つなぐ手に 広がる未来 地域の輪

特 集

農の風

合併特集

ＪＡ鳥羽志摩について紹介します！

ＪＡ伊勢バラ部会

旬を味わう

ダイコン

今月の表紙

ＪＡ伊勢バラ部会

藤原 徹也 さん

藤原 徹也 さん
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第７回「食と農」体験教室
トラクター等の農耕車両についた泥や土についてのお願い
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/
その他の情報も…

クリック！

検索
ＪＡ伊勢

アール

38

代表的なバラの品種

サムライ０８

上の写真で藤原さんが
持っているもの

当ＪＡ管内で、最も
作付されている品種

シェドゥーブル

表紙で藤原さんが持っ
ているもの

ブライダル需要の
高い品種

目標を力強く語ってくれました。

産していきたいです」と今後の展望や

にも勢いをつけて、日本一のバラを生

それに合わせて新品種を導入し、生産

に挑戦できると期待しています。また、

今までのハウスではできなかったこと

の管理などもできるようになるので、

空気を冷やすことが出来る設備、湿度

なり、空間が広くなることや、夏期に

ます。既存のハウスに比べ高さが倍に

しており、栽培面積が１．５倍になり

「来年の３月にハウスの新設を予定

自分の役目ですね」と話します。

うに対応して、品質維持に努めるかが

てしまうのですが、その課題にどのよ

す。気温が高くなると、品質が下がっ

から秋にかけての品質維持が課題で

今後の課題について、藤原さんは「夏

を得ています。

当者からは「花持ちがいい」と高評価

で行き届いた手入れによって、市場担

藤原さんの栽培するバラは、隅々ま

培に対し、純粋に向き合います。

比例させることが目標です」とバラ栽

を考えています。品質と収量をうまく

節したりして、いかに収量を増やすか

毎年、出荷を開始するタイミングを調

います。今年度産の品質は上々ですね。

荷できないものを出さないようにして

産地よりもきめ細かい手入れをして出

「品質には特にこだわっており、他

後、８月末まで株を休ませます。

９月から翌年の７月まで出荷をした

年間の流れは、春に植え替えをして、

きっかけを話す藤原さん。バラ栽培の

分しかいないと思いました」と就農の

「父が体調を崩し、後を継ぐのは自

す。

の面積で８品種のバラを栽培していま

継ぎ就農しました。現在、約

大学を卒業すると同時に、父の後を

14

新たなハウスで、
日本一のバラを生 産したい

2

ＪＡ鳥羽志摩について紹介します！

4
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各種ローンはＪＡへ！
新生活を応援します！
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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
伊勢市西豊浜町で
バラを栽培する藤原さん。
約３８アールの面積でバラを
栽培し、毎年約45万本を
出荷しています。
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骨密度を測定しませんか？
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こんな手立てが防除を助ける

ＪＡ伊勢バラ部会

「藤原 徹也さん：バラ」
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各種ローンはＪＡへ！

新生活

を応援 します！

春は、進学、就職、転職など新生活がスタートする季節ですよね。
ＪＡでは利用者の皆さまのライフプランやニーズに合わせて、さまざまなローンをご用意し、皆さまの暮ら
しをサポートしています。

本店

金融推進課 住宅ローン担当
山根 隆昭

固定金利 10年固定

キャンペーン金利 年

変動金利

0.65％

キャンペーン金利 年

今ならさらに掛金不要の三大疾病保障付！！ ※50歳までにお借入いただいた場合のみとなります。

脳卒中

により、所定の状態と診断されたら…

あなたのカーライフをサポートします！

ＪＡマイカー
ローン
クルマの購入、車検、免許取得、
カー用品、修理費用など、
あなたのカーライフを応援いたします！
最軽減後金利
（固定金利）

1.20％

年

（＋保証料率 年0.75％）
※借入要件や金利軽減内容等の詳細
につきましては各支店担当者へお
問い合わせください。

住宅ローンの残高が０円に！

固定金利

船越みそ・しょうゆ

イチゴの品種の一つ、「レッ
ドパール」が栽培されています。
形は楕円形、大玉で色は中まで
赤く、甘みと酸味のバランスが
良い品種となっています。

志摩市大王町船越地区で、昭和初期
から変わらぬ味を守り続けている伝統
の味です。2016年に志摩市で開催さ
れた「伊勢志摩サミット」でのワーキ
ングランチでも使用されました。
特別栽培米コシヒカリ

