つなぐ手に 広がる未来 地域の輪

特 集
農の風

合併特集

ＪＡ三重南紀について紹介します！
尾鷲市開拓農業協同組合

中井
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今月の表紙

尾鷲市開拓農業協同組合

中井
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第８回「食と農」体験教室
編集後記

16

バックナンバーをホームページで公開中！

http://www.jaise.jp/
年目を

年にさかのぼります。当

33

ね」と話します。
20

穫後の管理について話します。
60
気込みを語ってくれました。

培を続けていきたいですね」と熱く意

る』という誇りを糧にして、今後も栽

な が ら、『 尾 鷲 の 伝 統 の 味 を 守 っ て い

とだと思います。その難しさも楽しみ

続けるということは、とても難しいこ

たが、尾鷲甘夏という『商品』を作り

た。たくさんのことを勉強してきまし

量が完全に同じ年はありませんでし

間栽培を続けてきましたが、品質や収

今後について「尾鷲甘夏一筋で

年

みずみずしい実に仕上がります」と収

酸味だけをとばし、水分を閉じ込めた

とを防ぎ、収穫時の糖度はそのままで

けることで、他の果実に傷が広がるこ

バランスが生まれます。また、袋をか

で寝かせることで絶妙な酸味と甘味の

ねいに袋をかけ、出荷が始まる４月ま

温で管理した後、１個１個の実にてい

「尾鷲甘夏は、収穫後、約

日間常

業が効率よく出来るようになりました

体的に高さも低く揃ってきて、収穫作

ているところです。そのおかげか、全

枝の剪定などで年々木の高さを低くし

が掛かるので、今後のことを考えて、

が少しでも高いと、その分足腰に負担

かりやすくなります。また、木の高さ

風の風をたくさん受けると、病気にか

畑は海に面しているので、海側から台

くと発生しやすくなる病気です。甘夏

すね。台風などで果実にスレや傷がつ

中 井 さ ん は「『 か い よ う 病 』 は 大 敵 で

栽培で苦労していることについて、

しています。

７ヘクタールの面積で尾鷲甘夏を栽培

農業協同組合では、８人の組合員が約

市に移住しました。現在、尾鷲市開拓

甘夏に興味を持ち、就農。同時に尾鷲

多気町にも募集があったことで、尾鷲

していました。中井さんが住んでいた

地を開拓し、尾鷲甘夏の生産者を募集

時尾鷲市では、国からの指定を受け土

のは、昭和

迎える中井さん。中井さんが就農した

尾鷲甘夏を生産して今年で

クリック！

検索
ＪＡ伊勢

14

勤 さん

4
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その他の情報も…
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インフォメーション

『伝 統の味を守っている』という
誇りを糧に、栽 培を続けていきたい

ＪＡ三重南紀について紹介します！

合併特集
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12

あんさ ぶる
ん
ひろば

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

尾鷲市開拓農業協同組合
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無理せずいいものを収穫する
育て
すくすく

11

尾鷲市で尾鷲甘夏を
栽培する中井さん。
約80アールの面積で、
毎年約20トンの尾鷲甘夏を
栽培しています。

2

特集

肺ＣＴ検診
JAの
保健室

中井

勤さん：尾鷲甘夏」
「中井
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第43回「ごはん・お米とわたし」作文・図画コンクール

合併特集

全国・三重県コンクール
入賞作品紹介

４月から、ＪＡ伊勢・ＪＡ鳥羽志摩・ＪＡ三重南紀の３ＪＡが合併し、新たなＪＡ伊勢が誕生

します。今月の「合併特集」では、ＪＡ三重南紀の農産物や特産物、活動や取り組みの一部を紹
介していきます。

優 秀 賞

「がんばった稲刈り」たけ たに
紀北町立船津小学校 ５年

三重県コンクール

優 秀 賞
は

あ

三重県知事賞
と

竹谷 把空人 さん

「日が暮れるまで」
伊勢市立厚生小学校 ４年

いわ さき

岩崎

こ

ＪＡ三重南紀管内は、１年中みかんが採れる地域です！
代表的な柑橘の品種を紹介します！

温州みかん

ＪＡグループは「みんなのよい食プロジェクト」の一環として「『ごはん・お米とわたし』作文・図画コンクー
ル」を毎年実施しています。
このコンクールは、子どもたちにお米がどのように作られて食卓にならんでいるのか、そして、稲作が地域に
おいてどんな役割を果たしているかなどを学び、理解を深めてもらうことを目的としています。
今回は、全国・三重県コンクールの入賞作品の中から、当ＪＡ管内学校の入賞作品と受賞者の皆さんをご紹介
します。
全国コンクール 三重県コンクール

