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特産品の看板で地元ＰＲ！！
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ＪＡの支所ふれあい委員会が
イベントで地域と交流！
ＪＡの各地区支所ふれあい委員会が、
イベントを開きました。８月３日は、
指宿地区ふれあい委員会が
「あっど！
いぶすきみのり館」で支所祭りを開き、かき氷の無料配布やストラックアウト大会、マンゴーを試食宣伝。ＪＡ
いぶすき女性部もオリジナルのオクラ料理を用意した試食ブースを設け、400 人を超す来場者で大盛況でした。
17 日には、えい中央支所や西部経済課、茶業センター、畜産部など、えい地区管内のＪＡ職員とえい地区
ふれあい委員会が「第 32 回えいのゴッソイまつり」に参加。ブースを設営し、ところてん突き体験やサツマ
イモ揚げの無料配布、茶の試飲提供などを行いました。また、ＪＡ青年部えい支部や茶業青年団「ＫＥファー
マーズ」がゴッソイ焼きの無料提供に協力したほか、ＪＡえい地区女性部もうどんを販売し、多くの来場者が
訪れました。
21 日と 22 日には、山川地区ふれあい委員会が、山川小川集荷場でＪＡ総合展示会と山川地区ふれあい感謝
祭を同時開催しました。最新農機具からガス器具、金物までを幅広く展示販売したほか、あっど！いぶすきみ
のり館の農産物販売や、ＪＡ青年部山川支部のかき氷配布コーナー、ＪＡ山川地区女性部の芋ごはん配布など、
多くのイベントで賑わいを見せました。

指 宿 支 所 祭 り

山川ふ れ あ い 感 謝 祭

えいのゴッソイ ま つり

ストラックアウトに参加する子ども達

展示農機を見学する来場者

ところてん突き体験を提供するえい経済課

管内産マンゴーを提供する様子

あっど！の農産物販売の様子

ステージで踊るJA女性部雪丸グループ

スーパーボールをすくう子ども達

かき氷をつくる青年部山川支部

えい中央支部ブースでの触れ合いの様子

あっど！店舗内の女性部がオクラ料理を配布

芋ごはんを配布する山川地区女性部

ゴッソイ焼きに参加した青年部えい支部の皆さん
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取り組んでいます！自己改革！

ソラマメ予冷

植え付けに備える

ＪＡいぶすき管内でソラマメの種を発芽させ、予
冷庫へ入れる作業が進みました。
指宿流通センターでは８月 20 日、発芽させた種を
取り出して洗い終わった生産者が続々と予冷庫へ運
び入れ、約１カ月間低温状態にした後、畑に植え付
けられます。ＪＡでは９月上旬から、予冷した種の
出庫作業を始めました。
生産者が運び入れた種入りのコンテナを集める様子

３連覇で飼養管理技術を証明
第４回ＪＡ枝肉共進会
８月５日、（株）ＪＡ食肉かごしま南薩工場で第４回ＪＡ
いぶすき肉牛枝肉共進会を開きました。管内から 55 頭が出
場し、１席と２席を東川勝広さん、３席を（有）西元ファー
ムが受賞。マーケットニーズ賞は（有）畠久保牧場が獲得し
１席を受賞する東川勝広さんの
ました。１席を受賞した東川勝広さんは今回で３連覇を達成
後継者東川哲明さん（左）
し、高い飼養管理技術を示しました。
出荷成績の平均は、枝肉重量 512.5 キロ、ロース芯面積 65.6 平方 cm 、ばらの厚さ 8.0cm 、
皮下脂肪 2.5cm 、脂肪交雑（ＢＭＳナンバー）は 8.4。５等級の出現率は 61.8％、４等級
以上は 94.5％となりました。

