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家の光大会

・ほっとトピックス
・はぴすのわ＆佐土原支店「農涼祭」
・畜産だより 長友 明氏受賞

未 来 へ つ なぐ
ＪＡ宮崎中央 花卉連絡協議会 菊部会

門前 出光会長

〜霜月〜

胡瓜
撮影場所 ● 吉野花壇（代表）吉野恒男さん所有ハウス

定植してしばらくすると可愛い
花が咲きます。
胡 瓜 は 夏？い え い え。JA宮 崎
中央管内では身近な光景です。
そしてこの雌花ですが、花びら
が6枚。5枚では？と思う方もい
らっしゃるかもしれませんが、
おかしなことではありません。
生活の中で見慣れたものにふと
目をとめると、おもしろい発見
があるかもしれませんね。
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未 来 へ つ なぐ

JA宮崎中央 花卉連絡協議会・菊部会 会長 門前 出光さん

国富町三名で菊を栽培する門前

出光さん︒

就農して今年で９年目を迎え︑

ご家族とパートさんでハウス約１

２０アールを管理しています︒

この時期は︑秋輪菊の品種﹁神

馬﹂の出荷に向けて忙しくも充実

した毎日を過ごされています︒

出光さんは今年度からＪ Ａ宮崎

中央花卉連絡協議会の会長であり︑

菊部会の会長をされています︒

﹁花卉といってもたくさんの種

類があり︑それぞれの個性があっ

ておもしろい︒農家の年齢層もさ

まざまです︒
農業には︑
園芸や果樹︑

畜産など花卉の他にも様々な種類

がありますが︑新しく農業を始め

られる方が積極的に花卉栽培に参

入できる業種にしたいです︒その

ために若手の花卉農家が夢や希望

のもてる組織づくりをめざしたい

ですね﹂と︑意気込みを語られま

した︒

めぐみ
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家の光大会

H29

JA宮崎中央は平成29年度家の光大会を9月13日、JA・
AZMホールで開催しました。
大会では、女性部が腕によりをかけた料理や作品が並び、
どれもアイデア満載で魅力にあふれていました。入賞者の料
理レシピは随時、広報誌に掲載していきます。

優秀賞

ごはん料理コンクールの部

宮崎牛を使った
リッチなライスサラダ

櫛間 映子（田野支店）

優秀賞

最優秀賞

日本一の食材を使った彩り押し寿司
芝吹 良子（国富支店）

冷ごはんで美味しい！
おかずとおやつ

松原 八千代（高岡支店）

農産物の宝庫である宮崎を、宮崎牛や千切り大根などの日本一の食材を使いアピール。見た目もきれいです

手づくり作品の部（ 農産 加工 品）

優秀賞

最優秀賞

宮崎包み

戸髙 千鶴（宮崎支店）

竹の皮団子

野崎 順子（南宮崎支店）
優秀賞

大豆入りドーナツ

野々垣 悦子（佐土原支店）

佐土原なすやかぼちゃ、ピーマンなどの地どれ野菜や残り物、なんでも包んでおやつやおかずに変身！
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月のあなたの運勢
牡羊座 3/21〜4/19

占い師 モナ・カサンドラ

全体運★素直になれず、つまらない意地を張りがち。言い過ぎた場合、すぐに謝って。水音を聴くとリラックスできそう
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最優秀賞

手づくり作品の部（一般 作品）

折り鶴アート はぴす君
田野おもと会（田野支店）

優秀賞

しょうがラップ芯で
作る椅子

今村おもと支部（田野支店）

優秀賞

がま口お化粧ポーチ
高浜支部
中山支部（高岡支店）

約８，
０００羽の折り鶴を会員みんなで折り、高さが約１４０センチメートルの
大きなアートができました

手づくり作品の部（家の光記事活用）

優秀賞

最優秀賞

ネクタイ１本で作るポシェット
役員・支部長（宮崎支店）

アクリルたわし
若竹グループ

（南宮崎支店）

優秀賞

ふるふる芳香剤
２０１７年２月号を活用。思い入れのあるネクタイを上品なポシェットにリメイクし、新たな思い出づくりにどうぞ

希望ヶ丘おもと

（南宮崎支店）

市長賞

（みやざきどれ野菜レシピの部）
もち米粉を使った
野菜たっぷり入りタコ焼き

児玉 亜沙美（宮崎支店）

宮崎名産の里芋ともち米粉が生地の決め手。
タコ焼き機がなくてもＯＫです
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牡牛座

