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第６回「食と農」体験教室
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4 8歳、ミカン農家２年生
目標は父のようなミカン農家です

http://www.jaise.jp/
その他の情報も…

クリック！

検索

歳まで東京の会社に勤

バックナンバーをホームページで公開中！

年ほど会社に勤めたところで、いず

が身近にありましたが、東京で就職し、

くミカン農家で、小さい頃からミカン

農 し ま し た。「 実 家 は 祖 父 の 代 か ら 続

の純さんのもとで昨年から本格的に就

めていましたが、４年前に帰郷し、父

久保さんは

インフォメーション

マルゴ柑橘部

久保さんに今後について尋ねると
歳、栽培２年生。新米農家なので、

※М玉……………６．１㎝～６．７㎝程度の
ミカンの大きさ

※表年、裏年……毎年交互にやってくる実
のなり具合を表す年の呼び名

です」と熱く語ってくれました。

を持ちながら、栽培を続けていきたい

年よりいいミカンを作る』という意識

す。父のようなミカン農家を目標に『前

まだまだ学ぶことがたくさんありま

「

への期待を話します。

限り伝えていきたいです」と久保さん

ね。これから自分のノウハウを可能な

こんなにありがたいことはないです

つもりでしたが、帰ってきてくれて、

た時は自分の代でミカン農家を辞める

父の純さんは「息子が東京で勤めだし

普段、久保さんと一緒に作業を行う

目標です」と話す久保さん。

）
いと思います。甘いＭ玉 （※を
作るのが

たですが、味は例年に比べ負けていな

）
るので、収量は表年 （※に
比べ少なかっ

）
あた
ています。また、今年は裏年 （※に

にした仕事』であるとひしひしと感じ

上に多く、ミカン栽培は『自然を相手

「 獣 害 や 病 害 虫、 台 風 の 被 害 が 想 像 以

栽培や今年の出来について尋ねると

経緯を話します。

ようになってきました」とこれまでの

培を続けるうちにおもしろさが分かる

リーマン時代に比べ全てが新鮮で、栽

分なりに基礎を学んできました。サラ

ハウを教えてもらったりしながら、自

当者、ミカン農家の先輩方や父にノウ

かんの学校』に参加したり、ＪＡの担

つくろうと思いました。町主催の『み

でしっかりとしたミカン栽培の土台を

で、ノウハウを学び、まずは自分の中

栽培の基礎を固める必要があったの

「ミカンで生計を立てていくには、

と就農のきっかけを話す久保さん。

くなり、就農することを決意しました」

れ実家を継がなければという思いが強

20
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南伊勢町内瀬地区で、
マルゴみかんを栽培する久保さん。
約１ヘクタールの面積で、
毎年15～20トンを栽培・
出荷しています。

