つなぐ手に 広がる未来 地域の輪

農の風

ＪＡ伊勢振興野菜部会

カボチャ

旬を味わう
今月の表紙

ＪＡ伊勢振興野菜部会

北川

稔 さん

北川 稔 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

臨時総代会開催のお知らせ
平成30年度の「ＪＡ伊勢ふれあいチビッ
子マラソン大会」開催中止のお知らせ
教えてＪＡ
編集後記

16

ＪＡ伊勢振興野菜部会
サツマイモ部門 代表

稔 さん

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…

JAの
保健室

クリック！

検索
ＪＡ伊勢

になります。日本農業新聞で、サツマ
イモがスイーツ向けであり、女性や子
どもに人気という記事を見て、興味を
持ちました。また、三重県では系統出
荷がなく、初めてのことで栽培を始め
たら面白いなと思いました」と栽培の
きっかけを話す北川さん。続けて「収
穫時などの繁忙期を除いて、普段の作
業は１人で行っています。サツマイモ
の栽培を始めて感じたことは、近くに
産地がないので、消費者からの反応が
すぐに分かることです。また、サツマ
イモは基本的に、植えつけ時期が終わ
ると、管理自体はあまり手がかかりま
せん。良質なサツマイモを作るために、
基本的な土づくりをしっかりと行い、

畑の特徴をしっかりと見分け、畑との
かけひきを大切にしています。さらに、
サツマイモは出荷調整がしやすく、１
年間出荷が可能なので、栽培もしやす
いですね」と栽培について話します。
今年度産について北川さんは「まだ
アールあたり、３トンの収量

収穫期が途中なので出来は分かりませ
んが、

を目標にしています。９月に台風が上
陸しましたが、サツマイモは、水はけ
の良い圃場であれば、台風などの災害
があっても大きな影響はないですね」
と話します。
今後について尋ねると「栽培が安定
してきたら、作付面積を増やしていき
たいです。また、他産地とも知識を共
有し、よりよい産地にしていきたいで
すね。この記事を見て、サツマイモ栽
培に少しでも興味を持ってくれる人が
増えればと思います」と強く期待を語
ってくれました。

サツマイモ

㈱玉城園芸

自分を見て、サツマイモを
作りたい人が少しでも増えれば

あんさ ぶる
ん
ひろば

北川

「本格的に栽培を始めたのは３年前

流行期突入！ ノロウイルス対策

玉城町中角地区で花苗や野菜苗を
主に栽培しながら、
現在約１５０アールの面積で
サツマイモを栽培して
います。
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甘くてホクホク、秋といえばサツマイモ。
サツマイモはもともと、中央アメリカ原
産で、日本では江戸時代に薩摩地方（鹿
児島県）から全国に伝わったため「サツ
マイモ」と呼ばれるようになりました。
青果用として一般家庭での料理に使われ
るほか、焼きいもや大学いも、でん粉、
菓子類、いも焼酎などの幅広い用途があ
ります。

13

注入かん水とどぶ漬けかん水
育て
すくすく

11
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総合事業

JA伊勢の自己改革の実践 ～5～

総合事業の利用で地域の農業が支えられています

連載開始から４ヶ月にわたり、「農業者の所得増大」と「農業生産の拡大」を実現するために策定し
た「農業振興を図るための６つの取組項目」の取り組みの一部を紹介してきました。
また、ＪＡでは営農・経済事業だけでなく、信用事業（ＪＡバンク）、共済事業（ＪＡ共済）など、

ＪＡは、多彩な事業を総合的に実施し、組合員および地域の皆さまに便利で多彩なサービ
スを提供することを通じて、地域農業の振興や地域づくりに努めています。
地域の農業にとって大事な農業関連事業だけを見ると収支状況は厳しくありますが、信用

全国で総合事業を展開しています。農業者と地域住民が一体となった協同活動を展開し、「地域の活性
化」に貢献することで、豊かで暮らしやすい地域社会の実現を目指します。
連載最終回となる今回は「地域の活性化」と「総合事業」についてご紹介します。

