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大紀町野原
なかむら かずあき

中村 一昭さん
特集

新しい葬儀のかたち

「ゆとり葬」

牛肉とゴーヤーの
簡単春巻き

松阪牛の産地として有名な大紀町
で、就農 年目を迎える中村さん。

回 に お い て、

松阪牛の品質を競う「松阪肉牛共進
会 」 で は、 ３ 年 前 の 第

また中村さんは、今年２月に経営を
法人化しました。
そ の こ と に つ い て 中 村 さ ん は「
『肥育
頭数を増やし、規模拡大により効率的な

の 傍 ら、 時 間 の 空 い た 時 に 手 伝 い を し て

「 本 格 的 に 就 農 す る 前 は、 会 社 勤 め

頭数も少なくなってきています。法人

ますが、肥育農家の高齢化が進み、肥育

地域は松阪牛の産地として知られてい

いうのが一番の理由です。また、この

しい松阪牛をたくさん生産したい』と

経営を目指し、他産地に負けない、美味

いた程度でしたが、父が病気で倒れた

一席に輝きました。

経営

自身が育てた牛が最高位となる優秀賞

ことをきっかけに本格的に肥育

化 を契機に、肥育頭数を増やして産地を

人化したばかりで、現在の肥育頭数は

※１

に携わるようになりました」と就農の

魅力について「同じ牛でも日によっ
以前と変わりありませんが、頭数が増

守っていきたいと考えました。まだ法

て表情が違うので、牛を毎日見ていて
えても牛の世話を怠らないよう、これ

経緯について話します。

も飽きることはなく、とてもおもしろ
まで通り餌の管理と牛床管理を徹底し

※２…牛の寝床

※１…牛を育てること

ていきたいです」と話してくれました。

いです」
と話す中村さん。
肥育について尋ねると「餌の管理と
管理は重要です。１頭１頭の牛

※２

ぎゅうしょう

牛床
を 観 察 し、 そ の 日 の 牛 の 体 調 に 合 わ せ て

松阪牛

餌 の 量 を 調 整 し ま す。 ま た、 牛 床 管 理 に
つ い て は、 牛 に ス ト レ ス を 与 え な い た め
ＪＡ伊勢管内では、大紀町・伊勢市・玉
誇るブランドとして、高い評価を受けて

城町で肥育されている
「松阪牛」
。世界に

に牛の足元に敷くおがくずを出来る限
り新しいおがくずにするように心掛け
ています。牛が足を滑らせて怪我をし
カ月齢まで

います。松阪牛は黒毛和種の未経産の
（子
を産んでいない）雌牛で、
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ないように注意をするとともに、牛が

なかむら かずあき

に松阪牛生産区域に導入された牛のこと
をいいます。

中村 一昭さん（44）

大紀町野原で松阪牛を肥育する中村さん。約11.6
アールの牛舎で、130頭を肥育。津市にある
朝日屋に、年間65頭ほど出荷しています。

㈱中村畜産 代表取締役社長

牛舎内でいつもリラックスして過ごせ

大紀町野原

69

るよう気を配っています」
と話します。

他産地に負けない、美味しい松阪牛を
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特 集

「ありがとう」 大切な人を見 送 る

いいえ。そのようなことはございません。

コロナ禍だから、
ゆとり葬しか
できないの？

お客さまのニーズに合わせて、
一般葬や家族葬もお選びいただけます。

葬儀と一口で言っても形式はさまざまです。特に昨今はこれまでの伝統やしきたりにとらわれず、
自分たちらしいスタイルで葬儀を行う人も増えています。葬儀は故人との最後の別れの場です。納得
のいくかたちでお見送りしましょう。

さまざまなお悩みは事前にJAへご相談ください
知識・経験豊富な職員がサポート

事前相談は随時受付中

当J Aでは定期的に各ホール等にて事前相談会を開催しています。
ご葬儀の費用や大まかな段取り、ご葬儀の形態や行政手続きなどもご相談
いただけますので、お気軽にお問い合わせください。

生活サービス課 葬祭グループ
鳥羽志摩葬祭センター

生活サービス課
葬祭グループ

田中 潤

濱口 創

た な か じゅん

（１級葬祭ディレクター）

は ま ぐ ち はじめ

（２級葬祭ディレクター）

「ゆとり葬」

新しい葬儀のかたち

近年、葬儀のかたちとして「家族葬」を選ばれる方が増えてきています。多くの方が「家族葬」
という言葉を耳にしたことがあるかと思いますが、「家族葬にすると、一般葬のようにご近所
や生前中故人と親交のあった方々には見送っていただけないし…。でも新型コロナウイルス感
染症が心配だし…。」と迷われる方もいらっしゃるかもしれません。
今回の特集では、JAが執り行う「家族葬」と「一般葬」のケースを上手く合わせた新しい葬儀
のかたち「ゆとり葬」をご紹介します。

一般葬と
何が違うの？

当JAには、厚生労働省が認定した資格で、葬儀に
関する知識や技能を証明する「葬祭ディレクター ※ 」
の 資 格 を 持 っ た 職 員 が ５ 名 在 籍 し て お り、 葬 祭
ディレクターを中心に経験豊富な専門スタッフが
ご葬儀をサポートいたします。
※厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査

JAの葬祭ホール

コロナ禍の
家族葬って？

「ゆとり葬」って
どんな葬儀？

それぞれの葬儀のケース
一般葬のケース

家族葬のケース

◦故 人に関わりのある人・お別
れしたい人に参列いただく
◦し きたりやおもてなしを重視
◦多 くの人に見送っていただ
ける

◦ご遺族・ご親族を中心に参列いただく
◦弔 問客への対応などを気にせず、故人とゆっくりお別れ
ができる
◦見送り方や伝統的なしきたりにしばられず自由度が高い
◦参列者の人数を決められる

