日（木）、令和２年度の活動計画を

「楽しい！」を広げる活動を
ＪＡ越後おぢや女性部は３月

活発な活動を展開

ＪＡ越後おぢや青年部はグリーンパークで３月
を開きました。

日（月）、通常総会

盟友とＪＡ関係者が参加し、令和元年度活動報告や収支決算、令和２

明らかにしました。
令和２年度は「豊かな食・農・くらし・環境を次代につなぐ」を活

年度活動計画などを協議し、承認しました。役員改選も行い、新部長に

な活動を展開していきたい」と意気込みを話しました。

新部長の金子光浩さんは「支部間のコミュニケーションを深めて活発

新田支部の細金和幸さん、三仏生支部長に和田宏志さんが選任されました。

動のテーマとしました。また、活動に積極的に参加・参画し「楽しい！」

進めていき、ＪＡフェスティバル、支店ふれあい感謝祭、農林まつり
等のイベントを通じて食への関心と米・米粉をＰＲしていきます。
また、部員の拡大を課題に挙げ、一人ひとりが「声かけ」を行い、
仲間の輪を広げていきます。

▲新役員に選出された４名
左から金子さん、和田さん、細金さん、本田さん

昨年は初めて女性部運動会を開き、部員同士の交流を深めました。
女性部の大形厚子部長は「昨年は、運動会や地域のボランティア活動

▲昨年度の主な活動の様子
運動会、農林まつり、お正月飾り教室

など充実した取り組みができた。今年も女性部のパワー溢れる活動で
地域を盛り上げていきたい」と話しました。

▲ＪＡ青年組織綱領を唱和する青年部員

食への取り組みとしては「みんなのよい食プロジェクト」の実践を

吉谷支部の金子光浩さん、副部長に坪野支部の本田恭一さん、監事に山

30

を広げる取り組みに力を入れていきます。
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決意を新たに
４月１日（水）当ＪＡ
本店で、令和２年度新入
職員辞令交付式を行いま

適切な水管理を

小千谷市水稲集団栽培推進協議会は４月１日（水）、グリーンパー
クで総会を開きました。

各組織の代表やＪＡ関係者が参加し、令和元年度事業報告と令和２

協議会の篠田実会長は「昨年は高温障害により１等米比率が低下する

年度事業計画などを承認しました。

谷口熊一組合長は新た

など厳しい年であった。今年は記録的な少雪で水不足が懸念されるの

した。
にＪＡ職員として採用さ

く予定です。

６月には肥料メーカーを招き、水稲中間管理についての研修会を開

辺薫さんを選出しました。

令和２年度は役員改正を行い、新会長に同市千田地区育苗組合の渡

と共同利用施設における高度利用体系の確立を目的に設立しました。

同協議会は各生産組合で組織され、機械体系を通じて水稲集団栽培

で、適切な水管理が重要だ」と呼び掛けました。

を手渡しました。
谷口熊一組合長は「ま
ずは元気よく挨拶をし、
組合員と向き合うことが
大切だ。ＪＡは総合事業
であり縦横の連携を深め
て精一杯がんばってほし
い」と激励しました。
新入職員を代表して金
融共済部共済普及課配属
の渡邊実希が「信頼され
る職員を目指して、探究
心を持って前進していき
たい」と決意を表明しま
した。
新入職員は、５日間の

５月 vol.207
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研修の後に、各部署に配
属されました。

