つなぐ手に 広がる未来 地域の輪

得する！ 役立つ！ 元気が出る！
ハッピーマイライフ
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ＪＡ伊勢小俣梨部会
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あんさ ぶる
ん
ひろば

アールの面積

48

年目を迎え

80

梨を栽培して、今年で

た中井さん。現在は約

トンを出荷しています。

20

で梨を栽培しており、
「幸水」や「秋月」

など年間約

歳のとき、父の後を継い

就農する前までは会社勤めをしてい

ましたが、

で就農しました。

栽培について尋ねると「人工授粉を

丁寧にしないと良質な実がならないの

で、家族と協力して行うようにしてい

ます。同時に、果実の病気にも気をつ

けています。５～６月に気温が低く、

雨が多いと発症する黒星病という病気

により、昨年はずいぶん被害を受けた

ので、今年は特に気をつけています。

また、摘果（※）する量が多いと大き

な実になりますが、摘果する量が少な

22

9

果菜は光と水の調整で小力育苗

中井 一己 さん
伊勢市小俣町で48年間
梨を栽培する中井一己さん。
現在、約80アールの面積で、
主に「幸水」や「秋月」を
栽培しています。

4

家の光

ハッピーマイライフ

育て
すくすく

2

13

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伊勢

検索

クリック！

2018.9
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食べた人に『おいしい』と
言ってもらえることが 支えです

いと小さな実になるので、適正な摘果

作業を行い、ちょうど良いサイズに育

つよう心がけています」と話してくれ

ました。

今年の出来や出荷について尋ねると

「 猛 暑 な ど の 影 響 も あ り、 例 年 に 比 べ

て少し小玉傾向となっていますが、品

質は上々です。出荷量は台風の影響も

あり、２～３割程度少ない量になりま

すね。毎年、環境が変化するので栽培

は難しいです」と苦労を話します。

今後の梨栽培について「これまで通

り、手を抜かず１年１年心を込めて丁

寧に栽培をしていきたいです。自分が

育てた梨をおいしいと言って食べてく

れる人がいると本当に嬉しくて、育て

た甲斐があると感じます。また、私た

ちが栽培している姿を若い世代が見

て、少しでも後継者が増えてくれるこ

とを願っています」と力強く希望を語

ってくれました。

2018.9
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（※摘果…よい果実を得たり、枝を保護す

みずみずしくて甘い、夏の風

物詩。

管内では、伊勢市小俣町や御

薗町、度会郡玉城町を中心に、

「幸水」「豊水」などの品種が

栽培されています。

るために余分な果実を摘み取ること）

梨

JA伊勢の自己改革の実践 ～3～
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３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、ものづくりと、販路づ
づくり
くりの取り組みの一部をご紹介します。

ものづくり╱ 販路づくり
農家所得の確保を目指し、新たな加工品の開発
と産学官・農商工連携強化の取り組みとして地元
の高校や大学、行政・企業と連携し、開発・研究
をすすめています。
平成29年度は、伊勢市防災用おかゆと伊勢茶
の水出し煎茶ティーバッグを開発しました。伊勢
茶の水出し煎茶ティーバッグは管内ＪＡ店舗およ
び県内外大型量販店・ホテル・ファーマーズマー
ケット等で販売しています。
成果指標

27年度末

28年度末

29年度末

30年度目標

加工品品目数

8品

9品

11 品

14 品
（累計）

次号へ続く
2018.9
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得

！
する

役立つ！

元気が出

ハッピーマイライフ

る！

家の光

「家の光」は、料理のレシピをはじめ、家庭菜園、子育て、高齢者介護など、
豊富な情報が掲載されている総合家庭雑誌です。

12月号・1月号 購読申込み受付中！

「家の光」は12月号から大幅リニューアル！
のミニ特集
毎月３つの 特集と２つ
特集ではその時・その月の
気になるテーマを掘り下げてお届け。
ミニ特集では人気の手芸や
健康に関する記事を掲載します。

