つなぐ手に 広がる未来 地域の輪

全議案を可決承認

第30回通常総代会を開催
農の風

中西

旬を味わう

今月の表紙

中西

正 さん

正 さん

ショウガ

2018
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14

柿オーナー募集
グリホエキス液剤
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…

０００袋（

袋

クリック！

検索
年目

アールの

3.3

本）を出荷していま

10

回収穫しないと出荷規格よりも

オクラ

栄養たっぷりの夏の健康野菜。
当ＪＡ管内では、主に伊勢市と度会町、
大紀町で栽培されており、今年度産は７月
９日から10月上旬にかけて出荷されます。
当ＪＡのオリジナルブランド「伊勢やさ
い」にも登録されています。

ね」と力強く話してくれました。

ながら技術向上をしていきたいです

す。ＪＡや普及センターの助けも受け

強です。収穫量で売上が変わってきま

候に左右される農業は毎日・毎年が勉

を続けていきたいと思っています。天

もらいたいので、体が動くうちは生産

ます。たくさんの人にオクラを食べて

容に良い食品として人気が高まってい

などで取り上げられるほど、健康や美

最後に「オクラは近年、テレビ番組

を話します。

大きくなりすぎてしまいます」と苦労

夕の

はグングン成長するので、最盛期は朝

は高温性野菜ということもあり、夏場

に支柱を立てています。収穫に関して

と出荷できなくなるので、一つひとつ

が倒れたり、実にスレができたりする

ます。また、台風などによる暴風で木

害虫防除をしっかりするようにしてい

ことがあるので、初期生育の段階で病

が出てから害虫の被害にあってしまう

栽培について尋ねると「播種後、芽

返ります。

培を始めました」と当時のことを振り

ャレンジしてみたいと思い、オクラ栽

見て、自分もどれくらい採れるのかチ

家の先輩がたくさん収穫しているのを

クラ栽培を勧められました。オクラ農

が少ないことから、ＪＡの担当者にオ

した。定年退職した時に、鳥獣害被害

す。「 以 前 か ら 水 稲 と 茶 を 作 っ て い ま

1

ほ 場 で オ ク ラ を 栽 培 し て お り、 約 ７，

を迎えた中西さん。現在、

度会町でオクラ栽培を始め、

インフォメーション

度会町で５年間オクラを
栽培する中西さん。
現在、3.3アールの面積で
約7,000袋のオクラを
出荷しています。

ＪＡ伊勢

12

生 産を続け
たくさんの人に食べてもらいたい
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JA伊勢の自己改革の実践 ～2～
「自己改革」
の実現に向けて行う取り組みイメージ

当ＪＡでは、
「農業者の所得増大」と「農業生産
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
を図るための６つの取組項目」に沿って農業生産の
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
づくり等に取り組んでいます。
連載２回目となる今月は、「農業振興を図るため
の６つの取組項目」のうち、
「土・基盤づくり」と「も
のづくり」の取り組みの一部をご紹介します。

人・組織
づくり

土・基盤
づくり
シンパシー
づくり

サポート
づくり

ものづくり
販路づくり

全議案を可決承認

第30回通常総代会を開催

土・基盤づくり

６月23日、伊勢市小俣総合体育館で、当ＪＡが意思決定をするための最高機関である「第30回通常総代会」

水稲生産者のほか、平成29年度からは露地野菜等の生産者も
対象に無料土壌診断を推進しています。
土壌診断を行うことで、土壌の不足する養分と過剰な養分を知
ることができます。診断結果を基に、施肥や肥料の改善提案を行
い、農産物の品質向上と肥料にかかる生産コスト削減に取り組ん
でいます。
成果指標

土壌分析診断件数（水稲）

を開催し、管内各地区から487名の総代の皆さまにご出席いただきました。

議長には、伊勢市磯町の安井正登様が選任され、質問等もなく議事は滞りなく進行。上程された全議案が原案

通り可決承認されました。

また、県会議員 吉川 新様をはじめご来賓の方からご祝辞をいただきました。

なお、各議案の詳細は、各支店に設置している第30回通常総代会資料をご覧ください。

27年度末

28年度末

29年度末

30年度目標

285件

502件

880件

1,000件

土壌分析診断件数（露地野菜等）

－

－

385件

400件

サツマイモ（増加面積）
次号へ続く
5

2018.8

平成29年度事業報告及び剰余金処分

第２号議案

平成30年度事業計画の設定について

第４号議案

水稲生産者に所得補完作物としてキャベツ、サツマイモ
などを推進し、所得の確保を実現しました。
ブランド農畜産物の生産維持・拡大については、高品質・
高付加価値化に向けた生産への取り組みを続けています。