珠光（たまひかり）
地域慣行の半分以下の農薬・化学肥
料で栽培したコシヒカリ。昨年10月に
志摩市の農水産物などに市の協議会が
お墨付きを与える「志摩ブランド」に
認定されました。ＪＡ鳥羽志摩のオリジ
ナル精米「珠光」として販売しています。
店 舗を
空き

有効活用
した

直売カフェがオープン

1.58％

年

（＋保証料率 年0.3％～0.5％）
※借入要件や金利軽減内容等の詳細につきまし
ては各支店担当者へお問い合わせください。

このページに表示されている金利は、平成31年２月１日現在のものです。

ＪＡ鳥羽志摩管内で生産され
ているオクラは、
「三重オクラ」
というブランド名で出荷。ふる
さと給食でも使用されています。

レッドパール

ＪＡ教育ローン
入学前に必要なお支払や、
お子さまのひとり暮らしの費用に！
卒業後からの返済も可能です！

三重オクラ

古くから海女や漁師のおやつとして
知られる「きんこ」は、原料となる甘
藷（ハヤト芋）を煮上げ、スライスし
たものを天日に干して作られます。

＼ がんばる夢を応援します！ ／

上記以外にも多数ローンをご用意しておりますので、気軽にご相談ください。
詳しくは、本店金融共済部 金融推進課 ☎0596-62-1123 または、お近くの支店、外務担当者まで
お問い合わせください。
2019.2

きんこ

※住宅ローン債務残高相当額が共済金として全国共済農業協同組合
連合会からＪＡに支払われ、住宅ローンが全額返済されます。

利用者の皆さまのご要望に合わせたプランをご用意いたします！

5

志摩市

今月はＪＡ鳥羽志摩の農産物や特産物、活動や取り組みの一部を紹介します。

ＪＡ住宅ローン

0.80％（店頭基準金利 年3.00％）

急性心筋梗塞

する２ＪＡについて紹介していきます。

詳しくはインフォメーションを
ご覧ください。

消費税増税前に！

※店頭基準金利からの引き下げ幅は、当ＪＡの定める基準によって決定します。
なお、引き上げ幅の適用は、平成31年２月28日までにお申込みいただいた場合に限ります。
※キャンペーン金利が適用される方にはいくつかの条件がございます。

がん

し、新生「ＪＡ伊勢」が誕生します。そこで、２月号・３月号の特集で、合併

＼ ＪＡ伊勢では、相談会も行っています。／

新築・増改築・
建売販売やマンションの
購入など、幅広く
対応いたします！

鳥羽市

いよいよ４月から、ＪＡ伊勢・ＪＡ鳥羽志摩・ＪＡ三重南紀の３ＪＡは合併

介
主な農産物紹

当ＪＡがご用意している、いくつかのローンをご紹介します。

マイホームの夢、
広げませんか？

ＪＡ鳥羽志摩について紹介します！

合併特集

鳥羽市相差町にある旧ＪＡ相差店舗に、
昨年夏、地元海女と農家の商品の直売所
を設けたカフェがオープンしました。このよう
に、空き店舗利用者を募集し、地域活性化
につなげています。

ＪＡ鳥羽志摩と鳥羽磯部漁協が共同出資
して設立した農水産物直売所「鳥羽マルシ
ェ」。農水産物の販売だけでなく、ビュッフ
ェレストランも併設されており、地産地消
や地域全体の活性化に取り組んでいます。