JAが執り行う新しい葬儀のかたち
虹のホール伊勢

虹のホール御薗

伊勢市小俣町湯田852-1

伊勢市御薗町長屋462

メモリアルホール南紀
熊野斎場

熊野市有馬町矢田沖3682-1

ゆとり葬のケース

◦故 人に関わりのある人・お別れしたい人には開式前にご焼香いただく
◦事 前に参列人数を決められ、葬儀はご遺族・ご親族を中心に参列
いただく
◦開 式前からご焼香いただけるため、コロナ禍でも３密を避けて安心
してご参列いただける
▲会場ロビーに焼香台を設置

虹のホールとば

鳥羽市若杉町762

一般葬と家族葬のケースを
上手く合わせた新しい葬儀のかたちが「ゆとり葬」です
「ゆとり葬」では…

メモリアルホール南紀
御浜斎場

南牟婁郡御浜町阿田和6089

虹のホール南島

度会郡南伊勢町東宮86-1

虹のホールあご

志摩市阿児町国府1061-20

■お問い合わせは
伊勢地区
生活サービス課 葬祭グループ
0120-009-836
◦虹のホール伊勢
◦虹のホール御薗
◦虹のホール南島
5
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（24時間受付）
鳥羽志摩地区
生活サービス課 葬祭グループ
鳥羽志摩葬祭センター
0120-05-7756
◦虹のホールとば
◦虹のホールあご

三重南紀地区
三重南紀経済センター
三重南紀葬祭センター
0120-059-792
◦メモリアルホール南紀 熊野斎場
◦メモリアルホール南紀 御浜斎場

狭すぎず広すぎない会場をご提案

「家族葬だから狭い会場を」と考え
る方もいらっしゃいますが、新型コロ
ナウイルス感染症の感染拡大以降、
３密を避けるために、ある程度広さ
のある会場を選ぶことも必要です。
「会場が大きすぎるのではないか」
と感じる場合は、パーテーションな
どの仕切りを用い、利用者のご希望
参列人数に合わせて、式場やパーテー
に沿った「狭すぎず広すぎない」会場 ションでの仕切りなどをご案内いたし
を提案いたします。
ますのでご相談ください。

▲椅子の数を減らして、
人と人との距離を確保

2021.7
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６月７日、JA伊勢の子会社㈱オレンジアグリの園地で県立紀南
高校の２年生４名が温州ミカンの摘果作業を体験しました。これは
２年生の選択授業科目「地域産業とみかん」の一環として行われている
もので、JA伊勢や御浜町の職員、地域の生産者など柑橘栽培に携わ
る関係者を講師に迎えて、年間を通して実施します。
当日、生徒らはJA伊勢の職員と同町の担当者から手ほどきを受け
ながら
「あら摘果作業」
を行い、ノギス※を使って実のサイズを測定し
たり、実を半分に切って断面を観察したりしました。
※ミカンの直径を正確に測るための、補助尺つきのものさし

サキドリ

少し先の情報を
お伝えします

自己改革

ト
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県立紀南高校の生徒らが
授業の一環で摘果作業体験

農業振興を目的とした
自己改革に係る取り組み

黄金色に輝く 小麦刈り取り

▲あら摘果作業を行う生徒ら

JA伊勢管内で、５月下旬から小麦の刈り取りが行われま
した。
管内で栽培されている品種のほとんどが早生品種「ニシ
ノカオリ」で、タンパク質を多く含み、パンや中華めんな
どに適した品種とされています。
管内では農業法人や担い手農家を中心に、約420ヘク
タールで栽培されています。
JA伊勢の子会社㈱あぐりん伊勢では５月24日から、約
15ヘクタールの小麦を刈り取りました。

伊勢市内のアパレル店とJAがコラボ
農産物や加工品などを販売
６ 月12日 と13日、 伊 勢 市 の 外 宮 参 道 に あ る セ レ ク ト シ ョ ッ プ

ノ

▲農産物を販売する様子

ッ

ク

ア ウ ト

「KNOCK OUT」で、JA伊勢管内産の農産物や加工品を販売しました。
これは「伊勢野菜を知る。つなぐ。楽しむ。」をコンセプトに、食を
通して地元の良さを伝えることが目的です。
12日にはケータリングサービスとして、弁当店やパン店などの協力
により、管内農産物を使用したお弁当やお菓子なども販売されました。
JA伊勢の職員は「このような異業種コラボによって、JA伊勢管内
の農産物の魅力をたくさんの人に知ってもらえれば」と話しました。

適切な管理で高品質米の生産へ
各地で水稲現地研修会を開催

温州ミカンの高品質化に向けて
あら摘果講習会を開催
６月８日、三重南紀経済センター営農柑橘グループはJA伊勢三重
南紀温州部会員を対象に、あら摘果講習会を計８カ所で開催し部会
員約190名が参加しました。
あら摘果作業は、熟期が遅れやすい樹のスソや内側になった果実
を落とすことで、作業がしやすい表面の果実に養分を届きやすくし、
肥大を加速させる効果があり、品質向上のためにも重要な作業です。
参加者らはJA伊勢の職員から当面の管理についての説明を受けた後、
園地へ移動し、あら摘果のポイントについて実演を見ながら確認しました。