キャベツ（増加面積）

第１号議案

第３号議案

ものづくり

成果指標

第30回通常総代会提出議案

27年度末

28年度末

29年度末

30年度目標

2.5ヘクタール

5.4ヘクタール

8.8ヘクタール

15.0ヘクタール

－

1.0ヘクタール

2.6ヘクタール

3.5ヘクタール

第５号議案
第６号議案
第７号議案

附帯決議案

代表理事組合長

加藤

宏

案の承認について

定款及び定款附属書役員選任規程の
一部変更について

信用事業規程の一部変更について
監事監査規程の全部変更について

平素は当ＪＡの協同組合活動に格別のご理解とご

協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、平成30年度は第10次中期経営計画の最終

平成30年度における理事及び監事の

年度であり、政府の「農協改革集中推進期間」を踏

米麦売渡し、大豆取扱い及び農業政

となります。取り巻く環境の大きな変化に対応すべ

の組合への委任について

経営計画の完遂に向け、同計画の基本目標である「農

報酬等の決定について

まえ、自己改革の成果が問われる重要な節目の年度

策に関する政府諸支払金事務等のこ

く、当ＪＡ独自の自己改革を核とした第10次中期

本日の決議事項中、法令、法令に基
づく行政庁の処分又は指示により必
要ある場合の字句の修正及び権利義
務に関しない軽微な字句の修正をな
すことを理事会に一任する。

業者の所得増大と農業生産の拡大」
「地域の活性化」

「自己改革の実践を支える組織基盤の拡充」に役職
員一同、組合員の皆さまとともに一所懸命に取り組
んで参りますので、一層のご理解・ご参加・ご協力
を賜りますようお願い申し上げます。

2018.8

4

地域農業の活性化に向けて
南伊勢町議会と意見交換

農林水産省東海農政局長賞など受賞
いちご・トマト共進会表彰式

度会郡南伊勢町の南伊勢町役場で、当ＪＡの加藤宏
代表理事組合長、森田和夫経済担当常務、前田政吉営

いせち

ス
ク
ッ
ピ
ゃんト
…少し先の情報をお伝えします

農担当常務らが同町議員と農業の現状と今後の取り組

…農業振興を目的とした
自己改革に係る取り組み

みについて意見交換会を行いました。農業の後継者問
題、特産品である柑橘類の生産維持、獣害対策の促進

感謝の気持ちを花に託す
フラワーアレンジ体験

などについて意見を交わしました。

伊勢市立豊浜中学校の全校生徒126人は６月20日、ＪＡ伊勢バラ部会関係

▲表彰状を受け取る受賞者

三重県園芸振興会は、６月26日にＪＡ松阪本店で
「第31回いちご共進会」、７月３日に「第８回三重県
トマトほ場共進会」を開きました。当ＪＡ管内の受賞
者は次の通りです。