ＪＡ伊勢
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新年のご挨拶

明けましておめでとうございます。

組合員の皆さまには、ご健勝で新春をお迎えのことと、心からお喜び申し上げます。

次中期経営計画の最終年度にあたり、政府の「農協改革集中推進期間」を踏まえ、自己改革の成果が問われる重要な節目

10

旧年中は、ＪＡ活動全般に対し、温かいご支援とご協力を賜り、厚く御礼を申し上げます。

30

年度は第

次中期経営計画の完遂に向け、

10

平成

の年度であることから、当ＪＡでは、取り巻く環境の大きな変化に対応すべく、独自の自己改革を核とした第

」発効や、ＥＵ（欧州連合）とのＥＰＡ（経済連携協定）の大筋合意など、国内農業にとっては

11

取り組みをすすめています。

また、昨年決定した米国抜きの「ＴＰＰ

隆行

市場開放を迫られる懸念があるなど大変厳しい状況にあり、米国とのＦＴＡ（自由貿易協定）についても予断を許さない状況が続いています。

常務理事 西村

和夫

このような情勢のなか、ＪＡ伊勢、ＪＡ鳥羽志摩、ＪＡ三重南紀の３つのＪＡにおいて、組合員や地域の皆さまが将来にわたり安心して

常務理事 森田

政吉

事業利用ができるＪＡづくりを目指し、合併に向け、かねてから協議を重ねて参りました。そして、昨年中において「合併予備契約」に関係

11

月に「第５回臨時総代会」を開催し、合併の承認がなされたことから、

長衛
常務理事 前田

雅明

南伊勢町内瀬地区で撮影

ＪＡ伊勢

奥野

長

常務理事 酒徳

好弘

2019.新年号

一同

5

役職員

●ＪＡ伊勢は、平成31年４月から新たなＪＡ伊勢としてスタートします。新たなＪＡ伊勢として初年度とな
る第11次中期経営計画（2019年度～2021年度）では、ＪＡ三重大会で掲げたテーマ、基本目標、決議事
項を基本としつつ、これまでの方向性はそのままに、合併の目的である安定した財務基盤と経営収支を有
するＪＡの構築をすすめながら、食と農を基軸とした地域に根差した組織であることを忘れることなく、
引き続き、地域の皆さまとともに歩みを進めるＪＡ伊勢独自の自己改革を核とした中期経営計画の策定を
行っていきます。

常勤監事 坂本

●このため、ＪＡグループ三重は今後３カ年において、組織基盤の強化を図り、ＪＡに組合員・地域住民・
役職員の力と想いを集結し、ＪＡに関わるすべての人が豊かで幸せを実感する協同の力を発揮するととも
に、農業協同組合としてこれからも存続していくための経営基盤の強化を目的に、営農経済事業伸長とす
べての事業にわたる効率化を重要テーマとして位置付け、その実現に取り組みます。

会

●目指す姿を実現するため、本県の特徴である、地域農業をリードする担い手経営体、地域農業を支える中
核的担い手、地域、農村を支える多様な担い手それぞれが活躍し、多様な品目を生産する“多彩な農業”
の拡大と、地域の多様な組織と連携し組合員・地域住民の共感を得ながら、“元気な地域”づくりに貢献
することを掲げ、実践に向けた取組を進めます。

宏

●ＪＡグループ三重は、これからも組合員と地域から必要とされる農業協同組合であり続けるため、組合員
との絆を更に深める取組を進めるとともに、自己改革の継続・深化により、食と農を基軸とする地域に根
ざした農業協同組合として、将来にわたって組合員とともに発展していく姿を目指します。

加藤

～組合員等との関係強化を基点とした～
① 営農経済事業の “伸長” とすべての事業の “効率化”
② 組合員の “協同活動への参加” と “ＪＡ事業利用の促進”

代表理事組合長

実現に向けた重要テーマ

市町の長の立会いのもと、２ＪＡと合併の契約の調印を済ませ、昨年

「多彩な農業」と「元気な地域」の未来を創るＪＡグループ三重

今年４月１日より新たなＪＡとしてスタートすることとなりました。

目指す姿

合併後も、食と農を基軸とした地域に根差した組織であることを忘れることなく、引き続き、組合員さまおよび地域の皆さまとともに、

ＪＡグループ三重は、組合員と地域から支持・信頼され続ける組織として、組合員とともに進むべき方向
と実践への決意を内外に示し、共有することを目的に、ＪＡ三重大会を開催しています。
平成30年11月29日には、メインテーマを「
『多彩な農業』と『元気な地域』の未来を創る」として、第43
回ＪＡ三重大会を津市の三重県総合文化センターで開催しました。今回決議された内容はＪＡグループ三重
の向こう３年間（2019年度～2021年度）の大きな指針になるものです。
今月の特集では、ＪＡグループ三重が目指す姿と実現に向けた取組みについてご紹介します。

歩みを進めるＪＡ伊勢を目指して、役職員一同、皆さまとともに一所懸命に取り組んで参りますので、一層のご理解・ご参加・ご協力を賜り

ＪＡ三重大会

最後になりましたが、組合員の皆さまをはじめご家族ご一同さまのご多幸を心よりご祈念申し上げ、年頭の挨拶とさせていただきます。

第43回

ますよう、よろしくお願い申し上げます。

特集

4

友情の証し「友情みかん」
小学生が収穫する

地域振興や環境保護に取り組む
「ＪＡバンクの森・大紀」を造成
12月１日、ＪＡバンク三重は県下貯金残高が２兆
５千億円を達成したことから、「ＪＡバンクの森・大

いせち

ス
ク
ッ
ピ
ゃんト
…少し先の情報をお伝えします

紀」を造成しました。

…農業振興を目的とした
自己改革に係る取り組み

参加したのは当ＪＡとＪＡ三重信連の役職員とその
家族ら総勢約120人。大紀森林組合の指導のもと、大
紀町崎にある約0.4 ヘクタールの地内でウバメガシや
イロハモミジなどの植樹を行いました。
当日は、足元が不安定な中、参加者らは真剣に植樹
活動を行っていました。
▲「友情みかん」を収穫する児童ら

