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伊勢市
おおなか はや と

大仲 逸人さん

プレゼントキャンペーンも!!
特集

自分のスタイルで
農業にチャレンジしてみよう！
ミニトマトの洋風炊きこみご飯

伊勢市西豊浜町で青ねぎの栽培を始めて
年目となる大仲さん。

「２年ほ ど前から、息子が作業 を手伝って
くれています。いずれは後継者になってほし

もともとはキュウリやダイコン、トマトなど

ると
「同地区は漬物の産地ということもあり、

ポートしていきたいです」と話す大仲さん。

ウハウを伝授し、作業などさまざまな面でサ

をしていてよかったと思えるよう、自身のノ

いと思っているので、息子自身が青ねぎ栽培

の漬物野菜を栽培する農家でしたが、一時農
最後に「近年は夏場の暑さや豪雨といった

青ねぎ栽培を始めたきっかけについて尋ね

業を離れ、 歳になるまでの 年間は会社勤

分もやってみよう』と思ったことがきっかけ

青ねぎ栽培をしている様子に影響を受け、『自

めをしていました。しかし近所の生産者らが

薬味需要の低下により、なかなか販売単価が

増えてきていることに加え、コロナ禍による

天候不順などにより、葉先枯れなどの湿害が

定生産できるよう、部会全体で湿害対策やほ

上がらず苦悩しています。良質な青ねぎを安

青ねぎ栽培の魅力について「青ねぎは周年
場の排水性の改善に取り組み、産地の課題を

です」と話す大仲さん。

栽培のため、一年中収益を得ることができる

話してくれました。

の強化に向けて力を入れていきたいです」と

解決していくとともに、産地拡大やブランド

～ 日で収

作物です。
季節により若干の差はありますが、
夏秋の場合は苗を定植してから
穫し、コンスタントに出荷できることが魅力
ですね」と話す大仲さん。

カ所のほ場で定植時期や定植ほ場

栽培について「効率良く栽培・収穫するた
めにも、
をずらしながら栽培しています。また、 月
～１月は収穫量が減るので、７月～８月に定
植量を増やし、収量を確保するなどしていま
す。台風が到来する夏秋は、排水や湿害を受
けることが多いので、葉先枯れの症状が出な
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いよう、対策をするよう心がけています」と
話します。

大仲 逸人さん（64）

おおなか はや と
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産地の課題解決に向け
部会全体で産地拡大や
ブランド強化に取り組みたい
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ＪＡ伊勢管内では伊勢市を中心に栽培
されています。収穫した青ねぎは伊勢
市にある青ねぎパッケージセンターで
選別・洗浄・包装され、
「伊勢っ娘ねぎ」
「ねぎらいねぎ」のブランド名で、年間
を通して販売されます。

青ねぎ

JA伊勢青ねぎ部会の部会長を務める
大仲さん。現在約3.4ヘクタールで青
ねぎを栽培しており、収穫した青ねぎ
は、「伊勢ねぎらいねぎ」「伊勢っ娘ね
ぎ」として市場へ出荷します。

伊勢市

50
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特 集

ＪＡ伊勢が応援！！

独立就農
本格的に農業に挑戦したい方、就農支援します！

自分のスタイルで
農業にチャレンジしてみよう！

農業で独立したいけど、いきなりは不安という方、就農
に向けてJA伊勢子会社で働いて給料をもらいながら農業技
術を身に付けてみませんか？
独立就農の際には、JA伊勢が農地や資金面もサポートし
ます！
また、子会社では従業員も募集しています。農業の経験
が無い方でも農業を仕事にしたいとお考えの方はお申込み
ください！

農業で独立したい方 必見！

先輩農家の声！

翌日の作業を楽にできるよう意識して栽培しています！

ひら お

平生さん（27歳）

◦JA伊勢子会社
「(株)あぐりん伊勢」卒業生
◦青ねぎを栽培して５年目
◦約１ヘクタール（10,000㎡）で
青ねぎを栽培中

プレゼントキャンペーンも！

栽培を始めたきっかけは？
農業に興味があり、JA伊勢の
子会社「(株)あぐりん伊勢」に入社
しました。当初はイチゴ栽培に
興味がありましたが、
「(株)あぐり
ん伊勢」で栽培研修をするうちに
青ねぎに魅力を感じ始め、青ね
ぎ農家として就農しました。

農業で大変だったことはありますか？
独立すると全て自分でやらないとい
けないので、分からないことがたくさ
んありました。その時は、
「(株)あぐり
ん伊勢」の卒業生である先輩農家に相
談していました。歳も近く、親身になっ
て相談に乗ってもらえたので、とても
助かりました。

平生さんの農業スタイルを
教えてください。
いかに翌日の作業を楽にでき
るか考えながら作業をしていま
す。冬場は虫が少なく、草の管
理もしなくて良いので、収穫と
出荷作業を要領良くして自分の
時間を作るようにしています。

これから農業をしようと
している方へ！
自分の場合は「(株)あぐりん伊勢」で
先輩農家の方々と繋がることができま
したが、栽培方法などを気軽に聞ける先
輩農家がいると心強いと思います。慣
れて余裕ができてきたら、面積を広げた
りと自分なりに楽しんでみてください。

JA伊勢では、地域の皆さまに農業にチャレンジしてもらえるよう、様々な
サポートを行っています。そこで今回は、そのサポートと併せて、もっと
気軽に野菜づくりを楽しんでもらえるよう、野菜苗や市民農園１年間無料
利用権などのプレゼント企画をご用意しました。
また、新型コロナウイルス感染症の収束の見通しが立たないこのよう
な時だからこそ、地域の皆さまに地元農産物を食べてもらい、産地を応
援していただこうと、お米や地元農産物のプレゼントもご用意しました。
ぜひご自分に合ったスタイルで農業にチャレンジしてみませんか？
皆さまからのご応募をお待ちしています！