▲意見を交わす加藤組合長

おもしろ農産物
ス
ハンサムナ
弟
３兄

農林水産省東海農政局長賞

和田みどり さん （いちご）

三重県農業会議会長賞

西山

伸吾 さん （いちご）

四日市合同青果株式会社社長賞

吉田

幸郎 さん （いちご）

伊勢山田青果株式会社社長賞

西川

敢太 さん （いちご）

農林水産省東海農政局長賞

西村喜代司 さん （トマト）

全国農業協同組合連合会会長賞

谷口

順吾 さん （トマト）

伊勢山田青果株式会社社長賞

松林

正美 さん （トマト）

紀北町の伝統の味
「くき漬け」出荷開始

会や地元の保育所、小学校、介護施設などに贈りました。

▲想いを込めてアレンジします

▲上手にできました！

農機・自動車大展示会
農機具レンタル事業もＰＲ！

▲指導を受けながらアレンジします

高校生が伊勢の味を作る！
当ＪＡ、伊勢市、地元業者が助言
当ＪＡは現在、県立宇治山田商業高校・伊勢市と連

産物「くき漬け」の出荷作業が７月19日から行われ

日に当ＪＡ農機センターと㈱ジェイエイサービス伊勢

携して、青ねぎの規格外品を使った加工品の開発に取

ており、８月中旬まで続く予定です。

カーセンターが最新モデルを取りそろえた「農機・自

り組んでいます。６月21日には、昨年の卒業生が考

動車大展示会」を開催しました。機能性に優れた安全

案した「ねぎみそ」と「ねぎペースト」を試食しまし

性の高い農機具などが展示され、２日間で合計430人

た。同校の３年生25人が出席し、当ＪＡの他、市や

にご来場いただきました。

地元業者の担当者が、味や価格、販売方法の提案など

伝統の味「くき漬け」は、90センチほどに育った、

（伊勢市／三野さん）

は各自で持ち帰り、かごは同校と統合する予定の北浜中学校のほか、教育委員

伊勢市植山町の農機整備センターで６月22日、23

に多少の影響はあったものの品質は上々です。
クリオネみた
いな
ジャガイモ

プとアレンジ用のかごを使ったフラワーアレンジに挑戦しました。マグカップ

当ＪＡ紀北支店海山にある加工施設で、紀北町の特

例年に比べ、今年は梅雨時期に降雨量が多く、生育

（伊勢市／古川喜美さん）

者、当ＪＡ経済１課花卉グループの協力のもと、地元特産のバラで、マグカッ

ヤツガシラの茎を

また、当ＪＡ農機センターは昨年度から農機具レン

塩でよくもみ、仮

タル事業を行っており、トラクターや管理機、畔草刈

漬けして１日置

機などを貸出しています。「農業をはじめたい」「菜園

き、さらにシソで

の拡大をしたい」という方に、必要な時・必要な時間

本漬けをします。

だけお貸しします。当ＪＡは地域の農業を応援します。

意見を交換しました。
今後も試食会などを開き、商品化に向けブラッシュ
アップ ※ を図る予定です。

手作業で１束ずつ
まとめられた「く
エイみたいなナス
（伊勢市／竜田耕一さん）

おもしろ農産物を発見したら、企画広報課 ☎ 0596-62-1125 へ
「あんさんぶる」
7月号 おもしろ農産物
（伊勢市/木場本さん）
のコメントに誤りがありました。
誤）
へんな形のオクラができました
正）
へんな形の椿ができました
読者の皆さま並びに
（伊勢市/木場本さん）
にご迷惑おかけしたことを深くお詫び申し上げます。

7
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き漬け」は、加熱
処理、真空パック
などの工程を経て
製品化されます。

▶手作業で仮漬けをする
様子

▲生徒らと意見を交換する様子
▲農機具の説明を受ける来場者

※ブラッシュアップ…一定のレベルに達した状態からさらに磨きをかけること
2018.8

6

活 動 だ よ り
京都で川床料理を堪能！
ママさん大学日帰り研修旅行
６月24日に行われたママさん大学

川床料理！
鮎いただきまー
す！

「日帰り研修旅行」に46人の受講者が
参加しました。今回は京都府を訪れ、
京都高雄「もみぢ家」で京都の自然に
囲まれながら川床料理を堪能しました。
その後、トロッコに乗り、嵐山と井筒
八ッ橋本舗で買い物を楽しみました。
当日は、真夏のような快晴の中、川
床料理やトロッコなど京都の文化に触
れ、嵐山の町並みで歴史を感じました。

◀今からトロッコに乗りま～す！

助け合いによる地域づくり
度会ミニデイサービス

６月24日、度会町の棚橋コミュニティセンターで「度会

ミニデイサービス」を開催し、地域の高齢者28人が参加
しました。活動を通じて、地域の中で支え合える仲間づく
りと、健康を維持することが目的です。

！
大物釣れました

当日は５～６人の班に分かれ、わなげや釣りゲーム、ス

トラックアウトなどのレクリエーションを楽しみました。

▲狙いを定めて、ストライーク！

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

2018.8

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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本当はこわい
脂肪肝

