つなぐ手に 広がる未来 地域の輪

農の風

（有）伊勢アグリ・
トラスト

旬を味わう

ミョウガ

今月の表紙

（有）
伊勢アグリ・トラスト 角谷 信行 さん

角谷 信行 さん

2018

10
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（有）
伊勢アグリ・トラスト

JAの
保健室

今から始めるインフルエンザ予防

11

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

第４回「食と農」体験教室
教えてＪＡ
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

ヘクタールの面積で、

産を始めて今年で８年目を迎えまし
た。現在は約

年

年前から勤める傍ら、

月中旬ごろにミネラル成分を含ん

時期です。良質な米を作るために、毎

つけていることは、肥料の種類と散布

栽培について尋ねると「栽培で気を

とができます」と話す角谷さん。

や刈り取り時期は農作業に集中するこ

理は父が手伝ってくれるので、田植え

農作業を行っています。普段の水田管

できるので、

ストだと、働きながら農業との両立が

いと感じました。㈲伊勢アグリ・トラ

会社勤めと農業を両立させるのが難し

り、自分が主で作業を行うとなると、

両親が野菜づくりをしていることもあ

で、本格的に農業を始めました。また、

りました。妻の実家が農家ということ

いつかは就農したいという気持ちがあ

長かったのですが、農業に興味があり、

水 稲 を 生 産 し て い ま す。「 会 社 勤 め が

2.1
4

日本にイネが伝わったのは、縄
文時代後期末だと言われていま
す。水を引き入れた田において
栽培されたイネは、トウモロコ
シ、コムギとともに世界三大穀
物と呼ばれています。
コシヒカリは管内全域で水稲主
要品目として栽培・生産されて
います。

に取り組んでいます。

の農地を借り受けて、地域農業の維持

アグリ・トラストでは、離農する農家

現在、角谷さんが勤めている㈲伊勢

た。

目指したいですね」と語ってくれまし

土壌改良材を使って、田の地力向上を

けて、美味しい米を生産できるよう、

のではないかと思います。来年産に向

していることも原因のひとつであった

ってしまいましたが、田の地力が低下

暑による影響を受け、乳白粒が多くな

今後について尋ねると「今年産は猛

使用しています」と話してくれました。

っていたこともあり、現在も継続して

ができるということで、以 前から父が使

います。これにより良質で美味しい米

だ肥料を撒き、米の食味向上を図って

6

水稲

伊勢市植山町で
水稲を栽培する角谷信行さん。
現在、約２．
１ヘクタールの
面積で、水稲を生産して
います。

やりたかった農業に集中できる環境です

角谷さんは伊勢市植山町で水稲の生

10

あんさ ぶる
ん
ひろば

2

「角谷 信行さん：水稲」

9

JA伊勢の自己改革の実践 ～4～

4

いせちゃんトピックス

6

旬を味わう
活動だより

8

2
2018.10
2018.10
3

定植はマルチがけと組み合わせて

角谷 信行 さん

10
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JA伊勢の自己改革の実践 ～4～

サポートづくり
肥料や農薬などの生産資材を１円でも安価で提供できるように、一括仕入れによる物流コ
スト削減の取り組みや、ＪＡグループ全体の取り組みとして、銘柄集約によるスケールメリ
ットの創造コスト削減に取組んでいます。
※スケールメリット…規模の拡大によって得られる生産性向上や効率性上昇等、様々な効果の総称
成果指標

27年度末

28年度末

29年度末

30年度目標

価格低減商品数（肥料）

－

4品

7品

9品

価格低減商品数（農薬）

1品

12 品

17 品

19 品
（累計）

当ＪＡでは、「農業者の所得増大」と「農業生産 「自己改革」
の実現に向けて行う取り組みイメージ
の拡大」を実現するため、自己改革における「ＪＡ
伊勢 地域農業振興基本方針」を策定し、「農業振興
人・組織
土・基盤
づくり
を図るための６つの取組項目」に沿って農業生産の
ものづくり
づくり
拡大や販売力強化、生産コスト削減、新規就農者を
含めた農業経営体の育成や支援、それに伴う共感者
シンパシー
づくり等に取り組んでいます。
販路づくり
づくり
連載４回目となる今月は、「農業振興を図るため
サポート
の６つの取組項目」のうち、シンパシーづくりと
づくり
サポートづくりの取り組みの一部をご紹介します。