Ｍ―１グランプリでいぶすきマンゴー審査
ＪＡいぶすき熱帯くだもの部会は７月 24 日 、指宿
市内でマンゴーの品評会「Ｍ―１グランプリ」を開きま
した 。部会員が出品した計 10 点の果実を 、玉揃い 、
果皮の着色 、果皮の汚れ 、果肉色 、甘さ 、食感などか
ら審査し 、山川地区の王子田豊さんが２玉１キロと３
玉１キロの両部門でグランプリを獲得しました 。
南薩地域振興局農政普及課指宿市十二町駐在の上赤
忍統括技術主幹は「出品されたマンゴーはどれも品質
が良く 、糖度も高い素晴らしい出来栄えだった」と高
く評価しました 。
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出品されたマンゴーを審査する様子

取り組んでいます！自己改革！

地域児童が
出荷の仕組みを学ぶ

集荷場でのオクラの選果を見学

７月 27 日、山川小川集荷場とＪＡ本所内で第２回ＪＡ・山川高校あぐりスクールを開きまし
た。集荷場では、生産者が収穫したオクラを選果・出荷する様子を見学したほか、花き選果場
を訪れ、予冷庫の冷たさを体験しました。見学後はＪＡ本所内に移動し、用意されたオクラ６
キロを児童がネットに詰める体験をしました。
集荷場の予冷庫で寒さを体験

ＪＡ職員に教わりながら作業します

みんなで楽しくオクラを詰めました

旬のオクラ漬け込む
指宿市農産加工組合は 8 月 13 日、
オクラの漬け込み作業を
行いました。
市農産加工組合員、
ＪＡ職員、
市役所職員など約
30 人が参加し、
その日に収穫したオクラ約５トンを丁寧に水
洗いし、
塩とニンニクで漬け込みました。
農産加工組合の山澤道子組合長は「新しく作り始めた無 丁寧にオクラを漬け込むＪＡ職員
添加しょうゆ漬けは、都会で売り切れるほど評判が良い。特
産品のオクラをどんどん売り込んでいきたい。」と喜びを語りました。
加工組合では、漬け込んだオクラを調味液に２度漬けして仕上げ、10 月下旬頃からＪ
Ａ生産資材店舗「あっど！いぶすきみのり館」や指宿のホテルなどで販売する予定です。

開聞地区で年金友の会ゲートボール大会
8 月 23 日、年金友の会開聞支部が開聞地区でゲートボール大会を開きました。集まった
会員 27 人にＪＡ職員３人が加わり、計５チームに分かれて、思い思いに腕を競いました。
結
優

勝

果
仙田球友チーム

準優勝

西元チーム

３

唐船峡チーム

位
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農家に訊く
ＪＡいぶすきの管内で農業の道を
進む人を訪ねました。
鹿児島市喜入町

占部

光信さん（３４歳）

▲光信さん（右）と妻の美和子さん（37）（左）、息子の颯人（りゅうと）くん（５歳）
Ｑ．占部さんについて教えて下さい
Ａ．2018 年７月から農家になりました。平日は地