事業や共済事業などを含めた総合事業だからこそ、組合員の営農をお手伝いする営農指導員
の配置や、農業施設への投資を実現しています。

地域の活性化
ＪＡ伊勢は、農業振興や地域振興を促進するために、農業の多面的機能発揮に向け農業者
と地域の皆さまが一体となった協同活動を展開し、「地域の活性化」に貢献しています。
共済事業

信用事業

高齢者等への安全・安心感の提供
「地域の活性化」の実現と地域づくりの一翼を担うことを目
的に、行政と支店・事業所とが連携した「地域見守り活動に関
する協定」を管内全行政（伊勢市・尾鷲市・玉城町・度会町・
南伊勢町・大紀町・紀北町）と締結しています。

農業関連事業
生活関連事業

介護事業

ＪＡ伊勢は地域の皆さまのくらしを良くするために「地域の皆さまとともにＪＡ伊勢はい
つも一所懸命です」という経営理念のもと、地域の方々と互いに手を取り、支え合い、助け

相続・事業承継支援を核とした相談機能の充実
円滑な事業承継、営農継続、後継者との関係深化およびＪＡ
の総合力を活かしたサービスの向上を目指し、相続・事業承継
支援体制の構築に取り組んでいます。くらしの無料法律相談会、
相続・遺言個別相談会など、相談機能の充実を図っています。

合って食と農を基軸とした様々な活動を行っています。
これからも安全・安心な農畜産物を提供し続けるために、地域の農業を“魅力ある農業”
として夢や希望にあふれる時代につないでいくことが私たちの使命です。

組合員および地域の皆さまとともに行うくらしの活動の展開
ＪＡが組合員および地域の皆さまに親しまれ地域の拠点とし
て貢献していくため、平成27年度から「１支店等１協同活動」
を実施するなど、元気な地域づくりとともにＪＡの共感者づく
りに取り組んでいます。

5
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第５回「食と農」体験教室
サツマイモ掘り体験と焼き芋作り