12月号付録
くらしを守る羅針盤として人気の

家の光家計簿

１月号付録
からだにおいしい

発酵食

・発酵食品の効用や健康効果を解説
・塩麹や甘酒、ヨーグルトなど、定番で
人気の発酵食品の作り方を紹介
・身近な野菜や果物を使って手軽にでき
る新顔発酵食レシピも

もしものときも安心 2019未来にのこす

わたしノート

家計簿のつけ方
アドバイス

・これまでの人生をポジティブに棚卸し
・「チャートで一目瞭然！ 終活準備チェック
リスト」で自分の意識や準備度をチェック
・「写真で振り返る わたしの歩み」は思い出
の１枚で人生を棚卸し
・託したい人の名前記入欄も新設

ポイントさえ押さえれば、
むずかしくない！
家計簿初心者にもわかり
やすく解説します。

「わたしノート」はもしものときに、まわりの人たちに自分の思い
や希望を確実に伝えるために、自分のことを書き溜めておくノー
トです。
相続対策や終活の第一歩として作成してみませんか。

これならできる！

ＪＡ伊勢女性部では、「家の光」を活
用して毎月「家の光くらぶ」を開催して
います。「家の光くらぶ」で作ったレシ
ピは８ページの「旬を味わう」で紹介し
ていますので、ぜひご覧ください。

■問い合わせ・お申込み
最寄りの支店窓口 または
経営企画部企画広報課 ☎0596-62-1125まで
5

2018.9

家の光

普通月号 617円（税込）
付録月号（1・4・5・7・9月号）906円（税込）
家計簿月号（12月号）1,008円（税込）

いせち

ス
ク
ッ
ピ
ゃんト
…少し先の情報をお伝えします

…農業振興を目的とした
自己改革に係る取り組み

ミカンを通じて交流を深める
友情の証し「友情みかん」
南伊勢町立南勢小学校と岐阜県の高山市立久々野
小学校の児童合わせて58人は７月25日、相互交流
会を行いました。この行事は、お互いの自然や暮ら
しを体験するなかで友情を結び、地域の人たちへの
感謝の気持ちを育むことが目的で、今年で41年目
を迎えます。
当日は、当ＪＡ担当者からミカンについて教わり、
摘果作業を行いました。最後に、自分たちの名前と
「友情みかん」
と書かれたプレートを木にかけました。
今後は、担当者らが９月に摘果作業を行い、12
月頃に南勢小学校の児童による収穫を予定していま
す。収穫したミカンは、久々野小学校の児童へ友情
の証し「友情みかん」としてプレゼントされます。

▲説明を受けながら摘果作業を体験する児童

地域から必要とされる介護事業所を目指す
伊勢市粟野町の当ＪＡみのりデイサービスは７月
23日、伊勢市立城田中学校美術部の生徒20人とその
卒業生１人による交流会を行いました。今回で同交流
会は７回目となります。利用者と生徒は、一緒にプラ
スチックカップを使った風鈴づくりを行い、交流を深
めました。今後も同施設では、地域貢献、地域とのネ
ットワークづくりの一環として、地元の学校との交流
などを行っていく予定です。

▲救命方法を受講する職員

当ＪＡ福祉課は７月27日、訪問介護職員とデイサ
ービス職員を対象に救命講習会を開き、20人の職員
が参加しました。伊勢市消防本部と伊勢市消防署玉城
出張所の隊員から、心肺蘇生法やＡＥＤの使用方法に
ついて学びました。
当ＪＡでは介護福祉事業を開始した平成12年から
毎年救急法の研修を行っており、繰り返し研修を行う
ことで緊急時でも全介護職員が現場で対応できるよう、
取り組んでいます。

▲カップに願いごとを書いた短冊を通す利用者
2018.9
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高校生がミカン農家を取材
写真展を開催し地元を盛り上げる