ＪＡ三重南紀について紹介します！

こ

恋子 さん

ＪＡ三重南紀管内で最も多く生産されており、
年間で約4,000トンを生産しています。収穫時期
を変え、超極早生、極早生、早生など多様な種類
のミカンとなります。
三重ブランド

みえの一番星

オレンジとレモンの自然
交配によって生まれたとい
われ、一般的なレモンに比
べまろやかな味わいです。
メーカーとのコラボで地域
限定の酎ハイも発売されま
した。

温州みかんの中で最も早く収穫
が始まる品種（味一号）。外観は
青い（グリーン）ですが、中身は
成熟しており、さっぱりとした味
わいです。
その中でも、糖度10度以上、
酸度1.1度以下の厳選されたもの
だけが三重ブランド「みえの一番
星」として販売されています。

三重ブランド

カラマンダリン「さくら」

◀「味一号」

5つの認定基準に適合す
ると認められた本物づく
りとこれに携わる人々を
「三重ブランド」として認
定しています。

一部）

タイへの輸出を行っています

図画部門

佳作

「みんなでごはんおいしいね」伊勢市立城田小学校 １年 中西

砂友 さん

2019.3

伊勢市立早修小学校 １年

なか にし
たけ うち

「おにぎり大好き !!」

伊勢市立有緝小学校 ２年

竹内

「みんな、ごはんですよ」

伊勢市立北浜小学校 ５年

西寺

さい じ

さ

ゆ

ゆ

ゆ

優結

さん

佳作
「大すきしおにぎり」

澄 さん

いし はら

ひと し

伊勢市立浜郷小学校 ２年

石𠩤

度会町立度会中学校 １年

木田 晴太郎 さん

き だ

仁志 さん

せい た ろう

▲タイでの販売促進

直売

所 ほほえみかん

熊野市にあるＪＡ直売所「ほほえみかん」。
三重南紀管内産の柑橘類のほか、
地元産の新鮮
な野菜等を販売しています。施設内にある「花
咲パン工房」では、米粉を使用したパンの販
売も行っています。

金融移動式店舗車「いぶきⅡ号」

すみ

伊勢市立小俣小学校

「お米について」

5

あや か

彩花 さん

学校賞

作文部門

か わ い

河合

「おにぎりおいしい」

ＪＡ三重南紀では2011年から、ルー
ペなどを使った厳しい検査をクリアし
たミカンを、タイへ年間約40トン輸出
し て い ま す。 輸 出
されるミカンは「温
州みかん」と「不知
火（デコポン）」、
「せ
とか」。高級量販店
などで販売されてい
ます。
▲検査の様子

世界でもあまり栽培され
ていない柑橘類の希少種で
す。種もほとんどなく、そ
の中でも糖度が14度以上
のものを「さくら」として
販売しています。

三重ブランド

紹介（
活動・事業所

三重県コンクール

マイヤーレモン

移動購買車
「ほほえみ号」

「ほほえみ号」は、買い物
が困難な地域を回る移動購買
車です。食料品や日用品等の
販売のほか、地域を見守る役
割も担っています。

「いぶきⅡ号」は、金融機関の利用が
困難な地域を回る、金融業務用窓口を搭
載した金融移動店舗車です。貯金や税金・
公共料金の収納代行のほか、災害時に対
応したさまざまな機能も備えています。

▲米粉用コシヒカリを
栽培する南さん

します。
Ａ伊勢がスタートいた
４月１日から、新たなＪ
みを進め
域の皆さまとともに歩
合併後も、引き続き地
命に取り組
、役職員一同、一所懸
るＪＡ伊勢を目指して
・ご協力を
一層のご理解・ご参加
んでまいりますので、
申し上げます。
賜りますよう、お願い

2019.3

4

利用者の満足度向上へ
窓口職員が笑顔と親切な応対を競う

「『みえの食』マッチング・展示交流会」
自慢の品をバイヤーにＰＲ

いせち

２月５日、ＪＡ三重信連と三重県、百五銀行は、食
品ビジネスなどの事業者に県内食材の魅力を紹介する

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

「『みえの食』マッチング・展示交流会」を四日市市の
都ホテルで開催し、県内３ＪＡが参加しました。
当ＪＡは販路拡大を目指して、「ねぎらいねぎ」や
いちごと加工品（伊勢NEGIRAINEGI OILや水出し
煎茶など）をＰＲし、来場したバイヤーと商談を行い
ました。

