
問 題
あると便利な作り置き野菜は「野菜○」？

添付のハガキにクイズの答えとアンケートを、黒または青のボールペン
でご記入ください。締め切りは6月30日（水）（当日消印有効）。当選者の
発表はプレゼントの発送をもってかえさせていただきます。※ご記入い
ただいたアンケート・個人情報は、プレゼントの発送と今後のJA活動の
発展のため、活用させて頂きますのでご了承ください。前記の目的以外
には使用いたしません。

応募方法

JA佐波伊勢崎直売所
イメージキャラクター
「ウィンちゃん」

今回の
「飛翔コミュニティ版」を
よーく読んでみてネ♪

飛翔JAさわいせさきコミュニティ版では、皆様からのおたよりを募
集しています。
農業やJAのエピソード、イラストや作品などをお寄せください。
住所・氏名・年齢・電話番号・職業を明記の上、ハガキまたは封書で
ご投稿ください。

　　　　〒372-0812　伊勢崎市連取町3096-1
　　　　JA佐波伊勢崎「飛翔JAさわいせさきコミュニティ版」係宛

※紹介させていただいた方には、JAオリジナル商品または直売所利用券をプレゼント！
※ご投稿いただいた方の個人情報は紙面およびホームページでの紹介に使用させて
いただく場合がありますので、ご了承ください。前記の目的以外には使用いたしません。

おたより募集

hisyou-forum

宛 先

10名様に直売所利用券をプレゼント！

詳しくは本支店窓口、または
本店管理課（0270 - 20 -1220）へ

みんなの

おたより

まってます
！

◎伊勢崎市・玉村町にお住まい、またはお勤め
で一定の条件を満たしている方
◎出資（一口：1000円）をしていただける方
◎継続してJAの事業を利用していただける方

JAは「助けあいの精神のもと、農家の営農と生活を守り高め、より
よい社会をつくっていこうとする協同組合」です。「わたしたちJA
のめざすもの」のなかでは、地域農業の振興のほかにも「環境・文化・
福祉への貢献を通じて、安心して暮らせる豊かな地域社会を築こ
う」などと定めています。だれにでもひらかれた協同組合で、農業者
にかぎらず、どなたでもご利用いただけます。

JA（農業協同組合）ってなに？

住宅

直 売 所

直売

貯金

共済

※審査等によりご利用になれない場合もございます。

組合員を募集しています

365日24時間対応  低価格の葬儀から
一般葬まで信頼のあるJA佐波伊勢崎の葬儀

JA佐波伊勢崎では、葬儀・法事に関する
さまざまなご相談を受け付けています。

た
と
え
ば

JAセレモニーホールいせさき　TEL0270-40-5600
JAメモリアルホールたまむら　 TEL0270-65-4436
JAセレモニーホールあかぼり　TEL0270-62-6262

◎葬儀って分からないことばかりで不安
◎どんな準備・手続きがいるの？
◎終活をしたいけど、なにからはじめたらい
いかわからない   etc.

いせさき聖苑・さかい聖苑（JAホール以外の会場）での
ご葬儀もおまかせください。

いせさき聖苑・さかい聖苑（JAホール以外の会場）での
ご葬儀もおまかせください。

施設の見学も受け付けていますので、お気軽に
ご相談ください。  事前相談をおすすめします

加入条件

JAをご利用いただくことで、地域農業の応援にもなります。

 ＪＡ佐波伊勢崎
公式インスタグラム 更新中！ 

/

QRコードはこちら/

JA佐波伊勢崎 アンケート

クイズの答え

　　正解だと思う記号に
　　○をつけてください。

アンケートにお答えください
Ｑ1　 今回の特集の感想や、読者の皆様のおすすめレシピがありましたら教えてください。
　　　（おすすめレシピは当JAのインスタグラム等でご紹介させていただくことがあります。よろしければ
　　　ペンネームをお書きください）