「お伊勢さん物産展」に出店
高校総体に併せて伊勢の「食」をＰＲ
８月２日～６日、45年ぶりに三重県で行われた全国
高等学校総合体育大会に併せて、「三重交通Ｇ スポー
ツの杜 伊勢陸上競技場」で「お伊勢さん物産展」が開
催され、４日には当ＪＡも出店しました。管内産の梨
の試食・販売、水出し煎茶の試飲・販売、伊勢茶ペッ
トボトルの販売を行い、全国から訪れる参加者や関係
者に伊勢の豊かな「食」を楽しんでいただきました。

▲東さん㊨を取材する相田さん

当ＪＡ経済３課は８月５日、県立宇治山田高校３年
相田和葉さんと県立松阪工業高校３年渡邊万梨乃さん
による訪問取材を受け入れました。当日は、ＪＡ伊勢
柑橘部会長東克臣さんの園地で、ミカン畑を背景に撮
影や取材が行われました。二人は８月19日に写真展
「三重スタイル」を開き、展示作品のひとつとして東
さんの園地の写真を展示しました。

おもしろ農産物

▲梨を試食する来場者

消費拡大目指す
歴史ある秋の味覚「蓮台寺柿」
９月中旬から始まる蓮台寺柿の出荷を前に、ＪＡ伊
勢蓮台寺柿部会が当ＪＡ蓮台寺柿選果場で目ぞろえ会

両手に天狗！
ジャガイモダルマ

を行います。
同部会では、蓮台寺柿の消費拡大に繋げるため平成

（伊勢市／羽根洋和さん）

28年度から一部県外で販売しており、今年度も東京都
の三重テラス等で販売を行います。

ジャンボスイカ !
でかすぎー !!
（伊勢市／土屋さん）

ス

いなナ

手みた

（度会町／相馬種子さん）

おもしろ農産物を発見したら、企画広報課 ☎ 0596-62-1125 へ
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▲昨年度の目ぞろえ会の様子
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活 動 だ よ り
ＪＡ運営に女性の意見を反映
対話集会を開催

７月31日に当ＪＡ本店で、ＪＡ伊勢女性部役員と当

ＪＡの常勤役員・各室部長との対話集会を開きました。
対話集会は、ＪＡの事業運営に女性の意見を反映し、自
己改革の実現や地域の活性化を目的としています。

当日は、女性部役員が各地区での要望や意見を伝え、

活発な意見交換が行われました。

▲意見を述べる世古暁美副部長

▲加藤宏組合長より開会のあいさつ

ハーバリウム作りに挑戦！
女性を中心に注目のインテリアアイテム
８月１日と３日に伊勢中央支店と小俣

支店でハーバリウム講習会を開催し、２

ピンセットで
慎重に作業します

日間で58人が参加しました。ハーバリ

ウムとはお部屋に飾れるインテリアアイ
テムとして、ここ数年女性を中心に注目
を集めています。瓶の中にドライフラワ
ーやプリザーブドフラワーを詰めたハー
バリウムは、生け花よりも長く楽しめる
のが特徴です。参加者は池原絵美先生の
指導の下、世界に１つだけのハーバリウ
ムを作りました。

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

2018.9

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
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すくすく
育て

家庭菜
園
果 菜は 光と水 の 調 整 で小 力育 苗

温度管理はできるだけ自然に任せる
発芽までの温度管理で重要なのは最低温度で

す。スイカは最低温度で15℃を保てば３～４日
で発芽し、これ以上だと徒長します。キュウリ

は最低温度10℃を保てば６日ほどで発芽します。

ら播種します。その後は子葉が展開するまでは
かん水を控えます。ただし、乾きすぎたり覆土
が浅かったりすると子葉が皮をもって首を上げ
てくるので、それを防ぐために種子の位置まで
湿るように軽く散水するとよいでしょう。