〈農薬〉

主な価格低減実績

ゼータタイガー
ジャンボ（10a用）

〈水稲基肥〉

近隣ＪＡとの連携に
よるスケールメリッ
トの創出に取り組ん
だ結果…

〈水稲穂肥〉

化成肥料 12-18-14

化成肥料 17-0-17

集約前と
比較して

集約前と
比較して

約20％
低減

平成27年度
と 比較して

約20％
低減

約19％
低減

集 約

〈土壌改良剤〉

苦土石灰（粒）
一括仕入れによる物
流コスト削減に取り
組んだ結果…
平成27年度
と 比較して

〈水稲基肥〉

塩加燐安086

〈水稲基肥〉

約14％
低減

〈水稲穂肥〉

塩加燐安284

NK化成C6号

また、平成29年度から、生産者の農業機械購入コストを削減することなどを目的に、新
たに農機具レンタル事業を開始しました。

主なレンタル対象農機

管理機（６馬力）
一日
4時間

4,320円
3,240円

※その他取扱い機具はお近くの農機センターへお問い合わせください。

トラクター（25馬力
一日
4時間

キャビン付）

23,760円
15,120円

シンパシー（共感者）づくり
消費者を対象とした収穫体験のほか、栽培・収穫・流通までを学ぶ「親子野菜塾」や、管
内小中学校と連携した田植え、稲刈り体験、松阪牛の畜産教室などを実施しています。
今後も「食の大切さ」を次代につなぐため、積極的に取組んでいきます。
成果指標

27年度末

28年度末

29年度末

30年度目標

食農体験参加人数

8 0 1人

1 , 9 1 8人

2 , 6 1 8人

2 , 6 5 0人

グランドソワー
一日
4時間

※上記価格はＪＡ事業所への引取価格です

4,320円
3,240円

※上記価格は税込価格です

次号へ続く
5

2018.10

2018.10

4

神様にささげる「平成最後のお米」を収穫
神嘗祭「初穂曳き」に向け稲刈り

地域の輪を広げる
ひまわりデイサービスで夏祭り

当ＪＡと伊勢神宮奉仕会青年部は、８月26日に伊勢
市の中居弘和さんが管理する水田3.6アールで、神宮

いせち

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

の神嘗祭に奉納する米「コシヒカリ」の稲刈りを行い
ました。
同取組は今年度で28年目。市内のガールスカウトや
スポーツ少年団などの児童と保護者合わせて150名が

ＪＡ伊勢・ＪＡ鳥羽志摩・ＪＡ三重南紀が合併予備契約に調印

参加しました。
参加した児童は「神様にささげる平成最後のお米を

調印式には、３ＪＡの役職員をはじめ、
行政関係、中央会、連合会関係者ら160名が出席しました。

収穫して、いい経験ができた」と話していました。今
回収穫したお米は10月15日に行われる神嘗祭「初穂
曳き」で奉納される予定です。
▲伊勢音頭を披露する女性部員ら

伊勢市上地町にある当ＪＡ介護センターひまわり
デイサービスは、８月21日と22日の２日間、当事業
所で恒例の夏祭りを行いました。利用者はバイキング
形式で昼食をとった後、午後からはＪＡ伊勢女性部が
懐かしい音頭に合わせて盆踊りを披露。また、利用者
らはかき氷やわたがしなどを作ったり、食べたりして
▲真剣な眼差しで稲刈りを行っていました

楽しみました。

ＪＡ伊勢・ＪＡ鳥羽志摩・ＪＡ三重南紀は９月22日、「合
併予備契約調印式」を伊勢市にある神宮会館の大講堂で行い
ました。11月に３ＪＡで開催する合併臨時総代会で合併が
承認されると、2019年４月１日に新たな「伊勢農業協同組
合」が誕生します。
調印式では合併後管内12市町の首長の立会いの下、ＪＡ
伊勢の加藤宏組合長、ＪＡ鳥羽志摩の前田長弘理事長、ＪＡ
三重南紀の筒井道夫理事長が合併予備契約書に調印後、鈴木
英敬三重県知事、鈴木健一伊勢市長、三重県中央会の谷口俊
二会長からご祝辞をいただきました。