Ｑ．農家として確立するまでの道のりを教えてくだ
さい

元の農園で研修生として働いています。妻は子育

Ａ．県の新規就農相談所がある事を知り、会社を辞

てや会社の仕事をこなしつつ、農作業を手伝って

めるまで通い続けました。その中で地元の農園

くれています。農園から譲り受けた指宿市内の畑

が参加する就農相談会がある事を知ったのです

と、妻の親戚から譲り受けた喜入町の畑を持って

が、参加枠が埋まっていた為、ダメ元でキャンセ

いますが、今は喜入町の畑でオクラを３アール作

ル待ちをしてみた所運よく参加に。あっという間

っています。６月 18 日には道の駅に初出荷し、

に社長さんと話が決まり、働く事ができました。

生産が軌道に乗ったところです。

今思えば、知らない土地でも農業に進めるよう、
運が味方したのかなと感じます。

Ｑ . 農家を始めようと思ったきっかけは何ですか
Ａ . 農業用具の販売店で農家さんと話すうち、農作

Ｑ . 今後について目標はありますか

業は楽しそうだと思ったことがきっかけです。当

Ａ . 今後は技術向上の為、他の農業者と交流を深め

時は店長という重い立場もあり、仕事に行くのが

ながら、更なる生産拡大に努めたいと思います。

とても辛い日々でした。そんな中、仕事中に話を

最初の頃に台風被害や食害で辛い思いをした事

する農家さんがとても楽しそうに見えたことがあ

はありますが、自分の作った農産物が売れると

り、「農家になりたい」と思いました。

「頑張ってよかったな」という気持ちになりま
す。妻も畑に今まで興味がありませんでしたが、
いざ自分が作る側になってみると「愛情」が芽

Ａ . 転勤族で農業をしたこともなく、子どもも５人

生えたようで、とてもやる気になってくれていま

いて、生まれたばかりの子もいる中でした。妻に

す。これからも独立へ向け夫婦二人三脚で試行錯

は、「無収入になった時や、今後の忙しさ、子育

誤しながら頑張りたい

てとの両立が常に頭をよぎり、不安になる」と言

です。

▲颯人くんは、お父さん大好きっ子で、後ろをついていきます。
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▲

われたりしました。

家族みんなで、楽しみながら、
農作業をされていらっしゃい
ました。

Ｑ . 販売社員から農家への転身は不安でしたか

取り組んでいます！自己改革！

ＪＡ青年部が児童と稲刈り体験
ＪＡ指宿地区青年部とＪＡは８月 10 日、指宿小
学校の児童約 20 人を対象に稲刈り体験を開きまし
た。稲は４月下旬に児童らが植えたもので、保護者
や教員、青年部員、ＪＡ職員と一緒に 10 アールの
水田に実る稲を１時間半かけて刈り取りました。
収穫した米は精米を行い、９月上旬に児童に配布
する予定です。

参加者全員で記念撮影

青年部と中学生が壁画を制作
ＪＡいぶすき青年部と指宿市立北指宿中学校美術部生徒ら約 40 人
が、５日から８日の４日間、指宿市西方のＪＡ流通センター選果場に
壁画を制作しました。テーマは「エンドウと指宿の風景」で、雨に見
立てたエンドウと、傘の絵柄に開聞岳をはじめとする指宿の風景を写
し、夏らしい明るい色彩を使い描きました。
同中学校３年生の祝迫音唯さんは「入部してから３年間の集大成に

壁画を描く生徒

なった。地域の特徴を描いた絵が、指宿のＰＲに繋がってほしい。」
と話しました。
青年部と同中学校での壁絵制作は 2017 年から始まり、３作目とな
ります。管内の農産物をテーマに毎年制作が進み、2021 年までには
５作品を完成させる予定です。

女性大学でハーブを学ぶ
ＪＡ女性部が８月 22 日、喜入公民館で、第３回女性大学「な
ごみ」ハーブ教室を開きました。ローズマリーやオレガノな
ど様々なスパイスを使い、様々なハーブを漬けた薬酒「ハン
ガリーウォーター」をはじめ、サルシッチャやグリル、サラ
ダなどハーブの香りを楽しむ料理を作りました。
ハーブを活用して色々な料理を作りました
お酒に漬け込むハーブ
を下準備します
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取り組んでいます！自己改革！

ちゃぐりんフェスタ
ＪＡの各地区女性部が８月、地域の児童へ向けた「ちゃぐりんフェスタ」を開きました。
７日は山川地区が開き、参加児童が写真などを入れられるフレーム作りに挑戦。調理体験
では夏野菜カレーとサイダーゼリーを作りました。
また同日にはえい地区も開き、空き缶などを使って出来る多肉植物の寄せ植えと、餃子や
ミニピザづくりを体験しました。
８日は喜入地区が開き、うちわの風で走る紙コップカーの工作と夏野菜カレーの調理体験
に、参加者みんなで挑戦しました。