ジャズシンガーの綾戸智恵さんが講演
平成３０年度 ＪＡ伊勢女性部・家の光愛読者のつどいを開催
ＪＡ伊勢女性部は、１月27日にシンフォニアテクノロジー響ホール伊勢
（伊勢市観光文化会館）で、「平成30年度ＪＡ伊勢女性部・家の光愛読者

▲県大会に出場する度会支店

のつどい」を開催し、部員の方々とチケット購入者660名が来場しました。

２月16日、笑顔と親切な接遇で利用者の皆さまに

当日は、女性部員が文化教室で学ん

ご満足いただける窓口を目指し、玉城町健康福祉会館
で「ＪＡ伊勢窓口セールスロールプレイング大会」を

行われたＪＡみえ家の光愛読者のつど

開催しました。予選で選抜された経済部門２店舗、金

いで優秀賞を受賞した辻麻由美さんの

融共済部門５支店が窓口対応および商品セールスの実

体験発表のほか、参加者全員で行う健

演を行い、その評価を競いました。

康体操「レインボー体操」が行われま

本大会で優秀な成績を収めた度会支店は、当ＪＡの

した。その後、綾戸智恵さんによる「家

代表として３月９日に行われる県大会に出場します。
ロールプレイング…仕事の研修方法のひとつで、職場での役割を想
定し、疑似体験を通して研修を行う手法のこと

族との関わり～母として・娘として～」
▲当ＪＡの特産物をＰＲする様子

と題した講演が行われ、観客は綾戸さ
んの話に聞き入っていました。

大根足
ど根性

▲綾戸さんの講演により、会場は大盛り
上がり

当ＪＡの職員が出前授業
児童が「松阪牛」を学ぶ

育苗施設でスナップエンドウを収穫
南勢・南島西・南島東小学校

おもしろ農産物

▲度会地区女性部による民踊を披露

だ民踊と３Ｂ体操の披露や、12月に

南勢小学校、南島西小学校、南島東小学校の1、2
年生を対象に、当ＪＡ南勢南島育苗施設でスナップエ

三重なばなは、アブラナ科の一種で、三重の伝統野

（玉城町／中出

菜として登録され「三重なばな」というブランドで出

児童らは採りたてのスナップエンドウを現地で調理

（石垣の間から
出てきたそうです）

荷されています。

し、味わいました。

三重なばなは、みずみずしくてやわらかく、ほのか
な苦味が特徴。おひたしや、炒め物、和え物など様々

勇さん）

な料理に合います。
▲授業を行う職員

もじゃもじゃ
ダイコン

モ
カルガ

なんじゃこりゃ！
レモンみたいだがや

の
みかん
子
双

2019.3

内で40戸の生産者
が約240アールの

同町の特産である「松阪牛」をテーマに食育授業を実

面積で栽培してい

施しました。松阪牛の歴史やＪＡの取り組みを紹介し、

ます。

食を育む農畜産業の大切さを知ってもらうほか、地域

出荷は３月下旬

の特産品への知識を深めることで、地域に対する興味

頃まで続く見込み

や関心、郷土愛を育んでもらうことを目的に行ってい

で、県内や大阪、

ます。

愛知の市場へ出荷
されます。

理を経て各家庭に届くまでの流れを説明。児童らは興

（南伊勢町／ＰＮはーちゃん）

7

現在、当ＪＡ管

２月５日、玉城町立有田小学校の４年生を対象に、

授業では、映像を交えながら子牛の導入から飼養管

（大紀町／中桐さん）

おもしろ農産物を発見したら、企画広報課 ☎ 0596-62-1125 へ

三重の伝統野菜
三重なばな出荷順調
三重なばなの出荷が順調に行われています。

ンドウの収穫体験を行いました。

大根

▲辻さんによる体験発表の様子

味深く説明を聞き、松阪牛に関するクイズにも元気よ
▲スナップエンドウを収穫する児童

く答えていました。

▶出荷前に三重なばなの
検品を行う様子
2019.3

6

活 動 だ よ り
４月からの新体制に向けて
女性部臨時総代会を開催

２月７日、当ＪＡ本店（度会町）でＪＡ鳥羽志摩、

ＪＡ三重南紀との合併に伴う新体制に向けて「女性部臨
時総代会」を開催しました。

「ＪＡ伊勢女性部規約の変更」について、当日出席し

た役員40名と、書面議決40名によって可決承認されま

▼可決承認されました

した。

▲野口佳子部長より開会の挨拶