消費者のニーズに合わせた出荷を
次郎柿の出荷が始まります！

地域の皆さまが利用しやすい店舗へ
度会支店新築工事起工式

ＪＡを取り巻く環境が一層厳しさを増していくと予測
する中、県南勢部の３ＪＡが協力し合い、相互扶助の精
神のもとに大同団結して合併することにより、それぞれ

ＪＡ伊勢玉城柿部会は玉城町の当ＪＡ玉城選果場で

のＪＡが持つ強みを活かしながら、安定した財務基盤と

10月中旬から11月下旬にかけて「次郎柿」の出荷を

経営収支を有するＪＡを構築していくことで、販売力の

行います。また、10月13日には同選果場で選果の規

強化や多彩な農畜産物の振興を目指し、「地域社会に貢

格を統一することを目的に目ぞろえ会を開催予定です。

献するＪＡづくり」を実現し、組合員や地域の皆さまが

同部会では、市場との連携を強め、食べ頃の次郎柿

安心して営農と生活ができるよう取り組んでまいります。

を消費者に提供

11月21日の合併臨時総代会に向け、各地区で事前説

できるよう、一

明会を開催しますので、皆さまのご理解のほど宜しくお

昨年から選果基

願いします。

準を改めてより
赤く着色した柿
の出荷を行って
います。

９月13日、度会町にある当ＪＡ本店敷地内で、度会
支店の新築工事に伴う起工式が執り行われ、地元総代
代表者、当ＪＡ役職員、施工業者等が参加しました。
新店舗は、地域の皆さまが利用しやすい店舗をコン
▶昨年の出荷の様子
7