南伊勢町立南勢小学校の５年生は12月８日、マルゴ

第６９回松阪肉牛共進会
中村一昭さんの「さとり」号が松阪牛の女王に
●優秀賞一席

大紀町

中村

一昭さん「さとり」号

●優秀賞三席

大紀町

辻原

浩哉さん「てる」号

●優秀賞四席

大紀町

岡田

一彦さん「としこ」号

●優秀賞五席

大紀町

北村

幸成さん「よしつね015」号

11月25日に松阪市の松阪農業公園ベルファームで

柑橘部の林繁歳さんの園地で、36年間に渡って交流

「第69回松阪肉牛共進会」が開催されました。

を続けている岐阜県の高山市立久々野小学校へ送るミ

各地区の予選を通過した雌牛50頭（うち当ＪＡ管内

カンの収穫を行いました。

産22頭）が出品され、厳正な審査の結果、大紀町の中村

当日、児童らは当ＪＡ担当者から収穫方法の説明を

一昭さんが出品した「さとり」号が優秀賞一席に輝きま

受けたあと、班に分かれて収穫を行いました。今回収

した。また、上記の通り優秀賞三席・四席・五席も当

穫したミカンは、久々野小学校の児童へ友情の証し「友

ＪＡ管内産の松阪牛が受賞。「さとり」号は2,510万円

情みかん」としてプレゼントされます。

おもしろ農産物
五本足大根の
兄弟
ン
ンジ
りニ
絡ま
（伊勢市／匿名）

携帯電話と
比較してこの大きさ！
ビッグなサツマイモ
（伊勢市／辻ヒサエさん）

（南伊勢町／松岡淑子さん）

▲斜面で植樹を行う参加者

春の訪れを告げる伝統果実
尾鷲甘夏の収穫が始まります
１月上旬頃から、春の訪れを告げる伝統果実「尾鷲

という高値で落札されました。

第１８回ＪＡ伊勢花き品評会
三重県知事賞に大西修さん

11月23日にＪＡ三重南紀の統一選果場で、12月16

伊勢市にあるショッピン

日にはＪＡ鳥羽志摩管内の阿児アリーナで行われた農

50年以上の歴史がある「尾鷲甘夏」は、甘みと酸

グセンター「イオンタウ

協まつりにブースを出店し、ご来場の皆さまに当ＪＡ

味のバランスや日持ちの良さが特徴で、現在、尾鷲市

ン伊勢ララパーク」で「第

の管内農産物の販売・ＰＲを行いました。

開拓農業協同組合員８人が、約７ヘクタールの面積で

18回ＪＡ伊勢花き品評

栽培しています。

会」を開きました。品評

甘夏」の収穫が始まります。

今年度産は天候不順の影響もなく、例年通り順調な

会後には展示会、即売会

収穫がすすんでおり、収穫した「尾鷲甘夏」は４月上

も開き、来店客に地元産

旬頃から、名古屋、県内市場へ出荷される予定です。

切り花をＰＲしました。
品評会の主な受賞者は
以下のとおりです。
（総出品数66点）

▲当日は即売会前からたくさんの
人で賑わいました

三重県知事賞
三重県農業研究所長賞

（紀北町／森島さん）

三重県中央農業改良普及センター所長賞

親鳥とヒヨコ

三重県伊勢志摩地域
農業改良普及センター長賞

（伊勢市／三輪光一さん）

7

2019.新年号

ＪＡ鳥羽志摩・ＪＡ三重南紀
農協まつりに当ＪＡからブースを出店

当ＪＡは、12月１日に

まるで
ナー
ウイン
ジ?!
ー
セ
ソー

おもしろ農産物を発見したら、企画広報課 ☎ 0596-62-1125 へ

▲優秀賞一席を受賞した「さとり」号と中村さん

▲昨年の出荷の様子

伊勢農業協同組合長賞

大西

修さん

岩村

良一さん

藪木

一輝さん

辻元

敏一さん

▲三重南紀会場（ＪＡ三重南紀統一選果場：南牟婁郡御浜町）

（バラ）

（トルコギキョウ）

大仲

（バラ）

（ガーベラ）

正人さん

（バラ）

▲鳥羽志摩会場（阿児アリーナ：志摩市阿児町）
2019.新年号

6

活 動 だ よ り
女性部員が管内産伊勢茶を使った料理を指導
地元小学校で食農教室を開く
最後に全員で記念撮影
12月４日、ＪＡ伊勢くらしの活動推進課とＪＡ伊勢大宮地区女性

