３
March
2020

No.252

届けます
に
た
な
ら
あ
JAか

IBUSUKI

JA Magazine Nanohana

オク
ラ
ス
タ
ーをよろ
しく！

2020
観葉フェア春を開催！
JA いぶすきの

ホームページはここから !

JA

編集発行：いぶすき農業協同組合
〒 891-0516 鹿児島県指宿市山川成川 3830
TEL.0993-35-3411
http://ja-ibusuki.or.jp

取り組んでいます！自己改革！

ありがとうございます！
ＪＡ移動販売車利用が

１０００人突破！

１月 20 日から運行している移動販売車「スーパーなのはな号」が、運行１カ月を迎えました。
現在巡回しているＪＡ管内 65 ヶ所の地域住民の皆様から多くのご利用をいただき、２月６日
には利用者数 1000 人を突破する事ができました。今後も、生鮮食品や惣菜、日用品などを利
用される方のニーズにあった品ぞろえをご用意いたしますので、何卒よろしくお願い申し上げ
ます。

詳しいお問い合わせは

A コープかいもん

TEL：0993 − 32 − 3685 または

ＪＡいぶすき 経営企画部 企画課
TEL：0993 − 35 − 3411

まで

運行内容についてはお近く
の支所でご確認いただけるほ
か、ＪＡホームページにも掲
載されております。
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取り組んでいます！自己改革！

「スーパーなのはな号」
がテレビに取り上げられます！
移動販売車「スーパーなのはな号」が、ＭＢＣ南日本放送の放送するテレビ番組「たわわのわ」で紹介
されます。販売車のアピールポイントや実際に購入された方の様子、移動販売車への感想などが撮影され
ました。この機会にぜひご覧ください。

【放送番組】
ＭＢＣ南日本放送「たわわのわ」
【放送内容】
移動販売車
「走るＡコープ スーパーなのはな」
特集
【放映日】
３月 15 日（日）
11：40 ～ 11：45
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取り組んでいます！自己改革！

ＪＡいぶすき年金友の会総会
ＪＡいぶすき年金友の会の指宿支部とえい支部が２月、年金友の会総会を開きました。指宿
支部の新西方・岩本・小牧・南部が５日、同支部の中部・池田が６日、指宿シーサイドホテルで開
き、ＪＡが 2019 年度の活動や 2020 年度の計画などを報告した後、集まった友の会会員で楽し
く交流を深めました。懇親会ではカラオケ大会や参加者の踊りなどで賑わいました。
また７日には、えい支部が奄美の里で総会を開き、総会後の懇親会は、かごっま弁劇団「でこ
んば」による公演や、参加者による演舞や歌の披露で盛り上がりました。

指宿
支部
えい
支部

令和２年子牛初セリ
ＪＡは１月 27 日、指宿中央家畜市場で今年初
の子牛セリ市を開きました。セリの成績（税抜
き）は、メス平均 612,854 円、去勢平均 725,276 円、
総平均 675,995 円となり、前回比で 1,211 円高、前
年比では 35,639 円安と相場は依然高値が続くもの
の、昨年の高騰と比べ落ち着いた取引となりま
した。
セリ市の開始にあたり、ＪＡ福吉秀一組合長

セリ市の様子

と豊留指宿市長が新年のあいさつを行い、ＪＡ肉用牛部会協議会和田光教会長が今年の肉用
牛の繁栄と発展を願い献杯をしました。また、Ａ５ランクの鹿児島黒牛の販売もありました。

献杯する参加者

鹿児島黒牛の販売
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営農指導員が学校で出前授業
ＪＡの営農指導員が１月 24 日、管内の指宿市立開聞小学校を訪れ、児童へ農産物に関する出
前授業を行いました。開聞小学校の３年生児童 22 人へ、生産量日本一を誇るソラマメをはじめ、
地域で栽培されている豆類の種類や特徴、どのように食と関わっているかなどを、図や絵を使っ
たクイズ形式で解説しました。
給食時間には地元の食材を使った給食を全員で食べ、児童は「食」と「農」のつながりを学ん
だほか、地域でとれる農産物の美味しさにも触れました。

