農業・食・健康の情報誌
う、未来と地域
耕そ

4

2016 Vol.37

高み を目指す
若きタケノコ生産者
●今月のおすすめレシピ「タケノコ｣
●家庭菜園『モロヘイヤ』を作ろう

「人と農を大切にし、協同の力で
豊かなくらしと地域社会の発展をめざします」

表紙/桑名 播磨にて

※P6・7に掲載

みえきた管内
2月18日

地域に流れる日常が
最高の一枚 に
「第２回ＪＡみえきた写真コンテスト」
の表彰式を本店で行い、上位入賞の３名
が出席されました。組合長賞を受賞され
た藤島育夫さんは
「四日市市の水沢地区
を偶然通りかかった時に車を止めて、田
植えに励む女性と楽しく会話しながら撮
影しました」と日常の中にこそ、地域の
情景が凝縮されていることを強調され
ました。
小川英雄組合長は「地域の皆様には
次回のコンテストにも積極的にご応募い
ただきたいです」と話し、今後もこのコ
ンテストが地域の美しい情景と温かい
人々の姿を見つめ返す契機となること
を期待しました。

おめでとうございます!!
▲(前列左より)伊藤孝司様、藤島育夫様、川島悟郎様
(後列左より)小川組合長、門脇専務

みえきた管内
2月21日

第２回ＪＡみえきた写真コンテスト表彰式

▲組合長賞を受賞した藤島育夫様

第９回美し国三重市町対抗駅伝

たすき

疾走！郷土の誇りを襷に込めて

伊勢志摩サミット開催記念「第９回美
し国三重市町対抗駅伝」が行われ、
オー
プン参加も合わせ３２チームが、
スタート
の三重県庁からゴールの伊勢市の競技
場を目指して襷をつなぎました。チーム
は世代毎に構成され、一区を託されたの
は小学生女子。緊張の表情を見せなが
らも、号砲とともにスタートから勢いよ
く飛び出しました。当ＪＡは管内の市町
にオリジナル商品の『かぶせ茶』
を贈呈。
郷土の誇りを胸に、伊勢路を駆け抜けた
選手を応援しました。

四日市市
2月14日

環境に配慮

地球に優しい農業のために

伊勢志摩サ
ミット 1 0 0 日 前
ウィー クとし て
「クリーンアップ
作戦」と銘打ち、
近鉄四日市駅周
辺で清掃活動が
行われ、当JAの
職員も参加して、
本店や諏訪公園
周辺を清掃しました。
また四日市市のマスコットキャラクター
である
「こにゅうどうくん」も加わり、路上喫煙防止を併せて
呼びかけました。
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桑名市
2月12日

平成28年度桑名地区農家組合長代表者会議

地域農業をさらに力強く！
！

桑名支店において平成28年度桑名地区農家組合長代表
者会議が行われました。各地区の農家組合の代表者や行政
担当者、
ＪＡ役職員、計３５名が出席。農家組合長連絡協議会
会長の選任ののち、今年度も地域で一丸となって農業に取り
組んでいくことを確認しました。

み んな え がおになれる

ちい

き の 話 題 が た くさ ん あ り ま し た !

みえきた管内

伊勢志摩サミット開催記念『三重フェア』

地域の自慢！お茶の豊かな風味を召し上がれ
伊勢志摩サミット開催記念として行われている名古屋マリオットアソシ
アホテル『三重フェア』の食材に、当JAが企画販売している
「オリジナル緑
茶ペースト」
「抹茶」
が採用されています。
このフェアは 美味しいものは三重にある と題して、多彩な食文化の宝
庫である県内の食材を使ったメニューを企画。三重県も食を中心とした魅
力発信の場として後援しています。参加レストランはオールデイダイニン
グ｢パーゴラ｣、
スカイラウンジ｢ジーニス」
をはじめ全部で7店舗です。
食 を通して三重県の魅力を伝えることができるこの機会で、多くの
方々に地域が誇る爽やかなお茶の風味をお届けします。

◀オリジナル緑茶ペーストと抹茶
http://www.associa.com/nma/mie

長島町
2月5日

長島地域でトマト目揃え会

京都の消費者の期待に
応えて!!