活動・事業所紹介（一部）
農業塾「なごみ」

「あぐりスクール」

農業者育成を目的とした農業塾「なごみ」や、
管内の小学３，４年生を対象に食と農について学
んでもらう「あぐりスクール」を開催しています。

登録すれば、
誰でもスペース
をレンタルでき
る直売所。農畜
産物加工品を販
売できます。

農水産物朝市
「わのわ市」

女性部鳥羽支部による「わの
わ市」を、ＪＡ鳥羽志摩 あぐ
り加茂店で毎月第２土曜日に開
催しています。

て紹介します。
▶▶ 来月は、ＪＡ三重南紀につい
2019.2

4

駅伝選手団へ伊勢茶などを贈る
管内２市５町へエール

最新機種や農機レンタルをＰＲ
新春農機・自動車大展示会を開催

２月17日に開かれる「第12回美し国三重市町対抗

伊勢市植山町の農機整備センターで１月11日、12

駅伝」に出場する選手団を激励するため、当ＪＡの役

日に当ＪＡ農機センターと㈱ジェイエイサービス伊勢

員や支店長らが伊勢市、尾鷲市、玉城町、度会町、大

カーセンターが最新モデルを取りそろえた「新春農機・

紀町、南伊勢町、紀北町の行政、教育委員会を訪問し、

自動車大展示会」を開催しました。２日間で376人の

激励の言葉とともに伊勢茶ペットボトルとスポーツド

方にご来場いただきました。ありがとうございました。

いせち

ス
ク
ッ
ピ
ゃんト
…少し先の情報をお伝えします

当ＪＡは、１月から管内産の青ねぎを使った
「伊勢NEGIRAINEGI OIL 」を開発し、発売を

賞味
ぜひご
い！
くださ
パンにつけても
おいしい！

青ねぎの味と香りを楽しんでください！
フレーバーオイル「伊勢NEGIRAINEGI OIL 」を
開発・新発売

リンクを贈りました。

…農業振興を目的とした
自己改革に係る取り組み

始めました。
なたね油をベースに当ＪＡのブランド「ねぎ
らいねぎ」をふんだんに使用したフレーバー
オイルです。芳醇な青ねぎの風味をご堪能くだ
さい。
パンにつけて、またオリジナルドレッシングや、
今話題のかけるオイルとしても使用できます。
当ＪＡ購買店舗のほか、サンファームおばた
▲西村隆行金融共済担当常務㊨から大紀町の稲葉元教育長へ
飲料を贈りました

おもしろ農産物
色鮮やかな野菜たち

…実は
ダイコンです！

等で販売しています。価格は税別590円（110
▲農機の説明を受ける来場者

伊勢市四郷地区の伝統野菜
「あさま小菜」出荷順調

ｇ）。

レシピ

塩昆布和えサラダ

材料：
伊勢NEGIRAINEGI OIL･･･････お好みで
カットキャベツ････････････････ 100g
塩昆布･･････････････････････お好みで