部の辻原希代さんの指導のもと、大紀町立七保小学校４年生10人は、
管内産伊勢茶を使ってお菓子作りを行いました。

管内産の伊勢茶について学んでもらうことや、地域との交流を深

めることを目的にしており、行ったのは今回が初めてです。
児童らは、辻原さんから指導を受け

ながら、カップケーキとクッキーを作
り、その後、みんなで食べました。

当ＪＡくらしの活動推進課は、今後

辻原さんから指導を
受けながら調理します

もこのような機会を設け、地域との交
流を図っていく予定です。

ＪＡみえ女性部・家の光愛読者のつどい
辻麻由美さんが家の光活動体験を発表

12月５日、津市にある三重県総合

文化会館で「ＪＡみえ女性部・家の光
愛読者のつどい」が開催され、当ＪＡ
女性部から35人が参加しました。

当日、女性部を代表して辻麻由美さ

んが「今を生き、いかに終活を終える
か」と題した家の光記事活用体験を発
表し、優秀賞を受賞しました。
う辻さん
発表を行

▲優秀賞を受賞し、表彰を受ける辻さん

女性部へのご入会方法

最寄の支店窓口にて、氏名・

住 所・ 電 話 番 号・ 生 年 月 日 の

登 録 を し て い た だ き、 年 会 費

１００円のお支払いをお願いし

ます。

※入会された方には、本年度の

活動計画一覧をお渡しします。

※各活動ごとに、年会費とは別

に参加費等が必要になります

ので、ご注意ください。

特典

女性部に入会すると「はっす

るレディーぽいんとカード」が

配布されます。女性部活動・目

ポイ

的別活動に１回参加するごとに

１ポイントが加算され、

ントたまった方には、９月と３

月に商品券と交換させていただ

2019.新年号

きます。

■女性 部 や 女 性 部 活 動 に つ い て
の お 問 い 合 わ せ は、 く ら し の

活動推進課・女性部事務局

☎０５９６（６２）１１２５まで

9
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8

家庭菜
園
こ こ が ポ イント！ 小 力 防 除

「笑う門には福来たる」という
ことわざがありますが、この「笑
い」は、心や体にとても良いとい
うことが実証されつつあります。
また笑顔は、家族や周りの人々
を楽しくさせる素晴らしい効果も
あります。現代は激しい競争社会
でもあり、さまざまな人間関係の
中で、人はストレスを毎日のよう
に受けています。多くの病気の原
因の一つに、ストレスが指摘され
ています。そしてネガティブな感
情が、更にストレスを強めます。
しかし、笑いのある生活は、ス
トレスを軽減させてくれます。私
たちが現代社会を健康で楽しく生
活するには、笑いが必要不可欠と
もいえます。楽しいことやおもし
ろいことを考えたり、過去の楽し
いことを思い出してみると幸福な
気持ちになり、自然と笑いが生じ
てきます。
また、笑えないときは、少々無
理をしてでも笑顔を作ってみた

ますが、雨上がりの畑で土が水分を含んでいた
ら噴口までの距離が長いので、散布する際にか

も、ホースはどろんこまみれになってしまいま

り、作り笑いから入っても効果が
あるようです。笑うと顔の筋肉が
収縮して、その情報が脳内に届き、
笑っていることを認識します。脳
内の回路がプラスの方向に回り出
し、徐々に習慣になり、心身共に
良い方向に進むでしょう。