温泉からの素敵な眺めを堪能
鎌倉・南房総へ１泊２日の旅
◀鎌倉を代表するスポット、
鶴岡八幡宮

▲議長の辻原希代さん

２月８日から９日、女性部募集旅行を実施し、36名

が参加しました。

１日目は、鶴岡八幡宮への参拝や小町通りでの自由

散策を楽しんだ後、東京ドイツ村へ移動。イルミネー
ションを鑑賞した後、旅館へ移動し、東京湾の眺めが
一望できる木更津温泉を堪能しました。２日目は、濃
溝の滝見学や海ほたるでの買い物を楽しむなど、参加

美味しい昼食を
いただきました

者の皆さんは旅行を満喫していました。

素敵なイルミネ
ーションの前で

濃溝の滝…幻想的です！

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

2019.3

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

2019.3

8

25

30（％）

家庭菜
園

JAの
保健室

す。しかし、早期の段階で発見で

きれば完治できる病気です。早期

に発見して治療することが、重要

です。

■肺がんのリスク

・喫煙習慣のある方

・家族に喫煙者がいる方

・家族が肺がんになった方

・誰もが可能性のある病気

たばこを吸う方（喫煙者）や、

周囲に流れるたばこの煙をよく吸

う 方（ 受 動 喫 煙 者 ）、 家 族 が 肺 が

んになった方は特にリスクは高く

なります。ただし、全ての肺がん

患者がたばこと関係があるわけで

はありません。誰もが可能性のあ

る病気です。

肺ＣＴ検診

20

のは「肺がん」です。肺がんは進

15

■がんの死亡率第１位は「肺がん」

10

行が早いのと、病状が出にくいた

5

日本人の死因第１位は「がん」

0

め見つからないことが主な原因で

悪性新生物 27.9％
心疾患 15.3％
脳血管疾患 8.2％
老衰 7.6％
肺炎 7.2％
不慮の事故 3.0％
誤嚥性肺炎 2.7％
腎不全 1.9％
自殺 1.5％
血管性等の認知症 1.5％
その他 23.2％

です。その中で最も死亡率が高い

死亡原因の比率（総数）

すくすく
育て

無 理 せ ず い い もの を 収 穫 する

収穫のタイミングで決まる
糖度とうま味
スイカやメロンの糖度の上がり方は品種によ

って差があります。最初は玉の肥大に伴ってゆ
っくりと上がります。ところが収穫直前になる

■肺ＣＴ検診でわかること

・従来の胸部Ｘ線撮影では見つけ

にくかった病変（血管や骨に隠

れて病変が確認できない等）も、

より早期に発見することが可能

となります。

・肺がんだけでなく、日本人の死

因第５位の肺炎や喫煙者に多い

気管支炎、肺気腫という病気な

ども発見することができます。

小細胞がん
●喫煙者に多い
●転移しやすい

なります。

期の幅は３日ほどと短く、できる限り収穫時期

ま味がなくなり、糖度も落ちてきます。このよ

面積は、できれば10ａくらいにしておくのが無

わってくるのです。

●喫煙者に多い

たころから黒褐色になるまでが、収穫の適期と

３日早ければ 1 0 . 6 度と低く、しかも最高糖度
になっているのは３日間くらいで、その後はう

●女性の肺がんに多い
●無症状が多い

（ヒゲ）が出て約３週間後、それが茶色くなっ

作業を集中させない作付け計画

カの糖度は収穫時に13度あれば十分ですが、

腺がん

す。一方、スイートコーンでは、雌穂の絹糸

と、１日で 0 . 8 度ずつ上がっていきます。スイ

うに、収穫のタイミングにより糖度は大きく変
扁平上皮がん

にヒビができ始めた時に糖度が最高になりま

タイミングを計る目のつけどころ
スイカの熟度は音で判断可能。果実が熟さな

スイートコーンやブロッコリーなどの収穫適

を分散させたいものです。１品種の１回の播種
難でしょう。作付面積を広げたい場合には、収
穫期の幅を広げるために、品種と播種期の幅を
広げて、何回にも分けて播種するとよいでしょ
う。