自分たちで植えた稲を刈り取る
伊勢市立豊浜東小学校

いせち

当ＪＡくらしの活動推進課と営農指導課は10月13
日、度会郡玉城町で今年度５回目となる「『食と農』

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

体験教室」を開催しました。
この体験を通して親子で食と農の大切さについて学

なないろ

ぶことを目的に行われています。

七彩の歌声から紡がれる名曲の数々に大盛り上がり
ＪＡ伊勢ふれあいオンステージ市川由紀乃コンサート

当日は、当ＪＡ管内の小学生と、その保護者合わせ
て33人が参加。第３回の体験教室で植えたサツマイ
モ掘り体験と、焼

10月５日に尾鷲市民文化会館、６日と７日にシンフォ

き芋作りを行いま

ニアテクノロジー響ホール伊勢で「ＪＡ伊勢ふれあいオン

した。

ステージ」を開催し、３日間５公演合わせて4,205人の方

次回は小俣支店
で、児童らが家族
へ感謝を伝えるお
弁当作りを予定し
ています。

◀土の中から
サツマイモを発見！

豊かな香りを味わって
一番茶を使用したほうじ茶ティーバッグを開発・発売
当ＪＡは、管内産一番茶を使ったほうじ茶ティーバ
ッグを開発し、発売しました。

にお越しいただきました。
会場は、２年連続でＮＨＫ紅白歌合戦に出場した市川由

▲鎌を使って真剣に稲を刈り取る児童

紀乃さんの七彩の

当ＪＡ営農指導課は10月10日、伊勢市立豊浜小学

歌声と饒舌なトー

校でバケツ稲の刈り取り指導を行い、５年生16人が

クで盛り上がりま

参加しました。

した。また、各公

「バケツ稲づくり」は、児童らが実際に稲作を体験

演で当ＪＡの常勤

することで農業への関心を育むことを目的に実施して

役員が伊勢市特産

おり、当日参加した児童らは真剣な面持ちで作業を行

のバラなどをプレ

っていました。

選手らの活躍を願い管内産物を贈呈
皇學館大学駅伝部壮行会

▲七彩の歌声で会場を沸かせた市川由紀乃さん

県外などでの販売を通して販路拡大へ
伊勢市長へ蓮台寺柿出荷報告

パークボウリング場を貸し切って第５回ボウリング大

対校選手権大会に、皇學館大学駅伝競走部が出場する
にあたり、10月15日に伊勢市の同学グラウンドで壮

茶葉の芯までじっくりと焙煎することにより、香り豊

行会が行われ、地元地域のＪＡとして、当ＪＡから西

かな味わい深い、ほうじ茶に仕上がりました。茶葉が

村隆行金融担当常務が出席しました。

広がり浸出しやすいナイロン紗の三角タイプティーバ

西村常務は、同部に当ＪＡ管内産コシヒカリ「伊勢

ッグで、お湯だけでなく水出しでも本格的なお茶をお

ごころ」60kgと伊勢茶ペットボトル10ケースを贈呈

楽しみいただけます。

し、出場選手らにエールを送りました。

ストライクではじける笑顔
年金友の会ボウリング大会開催
ＪＡ伊勢年金友の会は９月19日、松阪市にあるサン

ＪＡバンクが特別協賛する第50回全日本大学駅伝

旨味の乗った伊勢茶の一番茶と茎の部分を使用し、

ゼントしました。

▲当ＪＡ加藤組合長がバラをプレゼント

会を開催し、165人の会員の皆さまに参加いただきま
した。
ゲームはハンディキャップを設けた個人戦で行い、
参加者は年代を超えた戦いを繰り広げました。

当ＪＡグリーンコ
ープ、購買店舗のほ
か、伊勢市のサンフ

▲報告後に笑顔をみせる、鈴木健一市長と部会員ら

ァームおばた、鳥羽

ＪＡ伊勢蓮台寺柿部会は10月９日、伊勢市役所で

市の鳥羽マルシェや

鈴木健一市長に、９月21日から始まった蓮台寺柿の

熊野市のほほえみか

出荷報告を行いました。同部会は、三重県や同市の協

んでご購入いただけ

力を得ながら栽培講習会を実施し、後継者育成や品質

ます。価格は80g（４

向上・生産量の安定を図り、さらなる販路拡大を目指

g×20パ ッ ク ）、 税

しています。

込648円。
▶簡単便利で本格派の
ほうじ茶ティーバッグ
7

2018.11

▲入賞者の皆さん、おめでとうございます！

蓮台寺柿は、2016年度から、市のふるさと納税寄
▲西村常務から差し入れを受けとる駅伝部員ら

付金の返礼品に採用されています。

男性の部

優

女性の部

勝

加藤

芳雄さん

優

勝

木村

三千代さん

準優勝

小林

利雄さん

準優勝

西井

まち子さん

３

下田

義彰さん

３

山本

ちかみさん

位

位

2018.11

6

活 動 だ よ り

ＪＡ女性組織では、
ＪＡの自己改革を
後押ししています

わたしたちＪＡ女性組織は、健全な食と農
を次代に引き継ぐため、ＪＡをよりどころ
として日々活動しています。
ＪＡでは自己改革を行っていますが、ＪＡ
女性組織もＪＡグループの一員として、

学習

対話

発信

を軸に、ＪＡ自己改革の後押しを
行っています。

自己改革

平成30年３月９日

学

（金）に「ＪＡ女性組
織活性化研修会」を
行いました。事務局

習

よりパンフレットを
使って説明があった
後、ＪＡあつぎ女性
部による自己改革の
後押しの寸劇動画を
上映し、各女性組織
で具体的にどのような後押しをするかグループワークを行い、最後に各女性
部長による「後押し宣言」をしました。
また、５月12日（土）のＪＡ伊勢女性部総代会の中で、寸劇「みんなが主
役