授業に参加した児童とＪＡ営農指導員

豆類の解説をする営農指導員

県フラワーコンテストで
生産者が特別賞を受賞
鹿児島県花き振興会は１月 31 日と２月１日、かごしま
県民交流センターで「令和元年度鹿児島県フラワーコンテ
スト」を開きました。県内の 19 市町村から 272 点が出品
され、品種の特性や病害虫の発生状況、花揃えなどを 11
部門ごとに審査。ＪＡからは、スプレーギク「セイエル
ザ」を出品した山川地区の新留寿隆さんが、特別賞の農林
水産大臣賞を受賞しました。

農林水産大臣賞を受賞した新留さんと
「セイエルザ」

甘くておいしい冬ニンジンを今年も出荷
ＪＡ管内の南九州市えい地区で、今年もニンジンの収穫が進ん
でいます。暖冬の影響などから例年より２週間早く始まり、ＪＡ
えい野菜部会にんじん専門部の吉﨑久男部会長（67）も１月21日、
畑にすくすく育ったニンジンをコンテナいっぱいに収穫し、集荷
場に運び入れました。吉﨑さんは「暖冬の影響で実が大きくなり
がちだが、味は良好。美味しいニンジンなので、消費者が積極的
に買ってくれるよう頑張りたい。」と語りました。
同地区では2020年度、冬ニンジンを41ヘクタールで、出荷量
1,803トン、出荷額１億2,621万円を見込んでおり、出荷は３月中
旬まで続く見込みです。
JAいぶすき
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ニンジンを畑から掘り取る様子

取り組んでいます！自己改革！

さつまいも専門部が
鹿児島市内で試食宣伝
ＪＡいぶすきさつまいも専門部が２月２日、おいどん市場
鹿児島与次郎店で「えい太くん（紅はるか）」の販売宣伝を
行いました。同専門部役員やＪＡ職員ら 10 人が、えい太く
んの描かれたオリジナルの法被を着て美味しさを宣伝。出来

おいどん市場の前でえい太くんを
販売するＪＡ職員ら

立ての焼き芋や店頭に並ぶえい太くんを求め多くの来客者で賑わいました。
同専門部がおいどん市場で試食宣伝を行うのは初の試みで、積極的に出荷していたことがきっ
かけです。同専門部員の提案により実現しました。今後も安心安全で高品質なさつまいもの生
産に努め、更なるブランド力強化で販路拡大に努めます。

突風過ぎ、対策に追われる
ＪＡ管内のえい地区で１月 31 日、営農指導員をはじめＪ
Ａ職員が総出で、生産農家の突風被害を復旧支援しました。
１月 27 日に発生した最大瞬間 30m/s を越える強風で、
超早掘りサツマイモでは苗床の倒壊やハウスのビニールが飛
散したほか、スナップエンドウなども倒伏する被害が発生。

ビニールハウスの貼り直しを
応援するＪＡ職員

被害を受けたサツマイモ農家はＪＡ職員の復旧に「夫婦だけではどうすることも出来なかっ
た。ＪＡに相談した所、迅速な対応で復旧してくれたのでとても助かった。」と語りました。

山川の青年部がバレイショ植え付け
参加した青年部の
みなさん

ＪＡいぶすき青年部山川支部は１月 20 日、
指宿市山川の畑 37 アールに、春バレイショを
植え付けました。青年部員約 11 人が参加しま
した。収穫は４月末を予定し、売り上げは各種
大会や研修など、今後の活動資金に充てる予定
です。
湯之上大幸山川支部長は「自分の仕事が忙し

植え付けを
進める様子

い中、地域をより一層盛り上げるため、部員皆
で力を合わせて植え付けた。今年も青年部の活
動をより多くの人に知ってもらうため、様々な
活動を行いたい。」と話しました。
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フェアで楽しく商談

観葉フェア２０２０春

ＪＡいぶすき観葉植物部会は２月 11 日と 12 日、指宿
市内で「観葉フェア 2020 春」を開きました。観葉植物
部会員や市場関係者が参加。部会員 27 人が季節商品か
ら１鉢 1200 円の限定商品、逸品物オークションを出品
し、90 人を超える市場関係者が生産者と商談するなど、
賑わいを見せました。
また、部会で焼きソラマメやスナップエンドウの天
ぷら、石焼きイモなどを振る舞い、特産品をアピールしました。