たとえばスイートコーンでは同じ品種でも播

いうちは高音で、熟すとにぶい低音になります。

種期を10日ずらすことで、収穫が３〜４日ほど

巻きひげ部分が枯れてお尻が張ってきます。

に播種すると、収穫期を８〜９日ほどずらすこ

大細胞がん

そして糖度が最高になり、うま味が出た時点で

●進行が早い

露地メロンでは、花便の付け根部分にわずか

変わってきます。また、早生種と晩生種を同時
とができます。

エポックの 肺ＣＴ検診を是非ご利用ください！
⃝人間ドックのオプション検査です（オプション金額 8,200円（税込））
予約も当日申し込みも可能です。
⃝低被ばく「高性能ＣＴ装置」で肺がんＣＴ検診を行っています。
⃝所要時間は約５分です。
＊エポックの人間ドッグは３・４月の時期に、受診枠の余裕があり、ゆったりとご希
望日に受けていただけます。ぜひこの機会に人間ドッグを受診していただき、その
オプションとしては肺ＣＴ検診をご利用ください。

ＪＡの保健室（ＪＡ三重厚生連松阪中央総合病院

11

2019.3

健康管理施設エポック）から

☎0598-21-8248

2019.3
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わくわく
プレゼント

締切日

問題

○の中に文字を入れてください

ＪＡ三重南紀管内で最も多く生産されているみかんです。

温○みかん

平成３1年3月29日
（金）

70

－大紀町－

真穂 さん（22）

分がお世話になった保育士の方に憧れていたことや、子どもが
好きだったこともあり、この道へ進むことを決めました。

子どもにはいつも笑顔で元気よく接することと、体調などの

休みの日は、好きなアーティストのコンサートに行ったり、

映画を観に行ったりしますね。また、野球観戦も好きで、１年
に１度程は家族で球場へ観戦に行きます。

今年度も残りわずかですが、現在担当している子ども達と最

後までしっかり向き合いたいです。そして、子ども達や保護者
の方との信頼関係を築き、安心してお子さまを預けていただけ
る保育士になりたいです。

元 気はつらつ

大賞

初詣
健康祈って
風邪引いて

ペンネーム

シニアだより

“ありがとう”
些細な言葉を大切にしています

－伊勢市－

東浦

武夫 さん（90）
淑子 さん（85）

私と妻は昭和30年に結婚し、今年で64年目を迎えます。

私は、定年退職を迎えるまで国鉄（現ＪＲ）で働いていました。

県内や西日本を運転したことや、災害時の対応など、勤務経験は
私の人生にとってかけがえのない財産となっています。

また、私はグラウンドゴルフが好きで、ＪＡ伊勢年金友の会の

大会でも優勝したことがあります。

私たちは日頃から、“ありがとう”などの些細な言葉を、忘れ

好好爺

2019.3

「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。

東

に心がけています。

70

伊勢市 ＰＮ

西 眞知子

恵方巻き
丸かじりできる
歯が欲しい

伊勢市

ペンネーム
ＰＮ 耕石

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

ひがし

短期大学を卒業後、地元の大紀町で保育士をしています。自

お便りのコーナー

50

置き忘れ
箱入りみかん
かびの山

伊勢市

山口 都美子

無駄話
自動ブレーキ
停止せず

度会町

奥村 隆史

おい、妻よ！
スマホを見ないで
俺を見ろ！

南伊勢町

13

安心してお子さまを預けていただける保育士になりたい

小さな変化をキャッチするため、行動をしっかり観察するよう

家の近くにＪＡショップがあることが
（ 代 男性）
ありがたいです。

春には新しく度会支店が完成するとの
こと。楽しみにしています。
（ 代 女性）

冬と夏の貯金キャンペーンは、利率が
よいので毎回利用しています。最近は、
特産物が当たる抽選もあり、楽しみが
（ 代 女性）
増えました。

40

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

グッドライフ

◆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（株）マスヤの「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。当選者は発送をもってかえさせていただきます。
◆１月号の回答は「えびすかぼちゃ」でした
応募総数、320通。沢山のご応募ありがとうございました。