鉢替えや鉢上げしたあとは充分にかん水し、

スイカやユウガオでは夜間の最低温度を15℃に

その後３日くらいは１日１回、10時ころにかん

も、晴天時に最高気温が35℃以上にならないよ

いにかん水を控え、ストレスを与えます。する

保つことです。ハウスでもビニール被覆温床で
うに注意し、あとは作目ごとの最低気温の目標
を守れば、きれいに発芽がそろい、徒長もなく
なります。

子葉が展開するまでは直射日光に
当てない

水します。活着後は日中軽いしおれが出るくら
と気孔の数が増えて葉脈が密になり、茎の太い
節間がつまった、発根のよい苗ができます。こ
うした苗は活着もよく、病害虫にも抵抗性が強
くなります。

庭や畑の片隅に捨てた生ゴミから野菜の芽が

顔を出すことがあります。その子葉は大きくピ
ンと広がり、気持ちよいほどの展葉なのでびっ

くりするほど。それはゴミに適度にさえぎられ、
太陽光が直接当たらず、やわらかい光が差し込

むためです。逆に発芽の際に強い光が当たると、
子葉がねじれたり歪曲したりして、葉の幅も狭
く、固くなってしまい、根の発育がきわめて悪
くなります。

このように、果菜類では子葉が展開したあと

は充分な光を必要としますが、発芽後は直射日
光を避けて寒冷紗などで光をやわらげてやるほ
うが生育が順調にすすみます。

根を短くコントロール
種まきにあたっては、３日ほど前に鉢や育苗

箱に培養土を入れ、かん水してビニールをかけ
かくはん

て保温しておき、播き床の培養土を撹拌してか

2018.9
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リー分だけ食事から差し引いたりして

■「太りやすい食事」を見直しましょう

進んでしまいます。一度料理本などの

偏りが心配です。味の濃いものは食が

⑪～⑮に当てはまった方は、栄養の

お酒を飲み過ぎたり、脂っこいおつ

レシピ通りに食事を作り、普段の味付

調節しましょう。

回は休肝日を設け、お

～

まみをとったりすると太りやすくなり
ます。週

ぐに戸棚に収納し、食べ物が目に入ら

てしまう原因です。購入した食品はす

買いだめも、気づかないうちに食べ

麺類より、野菜の付いた定食を選び、

え、野菜不足になりがちです。丼物や

していきましょう。外食は濃い味に加

薬味を入れるなどして、濃い味を減ら

を出したり、酸味や辛みを見つけたり、

けと比べてみてください。物足りなさ

ないようにしましょう。

つまみには枝豆や豆腐など低エネルギ

■「太りやすい食べ方」を見直しましょう

を感じた方は、濃いめの出汁でうまみ

②お酒をよく飲む（晩酌）

ーの食品を選びましょう。

③食べ物の買いだめをよくする

やすくなることが分かっています。牛

かもしれません。朝食を抜くと、太り

に注意が必要です。揚げ物・炒め物・

油は高エネルギーのため、摂りすぎ

しょう。

汁物は飲み干さないなどして調節しま

④朝食を抜くことが多い
⑤昼食は軽めだが、その分夕食でしっ
かり食べる
⑥ 夜の 時以降に食べることがよくある

すい食事の摂り方をしてしまっている

④～⑩に当てはまった方は、太りや

秋こそ健康
ダイエット

秋は太りやすいイメージのある季節

■秋はダイエットのチャンス！

度に保つために、外気が

ですが、実は痩せやすい時期です。人
間は体温を
下がってくると代謝をあげて、熱を生
み出します。つまり同じ運動なら、夏
⑧大皿料理が多い

：夕食

めこまれるため、夜の「まとめ食い」

逆に夜に食べたものは、脂肪としてた

加えて炒め物風に、肉料理が多い人は

薄く、炒めるより茹で汁に少量の油を

ーバーにつながります。揚げ物の衣は

本でも摂りましょう。 肉類は脂質を摂りすぎ、エネルギーオ

⑨食べ物を残すのはもったいない