かる薬液も少なくて済みます。
はリラックス状態のときに優位に
働き、血圧を下げます。大笑いし
た瞬間は交感神経が優位になりま
すが、その後、副交感神経が優位
になって身体をリラックスモード
に変えてくれるのです。また、交
感神経と副交感神経のスイッチが
頻繁に切り替わることになり、自
律神経のバランスが整うことにも
繋がります。
・筋力アップ
笑っているときは心拍数が上が
り、呼吸が活発になって酸素の消
費量も増え、内臓が体操状態とな
り、静かに過ごすより笑っている
方が、カロリー消費が多くなりま
す。更に、大笑いするとお腹が痛
くなるように、腹筋、横隔膜、肋
骨筋、顔の表情筋などをよく動か
すので、多少ではありますが、筋
力を鍛えることにもなり、運動不
足の人や高齢の方に効果が期待で
きます。また、顔の表情筋が動く
ことで血行が促進され、お肌の新
陳代謝もスムーズになります。
・幸福感と鎮静効果
笑うと脳内ホルモンであるエン
ドルフィンが分泌されます。この
物質は幸福感をもたらす効果があ
り、さらに鎮静作用で痛みを軽減
します。また、笑うことで癒しの
ホルモンのセロトニンが脳幹から
放出され、精神バランスが整いま

20kg

■詳しくはお近くのグリーンコープまで

効果：微生物の繁殖を盛んにしま
す。微生物が働く環境を作ること
で、地中の栄養分を吸収・貯蔵す
るようになり、肥料の効果がより
出やすい土壌へと改善します。

まぐかる 粒（苦土石灰）

なたね油粕（辻製油）

■年を重ねるごとに笑顔に磨きを
すべてをプラス思考で考え、い
つも前向きで笑顔でいたいもので
す。笑いによるベータエンドルフ
ィンなどの効果で、心身に癒しと
元気を得て、若々しく毎日いきい
きとお過ごしください。

■日常生活で笑いを探し、
プラス思考に
「笑う毎日」のコツは、日頃か
らおもしろい話を考えて周囲の人
に話し、一緒に楽しむことです。
前向きな気持ちに結びつき、健康
にプラス効果をもたらすでしょ
う。何人かいると、必ずその場を
和ませようとジョークを言ったり
する人がいます。それは人や場に
対する思いやり、サービス精神で
もあります。
まずは自分から笑いましょう。
周りも笑顔が伝染していくことで
しょう。

す。
・脳の活性化
笑うことで記憶の中枢と呼ばれ
る海馬の容量が増えると言われて
います。笑いを理解するために多
くの脳神経細胞を使います。また、
笑うと脳の血流量がアップするた
め、脳の働きが活性化されます。

効果：酸性の土壌を、多くの植
物が好む中性に近づけることで、
根の成長障害や病気を防ぐ効果
があります。微量要素を豊富に
含みます。

1,507円（税込）

560円（税込）

20kg

微生物の働きを活発にし、
保肥力を上げます！
作物に必要な栄養分を
行き渡らせます！

せん。
に軽く噴口を向けると、霧の噴出する力で竿は

作業ができ、作物やウネを傷めることもありま
薬剤を散布する際には、竿を振る反対の方向

ころには、ガイドローラーを使うとスムーズに
太さのホースを使うとよいでしょう。

また、ウネの角などホースの方向を変えると
く、その噴出量も多いので、10mmか８mmの

せん。
が宙に浮くようになるからです。噴口の数が多

も足を取られずにホースも汚れることがありま
それは、動噴から噴出する薬剤の圧により、竿

そうすると引っ張るのに抵抗がなくなり、しか
感じますが、実際には簡単に作業ができます。

す。そこでホースを引く道筋に、マルチムギや

2 . 7 m、15頭口のノズルのもの（長さ 1 . 8 ｍ）
を選べば、全長が 4 . 5 mとなり、竿を持つ人か

雑草を生やしたりして滑りをよくするのです。
軽い素材といっても丈が長いので大変そうに

りすると、ホースを引っ張るのに一苦労。しか

一人でホースを使いこなすには

■笑いの健康効果とは
・免疫機能への効果
がん細胞やウイルスをやっつけ
るナチュラルキラー細胞（ＮＫ細
胞）が活性化することが、ある医
学実験で証明されています。
笑うことにより免疫力が高ま
り、また、同時に免疫異常の改善
にも繋がります。
・血圧を下げる効果
自律神経には交感神経と副交感
神経があり、どちらかが優位にな
るというバランスをとっていま
す。交感神経は、興奮するなどス
トレスがかかると優位になり、血
圧や脈拍を上げます。副交感神経