運動習慣のない人
ルコール性脂肪肝になります。以

前、脂肪肝はお酒の飲み過ぎで起

こると言われていましたが、どち

らも「代謝」が間に合わず、肝臓

•内臓脂肪がつきやすくなる20歳以上の男性
•ホルモンバランスの崩れる閉経後の女性
も注意が必要です

に中性脂肪をため込み過ぎてしま

そのほか

った状態が脂肪肝です。

肥満、糖尿病、高血圧、脂質異
常症の人はすでに脂肪肝かも

■脂肪肝は立派な病気

生活習慣病がある人

脂 肪 肝 は 特 に 症 状 が な く、「 た

だの太りすぎで病気ではない」と

食事に気をつけても消費
されないと中性脂肪に

家庭菜
園

苗 は 人 に任 せ な いで

JAの
保健室

■脂肪肝は飲酒者だけ？

肝臓は「代謝」と「解毒」の働

きをしています。食べ過ぎや運動

不足で、必要な量より摂取エネル

ギーが多すぎると肝臓に中性脂肪

余分なエネルギーが代謝し
きれずたまっていきます

として蓄えられます。これが非ア

間食が多い人

ルコール性脂肪肝です。そしてお

果物やドライフルーツ、清
涼飲料水に注意

酒を飲み過ぎると「解毒」にかか

果糖をとり過ぎる人

り き り に な り、「 代 謝 」 が 疎 か に

なってしまいます。それによりア

こんな人は脂肪肝 には要注意

すくすく
育て

知恵を活かす

射日光を当ててやります。そうすると光合成を

炭を活用すると芽出しが早い
苗を機械移植する場合、欠株を出さないため

に芽出しをしてから播種しますが、スイートコ
ーンの場合は炭の中で芽出しすると芽出し効果
がとても高まります。種子を布袋に入れて余裕

をもたせて口をしめ、水の中に６～７時間浸水。
その後、炭を敷きつめた箱の中に入れ、上をビ
ニールで覆って育苗ハウスに入れます。３月中
旬ならば２～３日で芽出しできます。

はじめ、つくられた養分を使って根をぐんぐん

と伸ばしていくからです。夏まきキャベツなら、
種まき後おおよそ48時間ほどで発芽しますが、
発芽すると土の表面がポコッと膨らんだり、亀
裂が入ったりします。このサインを見逃さず、
即座に太陽光線を当ててやるのです。そのため
発芽の際に晴天となることを見込んで種まきす
ることが必要です。かん水は種まき直後にたっ
ぷり行い、その後発芽までは控えましょう。

発芽後のかん水は晴天の時に１日１回10時ご

冷蔵処理も催芽促進に効果あり
夏まきホウレンソウの場合、種子を冷蔵処理

ろに行うとよいでしょう。

することで発芽がよくなり、発育が促進されま
す。やり方は、同じように布袋に種を入れて余
裕をもたせて口をしばり、12時間ほど浸水。
放置する人も多くいます。しかし

