つなぐ手に 広がる未来 地域の輪

農の風

ＪＡ伊勢七保和牛部会

西村 節生 さん 西田 裕哉 さん

旬を味わう

サツマイモ

今月の表紙

ＪＡ伊勢七保和牛部会

西村 節生 さん㊧、西田 裕哉 さん㊨

2018
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いきいきグッドライフ
元気はつらつ シニアだより
わくわくプレゼント
お便りのコーナー
おもしろ川柳

12

インフォメーション

14

ＴＰＰ11が12月30日発効！ 国内農業への影響は！
？
相談業務一覧
編集後記

16

や

大紀町で８０頭前後の松阪牛を
肥育している西村さん。
西田さんは西村さんお孫さんで
現在、畜産について
勉強中です。

牛とともに生きる環 境を
これからも残していきたい

ろ

http://www.jaise.jp/

バックナンバーをホームページで公開中！

その他の情報も…

クリック！

検索
ＪＡ伊勢

畜産業を営む西村さん。現在、離れた
頭前後の牛を管

場所に他の畜産農家と共同で畜産団地
をつくり、その中で
理しています。

てくれました。

を目指したいです」と強く思いを語っ

生きる環境が存続していくような経営

いきたいですね。そして、牛とともに

じるこの仕事の魅力を外部へ発信して

と巡り合うために、まずは私自身が感

要不可欠になってきます。貴重な人材

営を継続・発展させるには、人手が必

いろと考えることがあります。今の経

部の方々から多くのことを学び、いろ

一方、西田さんは「祖父や叔父、外

す」と期待を話します。

で、肥育の質を上げていってほしいで

あると思うので、これから技術を学ん

へ売り込むことができるブランド力が

と思っていました。日本の和牛は世界

継いでくれるのであればありがたいな

直接話したことはありませんが、もし

さんは「家の畜産業を継いでほしいと

そと孫である西田さんに対し、西村

しい」と話します。

する技術を裕哉にしっかりと学んでほ

ヒカリを倒伏させずに良食味米を栽培

が、その適量の見極めが大切で、コシ

と稲作の相性はバッチリだと思います

り美味しいお米が収穫できます。畜産

が、適量の堆肥は有効な水稲肥料とな

数が多くなると糞の処理に困ります

なく肥育することができます。牛の頭

調管理をしてくれているので、抜け目

医をしており、牛に餌をやりながら体

息子と孫の３人で行います。息子は獣

肥育管理について西村さんは「私と

これまでの経緯を話します。

愛着があったことかもしれません」と

仕事の手伝いをした体験があり、牛に

した。決め手は小中学生の頃、祖父の

本格的に畜産の道に進むことに決めま

を捨てきれず、様々な葛藤がある中、

し、農業を自分の仕事にしたい気持ち

企業へ就職する道を選びました。しか

業に興味がありましたが、当時は一般

西田さんは「就職活動時から漠然と農

り、今年４月に就農された西田さん。

そんな西村さんのお孫さんにあた

80

あんさ ぶる
ん
ひろば

西村 節生 さん ㊨
西田 裕哉 さん ㊧
ひ

松阪牛の産地として有名な大紀町で

そのかぜ、肺炎ではありませんか？
JAの
保健室

いせちゃんトピックス
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松阪牛」
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園
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第５回臨時総代会を開催
特集
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新 生「 J A 伊 勢 」は …

●農畜産物の取扱高（販売高）が71億9,600万円
（県下ＪＡ第１位）に！
●組合員数が48,997人（県下ＪＡ第２位）に！
●貯金総額が4,348億6,900万円（県下第２位）に！

第５回臨時総代会を開催

～３ＪＡの合併が決定～

※平成29年度実績による推計

ＪＡ三重南紀
ＪＡ伊勢では「マルゴみかん」が有名ですが、
ＪＡ三重南紀の特産物といえば「南紀みかん」。
三重南紀管内は１年中柑橘類が収穫できる地域
として有名です。
多くは県内を含む中京市場へ出荷しています
が、タイへの輸出にも取り組んでいます。

ＪＡ鳥 羽 志 摩・
ＪＡ 三 重 南 紀の 紹 介

また、日本一の棚田景観とも言われる「丸山
千枚田」があります。その景観は素晴らしく、
小さな田が幾重にも重なり合っており、その数
なんと約1,340枚。年間を通し稲作体験など数
多くのイベントも開催されています。