え

い

地

区

餃子の皮で餃子とミニピザを作りました

山

川

地

区

喜

入

地

区

フレームを作る顔は真剣そのもの
紙コップを工作して風で走る車を作ります

寄せ植えを体験！

楽しく上手に作りました

食材の切り分けも自分たちで

みんなで楽しく作りました☆

夏野菜カレーも自分たちで盛り付けます

最後は児童のみんなから感謝の挨拶を頂きました
みんなで美味しく食べました！
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作品と一緒にはい！ポーズ♪

取り組んでいます！自己改革！

支所が日頃の接客技術競う
８月３日にＪＡ本所で「窓口セールスロールプレイング大会」を開きました。管内７支所の窓口職員が、
顧客役に対して接客や商品の提案を行い、日頃の窓口セールス技術を競い合いました。最優秀賞を南部支所、
優秀賞をえい中央支所、優良賞を喜入支所が受賞しました。
ロールプレイング大会は、窓口職員の技術向上やスキルアップ、意識向上を目的毎年開いています。最
優秀賞を受賞した南部支所は、９月 7 日に行われる第５回ＪＡバンク鹿児島窓口セールスロールプレイング
大会に出場いたします。

南部支所の実演

えい中央支所の実演

職場紹介

喜入支所の実演

中央経済課

小川購買店舗

山川地区の店舗として、肥料・農薬をはじめとした農業
資材などを扱っています。訪れるお客様が安心してご購入
いただけるよう、誠心誠意努めてまいります。今後ともよ
ろしくお願い申し上げます。
９月から

（左から）

山澤 昴が小川購買店舗で勤務しております。

新留 雄斗、椎葉 絵美香、川迫 百合子

宜しくお願いいたします。

毎日書ける、
楽しく書ける、
記録と記憶に残る一冊！

令 和 2・3・4
（ 2 0 2 0・2 0 2 1・2 0 2 3 ）
年版

3 年間の記録が一目でわかる!!

家事・生活に役立つ

ご家族の
健康・成長を
記録する

日頃の
収支などを
記録する

3年連続日記

B5判、
上製本、
376頁
見開きで4日間3年分を記録

わが家の財産台帳つき

年月日・曜日入り
収支記録欄付き

4,000円

10月1日発売

定価
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農作業の
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いぶすきみのり館の
情報！

店長㻌 金山祐一㻌

固定変動選択型 当初１０年

激安ばら売り野菜や、お買い得な果物・野

固定なら・・・

菜コーナーを用意しております。

最軽減後金利が
固定変動選択型 当初５年
固定なら・・・

最軽減後金利が
固定期間終了後も金利軽減いたします。
当初固定期間終了後も、固定変動選択型（いずれかの固定金利）を選択すると、その時点のＪＡ所定の基準金
利から最大▲０．８％金利を軽減します。

詳しくはお近くの
ＪＡ支所へご相談
ください！
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毎週土曜日恒例で、「土曜
どんどん市」を開催中で
す！

他にも肉や魚をはじめ、その場で精米できる
お米の量り売りコーナー、生活用品など豊富
に品揃え！
肥料・農薬もお安く販売しております！
買い物は是非あっど！いぶすきみのり館で！