以前ＪＡのイベントに行かせていただ
きました。３歳の息子は大好きな戦隊
ヒーローに会えてとても喜んでいまし
た。屋台の食べものもリーズナブルで
地元の特産品もたくさん売っていてと
ても楽しく大人も子供も満足でした。
このようなイベントをもっともっと増
やして欲しいです。 （ 代 女性）

ガソリン・灯油が高くなっている昨今、
当ＪＡの感謝祭は大変ありがたいで
す。月に１回給油しています。
（ 代 男性）

70

あんさ ぶる
ん
ひろば

ず掛け合うようにしています。そのおかげで、現在も仲良く生活
※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。

を続けられていると思います。

結婚してから妻が家事など身の回りのことをしてくれたこと

を、今までは当り前だと思っていましたが、年々ありがたさが分
かるようになってきました。今では本当に感謝しています。

今後は「２人で長生きすること」を目標に、毎日の生活の中で

楽しみを見つけながら、お互い１日でも長く健康でいたいと思い
ます。

2019.3
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予定表

（3月15日～4月14日）

3月
21（木） 春分の日
23（土）

セルフＳＳガソリン・軽油感謝祭
（～29日）

4月
5 （金） 家庭訪問（～10日）
13（土） 住宅ローン相談会
※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

◆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）

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

インフォメーション
理事会だより
第34回

開催日：平成31年１月29日（火）

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

以上の提案事項について可決承認されました。

虹のホールからのお知らせ
当ＪＡの組合員・年金友の会会員の方は会館使用料が無料で
す。
また、虹のホールでは随時事前相談も承っておりますので、
お気軽にご相談ください。

■お問い合わせ

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

2019.3

虹のホール伊勢
虹のホール御薗

0120-05-2243
0120-77-1694

ＪＡ伊勢住宅ローン相談会
変動金利

南勢地区

南勢グリーンコープ
0120-489-807（24時間対応）

■募 集 人 員

【協議事項】
①平成30年度第３四半期決算結果並びに年度末収支見込（案）
②規程の一部変更（案）
１．役員退職慰労金規程
③子会社への固定資産（業務車両）の売却（案）
④その他
【報告事項】
①平成30年度事業計画に基づく第３四半期行動計画の進捗状況
②ＡＬＭ委員会及び月間有価証券報告
③平成30年度第３四半期余裕金運用結果
④平成30年度第４四半期余裕金運用計画と運用方針
⑤理事会附議貸付状況等報告
⑥（株）ジェイエイサービス伊勢の第３四半期決算結果
⑦（株）あぐりん伊勢の第３四半期決算結果
⑧平成29年度 全般統制不備事項に関する対応結果
⑨中央会期中監査Ⅰの結果及び期中監査Ⅱの日程
⑩平成30年度第３四半期自主点検結果の報告
⑪反社会的勢力等との取引排除にかかる取組状況（四半期報告）
⑫平成30年度第３四半期苦情等対応報告・事務ミス報告
⑬本店及び度会グリーンコープ改修工事の価格交渉結果
⑭平成30年度12月末組合員及び出資金報告
⑮その他

紀勢・大内山地区

紀勢グリーンコープ
0120-385-102（8:30～17:00）

2020年４月採用の正職員募集のお知らせ

0.65％

平成31年３月１日現在

10年固定金利

0.80％

■開催日時

①平成31年３月 ９ 日（土）午前10時～午後４時
②平成31年４月13日（土）午前10時～午後４時

■場

ＪＡ伊勢 伊勢中央支店１階相談室
（伊勢市御薗町長屋462）

所

※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

募集要項

待 遇

大学、短大、高専卒業および卒業見込者（若干名）
※高校卒業見込者の募集は７月頃に行う予定です。
■募 集 職 種 金融、共済、営農、生活、管理の各種業務（一般事務および外務員）
■勤 務 地 本店または支店・事務所
■応 募 資 格 平成元年４月２日以降出生の者
■受 付 書 類 履歴書（写真貼付）、卒業証明書または卒業見込書、成績証明書
■締 切 日 平成31年４月14日（日）
■選考日・選考方法 【１次試験】平成31年４月22日
（月）、４月23日（火）
※上記２日間のいずれか選択
筆記試験（一般教養・適性試験・課題論文）、集団面接
【２次試験】１次試験合格者に対し面接試験を実施
■就職説明会 ①平成31年３月22日
（金）
②平成31年４月４日（木）
③平成31年４月５日（金）
■説明会会場 ＪＡ伊勢本店会議室（度会郡度会町大野木1858番地）
■身
分
■初 任 給
■手
当
■賞
与
■勤務時間
■休
日