とも、組合員や地域の皆さまに支え

られながら、それぞれの地域でＪＡ

の役割を果たしてきたことで、堅実

2018.12

提出議案

第１号議案 合併及び合併予備契約の承認について

な経営をしてきました。しかしなが

ら、農畜産物価格の低迷、農業者の

高齢化や後継者不足、さらに少子高

齢化・人口減少の進行など、地域の

姿が大きく変化してきています。ま

た、金融サービスのＩＴ化や低金利

第２号議案 合併事業計画の承認について

第３号議案 定款、定款附属書役員選任規程及び定款附属書総
代選挙規程の一部変更について

第４号議案 農業経営の実施について

第５号議案 信用事業規程の一部変更について

第６号議案 宅地等供給事業実施規程の一部変更について

少等による組織基盤の脆弱化、事業

政策の長期化に加え、正組合員の減

量の減少、他業態との競争激化等、

第７号議案 農業経営（水稲作）受託規程の一部変更について

号議案 特定農地貸付規程の設定について

ＪＡの経営環境は一層厳しさを増し

第８号議案 農地利用集積円滑化事業規程の一部変更について

号議案 目的積立金積立基準の一部変更について

第９号議案 農業経営規程の設定について

第

第

は、合併を行い、安定した財務基盤

2018.12

と経営収支を有するＪＡの構築に取

5

り組んでいくことが必要と確信して

います。

おります。

金賞を受賞。再ブランド化へ力を入れて

代表理事組合長

10月には「国産紅茶グランプリ2018」で

合併後も、組織基盤・経営基盤の

方紅茶」の復活にも力を入れており、今年

宏

さらに、幻の紅茶と称されていた「鵜

加 藤

産品となっています。

強化をすすめながら、食と農を基軸

大玉で食味バランスもよく、志摩市の特

とした地域に根差した組織であるこ

紀宝町

摩で栽培されている「レッドパール」は、

とを忘れることなく、引き続き、地

御浜町

英虞湾

組合員の皆さまには、平素よりＪ

のイチゴ栽培が盛んですが、ＪＡ鳥羽志

域の皆さまとともに歩みを進めるＪ

また、ＪＡ伊勢でも「章姫」
「かおり野」

熊野市

Ａの事業運営に際しまして、格別の

作られます。

Ａ伊勢を目指して、役職員一同、皆

上げ、スライスしたものを天日に干して

ご理解・ご協力を賜り厚く御礼申し

三重南紀管内

さまとともに一所懸命に取り組んで

ＪＡ鳥羽志摩の特産品といえば「きん
こ」。原料となる甘藷（ハヤト芋）を煮

上げます。

尾鷲市

ＪＡ 鳥羽志摩

参りますので、一層のご理解・ご参

きんこ

この度、臨時総代会においてＪＡ

みかん

超極早生

加・ご協力を賜りますようお願い申

伊勢管内

鳥羽志摩・ＪＡ三重南紀との合併が

紀北町

し上げます。

鳥羽志摩管内

承認されました。これまで、３ＪＡ

南伊勢町

▲議長の佐波治人氏 ▲提出議案を説明する加藤組合長

ていくと予測しています。こうした

志摩市

大紀町

12 11 10
号議案 合併に伴う役員の追加選任について

度会町

第

厳しい情勢の中で、ＪＡが将来にわ

鳥羽市

報 告 事 項 役員の留任について

伊勢市

たり組合員や地域に貢献していくに

玉城町

平成30年11月21日、ＪＡ伊勢本店（度会町）でＪＡ鳥羽志摩、ＪＡ三重南紀との合併の決議を主とした「第５回臨
時総代会」を開催しました。開催に至るまでには、どのような内容で合併するかを示した「合併予備契約」に関係市町
の長の立会いのもと、３ＪＡで契約の調印を済ませ、また、10月には臨時総代会の事前説明会を延べ５日間にわたり
各地区10会場で開催し、405名の総代の皆さまにご出席いただき意見交換を行ってきました。
臨時総代会当日は、城田地区総代・佐波治人氏を議長に選任し、全提出議案が賛成多数で可決承認されました。
鳥羽志摩・三重南紀においても、それぞれの地域で臨時総代会を開催し、合併の承認がなされたことから、平成31年
４月１日から新たなＪＡとしてスタートすることになります。
附帯決議案

田

丸山千枚

特集

4

よしひこ

中村美彦さんの「ゆきみ３」号栄冠
第１４回大紀町七保肉牛共進会

今回は毛布を使っての避難介助を導入
みのりデイサービス避難訓練

いせち

当ＪＡみのりデイサービスは10月22日、当日利用
者28人とともに、大規模地震による津波を想定した

ス
ク
ッ
ピ
ゃんト

…農業振興を目的とした
自己改革に係る取り組み

…少し先の情報をお伝えします

避難訓練を行いました。
訓練では、職員は利用者が安全に避難できるよう体
を支えながら、施設内２階へと誘導しました。
今回は新たに、自力では階段昇降が困難な利用者に
対して、毛布を使って避難介助を行いました。