は 危 険 で す。「 朝 食

杯、バナナ

⑩満腹にならないと食べた気がしない

乳

く、自律神経が乱れやすいことから、

⑪塩辛い味や濃い味が好きだ

をすませ、寝る前

⑦早食いをする

エネルギーを消費する機能が低下しや

⑫外食が多い

いことが第一です。

また夏や冬は室内外の気温差が激し

すくなります。気候が穏やかな秋は、

⑬揚げ物や炒め物が多い

時間は食べな

働きで太りやすくなります。腹八分目

でゆっくり食べましょう。一度にたく
減らしましょう

が適量です。また大皿料理や家族の食

⑮肉料理が好きだ

早食いも肥満の原因です。よく噛ん

～

」の割合がお勧めです。早めに夕食

：昼食

自然と自律神経が整い、ダイエットに

⑭野菜をあまり食べない

秋は「食欲の秋」でもあり、せっか

チェック表の①～③に当てはまった

べ残しを食べてしまうと、自分が食べ

さん食べると、分泌されるホルモンの

方は、食事以外に、意識せずに余分に

た量が分からなく、過食の原因となり

■「余分に食べるきっかけ」を

しっかり補いましょう。

食べてしまっていることが多いです。

ます。一人ずつお皿に分けて盛り、そ

質や食物繊維、ビタミン、ミネラルは
■こんな習慣ありませんか？

間食は回数を減らしたり、カロリーの

くの旬の美味しいものを上手に利用

3

あなたの太る食習慣をチェック！

肥満は病気につながります。たっ
た体重 ％の減量で、健康への効果
が期待出来ると言われているため、
この秋のチャンスを利用して、ダイ
エットを始めてみましょう。
まずは食習慣の見直し、同時に「ス
ポーツの秋」を楽しみましょう。次
第に涼しくなり、紅葉していく景色
の変化を感じながらのウォーキング
がお勧めですよ。

ください。

回数を抑えて魚や大豆を増やしてみて

適した状態となります。

より秋の方がエネルギー消費量が多く

1

れ以上は食べないようにしましょう。

し、ダイエット中にも大切なタンパク

3

3

なります。

2

1

2

4
低い物に置き換えたり、間食したカロ

2018.9
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1

36

①間食（甘い物）は欠かさない

3

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

9

JAの
保健室

さんぶる
ろば

グッドライフ
笑顔で「ありがとう」と
言ってもらえるのがやりがいです
－伊勢市－

佐々木

志織 さん（23）

大学卒業後、明和町の病院で理学療法士として入院患者さん

のリハビリをさせていただいています。約３ヶ月～５ヶ月間、
１対１でリハビリをしていくので、信頼関係を築けるように、
積極的にコミュニケーションをとっています。患者さんや、そ
のご家族から笑顔で「ありがとう」と言ってもらえると嬉しく
て、やりがいを感じることができます。

趣味は映画観賞と読書で、特に洋画とミステリー小説が好き

です。最近キャンプにも挑戦したのですが、暑すぎて眠れなか
ったので、涼しい日に改めて行きたいですね。

今後は、独学でジェルネイルに挑戦したいと考えています。

まだ始めてもいないのですが、可愛いネイルができるように頑
張ります！

元 気はつらつ

シニアだより

孫やひ孫の成長が二人の楽しみです
私と妻は昭和34年に結婚して、今年で59年目

－大紀町－

服部

道之助 さん（86）
ヒトミ さん（79）

を迎えました。

私は定年退職するまでは地元の中学校で校長と

して勤めていました。定年してからは、妻と一緒
に日本の各所を車で旅行したりしていました。ま
た、毎朝ラジオ体操と太極拳を欠かさず行ってお
り、この習慣が健康維持に繋がっているのだと思
います。