クリスマス会で歌や踊りを披露
ＪＡ伊勢城田地区女性部が白百合園を訪問

作り方：
オイル、カットキャ
ベツと塩昆布を和え
て完成

今年産の品質向上にむけて基本を確認
ぶどう部会剪定講習会

伊勢市四郷地区の伝統野菜「あさま小菜」の出荷が

ＪＡ伊勢ぶどう部会は12月19日、玉城町にある園

順調に行われています。「あさま小菜」はアブラナ科

地でブドウの剪定（せんてい）講習会を開き、部会員

の一種で、シャキシャキとした食感が特徴。現在13

11人が参加しました。昨年は、猛暑の影響により、

人の生産者が、約50アールの面積で栽培しています。

収量が減少しました。その状況を踏まえ講習会では、

出荷は２月下旬頃まで続き、漬け物に加工され、県内

より安定した結実、収量、果実品質の確保につなげる

で販売されます。

べく、剪定作業等の基本を再確認しました。
当ＪＡ管内では部会員16人が、玉城町と伊勢市城田

（サンファームおばたさん）

地区合わせて約３ヘクタールの面積で「デラウェア」
んと
プーさ ス
の
ま
く
ーマウ
ミッキ

▲女性部員らによる「ダンシング・ヒーロー」で大盛り上がりの会場

ＪＡ伊勢城田地区女性部員16人は12月20日、伊勢

や「巨峰」を中心に栽培しており、古くから「玉城ぶ
どう」として親しまれ、直売のほか、ＪＡを通して県
内市場へ出荷しています。

市にある特別養護老人ホーム「白百合園」を訪問しま
した。

（紀北町／ＰＮ若年寄さん）

当日は、同施設のクリスマス会の時間に、女性部活
動で習っている歌や踊りを披露。「ふるさと」などの
童謡には、口ずさんだり手を叩いたりする姿も見られ、

ハート型の
サトイモ

利用者と楽しいひと時を過ごしました。
同女性部の野口佳子部長は「訪問は20年近く続いて

（玉城町／中川武文さん）

おもしろ農産物を発見したら、企画広報課 ☎ 0596-62-1125 へ

7

2019.2

おり、白百合園の皆さんも女性部員も、毎年この訪問
▲あさま小菜の集荷を行う様子

を楽しみにしている」と笑顔を見せていました。

▲実演を交えながら剪定や整枝の説明を受ける参加者ら
2019.2

6

活 動 だ よ り
オリジナルこんにゃくを作ろう！
手作りこんにゃく講習会
12月17日から27日にかけて、「手作りこんにゃく講習会」を開催し、９会場で合

こんにゃく
が

わせて168人が参加しました。

完成！

講習は、こんにゃく芋を細かくすることから始まります。参加した女性部の皆さん

は、手際よく作業を行い、お好みの形のこんにゃくを作っていました。

ミキサーで
芋を細かくします

芋を細かくしたら
水と混ぜ合わせます

ゆでながら
形を整えます

予約殺到の手作りしめ縄講習会を
ママさん大学でも開講

12月25日と26日に、小俣支店と玉城支店で手作

りしめ縄講習会を開催し、２日間で34人が参加しま

した。この講習会を行ったのは今回が初めてで、こ

の講習会は、伊勢市のおかげ横丁でも行われており、

講師の方の説明を
真剣に聞きます

毎回予約が殺到するほどの人気があります。

参加した受講者は、講師の方の指導のもと、真剣

な眼差しでしめ縄を作っていました。

完成したしめ縄と一緒にパ
シャリ
い…
この作業が難し

立派なしめ縄が完成しました！

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

2019.2

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

2019.2
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介護が必要となった主な原因の構成割合

あなたの骨は大丈夫？

一方、カボチャやスイカのエキ病は雨水の溜

ラワーをつくっても菌核病が出なくなります。

骨粗しょう症は骨の強度が低下
骨折予防で大切なことは、骨粗

■まずは骨密度を測定してみよう！

骨密度を
測定しませんか？

して骨折しやすくなる病気です。
迎え、年齢を重ねると減少します。

骨密度は

を過ぎたら定期的に骨検診を受け

です。病状がなくても女性は

しょう症の「早期発見」「早期治療」

歳代でピークを

特に女性は閉経後に女性ホルモン

ましょう。特に閉経後の女性は、

歳～

の影響で、骨量が急速に減少し、

可能であれば１年に１度検診を受

歳

骨粗しょう症の割合が高くなりま

・運動

です。

動、食事の改善、薬物療法の３つ

骨粗しょう症の治療の柱は、運

■骨粗しょう症の治療

さないようにしましょう。

関で診断を受け、治療の時期を逃

ていると判断された方は、医療機

てください。検診で骨密度が減っ

40

まずは、ウォーキングなどの有

によって発見が可能です。

を使うとよいでしょう。

■エポックの骨検診を

ら負担をかける踏み台昇降・かか

も の を 行 い ま す。“ 上 下 方 向 ” か

◦人 間ドックのオプション検査です

・エポックでは…

是非ご利用ください！

と落とし運動等はより効果が高く
なります。
＊骨粗しょう症の予防には、出来
るだけ早いうちから運動を始め
歳～

歳から運動をする

て、骨を強くすることが大切で
す。

習慣をつけるのが理想です。
・食事
カルシウムを多く含む食品をと
るとともに、カルシウムの吸収を
助けるビタミンＤやビタミンＫ、
ビタミンＣを多く含む食品をとる
ようにします。骨質を高めるため
に、たんぱく質も積極的にとりま
しょう。
・薬物療法
骨粗しょう症による骨折のリス
クが高い場合に行われます。治療
に使われる薬の種類は、症状や骨
折の危険性、年齢、ライフスタイ
ルなどから、患者さんに合わせて