あなたも農業を仕事にしてみませんか？
小規模スタート

まずは農産物を産直やJAに出荷して副収入を得よう！

収穫した農産物を販売して副収入を得たい方、まずは小さい規模からでもチャレンジ
してみませんか？ JA伊勢が出荷に向けてサポートします！
一人でもママ友と一緒にやるのもＯＫ！家事や育児をしている方もチャレンジしてみよう！

初心者でも安心！ JA伊勢がサポートします！

小規模スタート・独立就農のお申し込み・お問い合わせは
JA伊勢本店 営農部 ☎0596-62-2281まで

◦農地をお持ちでない方には、貸してもらえる農地を紹介
◦栽培方法を基礎から教えます
◦栽培方法を教えてもらえる農家さんもご紹介 ◦出荷先をご案内
◦小規模ビニールハウスなど設備投資の際の融資相談にも対応します

チャレンジしたい方 必見！

と い う 方 向けに、野菜苗や市民農園１年間無料利用
権などのプレゼントをご用意しました！
あずま
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先輩農家の声！

農業を始めたきっかけは？
仕事と子育ての両立が難しいと感じていた時
期に、子どもがイチゴ好きだったこともあり、イ
チゴの栽培を始めました。夫の収入があったの
で、副収入のつもりで始めました。夫婦が中心
となり、家族みんなで協力して栽培しています。

もう少し気軽に野菜づくりにチャレンジしてみたい

詳細は次のページをご覧ください！

た ばた

田畑 直生

農業と家事のバランスを取りながら栽培しています！

プレゼントキャンペーン！

農産物のプレゼントもあります！

営農販売課

東さん（37歳）
◦イチゴを栽培して５年目
◦約13,000本の苗を栽培中

東さんの農業スタイルを教えてください
栽培を始めた頃は、全ての苗を一度に植えて、
一度に収穫していたので体力的にも時間的にも
大変でした。経験を積むうちに、一日で収穫で
きる量がわかってきたので、時期をずらして植
えるように変えていきました。

これから農業をしよう
と考えている方へ！
農産物はしゃべらない
だけに、全て苗や果実に
反応が出てくるのが面白
いところです。困ったと
き に はJAや 先 輩 農 家 な
どに聞けるので、楽しみ
ながら栽培してみてくだ
さい。

2021.10
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プレゼントキャンペーン

応募要項
「はじめの一歩！自分で作った野菜を食べてみよう！」のＡ・Ｂコースから１つ、
「地元の農産物を食べて応援しよう！」のＣ・Ｄコースから１つ選んでご応募ください。
※「はじめの一歩！自分で作った野菜を食べてみよう！」と「地元の農産物を食べて応援しよう！」両方またはどちらかのみの応募も可能です。

Ａ・Ｂコース
応募資格

JA伊勢管内にお住まいで
JAがご案内させていただく
最寄りの店舗へ商品を引き取りに
来ていただける方

Ｃ・Ｄコース
JA伊勢管内にお住まいの方

①専用ハガキで応募する場合

今月号のあんさんぶるに付属の専用ハガキに必要事項（表裏）を記入し投函。

②応募フォームで応募する場合

スマートフォンやタブレット端末のカメラでQRコードを読み取り、
応募ページにアクセスし、応募フォームに必要事項を入力して送信。

※JA伊勢ホームページのトップページにある「コースで選べるプレゼントキャン
ペーン」からも応募ページにアクセスできます。

令和３年10月31日（日）まで

応募締切日

当選者には、11月中旬に以下の方法で当選案内を通知します。
なお、当選者の発表はこの当選案内の通知をもってかえさせていただきます。

当選発表

①専用ハガキで応募された場合
応募時に入力いただいたメールアドレス宛てに当選案内のメールを送信します。

当選案内でご案内させていただく、
当JAの店舗でお渡しします。
※引渡し店舗は、当選者がお住まいの最寄
りの店舗を指定させていただきます。

お す す め！

※市民農園は80名様限定

A コース 野菜栽培キット＆市民農園１年間無料利用権

500
名様

すぐに栽培できるよう「プランター、培養土、野菜苗・種子」
をセットにしてプレゼント。また、ご希望の方には抽選で「市民
農園１年間無料利用権」をプレゼントします。
規模は小さくても、野菜を育てる楽しさに触れることができます。
プレゼント内容
◦プランター（13Ｌ） ◦培養土
（14Ｌ） ◦ピーマン苗３本
◦ラディッシュの種子 ◦市民農園１年間無料利用権 ※希望者のみ
※市 民農園は合計で80区画のため、希望者多数の場合は当選者の中から再抽選を
行います。予めご了承ください。
※市民農園１年間無料利用権は、希望する農園の１区画を１年間無料で利用できる
権利です。

①伊勢市小俣町相合（30㎡） 市民農園１年間無料利用権について、
②伊勢市小俣町明野（30㎡） 左から希望の区画をお選びください
③伊勢市馬瀬町（20㎡）
※カッコ内の面積は１区画の面積
④志摩市阿児町（50㎡）
※現在、市民農園を利用されている方が当選した
場合は、次年度の利用を無料とさせていただきます。
⑤紀宝町（32㎡）

畑をお持ちの方におす

初心者でも市民農園に
チャレンジしてみよう！
市民農園利用者には、JA伊勢
の職員が栽培研修会を行うの
で、初心者でも安心！また、
栽培で困ったことがあれば
いつでも相談して
ください！
伊勢・玉城
経済センター
いわさき