わたしたちのＪＡ自己改革」を上演し、協同組合やＪＡの大切さについて、

おもしろく楽しく学習することができました。

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

2018.11

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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プリのかん水が必要となります。しかし、かん
一方、深さは地温によって決めます。春先、

上からかん水するだけでは鉢全体に水が回って

月～

■ノロウイルスの予防・対策

染してから

～

日ほどで、強い吐き

を介して体内に入り、増殖します。感

霧機の噴口を取り除き、その先を苗が植わった

隅々まで丁寧に洗います。特に指先、

後」などは特に時間をかけて、手指の

「おむつ交換後」
「汚物処理
で食べる機会が多いことが、この時期 「トイレ後」

することがほとんどです。また、感染

は長く続かず、

ともあります。しかし、これらの症状

す。発熱、頭痛、筋肉痛などを伴うこ

ます。

の流行の要因になっていると考えられ

指の間、爪の間などは見逃しやすいの

しても発症しないケースもあります。

■かなり手ごわいノロウイルス

拭き取った後は、家庭用の塩素系漂白

捨てマスクや手袋を使用し、きれいに

らゆる場所にウイルスが付着している

手からタオルやドアノブ、食器などあ

感染です。手洗いが不十分であると、

嘔吐した時に飛び散り、乾燥して空気
中にもウイルスが舞い上がる事もあり
週間はウイルスが出続けるた
め、症状が治まった後も家族みんなで

ます。
度を

感染対策を続けてください。
す。調理器具も可能な物は熱湯消毒す
るようにしましょう。
■ノロウイルスにかかったら
ノロウイルスは、食品や人の手など

心になります。自宅で安静にし、嘔吐

しないため、症状を軽くする治療が中

ノロウイルスを死滅させる薬は存在

■ノロウイルスを早く治すためには

と、感染性が失われると言われていま

℃以上に保ち１分間加熱する

熱がもっとも有効です。食品の中心温

ウイルスをやっつけるためには、加

して捨てましょう。

剤などで消毒します。拭き取った嘔吐

3

可能性があります。小さなお子さんが

2

物や手袋などはポリ袋にしっかり密閉

日で自然に回復

で注意しましょう。身近に感染者が居

注意してほしいのが家庭内での集団

ノロウイルスは感染力が非常に強
く、感染者が吐いたものや便を触った
あと良く手を洗い、感染者が使ったも
のをきれいに掃除したつもりでも、ノ

週

ロウイルスがわずかに残っていて感染
することがあります。
また、症状が治まってからも約

間はウイルスが排泄されるため、治っ
たように見えても二次感染に注意が必
要です。加えて、ノロウイルスには多
数の遺伝子型があるので、異なる遺伝
子型のウイルスであれば、一度感染し
た人でも何度も感染する恐れがあるた
め、寒い時期は常に注意が必要です。

～

る場合は、嘔吐物などの処理時に使い

手洗いが大切です。「調理前」「食事前」 気、嘔吐、下痢、腹痛などを起こしま

ウイルスをつけないために、十分な

こでお勧めなのは土中への注入かん水。動力噴

土の中に水を送り込みます。一時的に土の中に

ジェイエース
ジェイエース粒剤 １kg
ジェイエース粒剤 ３kg

730円（税込）
1,995円（税込）
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）
100g

500g

します。嘔吐はほとんどの場合が

日

程度で治まるため、嘔吐の続く間は無
理に食事をとる必要はありません。治
まってきたら水分・塩分補給としてス
ポーツドリンクや経口補水液などが勧
められます。症状が落ち着いたら、お
かゆなどをとるようにします。
長引かせないポイントとして、下痢
止めは使わないようにしましょう。下
痢はウイルスを体内から出そうとする
現象でもあります。下痢止めは腸の動
きを弱め、ノロウイルスが排出されに