4/20〜5/20

全体運★優柔不断になりやすい傾向が。迷ったときは信頼できる人に助言を求めてみて。気力上昇にはアートに触れると◎

ほっとトピックス
宮崎営農センター

9月13日

9月3日

集出荷場起工式

ドライブウェイサービス

研究会県大会

サービス向上と職員の意識向上を目的とし、接客技術を競う
JA宮崎中央は、宮崎市芳士に建設予定のJA宮崎中央宮崎営農
センター集出荷場起工式を行いました。
参加者は、工事の安全と施設の完成を祈願。
来年6月にオープン予定となります。

JA-SSドライブウェイサービス研究会宮崎県大会が、フェニック
ス・シーガイアリゾート駐車場で開催されました。
県内JAから17名が出場。JA宮崎中央からは木花SSの押川翔
太職員、三名SSの上山拓朗職員、佐土原セルフSSの比江島諒職
員の3名が代表選手として出場。惜しくも入賞とはなりませんで
したが、今後の業務に活かせる有意義な大会となりました。

9月14日

産業用マルチローター

9月13日

ソフトボール県大会

白球にかける

(ドローン)による
試験散布を実施
㈱ジェネラルフォース
宮崎中央は、ドローンを
使用して、本年度6月に
生目・南宮崎支店管内の

水稲圃場にて農薬散布、国富支店管内では9月に甘藷圃場にて農
薬散布、10月に人参圃場にて肥料・農薬の試験散布を実施しま
した。また、佐土原町管内ではデモ飛行によるドローン研修会を
行いました。
ドローンは農業分野におきまして、作物の生育状況の確認及び
肥料・農薬散布など幅広い活用方法が研究され実用化もされ始め
ています。当JAも、今後の農作業の効率化・省力化を見据えて
ドローンによる試験散布を実施してまいります。
ドローンに関する問い合わせ先

㈱ジェネラルフォース宮崎中央
オぺレーター：河崎・加治屋

双子座

5/21〜6/21

JA宮崎県農青協親睦ソフトボール大会がKIRISHIMAヤマザク
ラ宮崎県総合運動公園で開催されました。
JA宮崎中央からは、予選大会を勝ち進んだ3チームが出場。
惜しくも入賞は逃
しましたが、熱いプ
レーを見せ会場を沸
かせました。

営業企画課

全体運★神経質になり、周囲の悪い部分ばかり目に付く暗示。文句は控え、見守る気持ちを大切に。薬草茶がラッキー
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9月20日

田野営農センター

9月19日

盟友がハウス復旧を支援

集出荷場起工式

JA宮崎中央青年部は、宮崎市生目の下小松地区で台風18号の
影響で倒壊したビニールハウスの復旧作業を行いました。
盟友約40名が参加。
胡瓜ハウス20aが倒壊した佐々木圭市さんは「愛着のあるハウ
スだが生活があるから復旧を急ぎました。駆けつけてくれたみな
さんには感謝しかありません。組織力の素晴らしさや大切さを改
JA宮崎中央は、田野町二ツ山に建設予定のJA宮崎中央田野営
農センター集出荷場起工式を行いました。

めて感じました。
」と話
しました。

参加者は、工事の安全と施設の完成を祈願。
新集出荷施設が来年3月にオープン予定となります。

9月26日

農業への

熱い思いを言葉に

9月20日

地域の交通安全に貢献！
田野支店表彰

JA宮崎中央青年大会が、JA・AZMホール
で開催されました。
今後の組織活動の活性化に向けて、盟友6名
が自らの農業体験をもとに熱い思いを主張。
県大会の出場を決めたのは国富支店の落合

JA宮崎中央田野支店は日頃の交通安
全活動等に貢献したとして、宮崎市交通
安全推進協議会から表彰を受けました。
坂口好和田野統括支店長は「これから

信太朗さん。
JA宮崎中央青年部の露地野菜専門部で学んだ有機栽培の魅力
や、農業経営の重要性を自身のエピソードを交えながら語られま

も地域の安全に努め、地域とともに歩む
JAを目指します」と話しました。

した。
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蟹座 6/22〜7/22

全体運★積極性が高まり、リーダー役を任される機会が増えるかも。意欲的に引き受けて。面倒見の良さを発揮すると吉

9月30日

はぴす運動会開催！

JA宮崎中央は職員同士の親睦を深めるために「はぴす運動会」を行いま
した。
役職員ら約450名が参加し、競技を通して団結力を高めました。
また役職員のご家族にも参加していただき、楽しく活気ある催しになりま
した。
綱引き競技においても、各団の白熱した戦いに大いに盛り上がりました。