蓮台寺柿品評会・玉城次郎柿品評会
ともに入賞者が決定
柿の品質向上と生産者の技術向上、産地の発展を目的に10月19日に蓮台寺柿の品評会「平成30年度伊勢市蓮
台寺柿品評会」が、10月26日には「第31回玉城次郎柿品評会」が行われ、以下のとおり入賞者が決定しました。

▲優等賞一席を受賞した「ゆきみ３」号と中村美彦さん㊧

「平成30年度伊勢市蓮台寺柿品評会」入賞者

11月20日に当ＪＡ経済２課肉牛集出荷場で生産意

「第31回玉城次郎柿品評会」受賞者一覧

三重県知事賞

斉田喜久男

三重県知事賞

高山

納子

欲と品質の向上を目的に「第14回大紀町七保肉牛共

伊勢市長賞

山本

敬子

三重県農業研究所長賞

辻村

好正

進会」が開催されました。

伊勢市議会議長賞

中澤

勝

伊勢農林水産事務所長賞

奥川

直人

伊勢農林水産事務所長賞

村田いつ枝

中央農業改良普及センター長賞

南

修三

中央農業改良普及センター所長賞

中澤

玉城町長賞

中村

幸司

全国農業協同組合連合会三重県本部長賞

澤田三江子

全国農業協同組合連合会三重県本部長賞

岡村東城生

三重県園芸振興協会会長賞

相可冨久男

四日市合同青果株式会社社長賞

奥出美恵子

伊勢山田青果株式会社社長賞

松岡

利和

伊勢農業協同組合長賞

高薮

和久

三重ＶＦ株式会社社長賞

大西

信孝

伊勢農業協同組合

玉城支店長賞

中村

元彦

伊勢農業協同組合長賞

石井

正己

伊勢農業協同組合

経済１課長賞

辻井

清和

当日は、雌牛52頭が出品され、以下の農家出品の
牛が優等賞を受賞しました。
●優等賞一席
●優等賞二席
●優等賞三席
●優等賞四席
●優等賞五席

中村
岡田
岡田
西村
中村

美彦さん「ゆきみ３」号
一彦さん「もも」号
一彦さん「ふくこ１の５」号
節生さん「ふくこ」号
眞也さん「てるひめ127」号

おもしろ農産物
柿風亀さん
（伊勢市／山本時子さん）

▲毛布を使って、利用者の避難介助をする職員ら

クリスマスといえば、イチゴのケーキ！
シーズンを前に、イチゴの出荷が
本番を迎えます！
ＪＡ伊勢いちご部会の出荷するイチゴが12月中旬
にピークを迎えます。

今にも
？な柿
歩きだしそう

パック」での出荷を行っています。県内量販店や消費
者から、見栄えが良く、手土産などにもできて嬉しい
との声を多くいただいており、今年も継続して「平パ

（玉城町／Ｎ・Ｔさん）

ック」での出荷に取り組んでいきます。
当ＪＡでは今年度、県内市場へ「章姫」
「かおり野」

ような、
ふなっしーの
うな…？
赤ちゃんのよ

「紅ほっぺ」をはじめとした４品種合わせて約130万

（伊勢市／山木正昭さん）

ラゲ？
まるでク
柿
のような

当ＪＡでは昨年度からイチゴを１段詰めにする「平

パックの出荷を見込んでいます。

秋空のもと元気にプレー
年金友の会シニアゴルフ大会
ＪＡ伊勢年金友の会は10月31日、伊勢市富士ＯＧＭ

▲当日は、中央農業改良普及
センターの担当者が色や
形、糖度などの７項目で審
査を行いました

試験栽培作物エゴマ収穫
新たな加工品開発と販売先の
開拓へ向け検討

エクセレントクラブ伊勢二見コースで、第18回シニア
ゴルフ大会を開催
しました。
当日は、153人
の会員の皆さまに
ご参加いただき、
参加者らは白熱し
たプレーを繰り広
げました。皆さん
の躍動感溢れるプ
レーで大会は大盛
り上がりでした。

プリティ
ーな
柿のおし
り

利吉

▲コンバインを使ってエゴマを刈り取る様子

当ＪＡ営農指導課は、エゴマの試験栽培を３年前か
ら行っています。これは当ＪＡが掲げる自己改革計画
における「地域農業振興基本方針」の取り組みのひと
つとして「玉城町特定作物実証事業」の委託を受け、
土地利用型農家に向けて新規作物の提案のために実施