日以上続くなど、症状が重

くくなり、症状が長引く可能性があり
ます。
嘔吐が

かったり、脱水が疑われる時は医療機
関で点滴治療が必要となります。乳幼
児や高齢者が感染すると、脱水症状を
起こし、重症化するケースがあります。
嘔吐物で窒息や、誤嚥によって肺炎を
引き起こす可能性もあるため、十分注
意しましょう。
ノロウイルスとほぼ同時期にイ
ンフルエンザも流行します。どち
らも手洗い、うがい、マスクなど
が最大の予防方法です。涼しくな
るこの時期から、暖かくなる時期
までは特に健康管理・感染予防に
注意して過ごしてくださいね。

小林優大
伊勢グリーンコープ

■詳しくはお近くのグリーンコープまで

ＪＡだけ
の
ジェネリ
ック農薬
すばやく
効いて
害虫から
守る

園芸用殺虫剤

がひどい時は吐き気止めの座薬を使用

土の中に差し込み、噴出する水の圧力を使って

タマネギ

2

ノロウイルス感染の流行期は
月です。ノロウイルスは寒さや乾燥

冬野菜の早生種では自然降雨を待てません。そ

初めての方は、苗を植え付けるのがおすすめ
です。苗の定植時期は一般的に早生で11月上旬～中旬、
中生で11月中旬～下旬、晩生で11月下旬～12月上旬と
なっています。
☆定植時期が早すぎたり遅すぎたりするとトウ立ちや生
育不良が発生しやすくなるので注意しましょう。
☆タマネギは葉菜類ですので、実は大型のプランターや
鉢植えでも栽培できます。

行いたいものですが、８月下旬ごろに定植する

今月の植えどき野菜：

定植作業は降雨が予想される前日か前々日に

流行期突入！
ノロウイルス対策

注 入 か ん 水 とど ぶ 漬 け か ん 水

に非常に強く、カキなどの二枚貝を生

1

10
2018.11
2018.11
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

はじめての方必見！

夏は注入かん水で

ートを切ることができます。
ないようにしましょう。

ぷりと鉢土に含ませてから定植する方法です。
やブロッコリーなどは鉢土の表面が見えないよ

こうすると活着もよくなり、健全な生育のスタ
うに深めに植え、高温で根を傷めて活着が遅れ
2

1

やキュウリ、ソラマメなどでは大きいほうがよ

地温の低い時期に植えるカボチャやトマト、ナ

ま運んだ苗をいったんいけすに漬け、水をたっ
えるトマトやキュウリ、秋口に植えるキャベツ

水してから苗を運ぶと苗が傷みやすく、しかも

果菜類の苗はどぶ漬けかん水で

いでしょう。

が、畑にいけすをつくって水を張り、乾いたま
少し見えるくらいに浅植え。夏の暑い時期に植

いないこともよくあります。そこでお勧めなの
ス、キュウリ、スイカ・メロン類などは鉢土が

果菜類の定植時には、活着を促すためにタッ

ベツ、トマト、カボチャなどは小さめでよく、

根が比較的弱く、酸素を好むスイカ・メロン類

ど湿り気を保つことができます。
よいとされます。根が深いブロッコリーやキャ

らいまで水を注入でき、干天のもとでも２日ほ
植え穴は一般的に根鉢の２倍ほどの大きさが
85

園
家庭菜
メ
ス
ス
の

埋まり、苗も傷みません。これで地中10cmく

植え穴は大きく、
深さは季節によって調節
2

2

家庭菜
園

JAの
保健室
3

水圧で穴ができますが、注入を終えれば自然に
11

すくすく
育て

わくわく
プレゼント

締切日

とじ込みハガキの
「あんさんぶる」
に対するアンケートに
ご協力をお願い致します。

回答者の中から抽選で１０名さまに、南伊勢町特産の
「マルゴみかん」
（３kg）
を
プレゼント。
なお、当選者の発表は発送をもってかえさせていただきます。
皆さまからのご意見・ご感想、お待ちしています。