商談を進める参加者

農村医学研究会開講
ＪＡと指宿市、鹿児島農村医学研究会は２月９日、指宿市民会館で
「鹿児島農村医学研究会

第 46 回地方研究集会～笑い・健幸講座ｉｎ

いぶすき」を開きました。ＪＡ管内から来場した組合員・地域住民約
300 人は、県内の医療関係者８人による「指宿市におけるいきいき健康
づくり」フォーラムや、野口たくお氏の講演「鹿児島こげなこっがあい
もした」を聴き、笑いを楽しみながら健康への知識を深めました。
また、会場では健康体験コーナーを設置。来場者は脳年齢や足指力
測定により自身の健康について確認しました。

女性部活動
１/22〜23

各地区三役合同視察研修

１/29

青年部女性部合同学習会

ＪＡ女性部各地区三役員が、ふくおか筑紫フードバ
ンクやＪＡ糸島の産直市場「伊都菜彩」を回る視察研修
を行いました。フードバンクでは、子どもの支援活動
に関する状況や運営の仕組みなどを学んだほか、伊都
菜彩ではＪＡ産直部会の取り組みや店舗の様子などを
視察しました。
また、アサヒビール園にも立ち寄り、地区同士で交
流しました。

ＪＡ青年部とＪＡ女性部が合同学習
会で、特産品を使った加工品づくりに取
り組みました。ソラマメや赤唐辛子を
使った自家製豆板醤をはじめ、ニンジン
ジャムやタマネギドレッシング、ふくれ
菓子などを作り、親睦を深めました。
JAいぶすき
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主要都市で市場と協議
豆類消費地会議開催
ＪＡは１月 21 から 22 日の２日間、東京、名古屋、大阪、福
岡の４市場合同で、豆類の消費地会議を開きました。生産者や
鹿児島県南薩地域振興局農政普及課、ＪＡ職員などが出席しま
した。

市場関係者と話し合う生産者

2019 年度産の生産・出荷状況について報告し、2020 年度の販売計画や対策について協議。生産地として、
更なる販売活動強化を市場へ要請しました。

ブラックボードの活用で
利用者を呼び込む
ＪＡ共済が１月下旬から、県下全ＪＡ支所で「お見積りキャンペーンＢＢ
（ブラックボード）・ＰＲ作戦」をはじめました。同作戦は窓口活動の活性化
を図るために行うもので、ＪＡ共済の内容を案内するボードを支所ごとに作
成し、ＪＡ内審査で優秀作品を選出します。２月 19 日にはＪＡいぶすきも
審査を行い、青戸支所を優秀作品に決定しました。
青戸支所のボードは、県下 13 ＪＡから選出された他優秀作品とあわせて
県ＪＡ共済連に審査され、最優秀作品が決定されます。

優秀賞を獲得した青戸支所のボード

喜入タンカン出荷
鹿児島市喜入地区で、２月 10 日からタンカン
の出荷が始まりました。出荷は関西地方を中心に、
３月上旬いっぱいで、生産者６人で販売量４トン、
販売額約 100 万円を計画しています。
自動選果機で選果されるタンカン

警察署とＪＡが
地域の安全につ
いて意見交換
１月24日、指宿市内で交通安全対策及び防犯対策会議を開きました。指宿警察署やＪＡ共済連、ＪＡい
ぶすき職員合わせて約20人が参加し、ＪＡが共済事業の取り組みを報告。警察署からは管内の事故や状況
に関する分析報告が行われ、地域の安全を守るための方法などを話し合いました。
JAいぶすき
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おくやみ
（敬称略）