（玉城町／山口栄子さん）

おもしろ農産物を発見したら、企画広報課 ☎ 0596-62-1125 へ

7

2018.12

◀１段詰め「平
パック」によ
る出荷の様子

▶大会は１チーム最大
４人ですすめられま
した

しています。
収穫されたエゴマは12月に搾油し、販売方法につい
ては、現在各町と検討中です。
2018.12

6

活 動 だ よ り
観葉植物で寄せ植え
ＪＡ伊勢コスモス部会

す!
皆さん、真剣で

ＪＡ伊勢コスモス部会は10月25日、手芸講習会を開き、部会員７人

が参加しました。コスモス部会は、バラやガーベラ、カーネーション、
トルコギキョウなど花の生産者
によって構成されています。

当日は、部会員の大仲彰子さ

んが講師となり、観葉植物で寄
せ植えを行いました。

完成後、
リ
皆さんでパシャ

感覚で、
イキング
当日はハ
した！
を拾いま
楽しくごみ

第４回健康を守る会
京都 太秦映画村を見学
10月28日、平成30年度第４回目となる健康を守

る会を開催し、
31人の会員の皆さまが参加しました。
今回訪れたのは京都府の太秦映画村。俳優ツアー

では撮影場所やセットを見学しながら、裏方の様子

受けました。映画

楽しく街をキレイに
ごみゼロハイキング

ーモアを交えなが

伊勢女性部本部役員と事務局合わせて18人が、大紀

者らは終始笑顔を

この活動は、地域の活性化や女性部員同士の交流

や小道具・撮影の

俳優さんと一緒に記念撮影

裏話などの説明を
村の俳優によるユ

11月12日、「ごみゼロハイキング」と称してＪＡ

らの説明に、参加

町にある「山海の郷」付近の清掃活動を行いました。

みせていました。

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

2018.12

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

10

を目的に年に１度行っています。

2018.12

8

畑の雑草はよく観察してみると、くぼみや低

ります。土寄せした畑ならば、土寄せが不十分

春から夏にかけての雑草は次から次と生えて

急勾配の土寄せだと雑草が生えにくい
くばかりで、草丈が５cmを超えると急に強く

いところを中心に多く発生していることがわか
でも、小さいうちなら除草は簡単。ほとんど

な株間の部分や株元の低いところに多く見られ

重に判断して行いましょう。

なります。

く、株元を頂点に三角形の急勾配に土寄せした

の雑草の場合、晴れて乾燥しているときにわず

斜面では極めて少なくなります。

るだけで枯死させることができます。やり方は、

肺炎は日本人の死因第４位です。症

かけます。作物の根元あたりはさすがにロータ

きるように、ウネ間の谷の底辺は広くとるとよ

■肺炎予防はどうすればいいの？

ょう。

秋の雑草は出鼻をくじく

秋野菜を９月中旬ころに植えると、雑草は
10月上旬には生えてきます。これを放置する
と10月下旬ごろには大変なことになります。

そこで、雑草が生え揃った10月上旬ごろに

管理機で中耕土寄せを１回行うのです。タイミ

高齢者に多いですが、持病があったり

化して亡くなることがあります。特に

ずに放置しているケースが多く、重症

は、うがい・手洗い・マスクを使用す

を受診しましょう。肺炎予防のために

ため、異変を感じたら早めに医療機関

肺炎にかかりやすい状態になっている

かってしまった場合、しばらくの間は、

肺に入り、炎症を起こす病気です。か

スに感染したあと、細菌やウイルスが

込み炎症を起こす事を誤嚥性肺炎とい

って、口の中にいる病原菌が肺に入り

ことを誤嚥といいます。その誤嚥によ

ものが誤って気管に入り込んでしまう

下といい、本来口から食道に送られる

■高齢者に多い誤嚥性肺炎

医療機関の受診をお勧めします。

■かぜと肺炎の見分け方は？

唾液や食べ物などを飲みこむ事を嚥

だけでなく、咳反射が弱くなり、体力

げ

喉の痛みなどを伴います。痰が出ても

毎年受けることが勧められています。

度未満の

多くは無色透明です。通常かぜで息苦

や免疫機能が低下していることが多い

咳が３日以上続き、軽減しません。黄

ワクチン定期接種があり、重症化する

しておくことが重要です。乳幼児にも

予防のために肺炎球菌ワクチンを接種

口腔ケア

ことはなくなります。このタイミングが早すぎ

管理機（ 6 馬力）

■耕うんのほか、簡単なウネが立てられます。

レンタル価格 １日 4,320円 ４時間 3,240円
※他にもレンタル可能な農機具があります。

ます。特に、 歳以上の後期高齢者は、

ために誤嚥性肺炎になりやすいと言え

ングよく除草できれば、それ以降は雑草で困る
肺炎をきっかけに体力が低下し、介護
が必要になったり、亡くなることがあ
るため、日常生活の中で対策を行いま
しょう。
■毎年同じ季節の長引く咳はアレルギ
ー性の過敏性肺炎かも
アレルギー物質はさまざまあります
が、鳥の糞や冬の羽毛製品、夏に繁殖
する水回りの白カビなどがあります。
空気とともに繰り返し吸い込むこと
で、過敏にアレルギー反応を起こし、
肺に炎症が起こります。過敏性肺炎を
繰り返したり、慢性化すると、急激に
悪化した際に呼吸困難で死亡したり、
肺がんが発症するという報告もありま
す。「毎年同じ季節に咳が長引く」「旅
行や出張などで家や職場を数日間離れ
ると症状が改善する」ようなら過敏性
肺炎の可能性があります。早めに呼吸
器内科などの専門医を受診しましょう。