ゆ

き

岩㟢 夕樹

すめ！

B コース 多彩な野菜苗・種子セット＆野菜づくりブック

当選通知を郵送します。

②応募フォームで応募された場合

商品
受渡し方法

畑をお持ちでない方に

初心者でも野菜づくりを始めやすいよう
２つの栽培セットをご用意！自分に合った
コースに申し込んで、野菜づくりを楽しもう！

畑がなくても楽しく野菜づくり！

※JA伊勢管内…伊勢市・鳥羽市・志摩市・尾鷲市・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

応募方法

はじめの一歩！
自分で作った野菜を食べてみよう！

応募時にご入力いただいた
ご住所へ発送します。

いろんな野菜づくりに
チャレンジしてみよう！

５種の野菜苗・種子と野菜づくり
に役立つ冊子をプレゼントします。
自分でお持ちの畑で野菜を作っ
て採れたてを味わおう！

100
名様

プレゼント内容
◦ピーマン苗５本
◦ナス苗５袋
◦ミニトマト苗５本 ◦カボチャ苗５本
◦オクラ種子１袋
◦冊子
「はじめての野菜づくり12か月」

（100品種の野菜の栽培ポイントが載った冊子）

①応募は、専用の応募ハガキまたは応募フォームどちらか１回限りとなります。
②≪Ａ・Ｂコース≫の商品の受渡し時期については、４月上旬を予定していますので、
必ず期間内にお受け取りください。
③≪Ｃ・Ｄコース≫の商品の発送時期については、11月下旬を予定しています。

留意事項

④応 募フォームから応募していただく方は、当選通知のメールを受信できるよう、
下記のドメインの受信設定をお願いします。
@ise.jamie.or.jp
⑤市民農園のご利用については、４月上旬からを予定しています。また、各市民農園
によって定められたルールを守ってください。
（雑草の管理や栽培できる作物など。
詳細については以下のお問い合わせ先でご確認ください）
⑥市民農園１年間無料利用権を他人に譲渡することはできません。
⑦市 民農園１年間無料利用権について、希望者多数の場合は当選者の中から再抽選
を行います。

お問い合わせ
7
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各 コ ー ス に 関 す る こ と：営農部 営農販売課
☎0596-62-2281まで
応募・抽選に関すること：経営企画部 企画広報課 ☎0596-62-1125まで

プレゼントキャンペーン

地元農産物を食べて産地を応援していただくプレゼ
ント企画として、JA伊勢ブランド精米「伊勢ごころ」、
また、管内産農産物を詰め合わせた「採れとれBOX」を
ご用意しました！ご希望のコースを選んでご応募ください。

地元の農産物を
食 べ て 応 援 し よ う！
C コース

JA伊勢
ブランド精米

※Ｃ・Ｄコースのみの応募も可能です。

200
名様

「伊勢ごころ」2㎏

D コース

200
名様

JA伊勢管内産
農産物詰め合わせ

「採れとれBOX」
※写真はイメージです。

（ミニトマト・みかん・
伊勢茶ティーバッグ）

※写真はイメージです。
2021.10
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８月16日、玉城支店が還付金詐欺を未然に防いだとして、伊勢警察署
から感謝状が贈られました。
同支店は８月上旬、金融窓口を訪れた利用者の方から「玉城町役場の職員
を名乗る男から、還付金があるから金融機関に行くように電話があった」
と話を受けましたが、窓口担当の職員３名が不審に思ったため、同署へ
通報したところ、還付金詐欺であることが発覚しました。

ト
ピ
ん
ッ
ゃ
ク
ち
ス
せ
い
サキドリ

少し先の情報を
お伝えします

農業振興を目的とした
自己改革に係る取り組み

トップバッターは「味一号」
三重南紀みかん出荷始まる

やぶ

同支店の薮支店長は「今後も地域の金融機関として、組合員の大切な資
産を守るため、一層努力していきたい」と話しました。

▲感謝状を受け取った玉城支店の職員

自己改革

「還付金詐欺」
を未然に防止
玉城支店が表彰受ける

三重県内で「市役所職員などを名乗った還付金詐欺」の被害が多発しています。
このようなお電話を受けたら、電話を切り、すぐにお近くの警察署へ連絡してください。

たまひかり

特別栽培米コシヒカリ「珠 光 」
検査
８月27日、磯部農業倉庫で特別栽培米コシヒカリ「珠光」の米検査を行
いました。
「珠光」は、農林水産省が定める「特別栽培農産物に係るガイドライン」
に基づき、節減対象農薬：当地比５割減、化学肥料（窒素成分）
：当地比
５割減、有機質肥料を使用し栽培されたコシヒカリです。
当日は439袋が出荷され、１等比率は87.9%（386袋）となりました。
今年産の出来についてJA伊勢の担当者は「刈取り時期の長雨の影響で
例年より１週間ほど刈取りが遅れ品質への影響が懸念されたが、例年通
りの良質な珠光となった」
と話しました。

▲味一号を収穫する様子

ヴ ィ ソ ン

JA伊勢は、昨年から製造・販売している「伊勢志摩紅茶 Ise-shima
Craft Tea」の内容やパッケージをリニューアルし、９月10日から販売を
開始しました。
商品には、管内産の茶葉を100%使用し、製造時は「鵜方紅茶」の加工
ノウハウを活用。渋味が少なく飲みやすい風味で、本格的な紅茶の水色
と甘く芳醇な香りを堪能できます。
価格は１袋
（2.5g×５パック入り）540円
（税込）
で、農水産物直売所「鳥
羽マルシェ」
などで販売しています。