▲小麦の刈り取りの様子

JA伊勢は５月27日から６月16日のうち10日間、管内40カ
所で水稲現地研修会を開催しました。
当日はJA伊勢の職員のほか、伊勢志摩地域農業改良普及セ
ンターの担当者から水稲の生育期の水管理や農薬散布、追肥
のタイミングなどについての説明がありました。
また、近年増加している雑草稲についての説明もあり、参
加者らに適切な管理を呼びかけました。
▲担当者から説明を受ける参加者ら
▲摘果方法を確認する生産者ら

次期作イチゴの健全な苗確保へ
イチゴ親株生育調査を実施
６月15日、伊勢・玉城経済センター果実・野菜グループは、イチゴ
の親株生育調査を行いました。
これは、栽培するイチゴの苗を確保する親株からランナー※が伸
び始める６月頃に行う大切な調査で、親となる株が健全かどうかを
調べることが目的です。
当日は、JA伊勢の職員や伊勢志摩地域農業改良普及センターの担
当者らが生産者のほ場を巡回し、親株の生育状況などを調べました。
▲親株の生育状況を調査する様子

7
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※ツルのようにイチゴの親株から伸びている茎部分のこと。

▲ハヤト芋の苗を定植する塾生

自己改革

きんこ塾開校
目指せ次期生産者

６月４日、志摩市の特産品である干し芋「きんこ」の生産者
を育成する
「きんこ塾」
が開かれ、今年は４名が入塾しました。
「きんこ塾」は「きんこ」の生産量拡大と担い手育成を目標と
して志摩市が実施しており、６年目の取り組みとなります。
塾では原料となる「ハヤト芋」の栽培から加工までの一連の作
業を実践し、生産者育成を目指します。
当日は、市や伊勢志摩地域農業改良普及センター、JA伊勢の
職員などが塾生に３種類の定植方法を指導して、約500本の芋
苗を定植しました。

2021.7
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いせちゃんトピックス

管内紹介

栗のような食感が特徴
くりあじかぼちゃの生育を確認

このコーナーでは、当ＪＡ管内の支店・
事業所紹介を毎月行っていきます。

６月11日、奥伊勢・度会経済センターは度会町でくりあじかぼちゃ
のほ場巡回を行いました。
くりあじかぼちゃは、栗のようにホクホクとした食感が特徴のカ
ボチャで、甘みが強く、スープやお菓子の原料としてもよく合うカ
ボチャです。
当日は、７月初旬から始まる出荷を前に、JA伊勢の職員と伊勢志
摩地域農業改良普及センターの担当者らが生産者らのほ場を巡回し、
生育状況や病害虫の有無などを確認しました。

みのりデイサービス 伊勢市粟野町706
みのりデイサービスがある伊勢市城田地区は、県内屈指の１級河川の

▲くりあじかぼちゃの生育を確認する様子

宮川西岸に位置しています。

同施設は「心身共に元気にな

る」
キッカケ創りとなるよう、自
分らしい過ごし方を自由に選択

37
文 伊勢市立城田小

高齢者の方が安心して暮らせる

中須保育園

38

宮川

型のデイサービスセンターで、

直売所出荷野菜の品質向上へ
野菜栽培相談会を開催

みのりデイサービス

できる態勢を取る生活リハビリ

伊勢市立城田中 文

22

地域づくりに取り組んでいます。
みのりデイサービス

つじ

辻 カエデ

鳥羽支店 中之郷 鳥羽市鳥羽3-32-21

６月14日、三重南紀経済センター営農企画指導グループはJA
ファーマーズマーケットほほえみかんで出荷者向け野菜栽培相談会
を開催しました。
これは、ほほえみかんに野菜等を出荷する生産者らの野菜栽培に
関する知識や技術の向上を目的に開催しているもので、栽培につい
ての疑問点をJA伊勢の職員らに相談し、出荷する野菜の品質向上を
目指します。
当日は、出荷を終えた生産者が相談に訪れ、栽培における日頃の
疑問などをJA伊勢の職員と県の担当者に相談しました。

▲栽培における日頃の疑問を相談する様子

鳥羽支店中之郷は、農水産物直売所
「鳥羽マルシェ」をはじめ、飼育種

類数全国1位の規模を誇る「鳥羽水族館」
、
「ミキモト真珠島」など、伊勢
志摩を代表する観光地が近くに
あり、鳥羽市の中心部に位置し
ています。

鳥羽市役所
旧鳥羽小 文

を心掛け、地域に寄り添った店

舗づくりに努めています。お気
軽にお立ち寄りください。

三重南紀みかんのトップバッター
「ハウスミカン」出荷いよいよ

真珠島

鳥羽水族館

中之郷

店舗では、明るく丁寧な接客

鳥羽錦町郵便局

７月上旬から、三重南紀統一選果場でハウスミカンの出荷が始ま
ります。
ハウスミカンは温州ミカンのトップバッターとして登場。その後は、
グリーンハウスミカン、超極早生温州ミカン「味一号」と温州ミカン
のリレー出荷が続いていきます。
選果場で取り扱うハウスミカンは10戸の生産者が約2.3ヘクター
ルで栽培しており、出荷は８月上旬まで続く見込みです。
お盆やお中元などの贈答用に需要が高く、選果・箱詰めを行い、
県内の市場やJAファーマーズマーケットほほえみかんへ出荷します。

鳥羽支店 中之郷

鳥羽支店 中之郷 店長

鳥羽郵便局

こ いけ ゆういち

小池 勇一

▲昨年の箱詰めの様子

御浜支店 市木 南牟婁郡御浜町下市木2551
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カブトムシ！？
茄子なんです