みえきた管内
2月13日

窓口セールス・ロールプレイング大会

さらに
「地域の優しい
窓口」
を目指して

当JAでは、
ご来店いただいたお客様に、適切なご提案や
情報提供ができるよう、窓口担当者が日頃からの実務や研
修で学んだことを活かし、
この大会では実技を通して応対の
技術を競い合いました。
今回のテーマは
「年金」。管内から選抜された8名の窓口担
当者が、個々のお客様に応じた話し方とわかりやすい年金ア
ドバイスで応対を披露しました。三重県大会には、川島支店
と本店金融部の窓口担当者がJAみえきた代表として出場し
ました。

京都市場への本格的な出荷を控え、
トマト選果場で目揃え
会を実施し16名の生産農家が参加されました。市場関係者
は「長島のトマトは京都での人気・信頼が高く、販売しやす
い。今後気温が上がるにつれて着色が早くなると予想されま
す。ハウスの温度管理に十分気をつけていただきたい」
と話
しました。
この後、出荷規格の再確認とあわせて、着色基準表に則っ
て実際にトマトの色も確認し合いました。
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み んな え がおになれる

四日市市
2月18日

ちい

き の 話 題 が た くさ ん あ り ま し た !

さわやか女性大学

白熱の頭脳戦！ユニカールに初挑戦
さわやか女性大学の受講
者１７名は、本店でユニカー
ルに挑戦しました。ユニカー
ルとは、
２００年以上の歴史を
持つ「カーリング」をシーズ
ンオフに楽しもうと１９７９年
にスウェーデンのヨーテボリ
市で生まれ考案されたもの
で、
日本においても屋内で手軽に楽しめるスポーツ
として注目されています。
受講者は、三重県ユニカール協会の方から
競技内容の説明や投げ方などの指導を受け
た後、
６チームに分かれて対抗戦を行いまし
た。氷上のチェス と呼ばれるカーリングから
派生した競技だけに各チーム頭脳戦を展開。
サークルの中心に目がけて、みなさん一投に
集中しました。初めての経験にも関わらず、思
いもよらぬ好プレーに歓声が上がりました。

四日市市
2月27日

農機具ミニ展示会

掘り出し物も多数！信頼の中古農機

桑名市
2月27日

獣害対策勉強会

サル・イノシシから農作物を守れ

四日市農機センターで、農機具のミニ展示会を開催し、大
勢の来場客で賑わいました。新車だけでなく中古農機も多数
展示されました。
この日のみの開催とあって、朝から沢山の方
が中古農機の品定めを行っていました。
また、
ガスボンベ仕様の小型管理機や電動小型運搬車にも
多くの関心が集まっていました。
当センターの中古農機は丁寧
に点検・整備しており、皆様から信頼を頂いています。今後も
安全で高性能、
そしてお値打ちな農機具を提供していきます。
深谷支店で、三重県と桑名市の獣害対策担当者を招き、サ
ルやイノシシの農作物被害を食い止めるべく勉強会を開催
しました。地区の農家をはじめ、農家組合や自治会から31名
が参加しました。
県担当者から実例を交えた獣害対策の紹介があり、参加者
からは
「この地区でできる具体的な対策を示してほしい」など
と多数の意見が出ました。
これを踏まえ、県・市は早急に提示
できるよう対処していくと心強い回答もありました。獣害を
軽減できるよう、地域一丸となり連携を強化していきます。

作品名

第2回
JA みえきた
写真コンテスト
入選作品紹介
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「ヌメヌメ
堪らんな〜！」
堀 昭義様（四日市市）

女性部・助け合い
組 織
活動報告
笑顔と活気！
！ つながり と 絆 を深め「豊かな人生」を

ＪＡみえきた女性部のつどい
＆しんよやくフェスティバル

文化連 東常務理事の講演は、

「ＪＡみえきた女性部のつどい＆しんよやく
フェスティバル」
を四日市市文化会館で開催し
ました。
記念講演として漫才師の宮川花子さんが
『花子のいきいきライフ』
と題し、家族愛・夫婦
愛をテーマに講演しました。
花子さんの軽快な
語り口調に会場は爆笑に包まれ、
夫・大助さん
の病気を家族で乗り越えた話に、改めて絆の
大切さを実感することができました。
また、講
演に先がけ娘の紗弓さんが登場する一幕も…
母ゆずりの話術に会場は驚いた様子でした。
また
「しんよやくフェスティバル」では１７の
メーカーが特別価格で商品を販売。活気溢れ
る会場では来場客が商品の説明を受け
「安全・
安心」
が持つ品質の良さを感じていました。

とても勉強になりました

［２月５日］

会話を楽しみながら商品の良さを実感!!
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JAみえきたの
元気な農家さん便り

偉大な じいちゃん を超えたい
鷲野 友彦さん（28）（桑名市播磨）
手入れの行き届いた竹林が広がる桑名市の播磨地
区は有数のタケノコ産地です。鷲野友彦さんは、
この地
区で年間約３トンを出荷されている専業農家です。
就農のきっかけを「小学生の頃から竹林に入って祖
父の手伝いをしており、農業は身近な存在でした」
と話
されます。今月号は、若きタケノコ生産者が 高み を目
指す姿をご紹介します。