％

放置していると、慢性肝炎から肝

～

20

硬変、肝がんへと進行することが

あり、近年肝がん全体の

が、脂肪肝が原因で起こっている

事がわかってきました。また脂肪

肝は動脈硬化を進行させ、脳卒中

や心筋梗塞、腎臓炎などの発症リ

スクが２倍になると言われていま

す。脂肪肝は軽視せずしっかり治

療しましょう。

■脂肪肝を治すには

・お酒が原因ならまず断酒

アルコール性脂肪肝の治療の基

本はお酒を断つことです。難しけ

れば、週２回の休肝から始めます。

お酒の出るような会合を辞退した

り、自宅での晩酌をやめるといっ

た生活改善も行います。

陰に置きます。すると種子が活動を始めるので、
５度の冷蔵庫で５～７日間低温処理。これで生
育が格段によくなります。

ガッチリ苗には光と風の環境が決め手
機械移植に限らず、健全な生育にはガッチリ

苗が欠かせません。キャベツやハクサイ、ブロ
ッコリーなどの葉菜類では高温期に苗をつくり

ますが、種まきから発芽までは最低気温を25
℃以下、最高気温を35℃以上にしたくありま

時間前から

2

食に甘い物は控え、飲み物は無糖

にしましょう。就寝

は食べないことも大切です。また

極端な食事制限や急激なダイエッ

トも脂肪肝の悪化につながるため

注意しましょう。

の肝臓とも呼ばれ、

2

・運動習慣を持ちましょう

筋肉は第

「代謝」や「解毒」を行っています。

運動することで肝臓を助ける力に

なります。まず出来る運動から毎

2

分以

30

日続けましょう。たとえばウォー

キングなら、毎日早歩きで

10

分、週

健康管理施設エポック）から

上が理想です。まずは

回程度筋力トレーニン

1

回程度から徐々に慣れていきまし

ょう。週

グをいれることにより効果的で

す。階段を使ったり、駐車場をわ

ざと遠くに停めるなど、日常生活

の中で運動を取り入れていけると

2018.8

いいですね。

肝臓の脂肪は体重を３％減ら

すとかなり減ると言われていま

す。また、肝機能の数値に異常

のある方も５～７％減量する

と、肝臓の炎症は治まると言わ

れています。健康寿命をのばす

ためにも、毎日少しずつ取り組

んでいきましょう。

11

・食生活の改善を

脂肪肝の原因にかかわらず、共

通する治療は食生活の改善と運動

です。肝臓は栄養素を分解したり、

貯蔵したりと働いているため、腹

八分目で肝臓に負担をかけない食

事の仕方をしましょう。朝食はき

ちんと食べ、ビタミン・ミネラル・

食物繊維を多く含む食品を積極的

に摂りましょう。外食の際は油控

えめの和定食などを選びます。間

ＪＡの保健室（ＪＡ三重厚生連松阪中央総合病院

15

水切りしてビニール袋に入れ、半日から１日日

せん。そこで種まき後は発芽が始まるまで、遮
熱シートやコモなどをかけて温度を下げます。
発芽開始を確認したら、今度はしっかりと直

園
家庭菜
メ
ス
ス
の

秋農繁期の応援価格！
右記の商品を平成30年８月１
日～平成30年10月21日の期間
中、応援価格で販売いたします。
※全て税込価格です

■詳しくは最寄りのグリーンコープ
または紀北経済センターへ

5kg

5kg

5kg

葉もの野菜の肥料

根もの野菜の肥料

通常価格1,010円

通常価格960円

通常価格1,050円

通常価格1,030円

➡ 応援価格

➡ 応援価格

➡ 応援価格

➡ 応援価格

超速効
早効き野菜の肥料

950円

910円

990円

5kg

骨粉入り
油かすペレット

970円

2018.8
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わくわく
プレゼント

問題

○の中に文字を入れてください

血行を促進し、身体を温め代謝を高める作用などがあるのが特徴です。
（今月号の「旬を味わう」より）

ショ○ガ
締切日

平成30年8月31日
（金）

グッドライフ
地域に貢献できる仕事がしたい

◆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 ＪＡ伊勢管内産コシヒカリ「伊勢ごころ（新米５kg ）」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。
◆７月号の解答は「人・組織づくり」でした
応募総数、283通。沢山のご応募ありがとうございました。

80

60

－玉城町－

北林

真人 さん（23）

高校卒業後、企業に勤めていましたが、自分の住んでい

る町に貢献できる仕事がしたくて今年の４月から玉城町役
場に勤めています。税務住民課に配属となり、今は仕事を
覚えている段階ですが、ミスをしないこと、地域の方の顔
と名前を覚えて気持ちを汲み取ることに心掛けています。

また、今は税務ですがこれからいろんな知識を身に付けて、

お便りのコーナー

海抜 ０ｍに住んでいます。津波被害に
備え、ＪＡの建物共済に加入し、心が
少し軽くなりました。 （ 代 男性）

30

今年「お多福そら豆」の種を購入しま
した。たくさん採れて近所へも配り、
喜んでもらえました。 （ 代 女性）

70

ま だ 我 が 子 は 小 さ い で す が、「 子 ど も
たちだけで行く旅行」とか大きくなっ
たら参加させたいなと楽しみです。
（ 代 女性）

30

カボチャのことでアドバイスをありが
とう。今、いっぱい付いています。食
べられますように！ （ 代 男性）

４歳の息子がＪＡの職員さんに自分の
大切なお金を預けていると自慢げに話
してくれます。正月明けに貯金をし、
対応してくださった職員さんの対応が
とても嬉しく感じ、良い想い出になっ
（ 代 男性）
たようです。