おもしろ

紀伊
市木

御浜支店市木は、温暖な気候で
「年中みかんのとれるまち」として知ら
れる御浜町の中心部に位置し、海岸方面へ少し足を運べば広大な太平洋
を臨むことが出来ます。また敷
地内には購買店舗や農機セン
ターが併設され、組合員や地域
の皆さまが寄り合う場となって
三重南紀
います。
農機センター
御浜支店 市木
明るい笑顔や丁寧な接客を心
市木購買店
がけ、組合員や地域の皆さまが
㈱JA全農みえ
ミート 紀州事務所
安心して利用できる店舗づくり
739
に努めています。

農産物

（御浜町／松本さん）

赤いジャガイモ

（紀北町／山下さん）

御浜支店 市木

サキドリ

長～いしっぽの
ジャガイモ

（伊勢市／奥野さん）

すぎもと ふみ や

杉本 文哉

2021.7
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より
だ
動
活
女性部
コロナに負けない！３密を避けて“元気に”活動！！
ウォーキングで健康維持！
JA伊勢管内健康ウォーキング

５月29日、女性部は鳥羽市で第１回目となる「JA伊勢管内健康ウォー
キング」を開催し、25名が参加しました。
当日、参加者らは鳥羽マリンターミナルや城山公園、鳥羽なかまち
などを散策し、日頃の疲れをリフレッシュしました。

▲佐田浜周辺を散策する女性部員ら

環境にやさしい「ゴキブリ団子作り」
に挑戦！

５月11日と13日、女性部浜島支部と志摩支部はゴキブリ団子作りを行い、
24名が参加しました。
ゴキブリ団子は環境にやさしい安価な殺虫剤として、ホウ酸、小麦粉、砂糖、
タマネギ、牛乳等を混ぜ合わせて作り、タマネギの匂いでゴキブリを誘い出し殺虫
成分のホウ酸で退治する昔ながらの製法で作られ、効果は１年以上持続すると言わ
れています。参加者らは練った団子を家に持ち帰り、ペットボトルキャップや
アルミカップにのる位に小分けして天日で一週間ほど乾燥させて完成させました。

▲ゴキブリ団子をまとめる女性部員ら

風を感じてゆったりとした時間を
青空ヨガ教室

６月２日、女性部三重南紀支部は御浜町で青空ヨガ教室を開催し、
６名が参加しました。
ふく だ なお み
当日は御浜町在住のヨガインストラクターの福田直美さんを講師に
迎え、三重南紀地区本部の屋上で七里御浜の海岸からの風を感じながら
ヨガで身体をほぐし、ゆったりとリラックスした時間を過ごしました。
参加した女性部員は「久しぶりにしっかりと身体を伸ばせて、すっき
りした」
「風が気持ちよかった」と話していました。

▲屋上でヨガを行う女性部員ら

外で活動！
ステイホーム・屋

定
7 ～ 8月の活動予
◆お問い合わせ

下記以外の活動については
各事務局へお問い合わせいただくか、
HPでご覧いただけます。
鳥羽志摩地区本部 地域支援課 ☎0599-43-5885

内

鳥羽志摩
地区

わのわ市

あるがまま市
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女性部
公式LINEでも
情報発信中

容

日

７月10日
（土）
８月21日
（土）
７月17日
（土）
８月７日
（土）

時

8:00 ～ 10:00

場

所

申し込み締切日

鳥羽支店
随時

8:30 ～ 10:30

旧あぐり迫子店

2021.7
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あなたもチャレンジ！

JAの
保健室
◎あなたの歯は何本？
親知らずの有無によりますが、大人が生え
そろうと28 ～ 32本となります。40歳代にな
ると「歯を失う」という初めての経験をし、平
均1.5本失うといわれています。50代になると
2.5本、60代になるとそのスピードは加速し３
本、70代には5.5本以上失うといわれています。
つまり80歳までに12.5本の歯を失い、歯の本
数は半分にまで減ってしまいます。
歯の本数が20本を切ると、噛めない事から
偏食が起こり、中年齢層ではメタボリックシン
ドロームの割合が増加します。高年齢層では低
栄養につながり、体力・筋力の低下などが起
こり、認知症・転倒・要介護発生リスクが高
（図１）
まることが明らかになっています。
（図１）歯の本数が減り、咀嚼障害がおきると…

中年齢層（40 ～ 64歳）
メタボリックシンドロームの増加
高血糖・高血圧・脂質異常のいずれかに
該当
動脈硬化を促進させ、脳梗塞や心筋梗塞
を引き起こす可能性が高くなる

高年齢層（65歳～）

病は口から！
歯周病は全身に！
◎どうして歯を失ってしまうの？

歯を失う原因には、虫歯と歯周病があります。40歳まで
は主に虫歯が原因ですが、40歳以降では歯周病が急激に増
え、過半数の方は歯周病が原因で歯を失っています。
歯周病が起こる主な原因は、歯の表面に付着している軟らか
く白っぽい「プラーク（歯垢）」です。プラークは一見、食べ物
かすのように見えますが、口の中にいる細菌が巣を作ってい
る状態です。個人差はありますが、プラークが付着してから
約１～２週間で初期の歯肉炎（歯ぐきの腫れ）が起こります。
歯ぐきから血が出るのも同様の症状です。早く気付いて正し
い歯磨きを続ければ、健康な状態に戻ることが期待できます。
しかしそのままにしておくと、炎症が広がって歯を支える骨
が破壊され、歯周病となってしまいます。次第に歯がグラグ
ラと揺れるようになり、最終的には抜け落ちてしまうのです。