家庭菜園での１月は農閑期にあたります。
今の時期にしっかりと土づくりを行い、春からの作業に備えましょう。
土づくりにおすすめの土壌改良剤を紹介します。

園
家庭菜
メ
ス
ス
の

アンジェリアなどのマット作物をつくったり、

噴圧の力を利用して竿を振る

長いホースを使うと作業を中断しなくて済み

の低い作物は長い竿を使った防除がオススメで

す。素材はアルミ製が軽くてよく、丈の長さは

して効果が高まります。
ンソウ、タマネギ、スイカ、カボチャなど、丈

作物の葉が立つので、葉裏にも薬液がよく付着
キャベツやハクサイ、ブロッコリー、ホウレ

自然に動いて薬液を散布していきます。しかも

長竿を使って広い面積でも簡単防除

笑いの効果

JAの
保健室

10
2019.新年号
2019.新年号
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健康管理施設エポック）から
ＪＡの保健室（ＪＡ三重厚生連松阪中央総合病院

すくすく
育て

わくわく
プレゼント

問題

○の中に文字を入れてください

玉城町・伊勢市を中心に栽培が行われており、
新規生産者を募集している作物はなんでしょう。
（インフォメーションより）

え○すかぼちゃ
締切日

平成３1年１月31日
（木）

あんさ ぶる
ん
ひろば

グッドライフ
利 用者の方からいつも元 気をもらっています
－紀北町－

◆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・支店にご持参ください。
◆賞 品
当ＪＡ管内産のもち米を使った㈱マスヤ「醤油せんべい」を、クイズ正解者の中から10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。

月号にて実施しました「あんさんぶる」の誌面
に関するアンケートに、３３３通ものご回答をいた
だきました。
今回はその結果の一部を紹介させていただきます。

●好きなコーナーは？（複数回答可）
１位 旬を味わう
･･･････････････････２２４票
２位 おもしろ川柳 ･････････････････１９１票
３位 ＪＡの保健室 ･････････････････１８６票
４位 家庭菜園
１６４票
･･････････････････････
５位 農の風
････････････････････････１５６票

設の事務の仕事をしています。職場では利用者の家族や取引先の方と
話すことが多いので、言葉遣いなど、相手に失礼のないように心掛け
ています。

利用者の方と一日中関わることは少ないですが、空いている時間な

11

どは、皆さん孫のように接してくださるので、元気をもらえると同時
にとても気持ちが和みます。この仕事をしていて良かったなと思う瞬
間でもありますね。

休日は友人とランチによく行きます。また、夏は川で遊んだり、バ

ーベキューをしたりします。花火大会や年末年始は県外へ出ている友
人たちが地元へ戻って来るので、いつも楽しみにしています。

利用者の方と良い関係を築いていくことはもちろんですが、今後は、

いろいろな資格の取得を目指し、勉強していきたいです。

元 気はつらつ

大賞

我が家では
家内監督
俺選手

伊勢市

迷う時
鶴の一声
妻の声

伊勢市

募集中

13

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

2019.新年号

「おもしろ川柳」係まで（お一人さま３句まで）
。
◆ 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。

シニアだより

健康のために目標をもつことが大切
私と妻は仲の良いグループ内で知り合い、結婚して

今年で49年目を迎えます。

－伊勢市－

宮端

章 さん（75）
美知代 さん（70）

日頃から、お互い干渉せずにマイペースに過ごすこ

とで、夫婦仲良く生活してきました。

私は粟野地区でボランティア団体「きずな会」の代

表をしており、注連縄を作ったり、地区内で草刈り活

ペンネーム
ＰＮ 好好爺

ペンネーム

ＰＮ Ｈ・Ｏ爺

茂

山之内春美

竹内

ガタが来た
直せぬガタだ
頭にきたぞ

南伊勢町

孫元気
負けないものは
豆の数

南伊勢町

気にしてる
妻の機嫌と
血糖値

ペンネーム

紀北町 ＰＮ 爺帝王家族

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。

き ら ら

希星さん（19）

介護に携わる仕事に就きたいと思い、高校を卒業してから、介護施

お便りのコーナー

％

％

％

％

％

●ご意見ご感想など（一部抜粋）
◆ハガキが切り離せるように切込みが入ってい
るといいなと思います。
◆カラフルで読みやすく、楽しんで読ませてい
ただいています。新たな情報を期待します。
◆２０１７年の表紙に記載された約 年前の伊
勢市駅前の写真は非常に懐かしく、保存して
います。