ＪＡＳＳでタイヤの空気圧をみて、入
れてもらっていますが、いつも気持ち
良く対応してもらい、助かっています。
（ 代 女性）

60

あんさ ぶる
ん
ひろば

自分の成長にも繋げていきたいと考えています。

趣味はスノーボードなどのアウトドアで、最近はジムに

も通っています。とにかく体を動かすのが好きですね。

今後は、組織の中心となってさらに地域に貢献していき

たいです。

大賞

元 気はつらつ

シニアだより

朝寝坊
夫の寝息
確かめる

ペンネーム

坂川 正幸

尾鷲市 ＰＮ アーちゃん

鰻屋の
煙に狂う
腹時計

玉城町

ペンネーム
ＰＮ かっすん

飼い犬が
妻にヘコヘコ
そんたくか！

度会町

山本 章子

ペンネーム
ＰＮ ぶっひ～

荷物より
身体が重いと
嘆く妻

南伊勢町

尾鷲市

風呂あがり
座る姿は
支度部屋

出会った人とのご縁を大切にしていきたい
私たちは昭和36年に知人が取り持つ縁で結婚し、

－伊勢市－

常川

晃 さん（84）
昌子 さん（78）

今年で57年目を迎えました。

結婚してから仕事の都合で日本各地を転々とし、

延べ16カ所の地域を回りましたが、夫が定年退職

してからは、私の地元である伊勢市に住んでいます。
転勤族だったこともあり、日本各地に友人がいま

す。現在は、友人たちとの電話や手紙のやり取りを
したりすることが楽しみですね。時には以前の転勤
先で会い、一緒に思い出の地を巡ったり、昔話に花
を咲かせたりもします。

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

2018.8

「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。

私たちは「二人で一人前」だと思っています。お

互い生まれも育ちも異なるので、違いを認めて生活
することが夫婦にとって大事なことだと思います。
これからもお互い感謝し合って、毎日を過ごして

いきたいですね。

2018.8
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予定表

（8月15日～9月14日）

8月
セルフＳＳ感謝祭（～24日）
秋農繁期対応（８月18日～９月３日）
18（土）
※期間中は、土・日・祝も各農機セン
ターが営業いたします。
21（火） くらしの無料法律相談会

9月
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

インフォメーション
理事会だより
第27回

開催日：平成30年６月23日（土）

【協議事項】
①三重県への業務報告書の提出（案）
②役員推薦内規の一部変更（案）
③第30回通常総代会運営要領（案）
④金融機関貸付の取り組み（案）
⑤ヘルプライン運営要領の変更（案）
⑥コンプライアンス・マニュアルの全面改訂（案）
⑦その他
１．3ＪＡ合併推進協議会の経過報告
【報告事項】
①ＡＬＭ委員会および月間有価証券報告
②金融円滑化法に対する貸付条件変更等の報告
③総代会事前説明会開催結果
④苦情等対応要領の変更
⑤平成30年度定期昇給
⑥管理職員の人事異動
⑦その他
以上の提案事項について可決承認されました。

農業用水路の適正な利用について
伊勢市内の用水路において、田へ水を引き入れるため、使用
済みのバッテリーを設置している事例がありました。
バッテリーには、鉛など人体に有害な成分が使用されている
ものもあり、適切に処分をすることが必要です。バッテリーに
限らず、人体や農作物に有害なものは設置しないでください。
用水路は農家の皆さんが共同利用するものですので、適正な
利用をよろしくお願いいたします。
バッテリーを使用していた状況

取水口

南島地区

15

2018.8

毎日のごはんでおいしかったことや家族とのコミ
ュニケーション、お米・ごはん食に関しての思い出
や考えたことなどを素直な気持ちで自由に表現して
下さい。

バッテリー
■お問い合わせは
伊勢市役所農林水産課 ☎0596-22-0370まで

三重県農業大学校 学生募集のお知らせ
○二年課程（主に高校を卒業した（する）方が対象です）
推薦入校試験

願書受付 平成30年10月9日
（火）
～10月25日
（木）
試験日

平成30年11月2日
（金）

一般入校試験
【前期試験】

応募資格
•小学校および中学校に在籍する児童・生徒
•特別支援学校の小学部、中学部に在籍する児童・
生徒

願書受付 平成30年11月20日
（火）
～12月6日
（木）
試験日

三重県知事賞、三重県教育委員会教育長賞など
（副賞：賞状、記念品）
送付先

平成30年12月14日
（金）

【後期試験】
願書受付 平成31年2月15日
（金）
～3月4日
（月）
試験日

賞

平成31年3月14日
（木）

○一年課程（主に就農を目指す社会人の方が対象です）
一般入校試験

【Ａ日程】

ＪＡ伊勢の各支店・店舗
締切日
平成30年９月６日（木）
※インターネット画像や写真、既存の作品を参考に
した絵画はご遠慮ください。
※応募規則等は各学校へ配布させていただきました
募集要項、もしくは以下お問い合わせ先へご連絡
ください。
■お問い合わせは
経営企画部企画広報課 ☎0596-62-1125まで