◎歯周病で全身の病気になる？

歯周病は歯を失うだけでなく、脳梗塞や心臓病、糖尿病、
誤嚥性肺炎、早期低出生体重児出産、がんなど、さまざまな
病気と関係していることが明らかになっています。病気を予
防するためにも、歯周病を予防しましょう。

◎歯周病を予防しよう！

歯周病を予防するためには、歯磨きが大切です。毎日の歯
磨きに加えて、定期的な歯科検診を受け、口の中から健康を
（図２）
心がけましょう。

体力や免疫力の低下

鉛筆を持つように握り、力を入れすぎないように歯全体を磨く。
プラークがつきやすい歯と歯ぐきとの境目を、１本ずつ
軽い力で小刻みに動かしながら磨く。
基本的に毎食後、特に夜は時間をかけて磨く。
まず歯磨き剤は使わず磨き、次に少量つけて磨く〝２度磨き〟
がお勧め。

認知症・転倒・要介護発生リスク

歯を磨くルートを決める
歯が少ない
人ほど医療費が
高額に…

歯磨きの始める場所と、終わりの場所を決め、
〝一筆書き〟を
するように磨いていくのがお勧め。磨き残しが防げます。

歯磨きのサポーターを使う
歯ブラシでは届かない場所があるため、歯間ブラシやデン
タルフロスなども使ってプラークを取り除くことが大切です。
JAの保健室（JA三重厚生連松阪中央総合病院
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ミズナ（水菜）は古くから京都で栽培
されていたツケナの一種で、キョウナ
（京菜）
とも呼ばれます。
葉の形が細く、切れ込みの多い菜類
ですが、柳の葉のような丸葉に分化し
み

ぶ

図１

種まき

な

たのが壬生菜です。本来は、大株にし
て水炊き、すき焼き、漬物に利用しま
すが、最近は小株取りして、サラダと
して人気の高い野菜となっています。

栽培時期

小株取りでは、冬を除き種まきができ、夏まきは30日程度、春秋まきは
40 ～ 60日で収穫になります。大株取りでは８月下旬～９月中旬に種まき
し、12 ～３月に収穫します。

20㎝
100～120㎝

図２

苗作り

7.5～9㎝

土作り

幅100 ～ 120㎝のベッドを作り、１㎡当たり堆肥１㎏、苦土石灰100g
と化成肥料（Ｎ：Ｐ：Ｋ＝10：10：10）100gを全面に施し、土とよく混
ぜておきます。

種まき

（図２）歯磨きの３つのポイント

正しい方法で歯を磨く

➡活動量が減り、気力がなくなる

小株から大株まで楽しむ

ミズナ
（キョウナ）

低栄養につながる
筋肉量や筋力の低下・骨の脆弱化

家庭菜園

連結ポット

図３

間引き

図４

収穫

小型ポリポット

小株取りではじかまきとし、ベッドに幅20㎝間隔の種まき溝を作り、お
よそ１㎝間隔に筋まきします（図１）。種まき後は防虫ネットでトンネルを
作り、害虫から保護すると良いでしょう。大株取りでは移植栽培とし、セ
ルトレイや小型ポットに４～５粒まき（図２）、間引きして本葉５～６枚の
苗を作り、条間30㎝、株間30㎝に植え付けます。

管理

小株取りでは本葉が出て込み合ってきたら、適宜間引きを行い、最終的
には5㎝くらいにします（図３）
。大株取りでは、種まきの１カ月後と２カ月
後に化成肥料で、それぞれ１株５ｇ程度の追肥をします。

収穫

小株取りでは葉の長さが25 ～ 30㎝くらいが収穫適期です。一部を収穫
し、株間15 ～ 30㎝となるように株を残し、中～大株取りにしてもよいで
しょう。大株取りでは、１㎏くらいから収穫を始めます
（図４）
。

小株取り

大株取り
園芸研究家：成松次郎

健康管理施設エポック）
から

2021.7
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創刊から400号を記念して
今月は抽選で

あ ん さ ん ぶ る ひ ろ ば

…

100 名様 にプレゼント！！

人気者

わくわくプレゼント

我が 家の

いつも広報誌「あんさんぶる」をご愛読いただき、
ありがとうございます。
広報誌「あんさんぶる」は、今月号の発行をもちまして、
創刊から数えて400号を迎えることができました。
日頃からご愛読いただいている皆さまへの感謝の
気持ちを込めて、プレゼント当選者数を通常 20 名様の
ところ、今月は 100 名様にプレゼントいたします。

３人仲良く元気に育ってね

今後も、読者の皆さまに読んでいただける・情報が
伝わる誌面づくりに努めてまいります。

伊勢市

はら だ

み

ゆ

JAが執り行う「家族葬」と「一般葬」のケースを上手く組み合わせた
新しい葬儀のかたちです。

○とり葬
ね ぎ ら い ね ぎ

オイル

「伊勢N EGIRAINEGI O IL」

応募方法
◆と じ込みハガキに必要事項をご記入の上、郵送（切手不要）
または本・支店へお持ちください。
◆当選者の発表は発送をもってかえさせていただきます。

でした 応募総数421通
５月号の解答は「医療共済メディフル」

ラジオ体操）

妻からも
酒の提供
自粛あり

（鳥羽市

2021.7

季節の野菜を
育てていきたい

しっかりもののお姉ちゃんです。蒼惟くんはお姉
ちゃんたちの後ろを追いかけたり、一緒に水でっぽ
うをしたりして遊ぶなど、とても仲の良い３人だと
お母さまが教えてくれました。
お母さまは「３人で仲良く元気に育ってほしいで
す」と話してくれました。