⃝歯磨き、舌みがき
口の中の清潔が保てていないと病原
菌が繁殖しやすくなる。
食後と寝る前が理想的。
⃝うがいが大切
帰宅時と寝る前に行う。１回目はク
チュクチュ、２回目は上を向いてガ
ラガラ。

しさや胸の痛みは起こりません。

色や緑色の膿のような痰も出ます。そ

確率を大きく下げることが報告されて

球菌です。高齢者や持病がある人は、

して息苦しさや胸の痛みなどの症状が

います。

度以上の発熱や強い

起こります。ただし高齢者は体力など

肺炎の場合、

の低下から、以上のような症状が出な

■ 子どもや若者に多いマイコプラズマ肺炎
歳代までの

い 事 が あ り ま す。「 ハ ア ハ ア と 呼 吸 が

マイコプラズマ肺炎は

健康な若い人に多く見られます。季節

浅くて速い」
「なんとなく元気がない」
「食欲がない」といった症状も肺炎の

性はなく、１年を通して見られます。

⃝一口大に切る
飲み込みやすい大きさにすることが
大切。
⃝とろみをつける
片栗粉や市販のとろみ剤などで料理
にとろみをつけると飲み込みやすく
なる。

肺炎を起こす代表的な病原菌は肺炎

かぜの場合、熱が出ても

ご えん

ステロイドなど免疫を弱める薬を使用

るなど、かぜやインフルエンザの予防

います。高齢者は加齢や病気が原因で

している人も注意が必要です。

ことが多く、３～４日で軽くなってい

飲み込む力が弱くなり、誤嚥しやすい

えん

強い咳が２～３週間以上続く場合は、

能が低下するという報告もあります。

症化すると呼吸困難に陥ったり、肺機

しても軽度で済む事が多いですが、重

が出る事はほとんどありません。感染

下がって３～４週間ほど続きます。痰

咳が数日遅れて始まる事が多く、熱が

頭痛、全身のだるさなどから始まり、

とに、気管支炎を発症します。発熱、

感染すると２～３週間の潜伏期間のあ

リーをかけられないので、土寄せして雑草を被

はワクチンの接種が有効であるため、

肺炎はかぜやインフルエンザウイル

ころでは耕うん機やトラクターのロータリーを

きます。かぜの多くは鼻水、くしゃみ、 が第一です。インフルエンザに対して

状がかぜとよく似ているため、気付か

るときには株元までしっかり急勾配に土寄せで

落ちたりするためです。したがって、土寄せす

ウネ間の狭いところでは管理機のロータリーを

そのかぜ、肺炎では
ありませんか？

きます。とくに梅雨時あたりの生長の速さは驚

10
2018.12
2018.12
11

いでしょう。
覆し、光を遮断することで退治するとよいでし
調理の工夫

お問い合わせはお近くの農機センター、
またはグリーンコープまで
奥野 真也
農機課整備センター

それは雑草の種が雨で急斜面を流されたり、
かけるか、三角鍬で表面をかいてやり、広いと

誤嚥性肺炎を防ぐ対策

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

ます。また、土寄せの勾配がゆるやかな畑に多
か土の表面から３cm程度土を動かしているや
40

園
家庭菜
メ
ス
ス
の

ると、もう１回除草が必要となりますので、慎

春から夏の雑草は小さいうちなら
除草が簡単

■豊富なアタッチメントを装着することが
できます。
誤嚥しやすい姿勢に注意

38

ＪＡ伊勢で
は、農機
具の
レンタルを
行っていま
す
。
ウネ立てに
は、こちら
の
管理機が
便利ですよ
！
背筋をまっすぐに伸ばし、軽く顎をひ
いて少しずつゆっくり食べる。
×猫背は飲み込みにくくなる
×椅子にもたれて胸を反ると誤嚥しや
すくなる。