勘を要する 親竹管理
タケノコは竹の根（地下茎）から生
えてくるので、竹として生長させる
「 親 竹」の 管 理が大 切になってきま
す。
「親竹に育てる
『タケノコ選び』がと
ても大切です。直径にして１０㎝くら
いの細すぎず太すぎないもので、生
長しても曲がらないものを選びます。
見極めは私の感覚です」と鷲野さん
は話します。続けて「１年目の親竹に
タケノコは生えません。収量は最も多
くなるのが３〜４年目で、
６年ほど経つ
と少なくなるので、役目を終えた親竹
を毎年９月に伐採します。その年齢は
『節の色』で判断しています。若いも
のは白く、年を重ねると黒く色が変わ
地下足袋は欠かせない。
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これが1年目の親竹の節。

▶

▶

足裏でタケノコを探る。

こうして白くなっている。

ります」
と親竹を見極める 勘 が重要
だと語ります。

くわ

鍬の入れ方ひとつも
『職人技』

ケノコ自体に傷をつける可能性も

旬を告げる春には生産者は大忙

あります。高校生の時に初めて鍬を

祖父の姿を追いかけて
鷲野さんは「私は祖父から『教え

しです。
「収穫のピークを迎える４月

入れ今日まで頑張ってきましたが、

を乞う』立場です。わからないこと

下旬は本当に忙しく、世間がゴール

私の腕はまだまだ未熟だと感じま

は聞けば教えてくれますが『こうし

デンウィークでも私にとっては『タ

す」
と祖父の『凄み』
を語りました。

なさい』と指導はされません。まず

ケノコウィーク』です」
と笑顔で鷲野

は私自身が『わからないこと』を『わ

さんは話します。

かる』。教わることも大切ですが、技

また、鍬の入れ方ひとつ見ても職

術は祖父の姿を見て『盗む』ものだ

人技がキラリと光ります。
「 収穫時、

と考えています」
と先駆者に対し真

鍬の入れ方も技術が必要です。
タケ

摯に向き合う継承者の姿がそこに

ノコのヒゲの向きで鍬の入れ方を

ありました。

考えます。私は深めに鍬を入れま

今後に向けて「私にとって偉大な

す。それに対して、祖父は浅く鍬を

存在である祖父は 最強

入れます。
これは本当に 物凄い技

高い壁です。少しでも『追いつきた

です。浅く鍬を入れると、必要な分

い！』その一心で頑張っていきます」

だけ根を掘り出すことができ、次年

と憧れの じいちゃん を語る鷲野

度以降の収量に良い影響が出ます。

さんが見つめる先に、地域農業の

また、出荷する際に根を切り落とす

最大 の

未来 を感じました。

作業も少なくて済みます。ただ、タ
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営農指導課

水稲

初期作業や管理について

今年もいよいよ米づくりが本格スタート。豊かな実りを迎えるために、良いスタートを切りたいものです。今回は、本田初
期の作業や管理のポイントなどについてまとめてみました。

●代かき

●田植え

●置き苗

強風の日に田植えをして、いち

葉いもち発生の大半が「置き

度傷んだ苗は、元に戻るまでに時

苗 」からの 伝 染とい わ れ ていま

きれいな代かきは水管理がし

間がかかります。風のない穏やか

す。
「置き苗」を早めに除去するだ

やすくなり、初期生育が良くなる

な日を選んで田 植えをしましょ

けで、防除効果が得られます。

ばかりでなく、除草剤の効きも格

う。田植え後の短い期間に、穂を

段に良くなります。出来るだけ浅

付ける良い茎を確保するためで

水にして、土壌表面のごみも埋め

す。それは、初期に「分げつする

「 見た目が悪 い 」
「 余った苗が

ていきましょう。

苗」は「穂をつける茎」になりやす

もったいない」などの理由で、補植

いからなのです。

されていると思います。
しかし、多

代かきの最大の目的は平らな
田面を作ることです。

また、代かきをするとザルの目

それ以前に、補植は必要でしょ
うか？

を土で詰めていくように、水抜け

少の補植で収量が大幅に変わる

が抑制され、水田の保水機能が高

ことはありません。実際に、
１０株

まります。

中１株 が なくても 、周 辺 の 株 が
補ってくれるので、収量にほとん
ど影響しません。
さらに、補植で田んぼに入るこ
とで「田をこねる」
「 足跡が盛り上
がる」
ことになり、除草剤の効きが
不均一になる可能性があります。
補植する場合は、除草剤を散布
するまでに終了し、早めに置き苗
を除去してください。