元気はつらつ

大賞



ダイエット
食事減らして
つまみ食い

（伊勢市 奥山 洋子）

モンキー）

募集中

◆とじ込みハガキ（切手不要）にて、ＪＡ伊勢経営企画部企画広報課「おもしろ
係まで（お一人さま３句まで）。
川柳」
◆文字は楷書ではっきりと書き、読みづらい漢字には読み仮名をつけてください。
◆ペンネームでの掲載をご希望の方も、本名は必ずご記入ください。
◆採用の決定については、職員の投票にて行っています。

当日、元気よく迎えてくれた３人。夢中になって
いることを聞くと、心結ちゃんは「ポケットモンス
ター」、柚那ちゃんは「すみっコぐらし」、蒼惟くん
は「アンパンマンのブロック遊び」と教えてくれまし
た。
心結ちゃんと柚那ちゃんは、蒼惟くんの面倒を見る

（金）

日頃の出来事を川柳にしませんか？採用者（５名）には粗品をプレゼントさせていただきます。
応募方法

あ お い

蒼惟くん（２歳）㊥

7月30日

たくさんのご応募ありがとうございました。



（伊勢市

モモのパパ）

昭和好き）

なに食べる
作るの私
聞いただけ



（伊勢市

俺千円
ポチ五千の
床屋代



（鳥羽市

断捨離で
夫の物は
即捨てる
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締切日
令和３年

な

柚那ちゃん（６歳）㊨

なたね油をベースに当JA管内産のねぎらいねぎをふんだんに使用した
「伊勢NEGIRAINEGI OIL」は、中華料理の仕上げやサラダのドレッシング
など、料理にかけて使うフレーバーオイルです。芳醇な青ねぎの風味を
ご堪能いただけます。

問題 ○の中に文字を入れてください

ゆ

原田 心結ちゃん（８歳）㊧

※川柳の掲載にあたり、明らかな誤字・脱字は
訂正し、句読点や仮名遣いについて加除する
場合がございます。ご了承ください。
※応 募作品は本人が制作した未発表のものに
限ります。

志摩市阿児町

ふじもと

ふじ お

藤本 藤郎さん（83歳）

シニアだより

こ

たみ子さん（80歳）
私たちは結婚して57年目を迎えます。
農家の長男として農業一筋で生活してきて、米や
野菜のほか、イチゴを栽培していました。特にイチ
ゴ栽培においては約50年前から始め、志摩市の特
産品「レッドパール」も栽培し、JAや直売所へ出荷
していました。
しかし体調のことを考え、今年の４月からは自分
たちで消費できる範囲で野菜栽培を始めました。
趣味は花見、温泉、ドライブ、カラオケです。特
に花が好きなので花見は各地に行きました。農業も
しっかりして遊びもしっかりすることで充実した
生活を送っています。
夫婦円満の秘訣は、持ちつ持たれつの関係を維持して相手を尊重することです。口喧嘩をしても一歩手前で
やめるとうまくおさまります。
これからも自分たちができる範囲で農業を続け、季節の野菜を育てていきたいです。
2021.7
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◦◦◦インフォメーション

◦◦◦インフォメーション

毎年大好評！シャキシャキとした食感の完全甘柿！
次郎柿のオーナーになりませんか？
玉城町の園地で、次郎柿のオーナーを募集中です。
年会費をお支払いいただければ、１年間、柿の樹（次郎
柿）
のオーナーになることができます。
栽培管理は園主さんが行うので、オーナーは秋の収
穫を待つのみ。
ご家族・ご友人と一緒に柿狩りを楽しみませんか？

ぷり！
ビタミンＣたっ

管内農畜産物が当たる！
サマーキャンペーン2021実施中！
【期間】令和３年８月 13 日（金）まで
期間中、スーパー定期貯金（１年自動継続）を新規 20 万円以上お預け入れの個人の方から、
抽選で 650 名様に下記の当 JA 管内農畜産物が当たるサマーキャンペーンを実施しております。
※定期貯金の書替の場合、増額 20 万円以上のご契約を抽選の対象とさせていただきます。
正・准組合員ご本人様および同居のご家族の方
※期間中に組合員にご加入された場合も対象となります。
スーパー
定期貯金

（期間1年もの）

■オーナー会費

１樹（口）：１万２千円（税込）

※柿120個以上保証。
※来園・収穫いただけない場合は、柿20㎏を送付させていただきます。

■収穫期間

10月24日（日）頃～ 11月上旬

■応募方法
 便番号・住所・氏名・電話番号・申込口数を明記
郵
の上、ハガキまたはFAXで右記へ送付願います。
お 申込いただいた方には、収穫のご案内などを10
月上旬にご連絡いたします。

■お申し込み期日

令和３年９月17日（金）

■お申し込み・お問い合わせは
〒519-0414 度会郡玉城町佐田130番地
伊勢・玉城経済センター
果実・野菜グループ（担当：吉田・村木）まで
☎0596-58-9292 FAX 0596-58-9290

「三重南紀みかん」
短期収穫アルバイター雇用を希望する農家を受け付けます
JA伊勢では、三重南紀地区管内の柑橘生産者の収穫期の労働
力不足を補うため無料職業紹介所を開設しています。
同地区管内で、「三重南紀みかん」の収穫を行う短期アルバイ
ター雇用を希望する農家を受け付けております。