家庭菜
園

JAの
保健室
可能性があるため、注意が必要です。

寝るときの姿勢

雑 草 は 弱 い 時 に た たく
38

75

食後、最低１時間はあけて寝る。
逆流を防ぐために枕を少し高めにし、
背中にクッションを置いて緩やかな傾
斜を作る。

すくすく
育て

わくわく
プレゼント

問題

あんさ ぶる
ん
ひろば

○の中に文字を入れてください

１１月２１日
（水）
にＪＡ伊勢で行われた臨時総代会は、第何回目の
臨時総代会でしょうか。

第○回臨時総代会

グッドライフ
子どもに寄り添った
保 健 室 の 先 生になりたい

◆応募方法

－大紀町－

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

締切日

平成３０年１2月27日
（木）

得するために大学に進み、現在、保健室の先生になるための勉強を

当選者の発表は発送をもってかえさせていただきます。

70

中学校時代の先生に憧れていたのもありますが、高校時代にサッ

カー部のマネージャーをしていたことも影響しています。マネージ
ャーの仕事は思った以上に大変でしたが、忍耐力がつき、考えて行

お便りのコーナー

30

毎年のキャンペーングッズを、孫がい
つも楽しみにしています。今後も続け
（ 代 男性）
てください。

70

しています。

こども共済に加入しています。先日、
職員が年に一度の確認に来てください
ました。とても丁寧に説明していただ
いたので、安心することができました。
（ 代 女性）

20

毎年、今年が最後になるかもと思いな
がら楽しみにしている歌謡ショーへ、
今年も行ってきました。生バンド、市
川さんのファンになりました。とても
すばらしいショーでした。
（ 代 女性）

セルフＳＳ感謝祭はいつも人気で混み
合いますが、職員の誘導も手際よく、
スムーズに給油できました。
（ 代 女性）

70

動できるようになりました。大変だった分、成長できたと思ってい
ます。そして、選手の健康管理やサポートをすることにやりがいを
感じ、養護教諭の道に進もうと決意するきっかけにもなりました。
これから養護に活かせる研究に取り組むので忙しくなりますが、

来年の採用試験に向けて一生懸命勉強し、子どもに寄り添った保健
室の先生になれるよう頑張ります！

大賞

元 気はつらつ

孫の顔
探して終わる
運動会

伊勢市

2018.12

２人で一緒に生活できていることが１番の幸せです
私たちは、実家が隣同士で小さい頃から仲が良かったこと

もあり、昭和33年に結婚して今年で60年を迎えます。

－度会町－

森田

弘 さん（80）
武子 さん（80）

退職してからは、しいたけをはじめ、ピーマンやサトイモ、

ショウガ、ゴボウなどを栽培しており、地元のスーパーへ出
品したりしています。

向いています。おかげで、年金友の会の大会で入賞したこと

ペンネーム
ＰＮ 晴耕

浅井 恭子

断捨離を
邪魔する敵は
もったいない

伊勢市

不公平
妻の退職
いつですか

ペンネーム

樋口 武久

奥村 隆史

伊勢市 ＰＮ ヘルパー妻

こりゃヤブ蚊
爺や婆には
輸血しろ

伊勢市

三日月の
妻は今では
満月に…

南伊勢町

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

シニアだより

グラウンドゴルフをすることが好きで、週に４回練習に出

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。

募集中

志乃 さん（21）

県内の短期大学で養護教諭２種免許を取得した後、１種免許も取

真っ赤な果実と甘酸っぱい香りの「イチゴ」を、クイズ正解者の中から10名様にプレゼント。

ＪＡ伊勢の年金友の会に加入してよか
った。ゴルフ・グラウンドゴルフ・ボ
ウリング・演芸大会と、楽しいことば
っかりで満足。シルバー定期の利率が
高い！ ＪＡ共済の説明も分かりやす
（ 代 男性）
いです。

親子で食や農にかかわることのできる
体験があり、嬉しいです。これからも
いろいろな取り組みをお願いします。
（ 代 男性）

40

品

木田川

「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。

もあります。また、カラオケも楽しみのひとつですね。

グラウンドゴルフの練習やカラオケへ行くときは、必ず妻

※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。

と一緒に出かけます。買い物や散歩へ行くときも必ず一緒に
出かけますね。

そのおかげか、今まで喧嘩をしたことはありません。趣味

も同じで、２人で一緒に出かけたりすることが、私たちにと
って夫婦円満の秘訣であり、１番の幸せです。

これからも今の生活が続いていくことを楽しみに、お互い

健康第一で長生きできるように毎日を過ごしていきたいです。
2018.12

12

予定表

（12月15日～１月14日）

12月
セルフＳＳガソリン・軽油感謝祭
15（土）
（～21日）
21（金） くらしの無料法律相談会
23（日） 天皇誕生日
24（月） 振替休日

理事会だより

新春農機・自動車大展示会

第31回

各メーカーの新機種および
目玉商品を多数取り揃えてお
りますので、ぜひお誘い合わ
せのうえご来場ください。

開催日：平成30年10月30日（火）

【協議事項】

①平成30年度上半期決算結果（案）
②第５回臨時総代会運営要領（案）

③新ＪＡ理事全員協議会の設置（案）

１月

④臨時総代会前後の主要事項と対応（案）

１ （火） 元日
５ （土） セルフＳＳ灯油感謝祭（～９日）
７ （月） 家庭訪問（～10日）
11（金） 新春農機・自動車大展示会（～12日）
12（土） 住宅ローン相談会
14（月） 成人の日
※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