おもしろ農産物

お尻みたいな
メロン
▲刈初（かりそめ）の儀を行う加藤宏組合長

2018.10

セプトにしており、平成31年春頃に完成予定です。

▲合併予備契約に調印し、握手を交わす（前列左から）前田理
事長、加藤組合長、筒井理事長と、立ち会った（後列左から）
木田会長、奥野会長、山本会長

一つのツルに14本ものサツマイモが！
この数でこの大きさは嬉しい！！

（伊勢市／西井さん）

（当ＪＡの役員が栽培しました）

トマトみたいな
ナスができました
（伊勢市／西野一郎さん）

双子カ

ボチャ

（度会町／岩上勝さん）

おもしろ農産物を発見したら、企画広報課 ☎ 0596-62-1125 へ

2018.10

6

活 動 だ よ り
１日でも早い復興を願って
ＪＡ伊勢女性部が募金活動
ＪＡ伊勢女性部は平成30年７月の西日本豪雨に係る

募金活動を７月23日～８月31日の期間に行いました。
それに伴い、当ＪＡ本店で14日に開かれたＪＡ伊勢
女性部役員会の場で募金活動報告を行いました。

当日は野口佳子部長が当ＪＡ酒徳雅明管理担当常務

へ募金を渡し、被災地への送付を依頼しました。

募金は530名から、236,200円が集まりました。

ＪＡ全中を通じて主要被災地へ送られる予定です。

▲集まった募金を渡す野口佳子部長㊧と酒徳雅明管理担当常務

女性部味覚散歩
恵那峡日帰りの旅

！
景色です
抜群の

９月９日、女性部味覚散歩「恵那峡日帰

り旅」を実施し、22名が参加しました。

旅行では、天守閣に設けられた展望台か

らの景色が抜群の「苗木城」散策や、豪華

松茸づくしの料理、遊覧船を楽しみました。
恵那峡は約80年前に木曽川をせき止め

て作られた大井ダムによってできた人造湖

で、一帯に奇岩が多いことで卓越しており、
それらを見物するためのジェット船が周航
しています。
◀松茸づくしの料理
いただきます！

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

2018.10

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

2018.10

8

け目を入れます。するとその穴から茎葉が伸び

月頃から広がり

ています。感染を防いだり、重症化さ

害やけいれんなどを起こします。これ

熱のあと、幻覚や言動の異常、意識障

になりやすいのが幼児です。突然の高

は、脳症と肺炎があります。脳症に特

イルスは、私たちの喉や鼻の粘膜が弱

の症状が現れます。インフルエンザウ

痛、倦怠感、咳、鼻水、喉の痛みなど

℃以上の発熱、関節痛や筋肉痛、頭

インフルエンザに感染すると、主に

どの症状がある場合は、早めに受診す

引いたり、呼吸が荒く、痰が絡まるな

出ない場合があるため、微熱や咳が長

ンフルエンザを発症していても高熱が

どに多く見られます。高齢者では、イ

臓などに病気がある人、糖尿病の人な

ンザは自然に治っていきますが、重い

れています。多くの場合、インフルエ

にウイルスが広まる原因の一つと言わ

重症化を防ぐためには、ワクチンを接

インフルエンザにかかりにくくし、

・インフルエンザワクチン接種が重要

■インフルエンザの予防

す。特に年末年始の人の移動も全国的

合併症が起こると命に関わる危険もあ

ヶ月前後かかるた

種することが重要です。ワクチンの効
果が現れるには

月頃から

月までに接種することが望ましいで

め、ピークを迎える前の

回の間隔を開けるために

月

中すると予約が取れない場合があるた
め、早めにワクチン接種の計画を立て
ましょう。
ワクチン接種は高齢者や子どもなど
の重症化しやすい人だけが対象ではあ
りません。自分が接種することで、周
りにいる人を守ることができます。小
児の親や妊婦や受験生の家族、医療・
介護従事者、感染を拡大させる可能性
がある教員などはワクチン接種が推奨
されます。
インフルエンザウイルスは、感染者

・日常生活でできること
の咳やくしゃみによって飛び散った飛
沫を吸い込んでしまうことで感染しま
す。流行期にはできるだけ人混みを避
けるようにしましょう。人混みに出る
際は、マスクを着用するようにします。
鼻から顎までしっかり隙間なく覆うこ
とで、効果が得られます。ウイルスが

ルチの穴もあけやすく、植え穴に苗を落とすだ

ジェイエース粒剤 ３kg
ジェイエース水溶剤
ジェイエース水溶剤

699円（税込）
3,415円（税込）

ク農薬
ェネリッ 守る
ジ
の
け
虫から
ＪＡだ
いて害
効
く
すばや

100g

500g

触れることも感染原因になります。使
用後のマスクの外側にもウイルスが付
着しているため、マスクを外した時も、
流水とせっけんによる手洗い・うがい
を行いましょう。アルコール性手指消
毒剤も有効なので、併せて使用しまし
ょう。
■ インフルエンザにかかってしまったら
インフルエンザのような症状が現れ
たら、早めに医療機関を受診しましょ
う。その際も感染を拡大させないため
に、人混みは避け、マスクを着用して、
咳エチケットを心がけて下さい。治療
の基本は安静による十分な休養と、脱
週

水症状を防ぐための水分補給です。こ
のような対処をすれば、発症から

間前後で症状が軽減していきます。高
日

熱があれば、抗インフルエンザ薬によ
～

る治療が検討されます。発症から
以内に使用すると、通常より

日

早く解熱するため、重症化の予防につ
日、熱が下がってい
日はウイルスを排出す

解熱してから

ながります。
ても発症から

るため、外出は控えてください。
これから涼しい季節になっていき
ます。今から手洗い・うがいを習慣
づけ、インフルエンザから身を守る
ための対策を開始しましょう！

■詳しくはお近くのグリーンコープまで
田中貴光
玉城グリーンコープ

ジェイエース
園芸用殺虫剤
園
家庭菜
メ
ス
ス
の

付着したものに触れた手で、鼻や口に

ていきます。マルチの下に空間があるので、マ

イチゴ

回接種が必要な

くぼみができているので、その位置に苗を置い

ベランダなどでできるイチゴのプランター
栽培。初めての方は１季なりのイチゴがおすすめです。
☆用意するもの：イチゴの苗、プランター（初心者の方には
ストロベリーポットがおすすめ）、培養土（水はけがいい
もの）、鉢底石
☆肥料切れに注意し、やや乾燥気味で育てることがコツ。