＊若い女性も、１度は測定し、自
分の骨量を知っておくことが大
切です。

◦運動不足
◦やせすぎている
◦カルシウム摂取量が少ない
◦タバコを吸っている
◦骨折した経験がある
◦過度の飲酒
◦若い時の過度なダイエット
◦血縁者に骨粗しょう症の人がいる
◦関節リウマチと診断されている
◦治療でステロイドを使っている

◦加齢・閉経

おすすめです

・次にあてはまる方は特に

（予約も当日申し込みも可能）
◦超音波を用い“足”で測定します
（痛み・被ばくがありません）
◦所要時間約１分
（待ち時間に測定できます）

スクワット等の骨に負荷をかける

酸素運動を行い、それに加えて、

に、虫による穴ができていることがあります。

の植物では効果がないため、緑肥のエビスグサ
ハクサイやキャベツ、ナス、イチゴなどの葉

一方、ネグサレセンチュウの場合にはこれら

夜しか出てこない犯人に注意

きます。

とができます。

土壌改善したりすると、その後は防ぐことがで

と、下葉の表面が湿っている兆候で発見するこ

り、緑肥のハブソウやタヌキマメなどを植えて

ウリのベト病は、湿度の高い早朝に見回りする

発生したら、その部分だけラッカセイを植えた

まりやすいところから発生するため、雨上がり

処方されます。
自分の骨の状態を把握し、早め
の対策をとりましょう。

☎0598-21-8248
健康管理施設エポック）から

フラワーの菌核病が発生した場合には、翌年同

けるのが理想です。骨粗しょう症

骨折・転倒

同じように、ネコブセンチュウの予防としては、

た日の午後２時頃に見回ることで、葉のしおれ

す。骨折は要介護や寝たきりにつ

13.4％
11.8％

じ場所にブロッコリーを植えると、翌年カリフ

対抗作物で病気を防ぐ

検診は、お住まいの地域の広報誌

10.9％

10
2019.2
2019.2
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高齢による
衰弱
関節疾患

4.5％

の畑の見回りが早期発見につながります。キュ

病気を対抗作物で防ぐ方法があります。カリ

で、昼間の見回りでその兆候を見逃さないこと

が必要です。同じく、ネコブセンチュウも晴れ

できるかもしれません。
月くらいたった晴天の日に葉のしおれが出るの

マイマイなど、夜行性の犯人を見つけることが
面積に出ます。たいていは播種か定植後、２ヶ

見回りをしてみましょう。ナメクジやウスカワ
一気に畑に広がることはなく、最初はわずかな

こんな時には夜８時過ぎか、早朝の日の出前に
せん。たとえば、ネコブ病の場合、ネコブ菌が

うかを調べても発見できないことがあります。
病害虫の早期発見には畑の見回りが欠かせま

虫に食害されたと思って、昼間に虫がいるかど

畑の見回りは不定期便で

ながりやすく、健康長寿への道を

認知症

やホームページなどで確認してみ

23.6％

30

こ ん な 手 立 てが 防 除 を 助 ける
30

15.8％
心疾患
（心臓病）

18.5％

その他の原因

施肥や病害虫対策など、農作業に関するご相談は随時受け付けております。
お近くのグリーンコープなどへお気軽にご相談ください。
ＪＡの保健室（ＪＡ三重厚生連松阪中央総合病院

20

脳血管疾患
（脳卒中）

阻んでしまいます。

不詳1.5％

20

家庭菜
園

JAの
保健室

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

当ＪＡが管内産の青ねぎを使って開発し、
１月に発売を開始したフレーバーオイルの新商品です。

伊勢ＮＥＧＩ○ＡＩＮＥＧＩ ＯＩ
Ｌ
締切日

平成３1年２月28日
（木）

大好きな南伊勢町のために、できることをしていきたいです

◆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
健康食品としても親しまれ、幅広く利用できる「乾しいたけ」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。
◆11月号の回答は「第５回臨時総代会」でした
応募総数、393通。沢山のご応募ありがとうございました。