「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

大宮地区

経済２課生活グループ
0120-052-272（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

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）
2018.12

⑦外部出資先（三重県たばこ販売協同組合）の減資（案）
⑧第43回ＪＡ三重大会議案の決議（案）
⑨その他

【報告事項】

①ＡＬＭ委員会及び月間有価証券報告

②平成30年度第２四半期余裕金運用結果

③平成30年度第３四半期余裕金運用計画及び運用方針

④平成30年度ＪＡ共済コンプライアンス点検結果及び改善方
針の概要

⑤平成30年度事業計画に基づく上半期行動計画進捗状況
⑥平成29年度県下農協決算概況報告

⑦㈱ジェイエイサービス伊勢の上半期決算結果
⑧㈱あぐりん伊勢の上半期決算結果
⑨内部監査中間報告

平成30年12月１日現在

■開催日時
平成31年１月11日（金） 午前９時～午後４時
平成31年１月12日（土） 午前９時～午後３時
■場
所
ＪＡ伊勢 農機整備センター
（伊勢市植山町260-1 ☎0596-37-0403）

２０１９年

金利大幅に見直しました！
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
①平成30年12月 ８ 日（土）午前10時～午後４時

祝日のお知らせ

②平成31年 １ 月12日（土）午前10時～午後４時

11月13日に政府は新天皇が即位する19年５月１
日と「即位礼正殿の儀」が執り行われる19年10月
22日を当年に限り祝日とする特別法案を閣議決定し
ました。
このことから祝日法の規定により、祝日に挟まれた
４月30日と５月２日も休日になるため、19年は４月
27日～５月６日まで10連休となりますが、当ＪＡの
オリジナルカレンダー「ふれあいカレンダー」では、
製作時期の都合上、これらの祝日表記をしていませ
んので、ご注意いただくようお願いいたします。

■場

※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

年末年始のＡＴＭ営業時間について

⑫平成30年度第２四半期自主点検結果の報告

年末年始におけるＡＴＭの営業時間は以下のとおりです。

⑬反社会的勢力等との取引排除にかかる取組み状況（定期確認）
⑭平成30年度ＲＣ・ＣＥ施設別荷受実績
⑮平成30年産米集荷実績

⑯平成28年産水田活用米穀の最終精算
⑰ふれあいオンステージの結果
⑱平成30年度上半期賃貸契約
⑲９月末組合員・出資金報告
⑳その他

以上の提案事項について可決承認されました。

くらしの無料法律相談会
■開催日時

平成30年12月21日
（金）
午前10時～午後４時（相談時間：１回30分）

■場

ＪＡ伊勢本店（度会郡度会町大野木1858）

所

■弁 護 士

加藤・川副法律事務所

※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。

■お申し込みは
経営企画部企画広報課 ☎0596-62-1125まで

設 置 場 所

伊勢北部支店
伊勢支店
伊勢中央支店
伊勢中央支店浜郷
城田支店
小俣支店
度会支店
大宮支店野原
紀勢支店
南勢支店
南島支店
紀北支店
紀北支店海山
尾鷲支店
Ａコープ玉城
Ｙショップ南島
伊勢南部
グリーンコープ
コンビニＡＴＭ・
ローソンイーネット・
セブン銀行

12月30日（日） 12月31日（月）
9：00－19：00
8：30－19：00
9：00－19：00
9：00－19：00
9：00－19：00
9：00－17：00

9：00－19：00
9：00－17：00
9：00－19：00
8：30－17：00
9：00－19：00
9：00－17：00

9：00－19：00
8：30－19：00
9：00－19：00
9：00－19：00
8：30－17：00
9：00－19：00
9：00－17：00
8：30－17：00
8：30－17：00
9：00－19：00
9：00－17：00
9：00－19：00
8：30－17：00
8：30－17：00
9：00－17：00
9：00－17：00