A 野菜魂   B 野菜玉  C 野菜弾

＿＿＿＿＿＿＿支店／＿＿＿＿＿＿＿直売所　　その他（　 　　　　　　　　　　　　）に対して

Ｑ2　 JA佐波伊勢崎に対するご意見・ご要望などございましたらお書きください。

お問い合わせは
こちら

JA佐波伊勢崎オリジナル餃子
「にら餃子」好評販売中！
餃子に欠かすことのできない「にら」。
管内の栽培の歴史は古く、現在でも産地として栽培が盛
んです。
そんなにらをたっぷり入れ、1つ1つ手包みで丁寧に作
ったボリュームのある餃子ができました！
保存可能な冷凍品です。

JA佐波伊勢崎オリジナル餃子
「にら餃子」（冷凍品）
1袋15個入り　1080円（税込）

販売店舗：からか～ぜ・からか～ぜまゆの郷・からか～ぜたまむら店の3店舗

管内で行われる活動や旬の農産物情報、JA佐波伊勢崎のイメ
ージキャラクター“ベジ太くん”が農家を紹介する「ベジ太が
ゆく」、インスタグラム担当者
が家庭菜園にチャレンジする
「いんすたふぁ～む」といった
企画などなど…ＪＡを身近に感
じてもらえるようさまざまな話
題を発信しています！

 お問い合わせは　販売事業部 直販課 （TEL:0270-27-5565）まで

▲ベジ太がゆく

４月よりＪＡ佐波伊勢崎に

がオープンしました。

※今回の「佐波伊勢崎を詠む」はおやすみさせていただきます。

エネオス
●

●
フライング
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スーパーモール
いせさき
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ガーデンズ

スーパーモールいせさき

JA
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タウン

総合相談センター
(サポートプラザ/ローンセンター) 

〒372-0801  伊勢崎市宮子町3615-2
（ＪＡ佐波伊勢崎 ラ♡ラ♡タウン内）

総合相談センター

　総合相談センターは、総合事業を行うJAの強みを最大限に活かし、
利用者のさまざまな相談やニーズにお応えするために設置されまし
た。皆様が抱える将来の不安や問題が多様化している今、お客様のラ
イフプランやニーズに応じたサポートをいたします。平日お忙しい方
にもご利用いただけるよう土曜・日曜の営業も行っておりますので、お
気軽にご相談ください。

サポートプラザが新設！

TEL 0270-61-6750

サポートプラザ

営業時間  9：00～17：00
定 休 日  日曜・祝祭日

ローンセンター 

特集
生活に野菜を
とりいれよう！

飛 翔
JAさわいせさき

コミュニティ版 vol.47

松島節子さん 池田愛凜さん 岡田はる江さん佐藤勝利さん

このパッケージが目印！

フォローやいいねを
お願いいたします！

ご相談内容 ※事前予約制となります
◎相続の事前対策
◎税務相談
◎資産運用、資産形成
◎年金　etc.

プライベートな空間で専門家と相談できます

◎教育ローン
◎農業融資　  など各種ローン

ご相談内容
◎住宅ローン
◎カーローン

お問い
合わせ

TEL 0120-194-114 営業時間  9：00～17：00
定 休 日  水曜・祝祭日

お問い
合わせ



ご職業

電話番号

-　　　-

個人情報の利用目的について、
ご同意頂いたうえでご記入下さい。
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「野菜玉」とは、作り置き野菜のこと。

今回はキャベツ・にんじん・玉ねぎ・小松菜・

しいたけを使いました！忙しい朝などでも

事前に作っておけば解凍してすぐに食べ

られるので、時短食材として注目されてい

ます。

をとりいれよう！

厚生労働省の「健康日本21」では、成人が1日あたりに摂取したい野菜の目標量を350g以上と定めています。しかし、現在の平均野菜摂取量は288.2ｇと目標を下回っており、特に20代～40代の若者や中年層が足りていないという結果が出ています。

でも、毎日野菜を350g食べるって難し
いですよね…。
まずは普段食べているものを野菜に置
き換えたり、野菜のおかずを1品プラス
したりと「野菜をとりいれる習慣」を
身につけましょう！

野菜不足だと… 
● 腸内環境が悪化する
● 肌が荒れやすくなる
● 疲れやすくなる
● 免疫力の低下を招く
● 生活習慣病の要因となる
● 体臭がでやすくなる  etc.