2021.10

自己改革

三重南紀経済センター営農企画指導グループは、ほほえみかんに出荷
する会員向けに早期出荷用野菜苗（セル苗）の予約販売を行っています。
この取組みは、生産コストの低減につなげることが目的で、会員らに
これまで育苗にかかっていた労力を栽培面や出荷作業に生かしてもらい
栽培面積の拡大・生産性の向上につなげます。
販売する苗はキャベツ・ブロッコリー・白菜などで、早いものでは９
月上旬から生産者によって定植が行われ、収穫されたものは11月上旬か
ら12月上旬にかけてほほえみかんへ出荷される予定です。

JA伊勢管内産茶葉100％使用
「伊勢志摩紅茶」販売中

9

多気VISONで
JA伊勢管内の農産物など販売

▲珠光を検査する様子

生産コスト低減・意欲向上へ
JAの野菜苗で所得向上に取り組む

▲生産者に野菜苗を手渡す職員

▲11日から始まった選果の様子

2021年産の「三重南紀みかん」の販売
が９月13日から始まりました。スター
トは超極早生温州ミカンの「味一号」。糖
度10度以上、酸度1.1以下の基準をクリ
アした県認定のブランド「みえの一番星」
を含む、約125トンが県内と中京、大阪、
東京の市場へ初出荷されました。
「味一号」は９月下旬まで販売される予
定で、その後は極早生品種に切り替わり
10月下旬までに約3,200トンの出荷を
計画しています。

多気郡多気町の商業リゾート施設VISONで、JA伊勢管内の農産物が販売され
ました。また、10月からは農産物を使用したお菓子が販売されます。

「伊勢ごころ」お土産サイズで販売
９月７日から、AKOMEYA TOKYOブランドとJAグループがコラボした店舗
「豊農米蔵」で、JA伊勢管内産米「伊勢ごころ」の無洗米が販売されました。内容
量は１袋900g（６合）で、価格は864円（税込）
。お土産用に手に取ってもらい
やすいよう、クラフト素材を使用したパッケージで販売されました。

▲「豊農米蔵」
の店頭に並ぶ
「伊勢ごころ」

一番乗り
「味一号」 軽トラマルシェで詰め放題
９月17日、VISONの産直市場「マルシェヴィソン」で開かれた「軽トラマル
シェ」
にJA伊勢から出店しました。
当日は、９月11日から選果がスタートした超極早生温州ミカン「味一号」の詰
め放題販売を行い、三重南紀みかんをPRしました。
今後、JA伊勢では定期的に軽トラマルシェに出店する予定です。
▲「味一号」の詰め放題販売の様子

管内産えびすかぼちゃを和菓子で販売
VISON内の店舗「菓子舗 井村屋」で、JA伊勢管内産えびすかぼちゃを使用し
た和菓子
「あんころもち」
が10月から販売されます。
ペースト状にしたえびすかぼちゃと白あんを混ぜたもので餅を包んだ和菓子で、
えびすかぼちゃの甘みを十分に堪能できる一品となっています。価格は１箱２個
入り540円
（税込）
で、11月初旬まで販売される予定です。
▲「伊勢志摩紅茶 Ise-shima Craft Tea」

▲えびすかぼちゃの
「あんころもち」
（試作品）

2021.10
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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！！
アルミ缶を回収

地元社協へ寄贈

鳥羽志摩地区女性部は、平成30年からアルミ缶の回収・寄贈活動を行ってき
ましたが、今年はコロナ禍のため支店にアルミ缶回収ボックスを設置し、密を
避けながら各地区でアルミ缶回収を継続しています。
やまがた み や こ
８月４日には鳥羽志摩地区部長の山形美弥子さんが志摩市社会福祉協議会を
訪れ、鳥羽志摩地区で集まった車約２台分のアルミ缶を寄贈しました。
今後も常時アルミ缶回収を行い、集まったアルミ缶は12月に鳥羽市社会福祉
協議会へ寄贈する予定です。

▲アルミ缶を寄贈した山形部長㊧

食品ロスをなくそう運動

～自宅で眠っている食品や飲料はありませんか？～
JA伊勢女性部では、昨年度から「食品ロスをなくそう運動」を実施しています。
この活動では、女性部員らが自宅で眠っている賞味期限が到来していない未開
封の食品や飲料などを持ち寄り、社会福祉協議会を通して子ども食堂や福祉施
設、児童養護施設等へ寄付しています。
今年度も食品や飲料等の受付を行っており、集まった食品・飲料等を寄付す
る予定です。皆さんのご自宅で眠っている食品や飲料などがありましたら、ぜ
▲昨年の寄贈の様子
ひ最寄りの支店までお持ちください。

募集について

◦募集しているもの
賞味期限が令和４年
２月１日以降の未開封
の食品・飲料など
お問い合わせは

外で活動！
ステイホーム・屋

予定
10 ～ 11月の活動
◆お問い合わせ

伊勢
地区

容

ママさん大学
フラワーアレンジメント講習会

容

わのわ市
あるがまま市
ハンドメイドコンテスト

三重南紀
地区

◆お問い合わせ

くらしの活動推進課 ☎0596-62-1125まで

掲載している活動は一部です。
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。

女性部
公式LINEでも
情報発信中

日

11月 ５ 日
（金）
11月12日
（金）

時

場

10:00 ～

小俣支店
玉城支店

所

申し込み締切日

10月22日（金）

鳥羽志摩地区本部 地域支援課 ☎0599-43-5885
内

鳥羽志摩
地区

※とりまとめ表は９月の家庭訪問で配布したものか、
HPからダウンロードできます。

くらしの活動推進課 ☎0596-62-1125
内

◆お問い合わせ

◦募集期限
◦持ち込み方法
令和３年
食品・飲料ととりまとめ表※を、最寄り
10月29日（金） の支店窓口までお持ちください。

日

10月 ９ 日
（土）
11月13日
（土）
10月16日
（土）
11月20日
（土）
10月１日
（金）
～

時

8:30 ～ 10:30

場

所

鳥羽支店
旧あぐり迫子店
自宅

申し込み締切日

随時
10月29日（金）

三重南紀地区本部 地域支援課 ☎05979-2-1388
内

容

日

秋のカラフルすし・おにぎりコンテスト 10月１日
（金）
～

時

自宅

場

所

申し込み締切日

11月５日（金）

※上記の活動については、新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、中止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。
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あなたもチャレンジ！