▲適切な水管理を呼び掛ける篠田会長

れた６人に一人ずつ辞令
▲谷口組合長より辞令を受け取る新入職員

きれいな街づくりに

日（月）
、小千谷市内の小学生に農業への理解を深め

農業の大切さを次世代へ
当ＪＡは４月

てもらおうと、小学校高学年向けの補助教材約３２０冊と小学校新１年

４月４日（土）当ＪＡ全支店は、地域貢献活動として、小千谷市内
で、今年１回目の歩道の空き缶拾いを行いました。支店協同活動の一

生にＪＡオリジナルノート（連絡帳・自由帳）約５００冊を同市教育委

が落ちていることに驚いた。この活動がきれいな街づくりに繋がると

どが捨てられていた。注意して歩くと民家の無いところに多くのゴミ

口熊一組合長が、松井周之輔教育長に補助教材の目録、ＪＡオリジナル

同市健康・こどもプラザあすえ～るで行われた贈呈式では、ＪＡの谷

帳をいただき感謝し

向 け に 連 絡 帳、自 由

い る。新 た に １ 年 生

るいい機会になって

は「農 業 の 勉 強 を す

松井周之輔教育長

と話しました。

教 育 と なれ ば 嬉 しい」

次世代につなぐための

国 内 農 業の大 切 さを

活用で食について考え、

懸 念 さ れ る。教 材 の

により農業への影響が

「新 型 コ ロ ナウイ ルス

谷 口 熊一組 合 長 は

10

ている」と話しました。

▲補助教材を手にする谷口組合長（左）と
松井教育長（右）

ノート、 万円分の図書カードを手渡しました。

究・活動の一環として作成しました。

の児童用と教師用の一式。ＪＡオリジナルノートはＪＡ広報研究会が研

応援事業によるものです。贈った教材は、「農業とわたしたちのくらし」

寄贈は、ＪＡバンクアグリサポート事業の取り組みの一つの食農教育

員会を通じて市内の各小学校に寄贈しました。

環で、支店職員 人が参加しました。

13

嬉しい」と話した。次回は 月に行う予定です。

総務部企画管理課の小川友菜は「タバコやペットボトル、空き缶な

この活動は平成 年から年２回取り組んでいて、今年で８年目です。

㌔ほどで、ごみ袋 袋分に達しました。

などのごみを拾い集めました。この日に掃除した歩道の総延長は６３

職員は２人１組のペアで、ごみ袋を片手に、空き缶やペットボトル

49
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▲歩道に落ちているごみを拾い集めるＪＡ職員
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「おぢや産」にいがた和牛
当ＪＡ管内の肉牛肥育農
日（火）、

家で組織する「小千谷肉牛
部 会」は ４ 月
肥育牛を東京都の東京食肉
市場へ出荷しました。今回
出荷した肥育牛は９頭で総
重量は６㌧を超えます。検
査に合格した肥育牛は枝肉

健康情報ひろば
乳がんの早期発見・治療のために

検査科 竹 部 和 紗

ＪＡ新潟厚生連 小千谷総合病院

人間ドックのオプション検査
乳腺超音波検査について②



50

11

となり、４月 日（金）に

30

格付けされました。
同部会では「ゴールデン

40

ウィーク牛肉消費拡大運動」
として部会員自らが牛肉を
販売します。約１５０㌔の
「お ぢ や 産」に い が た 和 牛
の消費拡大を図ります。

15

格付けされた枝肉は主に

15

関東で「にいがた和牛」と

90

して消費されます。
次回は 月に東京食肉市

60

14
17

場へ上場する予定です。

われている乳房専用のレントゲン検査
です。
圧迫板とよばれる透明なアクリルの
板で乳房をはさみ、
薄く伸ばして撮影し
ます。
乳房の組織、
病変や石灰化をより
鮮明に映し出すために、
乳房を平らにし
て圧迫しなければなりません。
個人差は
ありますが、
多少の痛みを伴います。
乳がんは進行していくと、
古いがん細胞
にカルシウムが蓄積する石灰化を生じ
ます『
。石灰化＝がん』
ではありませんが、
マンモグラフィは石灰化の検出に優れて
います。
一方、
乳腺超音波検査は皮膚にゼリー
を塗り、
超音波を発生するプローブを
使って、
様々な角度から乳房の内部をリ
アルタイムに観察する検査です。
手で触れただけでは判別しにくい小
さなしこりや病変を見つけることが出
来ます。
痛みもほぼ伴わず、
また、
妊娠中や授
乳中の方でも安心して受けられます。
しかし、
微細な石灰化は見つけにくい
欠点があります。
このように、
二つの検査にはそれぞれ
特徴があります。
早期にがんを見つける
ためにも、
両方の検査を一緒に受けて頂
くことをお勧め致します。
当院では４月 日より人間ドックの
オプションとして、
乳腺超音波検査がス
タートします。
１日５～６人、
検査時間
～ 分、
料金３，
０８０円
（マンモグラ
フィ検査は４，
７３０円）
です。
乳腺超音波検査は、
訓練を重ね精通
した女性の臨床検査技師が担当します。
大切な命を守るため、
早期発見・治療
に繋がる乳がん検診を多くの方に安心
して受けていただきたいと思います。

10
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乳腺超音波検査につきまして、
前回
と重なるところもありますが、
少し詳し
くお伝えします。
日本人女性の乳がん患者は急増して
います。
年 前 、 人に１人だった乳がんの
割合は、
現在、 人に１人となり、
がんに
かかる女性全体の中で、
乳がんは胃がん
を抜いて１位となりました。
他のがんに
比べ、 歳代から増加し、 歳代後半と
歳代前半が特に多いとされています。
乳がんの怖いところは、
乳房の中にあ
る乳腺で発生したがん細胞が、
どんどん
増殖をして乳腺から外の組織に広がり
ます。
そして、
血管やリンパ管に入り、
全
身の組織や臓器に転移していきます。
症状としては、
無症状の場合もあり
ますが、
しこりを感じる場合、
乳頭から
出血する場合、
進行に伴って乳房の痛み
や皮膚が変色するなど様々な症状があ
ります。
乳がんは早期発見・治療により、
約 ％
の方が治ると言われ、
女性にとって乳がん
検診を受けることはとても重要です。
現在、
乳がん検診にはマンモグラフィ
検 査と乳腺超音波検 査の２種類があ
ります。
マンモグラフィ検査は検診で広く行

５月 vol.207
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▲肥育牛を出荷する部会員