●「あんさんぶる」に対する満足度は？

満足………

やや満足…

やや不満…

不満………

未記入……

今回のアンケート結果を参考にしながら、より一
層皆さまにご満足していただける誌面づくりに励ん
で参ります。今後もご愛読よろしくお願い致します。

2.7 0.4 1.2 35.7 60.0

30

やましろや

山代屋

動などをしています。

毎日の晩酌や、月に３回程のカラオケ、また、家庭

菜園や稲作を定年退職後から続けているおかげで、
※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。

日々健康を維持できているのだと思います。どんなこ
とでも目標を持って生活することが健康維持にとって
一番大切だと思います。

来年結婚50年目を迎えるタイミングでもあるので、

温泉旅行へ行くことを目標に、お互い体調に気をつけ
て過ごしていきたいです。

2019.新年号
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予定表

（１月15日～２月14日）

１月
セルフＳＳガソリン・軽油感謝祭
19（土）
（～25日）

２月
２ （土） セルフＳＳ灯油感謝祭（～６日）
５ （火） 家庭訪問日（～８日）
９ （土） 住宅ローン相談会
11（月） 建国記念の日
※セルフＳＳ：伊勢北部給油所、小俣給油所、伊勢給油所、
御薗給油所、玉城給油所、度会給油所、
大内山給油所、南島給油所

インフォメーション
理事会だより

葬祭ホールに関するお問い合わせ

第32回

葬祭ホールに関するお問い合わせはこちらへお願
いします。

開催日：平成30年11月27日（火）

【協議事項】
①平成30年度10月末月次決算結果（案）
②系統ＢＩＳシステムによる自己資本比率算出結果（案）
③第11次中期経営計画樹立に向けての経営方針の制定（案）
④規程等の一部変更（案）
１．投資信託累積投資規程の一部変更
２．信用事業方法書の一部変更
⑤固定資産の取得（案）
１．度会水稲育苗施設播種設備更新工事
２．本店及び度会グリーンコープ改築工事
⑥ディスクロージャー誌の半期開示（案）
⑦その他

「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

（ＪＡ三重キャッシュサービスセンター）

☎059-231-2523

※営業時間内は、最寄りの支店にご連絡ください

◆自宅葬の葬儀受付・相談窓口
伊勢・玉城・度会地区
生活サービス課葬祭グループ
0120-009-836（24時間対応）

【報告事項】
①ＡＬＭ委員会及び月間有価証券報告
②金融円滑化に対する貸付条件による変更等の報告
③平成30年度上半期監事監査報告
④第５回臨時総代会事前説明会の開催結果報告
⑤３ＪＡ臨時総代会の結果報告

平日17:00以降及び土日は生活サービス課
葬祭グループへ

紀勢・大内山地区

紀勢グリーンコープ
0120-385-102（8:30～17:00）

平日17:00以降及び土日は生活サービス課
葬祭グループへ

南勢地区

南勢グリーンコープ
0120-489-807（24時間対応）

南島地区

【平日】経済３課生活グループ
0120-721-319（8:30～17:00）
【休日・夜間】虹のホール南島
0120-723-012

尾鷲・紀北地区

紀北経済センター
0120-520-599（24時間対応）
15

2019.新年号

玉城町・伊勢市を中心に栽培を行っている「えび
すかぼちゃ」。ＪＡ伊勢振興野菜部会では定期的に
研修会も行っており、支援体制もバッチリ。畑で何
か栽培してみたいなと考えている方は、以下の日程

虹のホール伊勢（伊勢市小俣町湯田852-1）

で栽培説明会を実施しておりますのでお気軽にご参

0120-05-2243

営業日／無休

加ください。

受付時間／24時間

※法要のご利用も承ります。まずはお気軽にご相談くだ
さい。

①と

虹のホール御薗（伊勢市御薗町長屋462）

②と

0120-77-1694

営業日／無休

受付時間／24時間

③と

⑨その他
以上の議案において可決承認されました。

ＪＡ自己改革に関する全国一斉組合員調査
ご協力のお願い
全国のＪＡグループではこの度、現在取り組んでいる自己改
革に対する評価をお伺いして、より一層、組合員の皆さまのご
期待に応えられるよう組合員アンケートを実施します。
アンケートにご回答いただく方（正組合員1,000名、准組合
員1,000名。無作為抽出にて選定）には、２月の家庭訪問で、