JAの
保健室

家庭菜園

－災害から命を守るために－

高齢者の方へ

マメ科野菜の連作を避ける

ソラマメ

災害時には運動機能や認知機能が低下しやすい
災害時の避難生活では、高齢者の深刻な健康問題が目立つようになります。東日本大震災で被災した宮城県の調査

では、要支援・要介護に認定される人の割合が、震災直後には約５％だったのが、３年後にはその約３倍にもなって
いました。また認知機能の調査では、災害発生24カ月後の時点で、仮設住宅に住む高齢者の32％の人に認知症が疑
われ、その後も徐々に増加していく傾向にあることが分かっています。
◦筋力低下による歩行困難――
体育館などの避難生活では、一人ひ

とりのスペースが限られており、周り

避難生活で心がけたいこと
◦運動をする――
避難生活で「１日中、何もすることがない」という状況は、

の人の迷惑になるのを心配して体を動

体にも心にもよくありません。少しだけでもよいので、毎日

た、家事や仕事などの日常的な活動が

にしましょう。なかなか気力が

影響します。さらに家族や家、生活の

動することを通じて生活のリズ

かすのをためらうこともあります。ま

決まった時間に運動をするよう

行えなくなることも、運動量に大きく

湧かないかもしれませんが、運

基盤などを失って生きる気力をなくし

ムをつくることが大切です。

に、元気がなくなってしまう人もいま

◦役割をもつ――

に運動機能が低下してしまうのです。

なりますが、すべて受け身でいると、自分のやることがなく

てしまったり、夜間よく眠れないため
す。これらのことが原因となり、一気

２週間寝たきりでいると、脚の筋力

は約３割も低下します。しかし、この

変化は自覚しにくく、気づいたときに

は歩けなくなっていたりすることもあ
ります。

畑の準備

避難所での救護やボランティアの人の支援は大きな助けに

なってしまいます。心身の健康を保つためには、避難生活の
なかで自分なりの役割を持つことが大切です。

被災後は、多くの人が喪失感を抱いていますが、誰かのた

めになっていると、やりがいや充実感を得られ、それが生き
る気力になります。また役割をもつことで、人とのつながり

やコミュニケーションが生まれ認知機能を保つことにもなり
ます。
◦認知機能の低下――
ふだんの生活では隣近所のつながりが

強い地域でも、避難所ではそのつながり

種まき２週間前に畑１㎡当たり苦土石灰100gを全面に施し、土とよく
混ぜておきます。次に、１週間前に畝幅120㎝を取り、深さ20㎝の溝を
作り、この溝１ｍ当たり化成肥料
（Ｎ：Ｐ：Ｋ＝10：10：10）100g（窒
素成分で10g）と堆肥１㎏を入れ、土とよく混ぜて幅40 ～ 50㎝の栽培床
を作ります
（図１）
。

種まきと育苗

温暖地では10月中旬～ 11月上旬が適期で、早まきして年内に生育が
進み過ぎないようにすることが大切です。じかまきは、株間40㎝程度、
種の黒い筋（おはぐろ）を斜め下に浅く差し込んで種の一部がわずかに見
える程度に１カ所２粒をまきます（図２）。発芽がそろったら、１本を残
して間引きます。育苗する場合は、ポットに１粒をまき、本葉２枚の頃
に畑へ植え付けます。寒い地域では冬の間、寒冷紗のトンネル掛けで、
霜よけをすると良いでしょう。

追肥と土寄せ

◦人とのつながりを保つことが大切――
災害による健康への影響は、災害直後だけでなく、その後

春先に生育の勢いが良くなり始めたころと開花初めごろに化成肥料を
畝１ｍ当たり30g程度（窒素成分で３g）追肥します。追肥後は株元に土寄
せをします
（図３）
。

が途絶えてしまうことがあります。特に、

仮設住宅に移ったり、自宅に戻れたりしてからも長く続きま

人ばかりになってしまった人はどうし

て、人とのつながりが大きな支えになります。災害後の生活

結果コミュニケーションの機会が減る

も、身近な集まりや活動に、ぜひ積

てしまいます。また１日の歩行時間や

ださい。また、周囲に孤立している

春になるとアブラムシが飛来し、新葉に群生します。先端を20㎝程度
切り取っておくと、倒伏の防止にもなります。

下しやすいことがわかっています。

をかけていただきたいと思います。

収穫

支柱立てと整枝

家族が少なかったり、周りに知らない

す。災害による大きな精神的ダメージを受けている人にとっ

ても内にこもりがちになります。その

において心身の健康を保つために

早春から生育が盛んになり、10本程度の側枝が出てくるので、太い枝
を６，
７本残すように細い枝を切り取ります。そして、株の中に土入れし、
株の両側にテープを張り、倒伏を防ぎます。