その他作業上の重要なチェックポイント！
！
●施肥を同時に行う場合、設定通りに肥料が落ちている
かどうか
（正確な施肥を）
●田植機のツメの磨耗や破損がないか
（植え付けムラ、 欠株の原因）
●田植機に苗は正しくセットされているか
（欠株の原因）
●植え付け始めの深さと本数のチェック
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菰野厚生病院から健康アドバイス

回復期リハビリテーション病棟
〜開設１０年が経過して〜

回復期リハビリテーション病棟とは

理学療法士

「患者様に応じた看護・リハビリを実施」

患者様の退院後の生活場面等を想定し、各スタッフが連携

だいたいこつけいぶ

脳卒中や大腿骨頚部骨折などの患者様に対して急性期病

してリハビリテーションを行っており、必要な方には「院内外

院等で治療を受けた後、多くの医療専門職がチームを組んで

泊」
を実施しております。

集中的なリハビリテーションを実施し、心身ともに回復した状

※院内外泊とは

態で自宅や社会へ戻っていただくことを目的とした病棟です。

回復期リハビリテーション病棟に入院
できる方は?
回復期リハビリテーション病棟では病名や怪我の状態に

金森 慎一

回復期リハビリテーション病棟内の家庭復帰支援室を利用して、患者様とご
家族様が退院後自宅等を想定して実際の介護を体験することです。

「地域に密着したリハビリテーションを実施し
ております」

よって入院する期間が決められています。例えば脳卒中や大

当院では入院中だけでなく患者様の状態に応じた切れ目の

腿骨頚部骨折・頭部外傷や脊髄損傷、外科手術後の廃用症候

ないリハビリテーションを各関連施設等と積極的に連携をし

群等は発症後（手術後）2ヶ月以内。股関節・膝関節の神経や

ております。

筋・靭帯損傷後は1ヶ月以内などです。詳しくは現在入院中の
主治医やソーシャルワーカーにご相談下さい。

当院の回復期リハビリテーション病棟に
ついて

当院の回復期リハビリテーション病棟は開設後10年が
経過しましたが、今後もさらに職員一丸となり地域の皆さ
まから愛され信頼され選ばれる病院をめざして職員一同
努めてまいります。

「同一病棟内にリハビリテーション室を設置し
ております。」
病棟内にリハビリテーション専用スペースがあり、進行状態
等を各スタッフが把握することができます。

「365日リハビリを提供」
365日、各専門職が共同でリハビリテーションを実施してお
ります。

家庭復帰支援室での院内外泊の様子

おすすめ
レシピ

材 料︵2人分︶

●たけのこ（ゆでたもの） ………………………… 250g
●砂糖 ………………………………………………… 大さじ1
●めんつゆ …………………………………………… 大さじ1
●マヨネーズ ………………………………………… 大さじ2
●すりごま …………………………………………… 大さじ3
たか
つめ
●鷹の爪 ……………………………………………… 1本

たけのこの
胡麻あえ

①たけのこは根元を少し切り、先端を斜めに切り落し、皮に縦
に切れ目を入れる。
②大きめの鍋にたけのことたっぷりの水をいれ、米ぬか（水の一割程度）と鷹の爪１本をいれ火にかける。
沸騰寸前に弱火にして落としぶたをして１時間ほど茹でる。
③火を止めたら、ゆで汁のまま冷ます。
④水洗いし、皮をむいて食べやすい大きさに切る。
⑤砂糖、めんつゆ、マヨネーズ、すりごまを混ぜ合わせ、たけのこを加えたら完成。
★ポイント お好みですが、すりごまは多めの方がおいしいです。
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営農指導課

美濃部 孝司

●原産地：アフリカ北部又はインド西部
●シナノキ科の野菜

営農指導員が
アドバイス

モロヘイヤ を作ろう！

モロヘイヤの歴史は古く、古代エジプトのクレオパトラも好んで食したといわれています。
一説では、
アラビア語で
「王様の野菜」の意味を持つ「ムルギーヤ」
が、
モロヘイヤの語源と考えられています。

ようりん３０ｇ、
８号化成１５０ｇを施用してよく耕し、幅６０
㎝高さ１０㎝程度の畝を立ててください。

●注目の成分と効能●
モロヘイヤに含まれるカリウムの働きにより余分な
ナトリウムを体外に排出して、血圧を下げ高血圧を
防ぎます。
また、
鉄に加えその吸収を高めるビタミンＣも豊富に
含まれています。
そのため貧血予防にも効果的です。