ＪＡ営農指導員の携帯をご案内します
本所・営農課
飯伏

満博

課次長（指宿地区） 080-1758-9151

別府

昭吾

課次長（山川地区） 080-1758-9143

前田

満穂

課次長（開聞地区） 080-1758-9149

別府

裕二

課次長（えい地区） 080-1758-9139

里

翔太（農家支援）

080-1758-9135

濵﨑

正人（農家支援）

080-1790-5465

喜入地区
野元

正一

課次長

080-1758-9140

指宿地区
二階堂

愛

指導員

080-1720-2409

汰木

良平

指導員

080-1758-9145

諸留

駿平

指導員

080-2779-1591

指導員

080-1758-9146

加治佐

和希

山川地区
有村

俊哉

指導員

080-1758-9144

中薗

悠太

指導員

080-1758-9136

中尾

友亮

指導員

080-1758-9153

樋髙

杏奈

指導員

080-1758-9137

令和元年９月１日現在
開聞地区
迫田 新之助
大隣 良樹

指導員
指導員

080-1758-9152
080-1758-9148

えい地区
田之上 晋哉
原口 誠也
中原 真吾

指導員
指導員
指導員

080-2779-1593
080-1758-9147
080-1758-9156

茶業センター
山口 秀二
茅野 明人
別府 幸成

指導員
指導員
指導員

080-1758-9162
080-1758-9163
080-1762-6586

畜産部
勝山 俊文（技術主幹）
【肥育】
福田 己年 指導員（山川・開聞・えい地区）
和田 卓也 指導員（喜入・指宿地区）
【生産】
今吉 博之 指導員（山川・えい地区）
田之上 博人 指導員（開聞地区）
與島 朋浩 指導員（喜入・指宿地区）
永田 博久 指導員

080-1758-9181
080-1758-9182
080-1758-9188
080-1758-9184
080-1758-9186
080-1707-2190
070-7586-9335
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いぶすき短歌会

なお 、訂正いたしました応募用紙については 、ＪＡいぶすきホームーページ内

（自由歌）

謹んでお詫び申し上げ 、ここに訂正いたします 。

令和元年八月歌会詠草

管内

一

二

（http://ja-ibusuki.or.jp/topics/7239）に掲載されております 。


三

正

誤

館内


四

赤き星に輪廻の途中か夕焼けを
心身に染むカンナの小道
日高
禎子
梅雨明けの猛暑に萎れしカポックも
われも慣らさむ散水の日々
柚木崎イツ子
有難う・ごめんなさいを連発の
五歳の笑みはほつこりとする
吉田 知佐子
一瞬の夜空にとどむ残像も
浅ごとならむ花火散りゆく
吉永 多美子
梅雨明けて光りのなかを青あおと
波打つ稲の風渡りゆく
片野田 健一
祖たちがかつて山地を拓きたる
田に今日来れば夏草茂る

ＪＡいぶすき
の特色や地域を
感じることができるもの

ＪＡいぶすき
の特色や地域を
感じることができるもの

３ ．」に誤りがございました 。
配布しております応募チラシ裏面の「応募要件


五

六

七

八

九

片野田 道子
眩しさに光る舗装路の真夏日に
ハッピーカー押しリハビリ急ぐ
川畑
信子
溝川の上を蜻蛉の隊列が
高きも低きもすいすいと飛ぶ
辰野 千鶴子
立秋の風に奏でくるトランペット
松の林に哀愁を呼ぶ
竹下
玲子
蝉の声涼しき朝と聞きおれば
いきなり太き声におどろく
高田 須美恵

編 集 後 記

夏休みの賑わいや花火

などのイベントも終わ

り、秋の気配を感じる頃

合いになりました。読者

の皆さんは、良い夏を過

ごせましたでしょうか？

今年の夏は、台風など

の自然災害に苦労する事

が無かったように感じま

す。この平穏さが、一年

中続くように祈りたいと

ころです。

JAいぶすき
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十


ＪＡ公式イメージキャラクター募集内容の訂正について

8 月 2 日から募集を行っている「ＪＡいぶすき公式イメージキャラクターの募集」につきまして 、

地元で就職！

職員募集！

U・Iターン、中途採用を募集！

相談も受け付けます！

ＪＡいぶすきで働いて、地域の活性化に貢献してみませんか？？

９月と１０月に採用試験を実施します
◆

◆

ＪＡいぶすき
TEL:0993353411
〒8910516
指宿市山川成川３８３０
よしなが

◆

はなだ

人事教育課（吉永・花田）
E-mail:

◆

ibu.100-130@ks-ja.oｒ.jp
JAいぶすき
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