と、認知機能の低下が起こりやすくなっ

極的に参加することを考えてみてく

病害虫の防除

外出頻度が少ないほど、認知機能が低

人がいることに気づいたら、ぜひ声

JAの保健室（JA三重厚生連松阪中央総合病院
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ソラマメはサヤが上向きに付くので「空
豆」
、サヤの形が蚕の繭に似ているので「蚕
豆」とも書きます。タンパク質と糖質が主
な成分で、代謝を円滑にするビタミンＢ群
や高血圧予防に効果的なカリウム、貧血を
予防する鉄分などのミネラルが豊富です。

2021.10

健康管理施設エポック）
から

サヤが重みで下がり、光沢が出て黒い斑点が現れ、背筋が黒く変色す
るころが収穫適期です。

園芸研究家：成松次郎

2021.10
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あ ん さ ん ぶ る ひ ろ ば
お便り のコーナー

建 物 更 生 の 共 済 で、 台 風 で 壊 れ
た と こ ろ の 修 理 に つ い て、 大 変
親 切 に 教 え て い た だ き ま し た。
初めてのことだったので何も分
からず、ありがたかったです。
（ 代 女性）

40



いろいろとお世話になっているＪ
Ａ さ ん で す が、 定 期 貯 金 等、 窓 口
での対応はいつも親切にしていた
だきありがたく思っています。
（ 代 男性）



70

くき漬けを作っている川端さん
の 頑 張 っ て い る 姿 を 見 て、 私 も
もう少し頑張ってみようと思い
ました。

（ 代 女性）

30



２人目の出産のときに用事でＪ
Ａ に 来 店 し た 際、 無 料 で ６ カ 月
分の育児雑誌を家のポストに入
れてもらったことを今でも思い
出 し、 感 謝 し て い ま す。 そ の 時
の子も来年小学１年生になりま
す。ありがとうございました。
（ 代 女性）



（ 代 男性）

先 日、 事 業 分 量 配 当 金 が 振 込 み
さ れ て お り ま し た。 貯 金 の 金 利
が ど こ も 低 い 中、 Ｊ Ａ の 制 度 は
非常に助かります。


60

60

これからも笑顔で
毎日を過ごしていこうね
志摩市浜島町

（熊野市

音楽を聞きながらダンスをすることが得意な圭佑
くん。ブドウやバナナ、レーズンなどが大好きで、
いくらでも食べてしまうそうです。
「最近はクレヨンを使ってお絵かきを楽しむよう
になりました」とお母さまが教えてくれました。絵
本も大好きだそうで、寝る前にはたくさんの絵本を

ムツゴロウ）

夏バテを
しても落ちない
妻の肉



（南伊勢町 山之内 春美）

蚊だ蚊だと
叩いてみたら
シミだった



（紀北町 畑中 美穂）

チビママ）

メダカくん）

副反応
若い証拠と
なぐさめられ



（大王町

（紀宝町

新体操
わりばし回し
真似る母





孫来る
今日だけ豪華
夜御飯

大賞

離れて暮らす孫たちとの
テレビ電話が楽しみ

募集中

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

◆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。

わくわくプレゼント

※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。

問題 ○の中に文字を入れてください

旬を味わう（P.10）で使われている「今月の食材」は？

ミニ○マト

締切日
令和３年

10月29日
（金）

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。
南伊勢町特産

「マルゴみかん
 ３㎏入り１ケース」
15

人気者

我が 家の

2021.10

◆南 伊勢町特産「マルゴみかん３㎏入り１ケース」をクイズ正解者の中から
20名様にプレゼント。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553通
８月号の解答は「くき漬け」

たくさんのご応募ありがとうございました。

紀北町

なが い

な

こ

けいすけ

名古 圭佑くん（２歳）

お母さまのもとへ持っていって、読んでもらうそう
です。
ご両親は「生まれてきてくれてありがとう。毎日
元気でいてくれて嬉しいです。これからも笑顔で
毎日を過ごしていこうね」と圭佑くんへの思いを話
してくれました。

元気はつらつ

シニアだより

ひであき

長井 英昭さん（77歳）
さち

幸さん（76歳）
私たちは結婚して今年で46年になります。
先代から続く和菓子店「とらや製菓」を営み、
「とらまき」などの和菓子を販売していました
が、２年前に主人が腰を痛めてから店をたた
みました。当時は地元や県内だけでなく、大
阪をはじめとした県外からもたくさんのお客
様に来ていただき、和菓子づくりに励んでい
ました。
現在は５人の孫に恵まれ、コロナ禍の前は孫
達が暮らす東京などに遊びに行くなどしてい
ましたが、今はなかなか会うことができません。そのため、テレビ電話やメッセージアプリなどで孫達の顔を
見たり話を聞いたりし、楽しい毎日を送っています。コロナ禍が収束したら、孫達と遊ぶことが楽しみです。
お互い元気に過ごすためにも、これからは健康に気をつけて頑張っていきたいです。
2021.10
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◦◦◦インフォメーション

◦◦◦インフォメーション

葬儀事前相談会を開催します
～「ゆとり葬」
のご相談も受付しております～

くらしの無料法律相談会

JA伊勢は、各地区で葬儀事前相談会を開催しています。お葬式にかかる
費用や
「ゆとり葬」、仏壇・お墓のことなど、気軽にご相談ください。

くらしの無料法律相談会をウェブ会議システムを活用して実施します。
パソコンやマイクなどの機材は当JAでご用意いたします。また、接続等の操作も必要ありませんので、
初めての方も安心してご相談いただけます。
相続や土地に関するお悩みなど、弁護士に相談したいことがあれば気軽にお申込みください。

「ゆとり葬」とは、参列者に開式１時間前より受付・ご焼香（お参り）
いただき、式はお身内の方のみで執り行う新しい葬儀の形です。
参列時間を分散し、ソーシャルディスタンスを確保して行うことで、
一般の方々に安心かつゆとりをもってご参列いただけます。