畝の中心に株間３０〜４０㎝程度で定植してください。定
植前には土を十分湿らせてから植付けましょう。

●その後の管理

定植して根が付いた頃から潅水を控え、土壌表面が乾

く様にして管理をした方が初期の収量が上がります。
収穫は、
５０㎝くらいの大きさになったら、主枝を先端か
ら２５㎝のところで切り、側枝の発生を促してください。側
枝も２０㎝ほど伸びた頃に切り取って収穫してください。
こ

栽培のポイント
高温性の作物です。暖かくなってから播種をしましょう。
夏の高温、乾燥に強い作物です。

●播種（播種時期４月下旬〜５月上旬）
と苗管理

ポリ鉢を使って種を播きましょう。鉢に土を入れて十分潅

れの繰り返しです
モロヘイヤは日が短くなると花芽分化が始まります。開
花が始まると新芽の発生が止まってしまうので収穫は終
了となります。
※モロヘイヤの実は強心作用や下痢等を引き起こす原因
になりますので食べないでください。

水をしてから種を３〜５粒播いて覆土は薄くかけてくださ
い。モロヘイヤは低温を嫌います｡(発芽温度25度くらい)
発芽するまでは、温度管理に気をつけてください。
発芽後も潅水は必要ですが、潅水が多すぎるとモロヘイ
ヤ自体の粘りが悪くなるのでご注意ください。苗が大きく
なってきたら、間引きをして1本に仕立ててください。本葉５
〜６枚になった頃に定植しましょう。

●定植準備（施肥量：１㎡当たり）

完熟堆肥２㎏、苦土石灰１００ｇを定植３０日前に散布して

良く耕しましょう。
この記事の栽培に関するお問い合わせは営農指導課（TEL059-393-3620）
まで。
資材についてのお問い合わせは、最寄りの各営農（総合）
センターまで。
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四季菜・いなべっこ・米ひろば
農産物直売所木曽岬店

「沖縄フェア」を開催！
２月20日・21日の両日、いなべっこで
「沖縄フェア」
を開催しました。
ＪＡおきなわ『ゆんた市場』から、担当者が
商品ＰＲ販売に来店しました。
いなべっこでは、
この地域で手に入りにくい旬の野菜が沖縄から届きます。
ニンジン、馬鈴薯、島らっきょう、
セ
ロリほか沖縄菓子のサーターアンダギーなど美味しいものがいっぱい店頭に並びます。

直売所 出荷者紹介!!

私

出荷

たちが
しています!!

に出荷してます!!

上杉 弘文さん（７１）（四日市市 貝家町）

上杉さんは、四日市市の内部地区でトマトやキュ
ウリ、大根、
ブロッコリーなどを栽培されており、四
季菜の全店舗といなべっこに出荷されています。
「おいしいトマトを出荷できるように頑張ってい
ます。初冬から翌年の夏まで出荷を続けます。今
シーズンも、良いトマトができています。
トマトは３
月から５月にかけて味が濃くなり、完熟に近いもの
を出しています。
これからも、お客様に喜んでいた
だけるものを出荷していきたいです」と話されま
した。

産直イベントスケジュール
四季菜

ポイント2倍デー
全店 毎週月・火曜日

米の特売日
全店 毎週
土・日・月・火曜日

いなべっこ
●4月23日
（土）
食育ソムリエによるレシピ紹介デー

「いなべっこでてがるっこ」
●4月29日
（金）
さくらポーク新商品
チャ−シュー量り売り対面販売

●5月3日
（火）
〜5日
（木）
GWイベント計画中
詳細は店頭イベントチラシ、
フェイスブックにて！
●5月8日
（日） 母の日
レジ通過のお客様にカーネーションのプレゼント
数に限りあり無くなり次第終了です

毎週水曜日 魚の日（鮮魚の店頭販売）

お米増量デー

毎週木曜日 お米の日（お米10%増量）

4月 7日
（木）
・14日
（木）
・21日
（木）
・23日
（土）
24日
（日）
・28日
（木）

毎週金曜日 お肉の日（いなべ牛、さくらポーク
お値打ち商品販売）

5月 5日
（木）
・12日
（木）
・19日
（木）
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読者

の

つどい

!!