ＪＡ伊勢住宅ローン相談会

0.65％ 10年固定金利 0.80％

金利大幅に
相談日以外も担当者が対応致します
見直しました！ ので、気軽にご連絡ください！
■開催日時
①平成30年８月11日（土）午前10時～午後４時
②平成30年９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）

【平日】経済３課生活グループ
0120-721-319（8:30～17:00）

紀北経済センター
0120-520-599（24時間対応）

題

平成30年８月１日現在

南勢地区

尾鷲・紀北地区

課

変動金利

南勢グリーンコープ
0120-489-807（24時間対応）

【休日・夜間】虹のホール南島
0120-723-012

第43回三重県「ごはん・お米とわたし」
作文・図画コンクール作品募集

※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

願書受付 平成30年10月9日
（火）
～10月25日
（木）
試験日

平成30年11月2日
（金）

【Ｂ日程】

願書受付 平成31年2月15日
（金）
～3月4日
（月）
試験日

平成31年3月14日
（木）

※専攻は、水田作、茶業、野菜、花き、果樹、畜産
の６コースがあります。
募集の詳細は、三重県農業大学校にお問い合わせ
ください。
■三重県農業大学校
〒515-2316 三重県松阪市嬉野川北町530
☎0598-42-1260 FAX 0598-42-5835
ホームページ

http://www.pref.mie.lg.jp/nodai/hp/index.htm

くらしの無料法律相談会
■開催日時
平成30年８月21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
2018.8
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募集

好評！

ビタミンＣたっぷり！

柿 オーナーに
なりませんか
玉城町の柿園で、柿オーナーを募集中です。年会費
をお支払いいただければ、１年間、柿の樹（次郎柿）
のオーナーになることができます。栽培管理は園主さ
んが行うので、オーナーは秋の収穫を待つのみ。ご家
族・ご友人と一緒に柿狩りを楽しみませんか？
オーナー会費

１樹（1口）

1 万円（税込）

※柿100個以上保証。
※来園収穫いただけない場合は、柿20kgを送付させていただきます。

2018

■収穫期間

10月20日頃～11月上旬

■応募方法

郵便番号・住所・氏名・電話番号・申込口数を明記の上、ハガキまたはＦＡＸで以下へ送付
願います。お申し込みいただいた方には、収穫方法などを10月上旬にご連絡させていただ
きます。

■申込期日

平成30年９月14日
（金）※定員になり次第、締め切らせていただきます。

■お申込み・お問い合わせ先

8

〒519-0414 度会郡玉城町佐田130番地 経済１課 果実・野菜グループ（担当：村木）まで
☎0596-58-9292 FAX0596-58-9290

vol.365

葉から入って根まで枯らす除草剤

グリホエキス 取り扱い始めました!!

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
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葉から入って根まで枯らすので、枯れた雑草の再発生は無く、除草効果が続きます。
土に落ちた散布液は、不活性化されるので除草後、苗の移植や種まきができます。
水でうすめて雑草にまくだけなので、簡単に散布できます。

使用時期・散布方法
●雑草が生え揃った時期に、雑草全体がしっとり濡れる程度に
散布してください。
※発芽抑制効果は無いので、発生前は使用しないでください。

●冬でも雑草の葉が緑色であれば、散布することができます。
希釈倍率
水量

1ℓ

50ℓ

100ℓ

希釈方法

100倍

10mℓ

500mℓ

1ℓ

基本は100倍に希釈

50倍

20mℓ

1ℓ

2ℓ

頑固な雑草には50倍

25倍

40mℓ

2ℓ

4ℓ

根深いスギナは25倍

編集後記

500mℓ

640円

（税込）

1ℓ

1,250円

（税込）

ジェネリック除草剤 グリホエキス
非選択性茎葉処理移行型
グリホサートイソプロピルアミン塩液剤

成分：グリホサートイソプロピルアミン塩
イソプロピルアンモニウム＝Ｎ－
（ホスホノメチル）グリシナート…41.0％
水・界面活性剤等……………………59.0％
性状：黄色水溶性液体

７～８月にかけて花火大会が各地で開催されています。花火大会というとどこか趣を感じます。かくいう私は夏の
夜に外でビールを飲みながら花火鑑賞というのが毎年のルーティーン。花火大会は見に行かれる方それぞれに違った
楽しみ方があるものですよね。皆さまも夜空に浮かぶ花火、是非見に行かれてはいかがでしょうか。（ H ）