夫婦円満の秘訣は、お互いのことを考えて生活

することですね。そうしてきたことで、今まで喧
嘩はほとんどしたことがないです。

二人で一緒に子どもや孫、ひ孫の成長を見られ

ることが楽しみであり、幸せですね。これからも
お互い元気でいられるように過ごしていきたいと
思います。

2018.9
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わくわく
プレゼント

問題

あんさ
ん
ひろ

○の中に文字を入れてください

瓶の中にドライフラワーやプリザーブドフラワーを詰めた、
お部屋に飾れるインテリアアイテム

ハーバ○ウム

締切日

平成30年9月28日
（金）

60

お便りのコーナー

40

11

地域住民に寄り添った対応をしていた
だけるのがありがたい。また、各種相
談会も幅広く開催してくれるので感謝
（ 代 男性）
しています。

60

伊勢市の中心部にも、ＪＡの直売所を
設けてほしいです。地元産の野菜を売
っている所が近所にないので。
（ 代 女性）

40

ＪＡの紹介で畳替えを去年 月にして
いただいたのですが、大変気に入りま
した。良かったです。品質、価格、サ
ービスも大変良かったです。
（ 代 女性）

70

低金利の時代に配当がつくのは非常に
（ 代 男性）
ありがたいです。

非農家を対象とした「農業教室」など、
農業について優しく親しみやすいＰＲ
活動を企画し、実施されるよう検討し
（ 代 男性）
てほしい。

高齢者が多くなった地区に惣菜・日用
（ 代 女性）
品の配達をしてほしい。

60

◆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管内産もち米を使った㈱マスヤ「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。
◆８月号の解答は「ショウガ」でした
応募総数、215通。沢山のご応募ありがとうございました。

大賞

初めての
お掃除ロボに
つきっきり

ペンネーム

浅井 恭子

度会町 ＰＮ ももいろうさぎ

この猛暑
活動休止
人も蚊も

伊勢市

下井喜与松

旅の空
景色見るより
まずトイレ

玉城町

仁一

山口都美子

林

自慢した
盆栽今では
邪魔になり

度会町

絵日記で
家庭診断
する教師

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。

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

2018.9

「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。

インフォメーション
ベビーサイン教室開催のお知らせ
ベビーサインって何？
まだうまく話せない赤ちゃんと簡単

要予約

な手話やジェスチャーを使って「お話

降、たくさんのママやパパが実践して

参加無料

います。
■日

時

平成30年10月25日
（木）
朝の部：10：00～11：30
昼の部：14：00～15：30

■会

場

朝の部：伊勢中央支店２階
（伊勢市御薗町長屋462）
昼の部：紀北支店海山２階
（北牟婁郡紀北町相賀827-1）

■対

象

生後６ヶ月～１歳半頃までの赤ちゃん
とママ・パパ

■定

員

朝の部：40組程度
昼の部：30組程度

■持 ち 物

ブランケット

■申込期間

平成30年９月３日
（月）
～平成30年９月
28日（金）
募集定員を超えた場合は、厳正なる抽
選の上、決定いたします。

■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
変動金利

0.65％ 10年固定金利 0.80％

平成30年９月１日現在

金利大幅に
見直しました！

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！

■開催日時
①平成30年 ９ 月 ８ 日（土）午前10時～午後４時
②平成30年10月13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バンクのほか
他金融機関のキャッシュカードによる
お振込みができます。
ご利用可能日時

し」する育児法です。1990年代にア
メリカで始まり、日本でも2000年以

ＪＡバンクＡＴＭ 便利機能

◆三重県下ＪＡバンクのキャッシュカードを使用
ご利用可能日 ：１月３日以外の日
ご利用可能時間：ＡＴＭの営業時間内
◆三重県以外のＪＡバンクキャッシュカードを使用
ご利用可能日 ：１月３日以外の日
ご利用可能時間：全日／８時～21時
（ＡＴＭの営業時間内）
◆ＪＡバンク以外のキャッシュカードを使用
ご利用可能日 ：１月１日～３日、５月３日～５日
以外の日
ご利用可能時間：全日／８時～21時
（ＡＴＭの営業時間内）
さらに、ＪＡバンクキャッシュカードを
使用すれば、提携金融機関のＡＴＭでも
お振込みが可能です。