者紹介

若
頑張る

竹野

成大郎さん（19歳）
大学生

○出会いのきっかけは？
お見合いをして、お付き合いが始まりました。
○夫婦円満の秘訣は？
現在まで、ケンカらしいケンカもせずに、無事に
やってこられました。お互いが干渉せず、自由にや
るのが一番です。今では、菰野町役場に隣接する
足湯に2人で入りに行くのが日課です。6年間ほぼ
毎日通っており、共通の楽しみとなっています。冬
だと体の芯まで温まって、気持ちいいですね。元気
に過ごして、これからも２人で足湯にずっと通い続
けたいです。

結婚
42年目

○大学生活は
医学部の1年生で、現在は、医
学の基礎となる細胞生物学を中
心に学んでいます。講義や実習な
ど充実した毎日を送っています。
○医師を目指されたきっかけ
中学生の時に大切な先輩を亡く
しました。その時に、自分が命を救
えればとの思いを抱いたのがきっ
かけです。たくさんの方に支えら
れて今があります。まだまだ通過
点ですが、皆さんに恩返しをでき
ればと思います。

三重郡菰野町
大強原

前田 正明さん

（70歳）

明美さん

（65歳）
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読者の投稿コーナー
川柳コーナー

絵手紙コーナー

日常に起きる何気ない出来事やふと考えたことなどを、ユーモアたっ

はがきに絵を描き、文字を書いて自分の想いを伝える絵手紙。

ぷりに表現した、みんなが楽しく笑顔になれる川柳を募集します。

絵が上手いから描くのではなく、誰かに喜んで貰いたい、そんな優しい

川柳は俳句とは異なり季語などの制約がなく、五・七・五の17音に想い

気持ちを伝えるために描かれます。皆様の想いがあふれる「絵手紙」を

を乗せて表現するもので、どなたでも楽しめます。

募集します。
（東員町）

水谷 はつ子さん

▶

▶

さん
︵桑名市︶

きみ子

さん
︵桑名市︶

はつ子

太鼓腹の
中身知りたい
ハウマッチ

伊藤

水谷

鬼の顔
孫が来たよと
ゆるむ顔

伊藤 照子さん

（桑名市）

おもしろ野菜写真コーナー
家庭菜園で「変わった形の野菜が採れた」など、おもしろい野菜の写真を募集します。

応 川

柳

広報誌「きらり」の綴じ込み「ハガキ」でご応募ください。｢ご意見・ご要望｣欄に「川柳コーナー投稿」とご記入
いただいてご応募ください。ペンネームがある場合は、一緒にご記入ください。それ以外は、本名を表示させ
ていただきます。
また、
Eメールでの投稿も受け付けます
（ペンネームまたは氏名、
住所を明記）
。

絵 手 紙

デジタルカメラ（スマートフォン内蔵カメラ）で絵手紙を撮影した写真データで受付けます。Eメールに写真
データを添付して送付してください。また、絵手紙の郵送応募も受け付けます（作品の返却はいたしません
のでご了承ください)また、
Eメールでの投稿も受け付けます
（ペンネームまたは氏名、
住所を明記）
。

おもしろ
法 野菜写真

デジタルカメラ（スマートフォン内蔵カメラ）で対象野菜を撮影した写真データで受付けます。Eメールに写
真データを添付して送付してください。また、写真の郵送応募も受け付けます（プリントの返却はいたしま
せんのでご了承ください)また、
Eメールでの投稿も受け付けます
（ペンネームまたは氏名、
住所を明記）
。

募
方

送り先

〒510-0067 三重県四日市市浜田町4-20 三重北農業協同組合 企画部広報課
TEL：059-354-8884 FAX：059-354-8821 Eメール：kouhou-1＠miekita.jamie.or.jp
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Information
組合員のみなさまへ
当組合の監事は、経営の健全な発展に資するため、農協法
（法第35条の5）および農協法施行規則（第81条）に基づき、
理事の職務の適正な遂行を阻害する行為に関する情報（組
合経営に関する事象に限ります）の提供を求めています。
当組合の理事の組合経営に関する気になる行為につい

【JAみえきた】

第3回 写真コンテスト

作品募集

て、見たり聞いたりした事柄があれば電話または封書にて
下記宛に連絡くださいますようお願いします。
三重北農業協同組合

監事会

連絡先
受付監事

部署名

監査部事務局

住

所

三重県四日市市浜田町4-20

電

話

059-354-8883

常勤監事

●お電話の場合は、
月〜金曜日(8:30〜17:00)にお願いします。
(祝日は除く)
※当組合の業務に関する一般的な苦情については、別途窓
口を設置しておりますので、下記窓口をご利用ください。
※誹謗・中傷に類似する内容のものは受付いたしかねます
ので、予めご了承ください。