お預かり 年
金利

0.05%

A賞

2021.7

B賞

全店合計

50 名様

C賞

年

全店合計

100 名様

玉城豚焼肉食べくらべセット（約800g）
3,000円相当
お楽しみ
賞

全店合計

200 名様

全店合計

300 名様

伊勢茶（100ｇ2本入り）
1,000円相当

伊勢ごころ［新米］
（5㎏米）
2,000円相当

サマーキャンペーンご契約者のうち当JAで給与振込・年金振込をご指定
※期間中に新規お申込みの方も
限定 対象とさせていただきます。
または JAカード・ネットバンク・JAバンクアプリをご契約の方

先着プレゼント！ いずれかお選びください。

Ⓒよりぞう

17

お預かり
金利

0.03%

（ 年税引後
0.023% ）

（期間1年もの）

松阪牛焼肉用（約500g）
5,000円相当

■雇用期間
令和３年９月上旬～ 11月下旬頃
（
「味一号」
収穫開始から早生温州終了まで）

■お申し込み・お問い合わせは
南牟婁郡御浜町下市木2281-2
三重南紀経済センター
営農柑橘グループ（担当：下川）
☎05979-2-4545まで

スーパー
定期貯金

（ 年税引後
0.039% ）

※当JAの定期貯金の書替の場合、増額10万円以上のご契約も上記の金利でお預かりいたします。

■募集期間
令和３年７月１日（木）～７月20日（火）

【求人農家の条件】
◦三重南紀地区管内（熊野市・御浜町・紀宝町）に園地を所有する組合員の方
◦JA無料職業紹介所「すまいる＠」に求人登録していただける方
◦アルバイターの労働保険にご加入いただける方
◦１日の労働時間が午前６時から午後７時までのうち、８時間以内の方

組合員以外の皆さま方

よりぞう
タオル
2 枚セット

ま
た

JA伊勢全店合計 先着

よりぞう
レジかご用
トートバッグ

（先着 3,000 名様） は （先着 2,000 名様）

当ＪＡ発行の「総合口座通帳」または「定期貯金通帳」で
三重県下のＪＡバンクまたはＪＡネットバンクをご契約の方が
スマートフォン・パソコンにてスーパー定期貯金（１年 自動
継続）を新規２０万円以上お預け入れ

〜ＪＡはＡＴＭもネットも
便利でおトクです！〜
年

0.05％

※組合員・組合員以外の方共通の金利とさせていただきます。
※ＡＴＭ・ネットバンク定期貯金は上記の農畜産物抽選の対象外とさせていただきます。
※サマーキャンペーンのよりぞうグッズのプレゼントはございません。

■お問い合わせは

5,000 名様

●数に限りがございますので品切れの
場合はご了承ください。●プレゼント
はお一人様いずれか1個とさせていた
だきます。●プレゼントのデザインは若
干変更する場合があります。

JA
ネット
バンク

でお預かり
いたします。

（税引後 年0.039％）

JA伊勢本・支店窓口または外務担当者まで
2021.7
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7

vol. 400

月号

27

◦◦◦インフォメーション

令和３年 2021 JULY

JA伊勢カレンダー
29

30

7 1

2

3

5

6

7

8

9

10

休館日

（紀北支店）

年金個別相談会

（大宮支店・志摩支店）

11

年金個別相談会

家庭訪問日

12

19

13

14

20

15

住宅・各種ローン相談会
（ローンセンター）

休館日

21

22

16

26

ジェイエイサービス伊勢洗車プリカキャンペーン

27

17

ジェイエイサービス伊勢
洗車プリカキャンペーン

23

海の日

休館日

25

特売日

休館日

（浜島支店・紀宝支店）

18

…ほほえみかん

28

年金個別相談会

4

…鳥羽マルシェ

スポーツの日

特売日

28

ジェイエイサービス伊勢給油感謝祭

29

30

8

9

山の日

振替休日

4

10

11

ジェイエイサービス伊勢営農油感謝祭

休館日

（鳥羽支店）

5

6

家庭訪問日

12

13

特売日

7

浜島支店
志摩支店
紀宝支店

☎0599-53-0004
☎0599-85-0074
☎0735-22-8471

14
住宅・各種ローン相談会

ジ コ は

クミアイ

0120-258-931
通帳・キャッシュカードの紛失・盗難

☎059-231-2523（JA三重キャッシュサービスセンター）

※営業時間内は、最寄りの支店にご連絡ください

JAカードの紛失・盗難

0120-159-674（NICOS盗難紛失受付センター）

 ャッシュカード一体型をお持ちの方は最寄りの支店にも
キ
併せてご連絡ください

19

2021.7

※未成年者は必ず保護者の同意を得たうえでご応募ください。

■お問い合わせは
経営企画部 企画広報課
☎0596-62-1125まで

農機展示内覧会・小物農機売出しを開催します

（ローンセンター）

ローンセンター

☎0596-22-3446

鳥羽マルシェ
☎0599-21-1080

御浜支店

☎05979-2-2006

ほほえみかん
☎0597-85-2169

住宅・各種ローン相談会
相続・遺言個別相談会

「こんなときは？」の 連絡先
交通事故に遭われた場合

令和３年８月31日（火）まで

各メーカー目玉商品など各種取り揃えていますので、ぜひご来場ください。

お問い合わせ先
☎0598-86-2019
☎0597-47-1166
☎0599-25-2902

●募集期限

ジェイエイサービス伊勢
営農油感謝祭

※新型コロナウイルス感染拡大の影響により、鳥羽マルシェ・ほほえみかんの営業および各イベントについて、イベント内容や営業時間の変更などをさせていただく場合がございます。予めご了承ください。