20

0
0
6

40

－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

2019.2

「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。

千夏 さん（22）

思い、地元の企業で働いています。職場では窓口業務を担当し、それぞ
れのお客さまにあった対応を心がけています。

一番印象に残っていることは、高校時代に参加したソーシャルビジネ

掘したり、商品を開発したりして地域の課題を見直し、地域を応援して
いく取り組みに参加したことです。

役場の方と一緒に、地元の農水産物を使ったお歳暮や「たいみー（※）

焼き（たいやき）」も作ったりしました。

地域の人も温かく、自然豊かな南伊勢町が大好きなので、これからも

地元のことを勉強して、南伊勢町を少しでもよくしていくことに関わっ
ていきたいです。

※たいみー …… 南伊勢町のマスコットキャラクター

元 気はつらつ

大賞

募集中

向城

スプロジェクトという、ビジネス手法を取り入れながら地元の魅力を発

三食は
薬飲むため
食べている

ペンネーム

伊勢市 ＰＮ たーちゃん

ペンネーム

ＰＮ 福ちゃん

痛い所
分らないけど
湿布貼る

伊勢市

ペンネーム
ＰＮ りゅう

何食べる
答える前に
出来ている

伊勢市

貯まるのは
健康器具と
サプリだけ

ペンネーム

仁一

度会町 ＰＮ プー太郎の妻

林

ゴミ出しに
婆ちゃん紅を
さしていく

南伊勢町

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。

むかいじょう

名古屋の専門学校を卒業後、「地域の人と関わる接客業がしたい」と

お便りのコーナー

60

キャンペーン定期貯金の満期が来るた
び、頑張って 万円プラスして書き替
えています。抽選商品はなかなか当た
らず、残念な思いをしていますが、事
業分量配当が年 ．
％もあったの
で す ね。 ち ょ っ ぴ り 嬉 し く な り ま し
（ 代 女性）
た。

60

ＪＡの建物共済むてきに加入していた
おかげで、秋の台風で受けた被害を補
償していただけました。親切な対応で
感謝いっぱいです。 （ 代 男性）

40

農協祭に行きましたが、販売する農産
物の種類がもう少し多い方がいいと思
（ 代 女性）
いました。

先日、支店の感謝祭のビンゴ大会に息
子が参加させていただいたら、なんと
１等で旅行券をいただきました！ 息
子はとても喜んでいました。ありがと
うございました。これからも子供から
大人まで楽しめるような行事があれば
いいなと思います。 （ 代 女性）

年金友の会に入会して大変良かったで
す。いろいろな催しものがあり、誕生
日にはプレゼントもいただけてありが
たいです。友達にも勧めています。
（ 代 男性）

70

グッドライフ

シニアだより

２人で笑って過ごせることが幸せです
私たちは知人からの紹介で出会い、昭和38年に

結婚しました。今まで喧嘩をしたこともなく、お互

－玉城町－

出口

文生 さん（83）
幸代 さん（75）

い共通の趣味も多いので、２人で毎日、笑顔の絶え
ない生活を送っています。

楽しみはたくさんありますが、毎年７月に行く国

内旅行を一番楽しみにしています。きっかけは、仲
がよく年の近い夫婦２組と一緒に、結婚50周年を迎

えたタイミングで北海道へ行ったことで、それ以降、
毎年全国各地へ旅行しています。
※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。

また、夫は地域の社会貢献活動や年金友の会、私

は女性部活動の参加など、お互いたくさんの活動に
参加することで、健康を維持できているのだと思い
ます。

これからも、健康第一でいつも２人が笑って過ご

せる生活を続けていきたいですね。

2019.2
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予定表

（２月15日～３月14日）

２月
セルフＳＳガソリン・灯油感謝祭
16（土）
（～22日）
21（木） くらしの無料法律相談会

３月
2 （土） セルフＳＳ灯油感謝祭（～６日）
5 （火） 家庭訪問（～８日）
9 （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