■開催日時
令和３年10月22日（金）
午前10時～午後４時（相談時間：１回30分）

事前相談会日程
［相談日①］
10月17日
（日）
午前10時～午後３時

［相談日②］
10月23日（土）
午前10時～午後３時

［相談日③］
10月23日（土）
午前10時～午後３時

■会場
虹のホール伊勢
（伊勢市小俣町湯田852-1）

■会場
虹のホール南島
（度会郡南伊勢町東宮86-1）

■会場
虹のホールあご
（志摩市阿児町国府1061-20）

■お問い合わせ・お申し込みは
生活サービス課 葬祭グループ
虹のホール伊勢
0120-052-243

■お問い合わせ・お申し込みは
生活サービス課 葬祭グループ
虹のホール南島
0120-723-012

■お問い合わせ・お申し込みは
生活サービス課 葬祭グループ
鳥羽志摩葬祭グループ
0120-05-7756

■場所
JA伊勢本店（度会郡度会町大野木1858）
JA伊勢鳥羽志摩地区本部（阿児支店）
（志摩市阿児町鵜方2402-5）
※上の２会場のいずれかからご希望の会場をお選びいただけます。

■弁護士
加藤・川副法律事務所
■申込資格
J A伊勢管内（伊勢市・尾鷲市・鳥羽市・志摩市・熊野市・玉城町・度会町・大紀町・南伊勢町・紀北町・
御浜町・紀宝町）に在住の方
※相談受付は、開催日の２日前まで。
ただし定員になり次第、締め切らせていただきますので、あらかじめご了承ください。

■お申込み
経営企画部 企画広報課

☎0596-62-1125まで

玉城グリーンコープ・㈱ジェイエイサービス伊勢が
玉城支店横へ移転します

JA伊勢がお客様のライフプランをサポート！
教育ローンを借りるならJA伊勢で

玉城グリーンコープとJA伊勢の子会社㈱ジェイエイサービス伊勢の本社、LPガスセンター、損害保険グルー
プが玉城支店横
（Ａコープ玉城店跡地）に10月11日10時に移転します。

JAバンクは、お客様のライフプランニングやニーズにあわせて様々なローンをご用意しております。
今月は、教育ローンを紹介します。お子さまの入学金や授業料等の学校教育費、アパート家賃等の住居費等
にご利用いただけます。仮審査申し込みはインターネットでも受付中です。不明な点は気軽にご相談ください。

移転に伴い、営業日・住所・電話番号等を以下の通りとさせていただきます。
【玉城グリーンコープ】
度会郡玉城町佐田130
0120-58-4751
◦10月８日
（金）～ 10月10日（日）
臨時休業
◦10月11日
（月）～ 10月17日（日）
オープン記念セール
※11日は10時オープンとなります。

【㈱ジェイエイサービス伊勢】
度会郡玉城町佐田130
本社 ☎0596-67-2100
LPガスセンター ☎0596-67-2101
損害保険グループ ☎0596-67-2102
◦10月11日
（月）～
通常営業

17

鳥羽志摩地区でも開催

2021.10

玉城グリーンコープではオープン記念セールを実施します！
■オープン記念セール内容
○10月11日（月）～ 10月17日（日）

※11日のみ午前10時～午後５時の営業となります。

◦肥料や農薬を特別価格で販売します！
◦まぐかる粒◦ラウンドアップ◦タッチダウンなど
◦1,000円以上商品をお買い上げの方に粗品を進呈します！
○10月11日（月）～ 10月14日（木）
来店された先着50名様に粗品を進呈！

入学金、授業料等の決まった資金を一括お借入れ
＜教育ローン＞（一般型）
最軽減後金利（令和３年10月１日現在）
固定金利 年1.46%
＋保証料率 年0.3 ～ 1.5％
お借入金額▶1,000万円以内

一般型・カード型どちらも在学期間中は元金据置が可能です

○10月15日（金）～ 10月17日（日）
◦協賛業者による店頭展示・特価販売
◦玉城農機センターによる小物農機展示・特価販売
◦花苗（パンジー・ビオラなど）の特価販売
■イベントに関するお問い合わせ
0120-58-4751
玉城グリーンコープ

教育に関する資金なら、いつでもATMでお借入れOK！
＜教育ローン＞（カード型）
専用ローンカードで繰り返し何度でもご契約金額範囲内
のお借入が、お近くのATMでご利用できます。
最軽減後金利
変動金利 年1.95%
＋保証料率 年1.35%
ご契約金額▶700万円以内