10月5日

スポーツ大会で

10月2日

平成29年度

新採用職員辞令交付式

親睦を深める

本年度新採用職員の辞令交付式が、JA・AZM大研修室で行わ
れました。
半年間の試用期間を経た24名の新入組職員。
組合員や地域の皆さまから信頼される職員をめざし、気持ちを
新たに励んでまいります。

10月4日

十五夜を楽しむ

八代支店が窓口で十
JA宮崎中央青年部活性化委員会はミニバレーボール大会（交
流会）を10月5日、生目の杜運動公園で開催しました。
青年部盟友とJA職員合わせて60名以上の参加があり、親睦を
深めました。
熱戦を繰り広げ、優勝したのは佐土原チーム。見事なチームプ
レーで大会を盛り上げました。

獅子座 7/23〜8/22

全体運★他人に干渉してもめやすい月。親切のつもりで、おせっかいを焼かないよう、ご用心。開運には趣味を満喫して

五夜祭りを開催。
国富町門前の上野隆
太郎さんが栽培した大
きなカボチャや組合員
から頂いた栗などの秋
の風物詩を飾り、利用
者をお迎えしました。
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かわいい
獅子舞たちと
記念撮影♥

赤江南支店
９月９日、赤江南支店は
第５回まつり本郷に参加
しました。
はぴすが会場をまわり、
子どもたちにプレゼント
♪楽しく交流を深めるこ
とができました。

は ぴすの

わ

はい、どーぞ！

穆佐保育園の園児と職員が交流
会を９月１５日に高岡ふれあい加
工センターで開催しました。
食育の一環として食品加工の体
験教室「米粉を使ったパンケー
キ作り」を行い、みんなたのしく
ふれあいました。

高岡支店

われたかな？

じょうずにかえせたよ！
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乙女座 8/23〜9/22

全体運★コミュニケーション運が華やぐ兆し。新しいタイプの友人ができるはず。新装開店ショップにも幸運がある予感

からの
年金友の会
お知らせ

JA宮崎中央利用者
年金友の会ゴルフ大会開催！
【ネットの部】

１０月１０日㈫宮崎大淀カントリークラブ

優

おいて、第７回ＪＡ宮崎中央利用者年金
友の会ゴルフ大会を開催しました。
当初９月開催を予定しておりましたが、
台風接近による天候悪化等により二度の
延期に見舞われ、
１０月１０日の開催とな
りました。
本大会には４６名の年金友の会会員の

グロス

ハンディキャップ

ネット

勝 小倉

俊博 様（南宮崎支店）８６

１６．
８

６９．
２

準優勝 野中

久幸 様（国富支店） ７９

８．
４

７０．
６

第３位 郡

辰夫 様（国富支店） ７９

７．
２

７１．
８

【グロスの部】

グロススコア

優

勝 （60歳代）横山

峰明 様（国富支店）

7８（ベストグロス賞）

優

勝 （70歳代）野中

久幸 様（国富支店）

７９

優

勝 （80歳代）岡本

正志 様（佐土原支店） ９０

皆さんが参加され、
１０月の天候とは思え
ない暑い日差しの中日ごろの練習の成果
を存分に発揮されました。
本大会はＪＡバンク宮崎年金友の会ゴ
ルフ大会の予選を兼ねており、グロスの
部で上位１３名の方が１０月３０日㈪ハイ
ビスカスゴルフクラブで開催される県大
会へ出場することとなっています。
本大会の入賞者は右記のとおりです。

始球式 アウトコース 鵜戸節夫さん（宮崎支店）

9月23日

佐土原支店
七つの星幼稚舎の和太鼓

農涼祭
お肉と新米のふるまい

ベストグロス賞 横山峰明さん（国富支店）

台風のため延期しましたが、たくさん
の組合員や利用者にお越しいただきま
した。
早飲み・早食いや赤ちゃんハイハ
イ競争、カラオケ大会など参加型の催
しが人気で、
祭は大盛り上がりでした。

