したでやんす
よ。ｅ Ｔａｘで申告したの
で、本人確認書類の写しの提
出は必要ないでやんすよね。
御隠居・・ほおお、熊さんにし
ては上出来じゃ。申告はばっ
ちりのようじゃが、納税資金
の準備はどうなんだい？
熊さん・・それも大丈夫でやん
す。しつかり備蓄をしてるで
やんすよ。消費税（個人事業
者）の申告と納税の期限は、
月 日（月）でやんすね。
御隠居・・今年の熊さんは、す
ばらしいぞ。でも、いつもの
熊さんと違いすぎる…わしが
今話していたのは本当の熊さ
んだったのかい？
（魚津税務署）

－

2

13:30～

－

一月定例理事会

27

御隠居・・熊さん、所得税の申
告は済んだのかい？
熊さん・・もちろんでやんすよ。
国税庁ホームページ (www.
の「確定申告書等
nta.go.jp)
作成コーナー」で申告データ
を作って、そのままｅ Ｔａ
ｘ（国税電子申告・納税シス
テム）で申告したでやんす。
御隠居・・ほお～。さすがは、
熊さん。
熊さん・・「確定申告書等作成
コーナー」を利用すると計算
誤りがないし、基本的な誤り
がチェックされるから便利で
簡単でやんしたよ。あっしで
も作ることができたでやんす
から。
御隠居・・ところで熊さん、消
費税の申告も必要だと言って
おらんかったかのう？
熊さん・・そうでやんす。平成
年分の課税売上高が一千万
円を超えたので、平成 年分
では、消費税の確定申告をす
る必要があるでやんす。
御隠居・・でも、昨年の年末に、
平成 年分の課税売上高は、
一千万円を超えそうにないと
言つておったじゃないか。
熊さん・・御隠居。もしかして、
あっしを試しておられるんで
やんすか？
御隠居・・な、なんでそう思う
んじゃ。
熊さん・・消費税の場合、たと
え平成 年分の課税売上高が
一千万円以下でも、平成 年

27

◇理事会だより

平成31年採用職員説明会を本店において
開催致します。

3/20、3/27

若干名
1 公募職員
大学・短期大学卒業程度

－

29

－

平成三〇年一月二十四日㈬ 開催

Ｐ11の職員公募要領に一部誤りがありましたことをお詫び申し上げます。
２月号

29

29

－

◆報告事項◆
一、十二月末事業実績について
二、十二月末販売実績・保管料・購買実績について
三、平成三〇年度冬期懇談会について
四、余裕金運用実績について
五、組合員加入・脱退報告について
一〜五については各担当部より報告がありました。

職員公募要領

◆付議事項◆
第一号議案 「 FinTech
企業等との連携及び協働に係る方針」の決定に関する件
第二号議案 不祥事再発防止策の件
第三号議案 職員公募要領及び正職員登用要領設定の件
第四号議案 固定資産処分の件
第五号議案 組合員の出資金一部減資に係る理事会承認の件
付議された議案は、すべて承認されました。
なお、理事会議事録は本店、各支店に備え置いてあります。