■お問い合わせは
最寄りの支店窓口まで
仮審査申込は
こちらから

2021.10
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月号

26

27

28

29

3

4

5

6

休館日

…鳥羽マルシェ

30

10 1

2

7

8

9

家庭訪問日

年金個別相談会
（紀勢支店・
紀北支店海山）

…ほほえみかん

休館日

特売日

住宅・各種ローン相談会

鳥羽の日

お造り限定30個
1,280円→1,080円

10

年金個別相談会

11

12

13

（大王支店）

14

休館日

伊勢マグロの
解体ショー

15

（ローンセンター）

ジェイエイサービス伊勢
灯油感謝祭（～13日）

16

18

葬儀事前相談会

19

玉城支店 下外城田 度会郡玉城町小社曽根776-16
玉城支店下外城田がある玉城町下外城田地区は玉城町の

東部に位置し、水稲やキャベツ、イチゴ、梨、えびすかぼちゃ
店舗では地域の皆さまに寄り添った対応を心掛け、親し

20

21

相続・遺言個別相談会

（伊勢中央支店・阿児支店）

（虹のホール伊勢）

22

くらしの無料法律相談会

23

（本店・鳥羽志摩地区本部）

休館日

特売日

みやすい店舗づくりに努めています。
伊勢マグロの
解体ショー

葬儀事前相談会

（虹のホール南島・
虹のホールあご）

717

ジェイエイサービス伊勢
ガソリン・軽油感謝祭（～29日）

24

25

26

27

ジェイエイサービス伊勢ガソリン・軽油感謝祭

28

29

玉城町立

30

文 下外城田小学校

11 1

7

年金個別相談会

8

2
9

（阿児東支店）

3

家庭訪問日

文化の日
休館日

10

汁谷川

文

玉城町立
下外城田保育所

休館日

31

事業所紹介を毎月行っていきます。

など農産物の栽培が盛んな地域です。

ジェイエイサービス伊勢灯油感謝祭

17

管内紹介

このコーナーでは、当ＪＡ管内の支店・

4
11

5

6

ジェイエイサービス伊勢
灯油感謝祭（～10日）

家庭訪問日

12

玉城支店 下外城田

玉城支店 下外城田
やまぐち あつ き

山口 敦輝

13

特売日

住宅・各種ローン相談会
（ローンセンター）

休館日

ジェイエイサービス伊勢灯油感謝祭
◦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。

お問い合わせ先
年金個別相談会

紀勢支店
☎0598-74-1311
紀北支店海山☎0597-32-1127
阿児東支店 ☎0599-45-8500
大王支店
☎0599-72-0003

住宅・各種ローン相談会

くらしの無料法律相談会

ローンセンター ☎0596-22-3446

企画広報課

伊勢中央支店 ☎0596-22-3557
阿児支店
☎0599-43-0034

虹のホール伊勢
虹のホール南島
虹のホールあご

相続・遺言個別相談会

葬儀事前相談会

☎0596-62-1125
0120-052-243
0120-723-012
0120-05-7756

鳥羽マルシェ
☎0599-21-1080
ほほえみかん
☎0597-85-2169

「こんなときは？」の 連絡先
交通事故に遭われた場合
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

19

2021.10

旅行センターは伊勢支店に併設されており、
「旅」に関す
る様々な手配・予約などを取り扱っています。
コロナ禍収束後には皆さまに安心して旅行をご利用いた
だけるよう、現在ツアーなどの企画を準備しています。ま
た、JA伊勢管内や近隣の市町の飲食店等の手配も行ってお
りますので、気軽にご相談ください。
☎0596-20-8388
営業時間 9:00 ～ 17:30
定 休 日 土・日・祝・年末年始

0120-009-836（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（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）

文 伊勢市立

伊勢一之木
郵便局

有緝小学校

旅行センター（伊勢支店）
37

三重県立 文
伊勢工業高

月夜見宮
文

伊勢市立
厚生小学校

伊勢

市駅
宇治山田駅

0120-159-674（NICOS盗難紛失受付センター）

キ
 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
併せてご連絡ください

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

旅行センター 伊勢市河崎1-4-35（伊勢支店内）

102

旅行センター
くわやま

ち

か

こ

桑山 千佳子
2021.10
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んでみよう！
読
で
間
時
ち
う
お

家の光・日本農業新聞で「おうち時間」を充実！

外出や３密を控え、家で過ごす時間が長くなっている今こそ、
『 家の光』
・
『日本農業新聞』を読んであなたの生活をよりよいものにしませんか？

家の光 ＆ 日本農業新聞

ハッピーマイライフ！

家の光

すぐに役立つ記事がいっぱい！！

「家の光」は、料理のレシピをはじめ、家庭菜園、
子育て、高齢者介護など、豊富な情報が掲載され
ている総合家庭雑誌です。

く

ら

役
しに

立 つ内容盛 りだ く

健康

園芸

手芸

さん
！

皆さんもおうちで「家活」してみませんか？

2021 . 10 vol.403

女性部活動で使用！家の光料理カードも掲載
おうち時間で旬の食材を使った
美味しい料理を作りませんか？

新鮮な農業情報
丸わかり！

普通月号 629円（税込）
付録付号（１・４・５・７・９月号） 922円（税込）
付録付号（家計簿付き12月号） 1,027円（税込）
◆お問い合わせ・お申込みは
最寄りの支店窓口または経営企画部くらしの活動推進課
☎0596-62-1125まで

日本農業新聞

当ＪＡ管内の話題も大きく取り上げられています！

全国に33万人の読者がいる、国内唯一にして最大
の日刊農業専門紙「日本農業新聞」。
農業やJAの専門的な情報はもちろん、直売所や地
域の情報、食育や家庭菜園、気象情報などが盛りだ
くさんです！

最新の農業情勢が丸わかり！

令和２年度（４月～３月）
は、当JAの記事が（東海版・
JA面）などに103本掲載さ
れました！

他地域の
農業情勢が
知りたい！

記 事 は、 当JAの 広 報
担当者が通信員とし
て 取 材 を 行 い、 記 事
を作成しています。

日本農業新聞を購読してみませんか？

１カ月 2,623円


（税込）

◆お問い合わせ・お申込みは
最寄りの支店窓口
または経営企画部企画広報課
☎0596-62-1125まで

JA伊勢の公式SNSで情報発信中！

編集後記

最新情報やキャンペーン情報などを
発信していきます！

トピックスの取材でVISONへ行ってきました。VISONには、オープンして
間もない頃に行ったことがあったのですが、オープン当時の人の多さに圧倒
され、駐車場から降りずにそのまま帰ったことを思い出しました。
そして今回、初めて敷地内を歩きましたが広さに驚きました。駐車場から

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

かなり歩きましたが、観光地に来た気分を味わうことができました。
（Ｈ）