ＪＡ伊勢 伊勢中央支店１階相談室
（伊勢市御薗町長屋462）

⑩子会社の内部監査報告

⑪平成30年度第２四半期苦情等対応報告・事務ミス報告

所

1月1日（火）

ご利用休止日

紀勢・大内山地区

紀勢グリーンコープ
0120-385-102（8:30～17:00）

⑥玉城支店外壁等の改修（案）

0.65％ 10年固定金利 0.80％

変動金利

1月2日（水）

1月3日（木）

全店舗ご利用休止日

生活サービス課葬祭グループ
0120-009-836（24時間対応）

⑤登録介護員就業規則の一部変更（案）

ＪＡ伊勢住宅ローン相談会

ご利用休止日

◆自宅葬の葬儀受付・相談窓口
伊勢・玉城・度会地区

15

インフォメーション

9：00－17：00
7：00－23：00

7：00－23：00

7：00－21：00

7：00－23：00

※利用できるサービス内容と時間帯、手数料については、ご利用の前に画面等でご確認ください。
※１月４日（金）以降は通常営業となります。

2018.12

14

ＴＰＰ11 が12月30日発効！国内農業への影響は！
？
10月25日にニュージーランド、30日にカナダ、31日にオーストラリアがTPP11に関する国内承認
の手続きを完了したことから、手続きを完了した国は日本をはじめ、メキシコ、シンガポール、ニュー
ジーランド、カナダ、オーストラリアの6カ国となりました。このことによりTPP11の発効要件が満た
され、本年12月30日にTPP11は発効することが決まり、いよいよ農畜産物の重要品目で関税削減や輸
入枠を受け入れた大幅な市場開放が迫ってきました。
ＴＰＰ１１を巡る経緯
2010年 ３ 月

おさらい
シンガポール、ニュージーランド、アメリカ、オーストラリアなど８カ国でTPP交渉開始

13年 ３ 月

安倍晋三首相、日本のTPP交渉参加方針を表明

７月

日本が交渉に加わり、TPP交渉参加国が12カ国に

15年 10月

アメリカ（アトランタ）での閣僚会合で大筋合意

16年 ２ 月

アメリカを含む12カ国がTPPに署名

17年 １ 月

トランプ大統領が就任直後にアメリカがTPP離脱を表明

11月

11カ国がベトナム（ダナン）で新協定「 TPP11」大筋合意

18年 ３ 月

TPP11に署名

10月

TPP11の年内発効が確定

12月30日

TPP11発効

2018

品目
米

ＴＰＰ11の主な合意内容

合意内容

現行

オーストラリアに
無税輸入枠

最終年

12
vol.369

6,000ｔ

8,400ｔ（13年目）

0ｔ

カナダ 4万ｔ、
オーストラリア 3.8万ｔ

カナダ 5.3万ｔ、
オーストラリア 5万ｔ（７年目）

38.5％

27.5％

9％（16年目）

高価格品の関税
（従価格）下げ

4.3％

2.2％

撤廃（10年目）

低価格品の関税
（従量税）下げ

482円/1kg

125円/1kg

50円（10年目）

低関税輸入枠

0

6万ｔ

7万ｔ（6年目）

カナダ、オーストラ
リアに無税輸入枠

牛肉

関税下げ

バター・脱脂粉乳

➡

0ｔ

小麦

豚肉

発効時（１年目）

➡

※輸入枠は年間の相当量。実際は月割り。

発行

JA伊勢 ☎ 0596（62）1125（代）度会郡度会町大野木1858番地
企画広報課 [Home Page] http://www.jaise.jp/ [E-mail] ja-info@ise.jamie.or.jp

以上のように、TPP11は12月30日以降、協定にもとづく農産物の関税削減・撤廃手続きがスタート
することになります。ＪＡグループは今後、政府がこれまで繰り返してきたとおり、発効しても生産現
場に不安が無いよう、万全の対策を求めていきます。
TPP11をはじめとした国際貿易交渉を巡る情勢や農政を巡る情勢等については、適時広報誌等で発
信していきます。

相談業務一覧（１2月１５日～１月３1日）
内

容

日

時

相談会場

お問い合わせ先

くらしの無料法律相談会 12月21日（金）10：00～16：00 本店

0596-62-1125（本店企画広報課）

住宅ローン相談会

１ 月12日（土）10：00～16：00

伊勢中央支店

0596-62-1123（本店金融推進課）

相続・遺言個別相談会

１ 月23日（水） 9：00～16：00

伊勢中央支店

0596-62-1123（本店金融推進課）

新規就農・営農相談

随時

玉城支店２Ｆ

0596-58-3535（営農指導課）

※くらしの無料法律相談会、相続・遺言個別相談会は予約が必要となります。

編集後記

今年も早いもので、残すところあと１ヶ月となり、１年間の振り返りを行う時期がやってきました。
自分自身、去年の今頃はまだ学生生活を送っていました。４月に入組し、早８ヶ月が過ぎますが、仕事や生活
を通じて、心身共に成長できているのかなと、年末が近づくにつれ、よく考えるようになりました。
来年はさらに成長できるように、今年１年の行いをしっかり振り返りたいと思います。
皆さんも、新年に好スタートがきれるよう、よい年末をお過ごしください。（Ｈ）