【作品募集テーマ】

一般苦情相談窓口
部署名

リスク管理課

住

所

三重県四日市市浜田町4-20

電

話

059-354-8881

（第２回組合長賞受賞作品："農"が励み）

ＪＡみえきた管内の四季

●詳しくは今月号の折込みチラシの募集要項をご覧ください。
●募集要項は、支店窓口または、JAみえきた公式サイトから
ご確認いただけます。

みえきた不動産情報
（土地・仲介）
四日市市山田町

地目／雑種地

480万円〜570万円《仲介》

三重郡菰野町大字小島

地目／田

100万円《仲介》

●面積/341.86㎡
（103.41坪）
〜
499.93㎡
（151.22坪）
（4区画）
●市街化調整区域

●面積/ 973㎡
（294.33坪）
●市街化調整区域（農用地区域内）

●坪当たり/約3万5千円〜約5万円
●三交バス
「山田」停 (徒歩5分）
●建ぺい率／60% 容積率／100%

●坪当たり/約3千4百円
●農地法第3条許可必要
●現況渡し

(宅地の造成及び建物の建築はできません）

(一戸建て専用住宅建築可能。但し、条件付き)

三重郡菰野町大字永井

地目／田

210万円《仲介》

●面積/面積1739㎡
（526.04坪）
●都市計画区域外（農用地区域内）
●坪当たり/約4千円
●農地法第3条許可必要
●現況渡し

☎お問い合わせは資産管理課（TEL:059-354-8890）
いなべ市藤原町

中古住宅

390万円《仲介》

●面積/ 184.57㎡
（55.83坪）
●都市計画区域外
●三岐鉄道「西野尻」駅（徒歩18分）
●建築年/昭和50年

桑名市陽だまりの丘

地目／宅地

1,390万円《仲介》

●面積/ 198.15㎡
（59.94坪）
●市街化区域(第1種低層住居専用地域)
●坪当たり/約23万2千円
●三交ﾊﾞｽ「筒尾6丁目」停 (徒歩8分)
●建ぺい率/50% 容積率/80%

いなべ市員弁町東一色

地目／宅地

380万円《仲介》

●面積/210.40㎡
（63.64坪）
●市街化調整区域（住宅建築可能）
●坪当たり/約6万円
●三岐鉄道「大泉」駅（徒歩9分）
●建ぺい率/60% 容積率/200%

☎お問い合わせは資産管理課桑名事業所（TEL:0594-22-9851）

求めています。●田・畑・宅地をお探しの方はご連絡ください。
売り物件!! ●土地を売りたい方はご相談ください。
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◎掲載物件については宅地建物
取引業法に定められた規定の
手数料が必要です。
掲載物件について成約済みの
場合はご容赦願います。

Schedule

2016 4‐5月

Ｎツアー社長杯inグアム
第4回ふれあいゴルフコンペ

法律相談会《要予約》
■本店

資産管理課（TEL059-354-8890）

5月11日
（水） …………………………13:00〜16:00
■桑名支店 資産管理課 桑名事業所（TEL0594-22-9851）
4月19日
（火）
・5月17日
（火）…………10:00〜12:00
■いなべ総合センター

石榑支店（TEL0594-78-0009）

4月21日
（木） …………………………10:00〜12:30

平成28年７月9日〜12日
旅行代金 ２名１室ご利用で146,000円／おひとり様

税務相談会《要予約》

出発日

●ゴルフコンペ費用も含みます。
●利用ホテルはレオパレス・リゾート・グアム
●ゴルフコンペに参加されない方は、
島内観光
（昼食付）
に
ご案内いたします。
詳しくは最寄りの支店で募集チラシをご覧ください。

ＪＡ健康寿命100歳プロジェクト交流会を開催!!
高齢期を迎えても、
毎日を元気で健康に過ごせる｢健康寿命｣
を100歳まで延ばすことを目的として｢運動｣｢食事｣などを軸に

■本店

資産管理課（TEL059-354-8890）

4月20日（水）
・5月6日（金）
・5月18日（水） …9:00〜16:00
■桑名支店 資産管理課 桑名事業所（TEL0594-22-9851）
5月10日
（火） …………………………13:30〜15:30
■いなべ総合センター 資産管理課 桑名事業所（TEL0594-22-9851）
5月10日
（火） …………………………10:00〜12:00
アグリ8周年＆西部総合展示会
4月23日
（土）
・24日
（日）

健康増進活動を行うプロジェクトです。

開催日
参加費

年金相談会《要予約》

平成28年5月18日(水)10:00〜16:00

開催場所 芸濃総合文化センター

参加費無料。
JA女性部または助け合い組

（TEL059-394-3922)

■木曽岬支店

木曽岬支店（TEL0567-68-8141)