目標摂取量を意識しよう！あると便利な「野菜玉」を作
っておこう！

保存期間は2週間ほど。
使いたいときに使いたい分だけ使えるので、野菜が使

いきれない・傷ん

でしまうといったロスも防げます！

①好みの野菜を食べやすい大きさに切る。同じくらい

の大きさにしておくと火の通りが均一になります。

②切った野菜を耐熱容器に入れ、軽くラップやフタ

をして600wのレンジで4分ほど加熱する。

③加熱後、全体的に混ぜたら適当な大きさに分け、そ

れぞれをラップで茶巾包みにする。包んだものの

粗熱が取れたら、冷凍してできあがり！

作り方は簡単！

600wで4分

20代女性・Kさん

（g）
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目標値 平均値

288.2g

野菜類摂取量の目標値と平均値
（g/日）
400

300
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20-29歳 30-39歳 40-49歳 50-59歳 60-69歳 70歳以上

242g 245g 258g
289g

320g 312g

野菜類摂取量の平均値（年代別）

朝食はいつも手軽なおにぎりやパンで済ま
せています。
昼食・夕食では野菜を食べているつもりで
すが、朝は時間がないのでなかなか難しい
です。

野球中継をみながらビールで晩酌。おつまみ
はポテトチップスや揚げ物など、ついつい
脂っこいものを選んじゃいます…。

①ごぼうをよく洗い、皮のままスライサーでうすくスライ
スする。（アクが気になる方は5分ほど水にさらす）
②耐熱皿にクッキングシートを敷き、水気を切ったごぼ
うを重ならないように並べる。
③ラップをかけずに600wの電子レンジに2分30秒かけ
る。一度取り出して、ごぼうを裏返し、さらに2分かけ
る。パリッとしたらお好みで塩をかけてできあがり！
（焦げやすいので様子を見ながら加熱してください）

①きゅうりの両端を落とし、タテ半分にしてから食べやす
い大きさに切る。
②天板に並べ、塩・うま味調味料・粉チーズを適量振って、
オーブントースターで約10分焼く。
③仕上げに黒こしょうとオリーブオイルをかけたらでき
あがり！

きゅうりのオーブン焼き

ノンオイル ごぼうチップス

40代女性・Yさん

部活動をしている食べ盛りの息子に合わせ
て、唐揚げやハンバーグなどボリュームのあ
るおかずが多いです。旦那も同じように食べ
ていますが、最近は体重も増えてきたし健康
診断の結果も心配です。

なすとツナのさっぱり和え

①カップに野菜玉を入れてラップをし、電子レン
ジ600Wで1分ほど加熱する。 
②そこにお好みのスープやみそ汁の素を加え、
　お湯を注ぎよく混ぜたら
　できあがり！

①深めの耐熱容器にホットケーキミックス200g
と野菜ジュース200mlを入れ、粉っぽさがなく
なるまで混ぜる。
②ふんわりとラップをかけて、600wの電子レン
ジで4分ほど加熱したらできあがり！

野菜蒸しパン

野菜玉を使って
具だくさんスープ

おとなの野菜不足お悩み相談

T r o u
b l e  c o n s u l t a t i o n

2～3
人分

3～4
人分

2～3
人分

冷蔵保存で
2 日

冷蔵保存で
4 日

作
り
方

●なす……………2本
●ツナ缶…………1缶
●サラダ油…大さじ1 

【調味料】
●酢……………大さじ4  
●醤油・砂糖…各大さじ2  
●にんにく(すりおろし)
　………………小さじ1

①ボウルに調味料を混ぜ合わせておく。
②なすはヘタを取りタテ半分に切り、皮目に切り込みを入れて、食べや
すい大きさに切る。
③フライパンにサラダ油をひき中火で熱し、なすの皮目を下にして並べ
て焼く。焼き色がついたら裏返して2分焼く。
④❸とツナ缶を❶に入れて和えればできあがり！

ズッキーニのトマト炒め

材 

料

材 

料

作
り
方

●ズッキーニ………………………1本
●トマト……………………………1個
●オリーブオイル……大さじ1と1/2
●醤油…………………………小さじ1
●塩………………………………少々