ハイハイ競争、

たくさんの声援がありました
手作り
体験教室

ガンバレ〜

員の
青年部と職

！
アツイバトル

名物カラオケ大会♪

たくさんのキャラクターが遊びに来てくれました
天秤座 9/23〜10/23

全体運★興味のあることに意識を向けると、うれしい発見があるかも。気になっていた趣味や習い事を始めるのも大賛成

2017.11 月号

めぐみ

10

夏休みに
楽しく
家の光協会出版の子ども雑誌「ちゃぐりん」を活かして、各支店で「親子ちゃぐりんフェスタ」を行いました。
女性部のご家族だけでなく地域一般の方も参加し、もの作りや体験活動を通して絆を深めました。

佐土原

宮崎

防 災 講 座を宮
崎市北警察署
のご協力のもと
開催しました。

栗原俊朗理事
宅のお手製石
釜でピザ作りを
行いました。

支店

支店

南宮崎
支店

田野
支店

アイス工場や水
族 館を巡り、食
や命の大切さを
学びました。

国富

高岡

掲載記事「シャ
カシャカおにぎ
り」を活用して、
カラフルなおに
ぎりを作りまし
た。

天ヶ城児童クラ
ブ の み なさん
と、めんつゆ作
りやお米学習を
行いました。

支店

11

2017.11 月号
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蠍座 10/24〜11/22

全体運★未体験ジャンルに挑戦するのに向いています。知らない世界でも果敢にぶつかってみて。リベンジも成功しそう

長友明さん（宮崎支店）
第11回全国和牛能力共進会
繁殖農家特別表彰を受賞
９月８日︑
Ｊ Ａ宮崎中央宮崎支店

住吉地区で和牛一貫経営︵繁殖・肥

左から 長友眞理子さん（妻）、長友明さん（本人）、向井
文雄さん（全国和牛登録協会 会長理事）

平成29年9月15日
【出場頭数】雌子牛の部28頭

ion

mp

cha

育︶農家の︑長友明さんが︑
﹁和牛

繁殖農家の特別表彰﹂を宮城県の全

9 月期 品評会

共会場で受賞されました︒

これは︑９月７日から 日までの

５日間に宮城県で開催された﹁第

回全国和牛能力共進会﹂の一事業と

して実施されたもので︑同一名義で

子牛を1︐000頭以上市場出荷し

た繁殖農家を対象に︑
︵公社︶全国

和牛登録協会が表彰を行いました︒

長友さんは︑宮崎市畜産振興連合

会会長などを歴任し︑現在も宮崎市

家畜商組合の役員を務めるなど地域

のリーダーとして活躍されています︒
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去勢子牛の部11頭

ion

mp

cha

去勢の部

黒木

博仁さん［南宮崎］

雌 の 部

「春真」号（H29.2.7）父「美穂国」
、母の父「勝平正」
、母の祖父「安
福久」
、母の母の祖父「百合茂」

古市

秀実さん［佐土原］

「あゆみ」号（H28.12.26）父「耕富士」
、母の父「安福久」
、
母の祖父「勝忠平」
、母の母の祖父「平茂勝」

成績（敬称略、かっこ内は支店名）
【去勢の部】
2席=井上 五生（国富）
3席=源
和弘（宮崎）

射手座 11/23〜12/21

4席=竹ノ内勇樹（田野）
【雌の部】
2席=渡辺 高 （南宮崎）

3席=横山
4席=児玉
5席=増永

忠 （南宮崎）
洋子（南宮崎）
透 （佐土原）

6席=一万田和明（国富）
7席=江藤 優作（宮崎）
8席=長友
明（宮崎）

全体運★優しさをアピールすれば自然と人気運が上向く気配。持ち前の面倒見の良さを前面に出して。掃除もお勧め

2017.11 月号

めぐみ

12

早期水稲
Rice

年産早期水稲主食用米 １等比率 ・

３％︒

しょう︒
また︑土壌診断で無駄を省き︑適期適
量施用で経費を節減しましょう︒管内の
水田土壌分析結果を見ると︑珪酸・加里
が不足し地力が低下傾向にありますので︑
土壌改良剤︵ケイカル等︶や堆肥の投入