5月21日
（土）

織にご加入の方や地域にお住まいの方。
◆ロコモティブシンドロームの予防
◆JA健康寿命100歳弁当コンテスト応募作品の紹介
◆認知症予防エクササイズ
◆レインボー体操
持ち物：昼食、
水筒、
タオル、
体育館シューズ、座布団

申込締切 平成28年4月20日(水)
※申込先

JA 三重中央会 (☎059-229-9238）

アグリモール西部店特売日

4月23日（土）
・24日（日）
皆さまのご来店を
お待ちしております。
お問い合せ先：
アグリモール西部店（TEL059-394-3922）

きらり3月号クロスワードパズルの答え合わせ

答えは

｢ヨモギモチ｣

でした。

当選者の発表は賞品の発送を
もってかえさせていただきます。

休日ローン相談会
●四日市ローンセンター
0120‐60‐8863
毎週土・日曜 10：00〜16：00
●桑員ローンセンター
0120‐154‐987
毎週日曜
10：00〜16：00

理事会だより

●2月22日（月） 第11回理事会
【協議事項】
・ＪＡみえきたの機構改革について
・コンプライアンス・マニュアルの一部変更について
・平成２７年度上半期監事監査報告書に対する改善措置状況について
・平成２６年産米共同計算結果
（精算）
について
・トマト選果システムの更新工事について
以上の事項が可決承認されました。
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みなさまに親しまれるＪＡを目指し
『ＡＴＭの営業時間』を拡大いたします!!
平日はもちろん土曜・日曜・祝日も
【２１時】
まで稼働します!!

平成
28年

４月１日より
（金）

三重支店
川島支店
水沢支店
朝日支店
南楠支店
桑名支店
梅戸井支店
本店
三里店

大矢知支店
神前支店
四郷支店
菰野支店
塩浜支店
播磨支店
石榑支店
桜台出張所
癒いの里

営業
時間

７：００〜２１：００

八郷支店
桜支店
内部支店
鵜川原支店
城南支店
深谷支店
白瀬支店
大治田出張所

下野支店
県支店
日永支店
千種支店
桑部支店
木曽岬支店
阿下喜支店
八王子出張所

羽津支店
河原田支店
尾平支店
朝上支店
七和支店
長島支店
笠田支店
桑名支店日進店

海蔵支店
保々支店
常磐支店
竹永支店
久米支店
多度支店
山郷支店
六呂見出張所

朝明支店
小山田支店
川越支店
北楠支店
在良支店
伊曽島支店
神田支店
北部キャッシュコーナー

※上記店舗が「延長稼働」対象店舗です。建物の構造上等の理由により、一部のＡＴＭは現状通りとなります。ご不便をおかけいたします。

Q. 二重マスの文字を A〜D の順に並べてできる言葉は何？
A

B

応募要項

応募は綴じ込みハガキで!!

クロスワードパズルの答えを添付の応
募ハガキに書いて、支店窓口へお持ちい
ただくか、切手を貼らずそのまま郵送し
てください。

C

D

※正解者の中から抽選で20名様に下記賞品
をプレゼント。当選者は賞品の発送をもっ
て発表にかえさせていただきます。
応募締め切り

E

2016年4月末日必着

今回のプレゼント !!
『ぽん酢しょうゆ』
を
20名様にプレゼント!!

20名様

井上本店。スダチのすっぱさが好評。
本みりん、かつお節、昆布で味付。

タテのカギ
1 危険を感じると切って逃げるトカゲもい
ます
3 鶏の頭についています
6 腕に̶̶をかけて料理を作った
7 ビールの原料によく使われる穀物
8 ホーホケキョと鳴きます
10 スピードを上げること
14 日本風の料理のこと
16 話声が周囲にすっかり漏れている状態
18 緊張したときにゴクリと飲み込む
19 髪をとかすのに使います
20 この上で白い石と黒い石が戦います

2月号の応募総数は901通でした。
たくさんのご応募ありがとうございました。
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ヨコのカギ
1
2
3
4
5
7
9
11
12
13
15
16
17

4月29日は国民の祝日、
̶̶の日です
さおやリール、
浮き、
糸など
ななつ、
やっつ、
ここのつ、
̶̶
お坊さんの作業着 それ以外の人も普段着
として着ることがあります。
玄関や金庫の扉に掛けるもの
山 菜 を た くさ ん も らった の で 、隣 近 所
へ̶̶した
えんぺらがある生き物
髪をとかすのに使います
チョークで字や図を描きます
時代劇の俳優はたいてい頭に着けています
̶̶のクローバーは幸せを呼ぶそうです
真珠を数えるときに使う言葉
琵琶湖の̶̶はオオナマズ？

この広報誌は
環境にやさしい
植物性インクを
使用しています。