①ズッキーニとトマトを角切りにする。
②フライパンにオリーブオイルを熱し、ズッキーニを入れ、弱めの中
火で軽く焼き色がつくまで炒める。
③トマトを入れ、水分が飛ぶまでしっかりと炒める。
④醤油と塩を入れ、全体に味がいきわたるよう炒め合わせたらできあ
がり！

30代女性・Mさん

子どもが野菜嫌いでなかなか食べてくれませ
ん。好き嫌いを克服してもらいたいけど、レ
パートリーが少なくて困ってます。

トマトのジェラート

作
り
方

材 

料

●トマト（完熟）……………………2個
●生クリーム………………50～70㏄
●ハチミツ………………大さじ3～4

①トマトはヘタを取って冷凍しておく。
②冷凍トマトに水をかけて皮を剥く。
③❷を2ｃｍ程度の角切りにする。
④❸と生クリーム・ハチミツを入れ、フードプロセッサーにかけてなめ
らかにする。
⑤2時間ほど冷凍室で冷やしたらできあがり！

にんじんプリン
120mlのカップ
4個分

作
り
方

①にんじんを適当な大きさに切り、約20分ゆでる。
②にんじんと牛乳をミキサーにかけ、2分ほど撹拌すればにんじんペース
トのできあがり。
③ボウルに❷とグラニュー糖を入れて混ぜ合わせる。
④別のボウルに卵・牛乳を混ぜ合わせ、❸をざるでこしながら加えて混ぜ
合わせる。
⑤カップに移し、ラップをかけて200wの電子レンジで5分加熱する。
⑥冷蔵庫で約2時間冷やしたらできあがり！

材 

料

【にんじんペースト】
　●にんじん
　……大1本（約250g）
　●牛乳…………50ml

【プリン】
　●にんじんペースト
　…………………200g
　●卵………………3個
　●牛乳…………200ml
　●グラニュー糖
　………………大さじ4

さまざまな世代のお悩みに

おすすめの野菜レシピをご紹

介しました。

私たちのからだは食べたもの

で出来ています。

ビタミン・ミネラル・食物繊維・

鉄分など栄養たっぷりな野菜を

毎日コツコツとることが大切

です。

ぜひ皆さんも意識して食生活に

野菜をとりいれてみましょう！

40代男性・Aさん

日頃からお仕事に励むおとなの皆さん。野菜、食べていますか？
「分かっているけど時間がない」「手間がかかるし…」なんとなく野菜を食べる機会が減って
いませんか？健康診断の結果や自分の身体の変化が気になる、イライラすることが多く
なったなど…野菜不足は病気や自律神経の乱れを引き起こす可能性があります。
ぜひ生活に「野菜」をとりいれて、健康的なからだを目指しましょう！

のベ ジ 太 くん 僕が皆さんのお悩みにお答えします！

そんな方には…
時短野菜レシピがおすすめ

そんな方には…
野菜メインの簡単おつまみがおすすめ

そんな方には…
野菜の常備菜がおすすめ！

そんな方には…
野菜のおやつがおすすめ！

もしかしたら、

からだの不調は
野菜不足の
せいかも？

野菜嫌い！

コーンスープで
作ってみました

ズッキーニでもおいしいですよ！

必ず完熟のもので
作ってください！

POINT
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う」などと定めています。だれにでもひらかれた協同組合で、農業者
にかぎらず、どなたでもご利用いただけます。

JA（農業協同組合）ってなに？

住宅

直 売 所

直売

貯金

共済

※審査等によりご利用になれない場合もございます。

組合員を募集しています

365日24時間対応  低価格の葬儀から
一般葬まで信頼のあるJA佐波伊勢崎の葬儀

JA佐波伊勢崎では、葬儀・法事に関する
さまざまなご相談を受け付けています。

た
と
え
ば

JAセレモニーホールいせさき　TEL0270-40-5600
JAメモリアルホールたまむら　 TEL0270-65-4436
JAセレモニーホールあかぼり　TEL0270-62-6262

◎葬儀って分からないことばかりで不安
◎どんな準備・手続きがいるの？
◎終活をしたいけど、なにからはじめたらい
いかわからない   etc.