0120-723-012

※事前のお申し込みは不要です。当日会場へお越しく
ださい。自作地をお持ちの方に限ります。

受付時間／24時間

セレモ輪内（尾鷲市賀田町542-4）
0120-756-884

営業日／無休

■お問い合わせは
経済１課果実・野菜グループ
担当：田畑
☎0596-58-9292まで

受付時間／24時間

ＪＡ伊勢住宅ローン相談会
変動金利

0.65％ 10年固定金利 0.80％

平成31年１月１日現在

あなたのお悩み解決します！
相談日以外も担当者が対応致しますので、気軽にご連絡ください！

■開催日時
■場

①平成31年１月12日（土）午前10時～午後４時
②平成31年２月 ９ 日（土）午前10時～午後４時

所 ＪＡ伊勢 伊勢中央支店１階相談室（伊勢市御薗町長屋462）

※時間帯によっては、混み合う場合がございますので、あらかじめ電話予約される
ことをお勧めします。
※借り換えのご相談は、現在お借入の返済計画表をご持参ください。

■相談会の事前予約・お問い合わせは
金融共済部金融推進課 住宅ローン担当 ☎0596-62-1123まで

相談業務一覧（１月１５日～２月２８日）
内

容

日

時

１月20日（日）10：00～16：20

当ＪＡ職員が、ご自宅へ訪問させていただきます。
つきましては、調査の趣旨をご理解いただき、ご協力賜りま

き：平成31年１月24日（木）午後１時30分～

ところ：小俣支店２階第１研修室

⑦平成30年産米集荷実績
⑧平成30年度冬季賞与の支給

き：平成31年１月23日（水）午後６時30分～

ところ：玉城支店３階大会議室

虹のホール南島（度会郡南伊勢町東宮86-1）
営業日／無休

き：平成31年１月23日（水）午後１時30分～

ところ：玉城支店２階中会議室

⑥第43回ＪＡ三重大会

大宮地区

経済２課生活グループ
0120-052-272（8:30～17:00）

えびすかぼちゃ新規生産者募集！

年金相談会

すようお願い申し上げます。

１月27日（日）10：00～16：20

相談会場

お問い合わせ先

度会支店
南島支店
紀勢支店

0596-62-1123（本店金融推進課）

尾鷲支店

住宅ローン相談会

２月 ９ 日（土）10：00～16：00

伊勢中央支店

0596-62-1123（本店金融推進課）

くらしの無料法律相談会

２月21日（木）10：00～12：00

本店

0596-62-1125（本店企画広報課）

新規就農・営農相談

随時

玉城支店２Ｆ

0596-58-3535（営農指導課）

青色申告相談

随時

各グリーンコープ

0596-62-2281（本店営農販売課）

※くらしの無料法律相談会は予約が必要となります。
2019.新年号
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第6回「食と農」体験教室

みんなでお弁当づくり
12月１日、当ＪＡ小俣支店で今年度６回目となる「『食と農』体験教室」を開催し、当ＪＡ管内の小学

生とその保護者合わせて26人が参加しました。次世代を担う子ども達に、この体験教室を通じて農業の
楽しさや、地元農産物の魅力を感じてもらうのが目的です。

今回は、４月からの体験教室で育てたサツマイモなど、当ＪＡ管内の農畜産物を使用し、お弁当を作り

ました。親子でハンバーグや卵焼きなどのおかずを作った後、子ども達だけで弁当箱に詰め、日頃の感謝
を込めたメッセージカードを添えて保護者にプレゼントしました。
また、今年度の「『食と農』体験教室」については、
「食べる」

ことをテーマにした地域密着の情報誌「ママごはん」で連載さ
れました。

2019

ママごはん
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定です。

験教室」を開催する予

来年度も「『食と農』体

■お問い合わせ
0596-62-1125 まで
くらしの活動推進課 ☎

編集後記

あけましておめでとうございます。４ページ目の新年のご挨拶の背景に、南伊勢町の内瀬地区から撮影した
日の出の写真を使わせていただきました。また、日の出とは対照的ですが、先日、満月の日を狙って伊勢市二
見町にある夫婦岩の間からのぞく月の撮影に行ってきました。年に数回しか見られない夫婦岩の月の出に、不
思議なパワーをもらいました。ちなみに岩の間から日の出を見ることができるのは夏至。皆さんも一度訪れて
みてください。（Ｈ）