平成３０年１１月３０日
（金）

◆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。
◆締切日
平成30年11月30日（金）
◆10月号の解答は「インフルエンザ」でした
応募総数、252通。沢山のご応募ありがとうございました。

70

50

40

2018.11

「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。

真侑 さん（20）

高校を卒業後、伊勢市の食品会社に勤めて２年目になります。職場

の方々との交流も多く、充実した日々を送っています。

今までで一番印象に残っている思い出は、高校時代の文化祭と体育

祭です。準備も含め、１週間使って行ったので、クラスメイトと一緒

おかげ横丁へ行って、いろいろな食べ物を食べながらお店を回ったり
します。

休みの日は、よく旅行へ行きます。旅行先での行動はもちろん、事

前に計画を立てたり、美味しいお店を調べたりなど、目的地までの過
程もとても楽しいです。

今一番行きたいところは北海道ですが、これからも色んなところへ

行ってみたいと思います。

元 気はつらつ

大賞

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

西村

地元の自慢できる場所は「おかげ横丁」ですね。自分自身も、よく

岡田 禎子

募集中

仕事もプライベートも充実しています！

に全力で楽しんだことが思い出に残っています。

年重ね
財布ふくらむ
診察券

大紀町

ペンネーム

ＰＮ ドラゴン

我が休み
妻は必ず
家出する

伊勢市

塩分を
摂れと言われて
高血圧

ペンネーム

山本 和代

伊勢市 ＰＮ 南 伊勢男

甲子園
涙で見えぬ
孫の顔

大紀町

ペンネーム
ＰＮ 爺帝王

いの位置で
「じいじ」と「じじい」
大違い

紀北町

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。

グッドライフ
－伊勢市－

お便りのコーナー

Ｊ Ａ ま つ り で の「 も ち ま き 」、 子 ど も
達がとても楽しんでいました。最近は
「もちまき」
することが減りましたよね。
（ 代 女性）

超低金利時代の今、将来の老後への備
えとして、資産運用のノウハウをＪＡ
に相談していきたいと思っています。
（ 代 男性）

50

この夏、初めての野菜作りを頑張りま
した。近くのグリーンコープには大変
お世話になりました。スイカ、トウモ
ロコシ、初めてにしてはなかなかの出
来栄えでとても美味しかったです。
（ 代 女性）

毎朝５時からウォーキングしていま
す。支店前の時計を見て、ペース配分
しています。とても助かっています。
（ 代 男性）

ＪＡの貯金を解約する場合、口座を作
った店舗でないと解約できず、不便に
思います。近くの店舗どこででも解約
できるよう、お願いします。
（ 代 女性）

60

あんさ ぶる
ん
ひろば

シニアだより

趣味などが充実した生活をこれからも続けていきたい
私たちは昭和39年に職場の友人を介して出会い、今

年で結婚54年目を迎えました。定年までは仕事の都合

－南伊勢町－

加藤

義平 さん（79）
美智子 さん（77）

で津市に住んでいましたが、現在は私の実家がある南伊
勢町に戻ってきました。

囲碁やカラオケをすることが好きで、家ではよく兄弟

と囲碁の対戦をしたりします。また、ゲートボールが好
きで、年金友の会の南島支部大会にもよく出場し、入賞
したこともあります。妻は、家でパッチワークをしてお
り、ぬいぐるみや布のカバーを作ったりしています。

※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。

お互い健康でいられることが２人にとって一番幸せな

ことですね。また、飼っている21歳の犬のおかげか、
自然とお互いの会話も多くなり、２人で仲良く過ごせて
いるのかなと思います。

いつか２人で旅行へ行きたいですね。お互い食生活な

どに気をつけて長生きして、旅行が実現する日を楽しみ
にしています。

2018.11
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予定表 （11月15日～12月14日）
11月
17（土）