いせさき聖苑・さかい聖苑（JAホール以外の会場）での
ご葬儀もおまかせください。

いせさき聖苑・さかい聖苑（JAホール以外の会場）での
ご葬儀もおまかせください。

施設の見学も受け付けていますので、お気軽に
ご相談ください。  事前相談をおすすめします

加入条件

JAをご利用いただくことで、地域農業の応援にもなります。

 ＪＡ佐波伊勢崎
公式インスタグラム 更新中！ 

/

QRコードはこちら/

JA佐波伊勢崎 アンケート

クイズの答え

　　正解だと思う記号に
　　○をつけてください。

アンケートにお答えください
Ｑ1　 今回の特集の感想や、読者の皆様のおすすめレシピがありましたら教えてください。
　　　（おすすめレシピは当JAのインスタグラム等でご紹介させていただくことがあります。よろしければ
　　　ペンネームをお書きください）

A 野菜魂   B 野菜玉  C 野菜弾

＿＿＿＿＿＿＿支店／＿＿＿＿＿＿＿直売所　　その他（　 　　　　　　　　　　　　）に対して

Ｑ2　 JA佐波伊勢崎に対するご意見・ご要望などございましたらお書きください。

お問い合わせは
こちら

JA佐波伊勢崎オリジナル餃子
「にら餃子」好評販売中！
餃子に欠かすことのできない「にら」。
管内の栽培の歴史は古く、現在でも産地として栽培が盛
んです。
そんなにらをたっぷり入れ、1つ1つ手包みで丁寧に作
ったボリュームのある餃子ができました！
保存可能な冷凍品です。

JA佐波伊勢崎オリジナル餃子
「にら餃子」（冷凍品）
1袋15個入り　1080円（税込）

販売店舗：からか～ぜ・からか～ぜまゆの郷・からか～ぜたまむら店の3店舗

管内で行われる活動や旬の農産物情報、JA佐波伊勢崎のイメ
ージキャラクター“ベジ太くん”が農家を紹介する「ベジ太が
ゆく」、インスタグラム担当者
が家庭菜園にチャレンジする
「いんすたふぁ～む」といった
企画などなど…ＪＡを身近に感
じてもらえるようさまざまな話
題を発信しています！

 お問い合わせは　販売事業部 直販課 （TEL:0270-27-5565）まで

▲ベジ太がゆく

４月よりＪＡ佐波伊勢崎に

がオープンしました。

※今回の「佐波伊勢崎を詠む」はおやすみさせていただきます。

エネオス
●

●
フライング
ガーデン

スーパーモール
いせさき

いせさき
ガーデンズ

スーパーモールいせさき

JA
ラ♡ラ♡
タウン

総合相談センター
(サポートプラザ/ローンセンター) 

〒372-0801  伊勢崎市宮子町3615-2
（ＪＡ佐波伊勢崎 ラ♡ラ♡タウン内）

総合相談センター

　総合相談センターは、総合事業を行うJAの強みを最大限に活かし、
利用者のさまざまな相談やニーズにお応えするために設置されまし
た。皆様が抱える将来の不安や問題が多様化している今、お客様のラ
イフプランやニーズに応じたサポートをいたします。平日お忙しい方
にもご利用いただけるよう土曜・日曜の営業も行っておりますので、お
気軽にご相談ください。

サポートプラザが新設！

TEL 0270-61-6750

サポートプラザ

営業時間  9：00～17：00
定 休 日  日曜・祝祭日

ローンセンター 

特集
生活に野菜を
とりいれよう！

飛 翔
JAさわいせさき

コミュニティ版 vol.47

松島節子さん 池田愛凜さん 岡田はる江さん佐藤勝利さん

このパッケージが目印！

フォローやいいねを
お願いいたします！

ご相談内容 ※事前予約制となります
◎相続の事前対策
◎税務相談
◎資産運用、資産形成
◎年金　etc.

プライベートな空間で専門家と相談できます

◎教育ローン
◎農業融資　  など各種ローン

ご相談内容
◎住宅ローン
◎カーローン

お問い
合わせ

TEL 0120-194-114 営業時間  9：00～17：00
定 休 日  水曜・祝祭日

お問い
合わせ
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