で 推 移 し た が︑ ４ 月 中 旬 以 降 は 気 温 が
布を受付けておりますので︑最寄りの

※ＪＡではケイカルヨーリンの機械散

を行いましょう︒

平年よりも高く︑日照時間は多照傾向で
営農センター生産資材課にてお申し込

１．樹勢回復

温州みかん

Fruit

秋肥は樹勢回復を図るとともに貯蔵養
分を増加させ︑翌年の発芽や開花結実を

︽臨機防除︾

倍 数

ベフラ
２０００
ン液剤
倍

対象病
資材名
害虫

貯蔵
病害

３回

収穫前 年間使
日数
用回数

１日

３．秋季剪定

良好にさせることを目的に行う重要な施
肥です︒必ず実施するようにしてください︒

葉の心配がない園地ついては実施しても

収穫終了直後に宮崎みかん有機１号を

構いません︒
︵剪定は︑基本は２月下旬頃

年間使
用回数

月中旬〜 月中旬に︑樹冠内部に光

より行います︶

秋季剪定は面積の広い方︑寒波等で落
①施肥

25

ａ当たり１００㎏施用します︒
︵リン・カリが十分であればかんきつ肥
※施肥後に降雨がない場合はかん水を

料で代用可能︶

倍数

ください︒
︾

︽詳しくはＪＡ果樹指導員までお問合わせ

のみにとどめましょう︒

は︑間引き剪定は行わず夏秋梢の除去

※台風などで樹勢の低下している園で

ます︒

今年結果した枝の母枝の間引きを行い

※来年︑結果の少ないと思われる樹は︑

う︒

が当たるように枝の間引きを行いましょ

11

早期栽培の作柄は︑低温の影響で移植

あったことから順調に生育は進み︑穂数
み下さい︒

行い︑効果を高めましょう︒

資材名

−

10

時期が早い圃場を中心に生育が遅れ気味

が増え全籾数が増加したことから作況指
数１０３となった︒
品質面では︑５月下旬から６月にかけ

尿素５００倍 又は パワフルグリー

②葉面散布

２．病害虫防除
︽必須防除︾
使 用 対象
時期 病害虫

カイガラ
月 ムシ
ハーベス
中旬
トオイル
ハダニ

月中旬のハーベストオイルは︑樹

散布しましょう︒

配される園は散布せず３月の発芽前に

勢の弱っている園や寒風害で落葉が心

※

倍

間隔で３回以上散布します︒

※ 月中旬から 月上旬まで５〜７日

ン２号８００倍
11

ていもち病の発生が一部確認されたが︑
比較的好天が多かったことから全体的に
は発生は少なかった︒害虫ではカメムシ
％︑

類の発生が多く︑平年よりも被害が見ら
れ︑主な等級格下げ理由はカメムシ
その他未熟８％となりました︒
来年も土づくり︑細かな水管理を行い︑
カメムシ対策については２回防除を基本
とし︑地域を挙げての集団防除︑又は無
人ヘリ防除を活用し１等米比率向上を目
指しましょう︒
年が明ける前に田んぼの準備
稲刈り後すぐに耕起を行い︑稲ワラ等
の分解を促します︒また︑冬場の耕起は
土壌を乾燥させ︑地力窒素の発現を高め
てくれます︒稲が吸収する窒素の半分以
上は地力窒素によるものですので土作り
が非常に重要です︒早めの耕起を実施し︑
田植えまでに３回程度の耕起を実施しま