セルフＳＳガソリン・軽油感謝祭
（～23日）

23（金） 勤労感謝の日

インフォメーション
伊勢中央支店浜郷ＡＴＭ営業時間変更のお知らせ
12月10日（月）から伊勢中央支店浜郷のＡＴＭの稼働時間帯
が以下の通り変更となります。

12月

ＡＴＭ稼働時間帯

１ （土）

ＪＡ伊勢花き品評会・即売会
（イオンタウン伊勢ララパーク）
セルフＳＳ灯油感謝祭（～５日）

５ （水） 家庭訪問（～10日）
８ （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

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
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平日

土曜

日曜・祝日

変更前

8：30～18：00

9：00～17：00

休業

変更後

8：30～21：00

9：00～19：00

9：00～19：00

理事会だより
第30回

開催日：平成30年９月27日（木）

【協議事項】
①平成30年度８月末月次決算結果（案）
②金融機関貸付の取組み（案）
③系統外定期預金の取組み（案）
④第５回臨時総代会の招集（案）
⑤学識経験理事候補者の推薦に関する取扱内規の一部変更（案）
⑥合併に伴う新ＪＡの組織体制（案）
⑦第５回臨時総代会への提出議案（案）
⑧役員推薦内規の一部変更（案）
⑨会計監査人の選定方針の設定（案）
⑩規程等の一部変更（案）
１．資産査定関連規程 （１）資産の償却・引当基準
（２）資産査定要領
２．介護事業に係る運営規程
⑪外部出資先（日本文化厚生連）への増資（案）
⑫その他
【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
③３ＪＡ合併推進協議会の協議経過
④総代代表者会議の結果報告
⑤第５回臨時総代会事前説明会
⑥会計監査人選定基準の設定
⑦平成30年度上半期決算監事監査の実施
⑧平成30年度米集荷の取組み
１．平成30年産米概算金
２．平成30年産米の委託契約内容および経費の上限目標額
３．平成30年産米集荷実績
⑨農業祭の開催
⑩度会支店新築工事の入札結果
⑪ふれあいオンステージの開催
⑫第43回ＪＡ三重大会
⑬管理職員の人事異動
⑭労働協約の締結および改廃
⑮台風の被害報告
⑯その他

㈱あぐりん伊勢 平成31年度
研修社員募集のお知らせ

ＪＡ共済アンパンマン交通安全
キャラバン開催

㈱あぐりん伊勢（ＪＡ伊勢100％出資子会社）は、
平成31年４月採用の研修社員を募集します。新規
就農を目指し、これから農業に挑戦したい方や農業
に興味のある方は、ぜひお問い合わせください。
■募集人員

青ねぎ生産希望者、イチゴ生産希望者
各２名
■仕事内容 青ねぎ等の栽培管理、イチゴの栽培管
理（来年度より実施予定）
■勤 務 地 伊勢市内
■勤務時間 8：30～17：00（基本）
■給
与 月給180,000円～
■休日休暇 就業規則による
■待
遇 交通費支給、賞与（実績に応じて支給）
各種社会保険完備、資格手当、試雇期
間（３ヶ月）
■そ の 他 勤務した後に独立して就農を希望され
る方
１週間の体験研修制度有
■応募資格 ①昭和53年４月２日以降に出生の者
（満40歳未満）で当ＪＡ管内で就農
できる方
②普通乗用車（ＡＴ限定不可・中型含
む）免許を取得している方（取得予
定含む）

■開催日時

観覧無料
チケット制

平成31年１月26日（土）
１回目 10：30～
２回目 13：30～
■場

所

紀北町立東長島公民館
（北牟婁郡紀北町東長島915-2）
■応募期間
平成30年11月１日（木）～12月５日
（水）

※12月中旬～下旬に書類審査、面接試験を予定していま
すので、平成30年11月30日（金）までに以下へご連絡
ください。

※観覧ご希望の方は、各支店の窓口に設置した所定の応
募用紙でお申し込みください。応募多数の場合は抽選と
させていただきますので、あらかじめご了承ください。
※内容等に関しましては、変更となる場合もありますの
で、あらかじめご了承ください。