正職員
当組合の給与規程による
通勤・職場・家族・資格等
年２回
午前８時20分～午後５時20分（基本）
当組合の就業規則による

■お問い合わせは 人事部人事教育課 担当：森田
☎0596-62-1125まで 【 E-mail 】jinji@ise.jamie.or.jp
■ホームページでも掲載しています 【 Home Page 】http://www.jaise.jp/

市民農園の利用者募集について
土に親しみながら自家用野菜などを栽培する目的で、小面積の農地をご利用いただける方を募集していま
す。お気軽に以下のグリーンコープにお問い合わせください。

小俣町（伊勢市）

伊勢市

お問い合わせ先：小俣ＧＣ ☎0596-22-2121
市民農園の場所：小俣町明野、小俣町相合
１区画
：30㎡
年間利用料
：7,200円（税込）

お問い合わせ先：伊勢ＧＣ ☎0120-651-175
市民農園の場所：伊勢市馬瀬町
１区画
：20㎡
年間利用料
：5,650円（税込）
※小俣、伊勢ともにいっぱいになり次第締め切らせていただきます。

相談業務一覧（３月１５日～４月１４日）
内

容

日

時

相談会場

お問い合わせ先

相続・遺言個別相談会

３月26日（火） 9：00～16：00

伊勢中央支店

0596-62-1123（本店金融推進課）

住宅ローン相談会

４月13日（土）10：00～16：00

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）

青色申告相談

随時

各グリーンコープ等

0596-62-2281（本店営農販売課）

※相続・遺言個別相談会は予約が必要となります。
2019.3
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第8回「食と農」体験教室

三重なばな収穫・パッケージ・調理体験
当ＪＡは、次世代を担う子ども達に、この体験を通じて農業の楽しさや、地元農産物の魅力を感じても

らうことを目的とした「食と農」体験教室を開催しています。

今年度８回目となる同体験教室を２月３日に開催し、当ＪＡ管内の児童とその保護者ら合わせて17人

が参加しました。なばな部会の協力のもと、度会町立岡のほ場でなばなの収穫体験や、出荷用のパッケー
ジ体験、簡単な調理体験を行い、参加した児童らは楽しみながら作業を
行っていました。

重さを
計って
…
なばなを
収穫します

たくさん
採れました！

梱包します

て、
なばなを調理し
す
ま
べ
食
で
な
ん
み

2019

「三重
なばな
完成！ 」の

3

完成した「三重なばな」を
持って全員で集合写真

vol.372

来年度の 「食と農」
体験教室
■対
象
■開 催 日 時
■開 催 場 所
■参 加 費

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

■募 集 人 数

■申込締切日

ＪＡ伊勢管内の小学生のお子さまとその保護者さま
※原則途中参加はできませんので、ご
各月とも休日（土・日・祝）を予定
了承ください。
ＪＡ伊勢管内（開催前に書面にてお知らせします）
※安全面からお子さまのみの参加はお
大人1,000円 子ども500円（６回１パック）
断りいただきます。
※原則一度お支払いただきました参加費は返金
※天候等により、変更や中止になる場
いたしかねます。ご了承ください。
合がありますので、ご了承ください。
限定20組
※応募多数の場合は抽選となります
※参加人数により開催中止の場合がございます
※１家族、保護者さまの参加は２名までとさせていただきます
平成31年４月12日（金）

開催日程

内

4月

花切取り体験とミニブーケ作り

伊勢市

5月

ミニトマト収穫体験

伊勢市

6月

夏野菜の収穫と夏野菜カレー作り

伊勢市

7月

七保牛牛舎見学とＢＢＱ

大紀町

11月
12月

参加者大募集！

容

場所

■参加のお申し込み・お問い合わせは
経営企画部くらしの活動推進課まで
青ねぎ収穫＆パッケージ体験
伊勢市
☎ 0596-62-1125
おでん大根収穫・洗い体験とおでん試食 度会町
FAX 0596-62-1126

編集後記

３月といえば皆さんは何を思い浮かべますか。３月といえば別れ。誰でも経験されたことがあるかと思いま
すが、友人や大切な人との別れは、この季節でなくても突然やってくるものです。自分の周りの人が居て当り
前だと思うことなく、日々関わる人との関係を大切にしていきたいですね。（Ｈ）