大宮支店
紀北支店
鳥羽支店

※以上、全て伊勢市・尾鷲市・鳥羽市・志摩市・熊野市・玉城町・
度会町・南伊勢町・大紀町・紀北町・御浜町・紀宝町（以下
JA伊勢管内）で撮影されたものに限ります。

31

休館日

年金個別相談会

●テーマ
「伝えたい 地域の四季」
農村風景や四季を感じる風景、行事、祭事、農畜産物
などを被写体にした季節感のある写真

※詳細はホームページをご覧ください。

家庭訪問日

年金個別相談会

JA伊勢では、毎年オリジナルカレンダーを製作・発行しています。2022年版も引き続き、皆さまからカレ
ンダーに使用する写真を募集します。たくさんのご応募お待ちしています。
2021年版の優秀作品は、JA伊勢のホームページで紹介しています。

●賞
◦最優秀賞 １名………旅行券２万円分＋管内農畜産物
◦優 秀 賞 17名程度…旅行券１万円分＋管内農畜産物

ジェイエイサービス伊勢
給油感謝祭

休館日

3

2022年版 ＪＡ伊勢オリジナルカレンダー
フォトコンテスト作品募集

●募集資格
JA伊勢管内に在住の方

（御浜支店）

2

まで！

24

相続・遺言個別相談会

8 1

8月31日

伊勢地区
■開催日時
令和３年７月21日（水）、22日（木・祝）
両日ともに午前９時～午後４時
■場所
農機整備センター（伊勢市植山町260-1）
☎0596-37-0403
※トラクター爪の予約等も承ります。

伊勢地区は自動車の展示も行います。

自宅葬・葬祭ホールの葬儀受付・相談窓口
◦伊勢地区
生活サービス課 葬祭グループ

鳥羽志摩地区
■開催日時
令和３年７月25日（日）午前９時～午後４時
令和３年７月26日（月）午前９時～午後３時

◦鳥羽志摩地区
生活サービス課 葬祭グループ 鳥羽志摩葬祭センター

■場所
鳥羽志摩農機センター（志摩市磯部町恵利原962）
☎0599-55-0045

0120-009-836（24時間受付）

0120-05-7756（24時間受付）

◦三重南紀地区
三重南紀経済センター 三重南紀葬祭センター

0120-059-792（24時間受付）

三重南紀地区
■開催日時
令和３年７月10日（土）午前９時～午後４時
■場所
第３集荷場（南牟婁郡御浜町下市木2133）
※統一選果場敷地内

☎05979-2-4393（三重南紀農機センター）

※農機具の整備・点検も承ります。

※緊急事態宣言・特別警報・国や県から示される方針に基づき開催を判断させていただきます。
感染拡大状況によっては、イベントを中止とさせていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。

2021.7
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ハツ ラ ツ 農 業 体 験
第2 回

あ ぐりスクール 段ボール窯で夏野菜ピザ作り

５月22日、伊勢北部支店の屋外で、あぐりスクール「段ボール窯
で夏野菜ピザ作り」を行い、児童と保護者ら合わせて73名が参加し
ました。
これは、食と農といのちの大切さ、地域の農業に対する理解を深め
ることやJAの役割などを知ってもらうことを目的に開校しています。
当日参加した親子は、段ボールにアルミホイルや網などをセット
して窯を作り、ピザ生地に「伊勢やさい」のミニトマトやソーセージ
などをトッピングしてピザを焼き上げました。
▲段ボール窯を作る参加親子

小学生がジャガイモ収穫体験 職員が出前授業
2021 . 7 vol.400

５月31日、鳥羽市立加茂小学校の３、４年生合わせて35名を対象
に、JA伊勢の職員が出前授業「ジャガイモ収穫体験」を行いました。
地元小学生に農産物の魅力を知ってもらうことを目的にあぐり加
茂店が食農教育の一環として実施しています。
児童らはJA伊勢の職員とスクールサポーターの指導のもと、２品
種のジャガイモ「インカのめざめ」、「ホッカイコガネ」を収穫しまし
た。
参加した児童は「楽しくジャガイモを収穫できてよかった」と話し
ました。
▲ジャガイモを収穫する児童

小学生が夏野菜を定植 夏休み前に収穫へ
御浜支店は、
「御浜町の農業を考える会」とともに、御浜町立御浜小
学校の１、２年生合わせて54名を対象にキュウリやミニトマトなど
の夏野菜栽培を、３年生39名を対象にサツマイモ栽培の出前授業を
行っています。
５月14日には、１年生と２年生を対象に夏野菜の出前授業を行い、
児童らはキュウリやミニトマト、ピーマン、エダマメの種をJA伊勢
まつもとまさ し

の職員と「御浜町の農業を考える会」の松本昌士会長の指導のもと植
え付けました。生育が順調に進めば、夏休み前に収穫を迎えます。
児童らはコロナ禍でなかなかイベントが行えない中、当日は屋外
での授業を楽しんでいました。

▲ミニトマトの苗を定植する児童ら

編集後記
あんさんぶるは、今月号で記念すべき発行400号を迎えました！皆さまへの

JA伊勢の公式SNSで情報発信中！
最新情報やキャンペーン情報などを
発信していきます！

感謝の気持ちを込めて、わくわくプレゼントでは当選者数を100名様に！詳し
くは15ページをご覧ください。また、４月号からバラ、茶、梅と続いてきた表
紙ですが、今月は“動きのある牛”を撮影するということで、一抹の不安を抱え

フェイス
ブック

ツイッター

インスタ
グラム

ホームページ

ながら牛舎へ。当日は中村さんのご厚意もあって、たくさん撮影のお時間をい
ただき、納得のいく１枚を撮影することができました。
（Ｈ）