三重県下ＪＡバンクのキャッシュカードを
使用した、国民年金保険料や自動車税等
のお支払いができます。
お支払いが可能な料金

国庫金（国民年金保険料等）や県
税（自動車税、不動産所得税等）
のほかＮＨＫ受信料等の料金納付
書等にあるロゴ
（右図）が目印です。
お支払方法

ＡＴＭ画面の右下にある「その他のお取引」を選択
してください。
⇒
「税金・料金」を選択してください。
⇒納付書等に記載されている収納機関番号等を
画面に従って入力してください。
⇒キャッシュカードを挿入、暗証番号を入力してく
ださい。
ご利用可能日時

ご利用可能日 ：１月３日以外の日
ご利用可能時間：ＡＴＭの営業時間内
※ＡＴＭを利用したお振込み・お支払いに関する留意事
項は、支店窓口に備え付けの「三重県下ＪＡバンク キ
ャッシュコーナーのご案内」をご覧ください。

ＡＴＭ一時休止のお知らせ

いつもＪＡバンクをご利用いただきありがとうございます。
このたびＪＡバンクの全国統一電算システムの更改にとも
ない、誠に勝手ながらＡＴＭ・ＪＡネットバンク等のサービ
スを一時休止させていただきます。
ご不便をおかけしますが、何卒ご理解とご協力を賜ります
ようお願い申し上げます。
休止日

平成30年 10月6日
（土）7日
（日）8日
（月・祝）
2018.9
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予定表

（９月15日～10月14日）

９月
17（月） 敬老の日
22（土） セルフＳＳ感謝祭（～28日）
23（日） 秋分の日
24（月） 振替休日

10月
５ （金） 家庭訪問（～11日）
８ （月） 体育の日
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

理事会だより
第28回

【協議事項】
①平成30年度役員報酬額の決定（案）
②役員賠償責任保険への継続加入（案）
③その他
【報告事項】
①団体定期生命共済への加入
②その他
以上の提案事項について可決承認されました。

第29回

「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

2018.9

開催日：平成30年6月23日（土）

開催日：平成30年7月27日（金）

【協議事項】
①平成30年度第１四半期決算結果（案）
②同一人に対する信用の供与等の最高限度額の設定（案）
③借入金の最高限度額の設定（案）
④貸付金利率の最高限度の設定（案）
⑤三重県信用農業協同組合連合会の「後配出資金」への増資お
よび同会に対する劣後ローン契約の一部変更（案）
⑥内部監査規程の一部変更（案）
⑦平成30年度（29年度版）ディスクロージャー誌の縦覧（案）
⑧ＪＡ鳥羽志摩、ＪＡ三重南紀との合併予備契約の締結（案）
⑨その他
【報告事項】
①ＡＬＭ委員会及び月間有価証券報告
②平成30年度第１四半期余裕金運用状況報告
③平成30年度第２四半期余裕金運用計画及び運用方針
④ＪＡバンク基本方針に基づくモニタリング
⑤平成30年度事業計画に基づく第１四半期行動計画進捗状況
⑥総代満足度調査結果
⑦総代からの意見とりまとめ結果報告
⑧ＪＡ伊勢自己改革に関するアンケート調査結果
⑨ユニット別総代代表者会議の開催
⑩債権の処理
⑪平成30年度第１四半期苦情等対応報告・事務ミス報告
⑫平成30年度第１四半期自主点検結果の報告
⑬反社会的勢力等との取引排除にかかる取組状況
⑭平成30年度コンプライアンス・プログラムの取組状況
⑮㈱ジェイエイサービス伊勢平成30年度第１四半期決算結果
⑯㈱あぐりん伊勢平成30年度第１四半期決算結果
⑰米穀情勢報告及び平成30年産米概算金決定スケジュール
⑱平成30年度役員報酬の支給額
⑲平成30年度６月末組合員・出資金報告
⑳平成30年度夏期賞与の支給
㉑平成31年度職員採用２次募集（大卒・短大卒）
㉒その他
以上の提案事項について可決承認されました。