定植する際には、マルチの上に植え穴部分は

今月の植えどき野菜：

ます。

頃から接種が始まります。希望者が集

ため、

す。子どもの場合は

今から始める
インフルエンザ予防

インフルエンザは
月頃までの間に毎年大流行し

せないためには、今から日常的に予防

らの症状があれば速やかに医療機関を
受診してください。

ってくる、冷たく乾燥した環境で生存

ることをお勧めします。

肺炎は高齢者や、呼吸器や心臓・腎

するため、秋から冬にかけて流行しま

■インフルエンザってどんな病気？

することが必要です。

始め、

べたがけして地温を上げるようにします。これ

るため、注意が必要です。

インフルエンザの重い合併症として

■インフルエンザが命に関わる方

2

10
2018.10
2018.10
11

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

れを気にせず簡単に穴があけられます。次に植

え穴に根まわりたい肥を２つかみずつ入れ、マ

はじめての方必見！

方もよくなるため、定植後の活着が良好になり

す。そこで、この時点で鎌を使ってマルチに裂

ルチ内の苗は大きく生長し、茎葉は巻いてきま
あけを行います。これなら三角鍬でマルチの破

伸び出すのです。
せず、しかも穴の空間があるので地温の上がり

出し、巻いていた茎葉もピンと立ち、元気よく
ルチをかけます。こうすると植え穴の土は乾燥

ポリマルチ被覆後、10～12日くらいするとマ
順番を変えて、マルチがけの前にベッドに穴
2

730円（税込）
1,995円（税込）
1

3

ジェイエース粒剤 １kg

2 2

り、そこに苗を入れ、マルチ下に手を突っ込ん

で土を寄せるという作業順番になります。この

逆に植え穴から熱が逃げないため、地温が上が
12

1

いっぱいで定植します。このころは地温が10℃
11

2

類の定植作業では、まずマルチがけを先に行い
ます。そのあとマルチに穴を開け、植え穴を掘

り、生育は早まるのです。

植え穴を先に掘れば３倍のスピードに

だと、苗はマルチの下で倒れますが、心配無用。
順番を変えるとどうでしょうか。

程度と低いため、定植後に透明のポリマルチを

早生種はポリマルチで温度確保
常、カボチャやスイカ、露地メロンなどの果菜

れば完了です。
作業順序をちょっと変えるだけで仕事がラク

け。最後は通路の土を鍬で株元に放って覆土す

作業順序を変えるだけで仕事がラクに!?

スイートコーンの早生種は３月半ばから３月

になったり、きつくなったりするものです。通
1

5

家庭菜
園

JAの
保健室
38

10

定 植 は マ ル チ が けと 組 み 合 わ せ て
11

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

感染すると、主に38℃以上の発熱、間接痛、倦怠感、咳、鼻水、
喉の痛みなどの症状が現れます。

インフル○ンザ
締切日

平成30年10月31日
（水）

自然に囲まれた南伊勢町が大好きです

◆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。
◆９月号の解答は「ハーバリウム」でした
応募総数、306通。沢山のご応募ありがとうございました。

40

－南伊勢町－

木本

竜司 さん（25）

専門学校を卒業後、現在は上下水道に関連する仕事に就い

ており、職場ではすぐに現場に向かえるよう、常に心がけて
います。

休日は家の近くにある畑でイモや栗、ブドウなどいろいろ

な種類の作物を育てています。家庭菜園の範囲内ですが、こ
れから美味しい作物ができるようにしっかり育てていきたい
ですね。父親や親戚が米を生産しているので、私自身も繁忙

お便りのコーナー

30

ＪＡＳＳで洗車デビューの際、洗車方
法が分からず、職員の方に尋ねたとこ
ろ、本当に親切にしていただき、気持
ち良かったです。おかげさまで最近は
一人で洗車できるようになりました。
（ 代 女性）

80

先日、お盆の時に子どもがいただいた
お金を、子どもと一緒に窓口へ預けに
行きました。子どもはおまけのガチャ
ガチャと、お金を預かってもらったこ
とが思い出に残ったのか、支店の前を
通ると、その時の思い出を話してくれ
（ 代 男性）
ます。