いぶすき短歌会
令和二年二月歌会詠草（自由歌）

日、第

回理事会が開

理事会だより
令和２年１月

て
・平成

年度第３四半期全資産査定結

年度末現金・現物棚卸監査の

○ＪＡいぶすき公式イメージキャラク

開について

携事業）における新規事業方式の展

○店舗利用型提携事業（洋服の青山提

実施について

○平成

設置について

○ Ｊ Ａ い ぶ す き CSF 等 対 策 本 部 の

報告事項

他

果について

・平成

書（案）について

・会計監査人監査（期中監査Ⅱ）回答

（案）について

年度第２回随時監査回答

・組織整備審議会への諮問事項につい

協会への出資について

・債務保証契約に基づく農業信用基金

協議内容

た。

催され、次の通り協議、承認されまし

13

（令和２年１月１日
〜１月 日）

濵 田 直 雄 （ ）

［喜入］
崩 中 豊 志 （ ）
［指宿］
有 里 大 人 （ ）
鶴 田 則 雄 （ ）
［山川］
木 下 秀 豊 （ ）
國 光 （ ）

30

ターの決定について
他

メロン苗の生育を確認
する加治佐指導員

れ、植え付けた苗の生育確認や今後の管理方法を指導しました。

中 村 和 代 （ ）
東

茂 （ ）

桃 木 萩 男 （ ）
［開聞］
川 上

忍 （ ）

堀之内 ノ リ （ ）
［えい］
田 原
雪 丸 道 成 （ ）

謹んでご冥福をお祈りいたし
ます。

感動の人柄葬を真心こ
めてお手伝いさせてい
ただきます
お問い合せは・・・

一 大みそかを人生の終と選びしか 
淋しがりやの従妹は逝きぬ 
川口 節子

二 亡き夫とともに耕しし山畑に 
今は草しげり面影もなし 
川畑 信子

三 幼児乗せしドクターヘリの機影追い 
祖母らしき人去り難く居り 
辰野 千鶴子

四 わが庭に紅梅早も咲き出でて 
孫のはたちをメールに祝う 
竹下 玲子

五 会いし人の澄みし眼の美しさ 
いつしか我のマスコットめく 
高田 スミヱ

六 カラオケは同窓会を盛り上げて 
宴ににじむ人生カラー 
西牟田多美子

七 寒空にさざんかの赤咲き満ちて 
庭一面にほほえむごとし 
萩原 和代

八 失笑の穴を埋めんとチョコレート 
いちごの型に流し込む春 
日高 禎子

九 カポックの連棟あわいに遊ばせて 
ビニール張りし子育ての頃 
柚木崎 イツ子

十 小正月に小豆粥炊きし母逝きて 
大正いよよ遠くなりたり 
吉田 知佐子

十一 金星が月に寄り合う西の空 
地球の闇をうれいて照らす 
吉永 多美子

十二 浅瀬にてカニを見つけし幼孫 
おどろく声が川面をはじく 
片野田 健一

十三 気丈では切り干し出来ぬ齢なり 
太き大根すわり引き抜く 
片野田 道子


植え付けた苗を見守る北川さん

を指宿の名物にするプロジェクトを始めました。

31

31

31

31

88 91

92 90

94 95 93 99

93 91

80 68

ルミエール喜入斎場
（099）343 5077
ルミエール指宿斎場
（0993）24 5332
ルミエール山川斎場
（0993）34 0244
ルミエール開聞 斎場
（0993）32 4222
ルミエールえい 斎場
（0993）36 1234
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あっど！メロン（幸せの黄色いメロン）を一緒に作りませんか？？

第１回 あっど！メロン（幸せの黄色いメロン）計画始動！

あっど！いぶすきみのり館は「指宿の象徴」として、

また徳光スイカやマンゴーに並ぶ「第３の名物果物」

として、黄色いエリザベスメロン（あっど！メロン）

現在、６月上旬の収穫に向け作業を進めています。２月２０日は、

東部経済課の加治佐指導員が、生産者の北川達也さんのハウスを訪

貸付業務の一部集約に関するお知らせ
組合員・地域住民の皆様には、平素よりＪＡ事業に格別
のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
このたびＪＡいぶすきは、貸付業務を充実させるた
め、一部の貸付内容を３支所に集約し、営業させて頂く運
びとなりました。これまでご利用いただいておりました皆
様方の負託に応えるため、身近で親しみやすいＪＡとして
一層の努力をしてまいりますので、今後とも変わらぬ御理
解と利用を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
●集約する貸付内容
証書貸付金業務（住宅ローン、マイカーローン等）
当座貸越金業務（営農・ワイド営農ローン、カードローン）
●取り扱い店舗について
３月 31 日まで ４月１日以降
住所
喜入支所
指宿市西方
中部支所
2926 －１
中部支所
本所
本所
指宿市山川成川
（山川統括支所）
（山川統括支所）
3830
開聞中央支所
えい中央支所
南九州市頴娃町
えい中央支所
牧之内 1806
青戸支所

連絡先
25 － 4211
35 － 3412
36 － 1131

※喜入支所、南部支所、開聞中央支所、青戸支所で以上の貸付に関
するご利用をされるお客様につきましては、支所窓口で受付予約
を行うか、貸付担当職員が最寄りの支所へ出向き、対応させてい
ただきます。
詳しくは最寄りの支所窓口へお気軽にお問い合わせください。
JAいぶすき

2020.３
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JAいぶすき

2020.３
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JAいぶすき

2020.３

12