当ＪＡでは、地域の子どもたちに「食」と「農」
が持つ多様な役割を、農作業を通じて伝える「食農
教育」を展開しています。次世代を担う子どもたち
に、この体験を通じて農業の楽しさや、地元農産物
の魅力を感じていただければと思います！

ＪＡ伊勢食農体験 ＪＡ伊勢玉
城 柿部会主催

ぼくら農業探 検隊
－次 郎柿編－

■日

参加親子募集
！

時

■内
容
■参 加 費
■参加人数
■募集方法
■応 募 先

■応募締切
■当選発表

平成30年10月28日
（日）
午前中約２時間程度 ※雨天決行
次郎柿収穫体験
（約７㎏）
、柿選果場見学
無料
ＪＡ伊勢管内の小学生以下の子どもを
含む親子40組（１組４名まで）
官製はがきに住所、氏名（参加者全員）、
年齢、お電話番号を記入の上、郵送に
てご応募ください
〒519-0414
度会郡玉城町佐田130番地
伊勢農業協同組合
経済１課 果実・野菜グループ
「ぼくら農業探検隊－次郎柿編－」係
平成30年10月12日
（金）
※当日消印有効
厳正なる抽選の上、当選者にはお電話
にてご連絡させていただきます

Ｑ
＆

Ａ

10

Ｑ
相続手続には期限がありますか？

被相続人と相続人の本籍地から戸
籍謄本を取り寄せる

14

Ａ

相続相談

限

相続税の確認

調査により、相続の放棄または限
定承認をする場合は家庭裁判所へ

死亡届

遺産や債務の
調査

公正証書遺言以外は、家庭裁判所
で検認が必要

年金受給者死亡届は、年金事務所
（ ま た は 役 場 ） へ 日（ 国 民 年 金
は 日）以内に提出。死亡届は、
日以内に死亡診断書を添付して
市区町村長へ提出

遺言書の有無
確認

１月１日から死亡した日までの被
相続人の所得にかかる所得税を申
告

葬儀費用の領収書の整理・保管（相続税の申告に
必要）

所得税申告と
納付

相続人全員の実印と印鑑証明書が
必要

7

相続開始後の確定申告や相続税の申告、相
続の放棄等には期限があります。相続開始
後は手続きが多岐にわたり、多くの時間と
労力が必要となります。相続税申告までのスケジュ
ールをご確認していただき、相続発生前の対策をお
すすめします。

期

７日から
日以内

３ヶ月以内

４ヶ月以内

遺産分割協議
書の作成

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

相続税申告書 相 続 人 全 員 の 署 名 と 捺 印 が 必 要
の作成、申告 （納税資金も準備）

vol.366

ヶ月以内

9
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相談業務一覧（9月15日～10月30日）
内

容

相続・遺言個別相談会

日

時

9 月26日（水） 9：00～16：00

相談会場
伊勢中央支店

お問い合わせ先
0596-62-1123（本店金融推進課）

くらしの無料法律相談会 10月23日（火）10：00～15：00 本店

0596-62-1125（本店企画広報課）

新規就農・営農相談

0596-58-3535

随時

営農指導課（玉城支店２Ｆ）

※相続・遺言個別相談会、くらしの無料法律相談会は予約が必要となります。

編集後記

９月に入り、朝晩に秋の訪れを告げるような涼しさを感じるようになりました。秋といえば、食欲の秋、読書の秋、
スポーツの秋と、人によっては千変万化であるといえます。読書とスポーツ。正反対ではありますが、逆に言い換え
ると秋という季節は新しいことに何でも挑戦できる季節といえますね。皆さんも、今年は自分にピッタリな秋を見つ
けてみてはいかがでしょうか。（Ｈ）