■お問い合わせは
営農自己改革推進室 担当╱小川
☎0596-62-2281まで

■お問い合わせは
金融共済部共済普及課
☎0596-62-1123まで

ＪＡ伊勢住宅ローン相談会

書道・交通安全ポスター
コンクール入賞作品展

変動金利

0.65％ 10年固定金利 0.80％

平成30年11月１日現在

金利大幅に
相談日以外も担当者が対応致しますので、
見直しました！ 気軽にご連絡ください！
■開催日時
①平成30年11月10日
（土）午前10時～午後４時
②平成30年12月 ８ 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

ＪＡ共済が主催する第56回書道コンクール、第
46回交通安全ポスターコンクールの入賞作品展を
以下のとおり行います。
三重県下の小・中学生の優秀作品243点を展示し
ますので、ぜひご来場ください。
■開催日程

平成30年12月１日（土）
～２日（日）

■開催時間

午前10時～午後５時

■会

三重県総合文化センター

場

第２ギャラリー
※入場は無料
※来場者の方に、作品と一緒に撮影した写真入りカレン
ダーをプレゼント！

2018.11
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臨時総代会開催のお知らせ
平成31年度からの３ＪＡ合併に伴い、11月21日（水）に、当ＪＡ本店で臨時総代会を開催いたします。
なお、同臨時総代会で合併が決議された場合、正組合員の皆さまには「臨時総代会決議通知書」を郵
送し、お知らせいたします。

平成30年度の「ＪＡ伊勢ふれあいチビッ子マラソン大会」
開催中止のお知らせ
今年度についても開催を見送ることとしました。
楽しみにされていた皆さまには大変申し訳ございませんが、ご理解の程よろしくお願い致します。

教えてＪＡ

Ｑ
＆

Ａ

相続で農地を取得した後、どうすればいいですか？

相続相談

Ｑ
農地を相続し無事に相続登記を終えたら、その農地を

どうするかを考えなくてはいけません。通常の宅地とは

違い、様々な制限がありますので注意しましょう。

①農業を引き継ぐ…引き続き農地として耕作していく。

②農地をそのまま他人へ売却…新たな所有者が農地として利用す

る場合、農業委員会、または都道府県知事の許可が必要です（農

地法第３条）。

③宅地へ変更して建築物を建築する…農地法第４条の許可等を取

り、農地を宅地に転用する必要があります。ただし、家を建て

るためには建築基準法に即した接道を満たしているかなどの事

前確認が必要です。

④農地を宅地へ変更して売却…農地法第５条の許可等が必要にな

り、農地法第３条と同様、申請をすれば売却が可能で売買契約

も結べます。しかし、不許可になれば売買契約は無効になるの

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

で、許可が下りる前に締結する時は停止条件付契約にする必要

vol.368

管理部総務課 資産管理担当 中西まで。
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【不動産・農地に関するお問い合わせは】

2018

があります。

Ａ

相談業務一覧（１１月１５日～１２月３1日）
内

容

日

時

相談会場

相続・遺言個別相談会

11月21日（水）9：00～16：00

紀北支店

住宅ローン相談会

12月 ８ 日（土）10：00～16：00 伊勢中央支店

お問い合わせ先
0596-62-1123（本店金融推進課）
0596-62-1123（本店金融推進課）

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）

新規就農・営農相談

0596-58-3535（営農指導課）

編集後記

随時

玉城支店２Ｆ

今月の「農の風」に登場していただいた北川さん。実は、取材や撮影はあまり得意ではないそうですが、今
回のコーナーで、サツマイモをはじめ農業に興味を持ってくれる人が少しでも増えるきっかけとなれば、と終
始強く語ってみえたのが印象的でした。当ＪＡでは、新規就農者の支援、栽培技術・経営指導を行っています
ので、農業に少しでも興味のある方は、是非ご相談ください。
（Ｈ）