50

窓口で新券・旧券の両替を時々依頼し
ますが、多忙にもかかわらず気さくに
していただけるので嬉しいですね。
（ 代 男性）

相続税対策に、いろいろ相談に乗って
いただき、とても参考になりました。
担当職員の方の知識の豊富さに感心し
（ 代 女性）
ました。

７月に自動車共済に加入しました。毎
年忙しさに負け、見直しすることなく
そのままでしたが、見比べていただき
こちらの希望通りていねいに親切に対
応いただき、満足しました。気さくで
喋りやすく、また一段とＪＡのファン
になりました。ありがとうございまし
（ 代 男性）
た。

60

グッドライフ

期は田植えや稲刈りを手伝ったりもしています。

また、海が近いので、春はシラウオを漁ったり、秋口はモ

ズクガニを漁ったりします。秋から冬の間は、仕事帰りにイ
カ釣りをしたりもしますね。こういったことができるのも南
伊勢町の魅力だと思います。

これからもいろいろなことに挑戦していきたいですね。

大賞

元 気はつらつ

シニアだより

ペンネーム
ＰＮ ＴＣＫＨ

熱中症
気をつけすぎて
腹下す

尾鷲市

奥山 洋子

婆さんと
涼みに行こう
スーパーへ

伊勢市

ペンネーム
ＰＮ 愛ちゃんのバアバ

食べ頃を
猿・イノシシに
教えられ

度会町

森島 幸喜

ペンネーム
ＰＮ ブクブク丸

医師迷う
どちらが患者
老介護

紀北町

尾鷲市

妻倒れ
心配なのは
俺のめし

“自分に負けないように”日々過ごしていきたいです
－伊勢市－

私たちは昭和35年に結婚し、今年で58年目を迎

中森

敏幸 さん（82）
米子 さん（78）

えました。

農業一筋で、当初は伊勢たくあんやタバコを作っ

ていましたが、現在はイチゴや梨、ブドウを栽培し
ています。農閑期には毎年、友人らとともにカナダ
や台湾など、海外旅行にも行ったりしました。妻は
週に２回、趣味で日舞をやっていました。お互いに
趣味を持って人生を楽しむことが、夫婦円満に繋が
っているのだと思います。また、農業は天候などに

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

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

2018.10

「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。

※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。

よって左右されるので毎年勉強させられますが、こ

れからたくさんの作物を作っていくことを楽しみ
に、自分に負けず頑張ろうと思います。

これからもお互い体調に気をつけて過ごしていき

たいですね。

2018.10

12

予定表 （10月15日～11月14日）
10月
20（土） セルフＳＳ感謝祭（～26日）
23（火） くらしの無料法律相談会

11月
３ （土）

文化の日
セルフＳＳ灯油感謝祭（～７日）

５ （月） 家庭訪問（～８日）
10（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
楽しい催し盛りだくさん！ 農業祭開催のお知らせ
今年も農業祭の季節がやってきました。管内各地区の会場で、
楽しい催しものを企画してお待ちしています。ぜひお誘い合わ
せのうえお越しください。
開催日

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

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

2018.10

収入保険 が始まります！

開催場所

10月14日（日）

旧阿曽小学校跡地
※大紀町主催「大紀ふれあいまつり」に出店

10月20日（土） 伊勢北部経済センター（伊勢市植山町260-1）
10月27日（土）

玉城支店（度会郡玉城町佐田130）

ＪＡ伊勢住宅ローン相談会
変動金利

自然災害や病害虫
などによる収量減少

市場価格の低下

盗難や運搬中の事故

けがや病気で
収穫ができない

災害により作付不能

輸出時の為替変動

食庫が浸水して
売り物にならない

取引先が倒産

度会支店（度会郡度会町大野木1858）

11月24日（土） 尾鷲柑橘選果場（尾鷲市大字向井字河原487-1）

◆交通事故に遭われた場合

平成31年１月から全ての農産物を対象に収入減少を補てんする

開催日・場所

南勢グリーンコープ
11月10日（土）
（度会郡南伊勢町五ヶ所浦字スルジ652-9）

「こんなときは？」の 連絡先

青色申告を行っている農業者の皆さまへ

0.65％

10年固定金利

平成30年10月１日現在

0.80％

様々なリスクに備えて収入保険に加入しましょう！
掛金はいくらなの？

■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

くらしの無料法律相談会
■開催日時
平成30年10月23日
（火）
午前10時～午後４時（相談時間：１回30分）
■場
所
ＪＡ伊勢本店（度会郡度会町大野木1858）
■弁 護 士
加藤睦雄法律事務所