平成31年４月採用

【誤】2応募資格（１）・短期大学卒業見込みの者及び卒業者で、平成11年４月２日以降生まれの者

【正】2応募資格（１）・短期大学卒業見込みの者及び卒業者で、平成８年４月２日以降生まれの者

協同の力

（２月末現在）※
（ ）
内は前月比

ＪＡアルプス行事予定
☆平成30年３月のあゆみ☆
◦１
◦８
◦14
◦15
◦29

税務相談日（たてやま支店）
税務相談日（本店）
税務相談日（本店）
税務相談日（なめりかわ支店）
定例理事会

☆平成30年４月のあゆみ☆

119億7,931万円

長期共済保障額

2,863億9,496万円

2,859億1,371万円

年金共済保有契約額

21億2,590万円

21億2,542万円

購 買 品 供 給 高

35億9,206万円

38億1,733万円

販 売 品 販 売 高

41億3,538万円

42億0,133万円

みなさんからの出資金

19億4,304万円

19億4,304万円

固

88億6,530万円

87億6,690万円

定

資

産

ホームページをご覧下さい
フリーダイヤル
意見・要望窓口

検索

0120-727-375
8：30〜17：00（土・日・祝除く）
３月になりました。

今冬は、近年では稀にみる

大雪に見舞われ、朝晩除雪作

業に追われ苦労された方々も

多いかと思います。

春ももうすぐそこまで来て

いますが、通勤・通学・お出
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120億3,357万円

かけの際など凍った路面には

組合員資格の確認のお願い

みなさんへの貸出金

注意し、早め早めの行動を心

税務相談日（たてやま支店）
税務相談日（本店）
税務相談日（なめりかわ支店）
第23回通常総代会
税務相談日（なめりかわ支店）

１月末

907億7,858万円

大野）

◦９
◦10
◦17
◦19
◦24

平成30年

914億4,135万円

（担当

☆平成30年５月のあゆみ☆

12月末

みなさんからの貯金高

掛け事故やケガのないように

平成30年度新規採用職員辞令交付式
税務相談日（たてやま支店）
税務相談日（本店）
税務相談日（なめりかわ支店）
定例理事会
税務相談日（本店）

平成29年

お過ごしください。

◦２
◦４
◦12
◦19
◦25
◦26

～アルプス俳句～

澄子

石川たかね

金盛

淳隆

昌子

幾島

荒木

征之

高井由紀子

勝守

重之

芹田きみ子

白井

春炬燵ここだけと言う話きく
細川 正雄
黄水仙わずか五寸に風荒む
小野寺千恵
漬物石ずしりと沈み涅槃西風
小池 弘子
春風に膨らむ夢よ巣立ちの日
中川 泰信
見送りしテールランプへ春の雪
金山美恵子
春風に草餅作る匂い来る
戸田 幸夫
土筆んぼうおもわず踏んで撫でてやる
佐伯 和子

雪の朝狐の足跡一直線

梅咲いて回りの空気匂ひけり

春一番季節の変わり目一波乱

啓蟄や失物探す日暮れどき

土雛をいくつも飾りて年重ね

啓蟄や猫また陽の下四肢伸ばす

クロッカス今年も庭のこことそこ

水温み山妻畠に独り言

正組合員戸数 7,325戸
（−７）准組合員戸数 3,528戸
（−４）
正組合員数 8,854人
（−12）准組合員数 4,520人
（−５）

編集後記

組合員資格に変更があった場合は、お手数ですが最寄りの当組合支店までお申し出ください。
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oking

Let's co

レシピ

旬なイチゴを使って

イチゴ大福
●作り方

●材料（12 個分）

アルプス農業協同組合／総務人事課

（苺あん）
（苺あん）
①イチゴは洗ってヘタを取り除く。
・イチゴ（小粒）
12 個
②12 等分に分けたあんこをラップの上にのせ、その上にイチゴを包
・あんこ
300g
み茶布に絞って苺あんを作る。
（12 個にわけて苺を包んでおく）
（求肥）
（求肥）
①耐熱ボウルに白玉粉と砂糖を混ぜ合わせ、水を少しずつ加え木べ
・白玉粉
200g
らですくい、糸状に落ちる位まで混ぜる。
・砂糖
50g
②ボウルにラップをかけ、レンジで４分加熱する。熱いうちに木べ
・水
250ml
らでねり混ぜる。再度１分加熱し混ぜると求肥の出来上がり。
・片栗粉
適量
片栗粉をまぶしたバットにのせる。
ポイント
③求肥を12 等分し、手を水でぬらし、円形にのばし、
苺あんをのせ、包む。片栗粉をまぶす。
求肥は手につきやすいので片栗粉を
④カップに入れる。
両手につけると作りやすいです。

オートパルアルプスと上市車両センターは４月２日㈪よりアルプス車両センター（滑川車両
センター）へ移転致します。ご不便をお掛け致しますが、今後ともよろしくお願い致します。
アルプス車両センター

アルプスホール

滑川市柳原79-2

TEL 076-475-1601

FAX 076-475-9045

富 山 県 中 新川 郡 上市 町 若 杉 3番 地 3 TE L 0 76 - 47 2- 1 22 2 ㈹

ゆうゆう館

大ホール・家 族 葬用小ホールございます
立山・滑川地区 のご 利用 の方におきましては
ホールにてのご収骨 が 可 能 で す
葬 儀・法要 のご相談 承ります

ゆうゆう会員募集中!! ゆうゆう会員についてのお問い合わせは各支店窓口まで

お問い合わせは…アルプスホールゆうゆう館まで（年中無休・24時間受付） 詳しくは
葬儀 ゆうゆう館
TEL.076−473−9046 フリーダイヤル 0120−456−897

検 索