インフォメーション
理事会だより

収入保険は農業収入の減少を広く補償します！

第33回

●青色申告を始めましょう！

開催日：平成30年12月26日（水）

【協議事項】

●青色申告を行う農業者（個人・法人）は収入保険に加入できます。

①平成30年度11月末月次決算結果（案）

●収入保険は、全ての農産物を対象に自然災害や価格低下などによる収入減少が生じた場合に補償する保険
です。最寄りの農業共済組合に相談願います。

②会計監査人候補者選定（案）
③規程等の設定・一部変更・廃止（案）
１．ＬＰガス運営管理規程の設定
２．共済規程の一部変更
３．ＭＳ・ＭＭＦ・米ドル・ファンド累積投資規程の廃止
④固定資産の取得（案）

収入保険は農業収入の減少を広く補償します ！
自然災害や鳥獣害
などで収量が下がった

市場価格が下がった

災害で
作付不能になった

けがや病気で
収穫ができない

倉庫が浸水して
売り物にならない

取引先が倒産した

盗難や
運搬中の事故にあった

輸出したが
為替変動で大損した

１．㈱あぐりん伊勢の倉庫兼作業場兼事務所
⑤子会社㈱あぐりん伊勢による土地の取得（案）
⑥その他
【報告事項】

「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

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

①ＡＬＭ委員会及び月間有価証券報告
②ＪＡの自己改革に関する組合員調査実施
③平成30年度ユニット別総代代表者会議の開催
④玉城支店外壁補修工事の競争見積り結果
⑤度会水稲育苗施設播種設備更新工事の価格交渉結果
⑥年末年始の業務
⑦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31年２月21日（木）
午前10時～午前12時（相談時間：１回30分）

■場

所

■弁 護 士

ＪＡ伊勢本店（度会郡度会町大野木1858）
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。

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

尾鷲・紀北地区

紀北経済センター
0120-520-599（24時間対応）
15
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変動金利

0.65％

10年固定金利

平成31年２月１日現在

■開催日時

あなたのお悩み解決します

0.80％

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！

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

■場

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（2月１５日～3月31日）
内

【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

ＪＡ伊勢住宅ローン相談会

■お申し込みは

経営企画部企画広報課 ☎0596-62-1125まで

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

２月21日（木）10：00～12：00

本店

0596-62-1125（企画広報課）

住宅ローン相談会

３月 ９ 日（土）10：00～16：00

伊勢中央支店

0596-62-1123（金融推進課）

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（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。
2019.2
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第7回「食と農」体験教室

スナップエンドウ収穫体験
12月15日、当ＪＡ南勢南島育苗センターで今年度７回目となる「『食と農』体験教室」を開催し、当

ＪＡ管内の児童とその保護者合わせて15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。

この日は、スナップエンドウを収穫した後、お湯でゆがいてその場で実食しました。参加した児童らは、

スナップエンドウを次から次へと口に運んでいました。

当ＪＡ職員から
説明を受けます

2019

2

最後にみんなで
実食！

vol.371

いざ
を
エンドウ
プ
ッ
ナ
ス
収穫！

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

トラクター等の農耕車両についた泥や土についてのお願い
トラクター等での農作業後、田畑から公道へ出る前には、機械の泥や土を落
としてから道路を走行していただくようお願いします。道路に落ちた大きな泥
や土のかたまりは通行の妨げや交通事故の原因にもなるため、大変危険です。
やむを得ず道路に泥や土を落としてまった場合は、落とした泥の清掃をする
などのご協力をお願いします。

編集後記

2019年も２ヶ月目に突入しました。この時期の花といえば梅ですね。梅の花言葉は「高潔」「気品」「厳し
い美しさ」と言われています。まさに冷たい空気の中、凛と咲く梅の姿そのものを表していると言えます。そ
んな梅も着々と開花し、春への準備が始まっているようです。とはいえ、全国的には降雪の話題が多く、「春
遠し」といったところでしょうか。皆さん、体を温めて、体調を崩さないよう、お気をつけください。（Ｈ）