※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

お電話は以下の電話番号におかけください。
（平日 8：30～17：15まで）

☎059-228-5135

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！

※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。

ご興味のある方へ

ＮＯＳＡＩ三重（三重県農業共済組合）

金利大幅に見直しました

■開催日時
①平成30年10月13日
（土）午前10時～午後４時
②平成30年11月10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）

どのくらい
補てんになるの？

FAX：059-224-1794

津市桜橋1丁目649番地
E-mail：info@nosaimie.or.jp
HP：http://www.nosaimie.or.jp/

農業を営むすべての方に農業経営資金

“農業経営資金”が

一層利用しやすくなりました。

農業経営資金の商品概要
借入金額

借入金額100万円以上が対象となります。

資金使途 トラクターなど農業用機械の購入、栽培用ハウス、畜舎など農業用施設の建設等、その他農業経営に必要な資金

最長 5 年間実質年 0.2%（変動金利）となります。

適用金利

保証料

（注）適用金利は平成30年10月１日現在のものです。

借入全期間、実質保証料0円

（注）三重県農業信用基金協会への一括前払い保証料については、全額助成いたします。但し、保証料は、一
度お支払して頂き、後日に助成いたします。

取扱期間

■詳しくは

平成30年4月2日から平成31年3月29日
（注）取扱期間内に実行した案件に限ります。

金融共済部金融推進課 ☎0596-62-1123 または、お近くの支店窓口まで
2018.10
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第4回「食と農」体験教室

家族で 稲刈り体験と おにぎり作り
９月１日、度会町で今年度４回目となる「『食と農』体験教室」を開催しました。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が目的です。

この日は、当ＪＡ管内の小学生とその保護者合わせて22名が参加。第１回の体験教室で植えた稲を刈

り取った後、事前に当ＪＡ職員が刈り取ったお米でおにぎり作りを行いました。

当日はあいにくの空模様でしたが、児童らは鎌を使った稲刈り体験に終始笑顔を見せていました。
次回は、玉城町で第３回の体験教室で植えたさつまいも掘り体験と、焼き芋作りを行う予定です。

2018

教えてＪＡ

Ｑ
＆

Ａ

農地を相続した場合、
何か手続きが必要ですか？

相続相談

Ｑ
農地を相続で取得した場合、農

地であっても土地であることに変

わりないため相続税が発生しま

す。そして、農地を相続する場合は、他の

土地を相続する場合とは異なる手続きが必

要です。

農地を取得した場合は、地元の農業委員

会への届け出が必要です。この手続きは必

ず行う必要があり、怠ってしまうと農地の

取得が無効となってしまう危険もあるた

め、注意が必要です。

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

管理部総務課 資産管理担当 中西まで。

vol.367

【不動産・農地に関するお問い合わせは】

10

Ａ

相談業務一覧（10月15日～11月30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 10月23日（火）10：00～16：00 本店

0596-62-1125（本店企画広報課）

住宅ローン相談会

11月10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

11月21日（水） 9：00～16：00

紀北支店

0596-62-1123（本店金融推進課）

新規就農・営農相談

随時

営農指導課（玉城支店２Ｆ）

0596-58-3535

編集後記

時折、肌寒さを感じさせる季節となりました。日がだんだんと短くなり、秋の夜長を楽しむ方もおられるこ
とでしょうか。休前日は秋の夜長を楽しみ過ぎてついつい夜更かし…となってしまった経験がある方もみえる
と思います。夏の疲れを癒し、しっかりリフレッシュできるよう、秋の夜長を有意義に過ごしたいものですね。
（Ｈ）