60

全体運★ 1 人でいるより、気の合う仲間たちと行動した方がつきに恵まれそう。旅行や飲み会の誘いには気軽に応じて

12/22〜1/19

山羊座

めぐみ

2017.11 月号

13

10

12

71

89

10

12

29

月

日は

普段︑当たり前のように使ってい
つまめ︑細かい作業ができるように

とにあります︒どんな小さな物でも

﹁正しい持ち方は分かっているけ

箸文化に関わる啓 発 活動、

正しい（伝統的な）お箸の

持ち方の指導や、箸文化の

お箸の正しい持ち方と動

http://www.hashi-bunka.jp/

付けましょう︒

と諦めず︑今からでも身に

なります︒
﹁もう遅い﹂など

しい箸使いができるように

でも︑日々の練習で必ず美

や自己流の持ち方をする人

長年の習慣で身に付いた癖

することが大切です︒

かし方は︑繰り返して練習

日本の食文化の原点
お箸のことをもっと知ろう

るお箸︒お箸は日本の食文化の原点
するためです︒これは完食文化の証

歴史をさかのぼると︑人類は直接

ど︑うまく動かせない﹂
﹁正しいと

取材協力：日本箸文化協会

ポイント④
箸先を開いたとき
（動かしたとき）、
中指は上の箸に付いている。

国 際 箸の日

です︒ 月 日は国際箸の日︒この
拠でもあります︒

お箸の正しい持ち方

手で食べ物を口へ運ぶ
﹁手食﹂
でした︒

思っていたけれど︑よく見ると少し

箸の持ち方に自信がありますか︒

現在でも世界の人口の約４割強が手

違うようだ﹂という人は結構多いも
のです︒正しく箸を持っているか︑

正しい持ち方︑動かし方には四つ

あらためて見直してみましょう︒

にわたり使われ続けてきた箸は︑日

のポイントがあります︒実際に料理

【開いた状態】

本の食文化の原点です︒日本人は箸

【閉じた状態】

を食べながら確認してみましょう︒

ほぐす・剥がす・くるむ・混ぜる・
すくう・押さえる・のせる﹂など多
くの機能を持たせ︑指先の延長とし
て実に器用に使いこなしてきました︒
箸食文化の中でも日本は世界で唯
一︑箸だけで食事を完結させる国で

正しい持ち方の基本型

に﹁挟む・つまむ・運ぶ・切る・裂く・

代とされています︒以来1300年

日本で箸が一般化したのは奈良時

食文化といわれています︒

お箸と日本文化

ましょう︒

機会にあらためてお箸を見直してみ

11

14

めぐみ

2017.11 月号

全体運★できる人と比べ、何かと落ち込みやすいかもしれません。
「人は人」と割り切って。柔軟な発想が好運の鍵に

水瓶座 1/20〜2/18

ポイント③
中指は上下の箸に触れている。
ポイント②
箸先がピタリと付く。

11
11

す︒その特徴は先の細い箸を使うこ

ポイント①
親指、人さし指、
中指の3本で
上から約3分の1の部分を持つ。

11

伝承者育成のための検定制

度を設けている。

お箸の禁じ手「嫌い箸」

仏箸（ほとけばし）

箸をご飯に突き刺して
立てること。
仏式の葬儀のときに
ご飯を死者にささげる形

料理に箸を
突き刺して
食べる所作
探り箸

涙箸

箸の先から汁物などの
汁をぼたぼた落とす所作

茶碗や皿の縁にお箸を
渡して置くこと。
これは
「もういりません」
という意味になる
食器の上で二人一緒に
同じ料理を挟むこと

刺し箸

器や鍋の中の料理を
箸でかき回して探る所作

寄せ箸
すかし箸

お箸で食器を引き寄せる所作

骨付きの魚の片側を食べた後、
裏返さず骨越しに裏側の身を
つついて食べる所作

ます︒それくらい箸の使い方は大切

﹁箸は人なり﹂という言葉があり

と箸使い︑お箸の禁じ手を知ること︒

いさつ︑食べ方︑正しい箸の持ち方

食べるときの姿勢︑食事前後のあ

きれいに見える食事スタイル

であり︑社会生活を送る上でも他人

これが︑きれいに見える食事のスタ

お箸の使い方のマナー

から見られています︒日本人として

イルです︒

︵2︶食べ物︑料理を粗雑に扱うこ

快にさせること

︵1︶一緒に食事をしている人を不

ます︒

箸使いの禁じ手は三つに大別でき

品格が問われることもあります︒
正しい箸使いは︑周りの人に不愉快
な思いをさせない心遣い︑気配りで
もあります︒
箸の使い方次第で食べ物への感謝
の思いが表されます︒食事は命をい
ただく行為でもあります︒

︵3︶仏事に関わること・縁起が良

と
いうあいさつや所作を含め︑最後ま

くないとされていること

﹁いただきます﹂
﹁ごちそうさま﹂と

で残さず命をいただく︑その道具が
箸なのです︒

最後に︑お箸の禁じ手﹁嫌い箸﹂

をご紹介しましょう︒

無意識にやってしまっていないか︑

振り返ってみましょう︒

お箸の使い方は思っている以上に

奥が深いものです︒

何げない毎日の食事も︑お箸使いを

意識することで︑日本の食文化の奥

深さにも気付くかもしれません︒

全体運★アクティブに活動できる好調期。守りより、攻めの姿勢でガンガン動いてみて。思い切った行動にチャンスあり

2/19〜3/20

魚座

めぐみ

2017.11 月号

15

渡し箸
二人箸

迷い箸

どの料理を口にしようかと迷い、
料理の上で箸をあれこれ
動かす所作

でなく︑免疫活性作用︑発
がん性物質の排出・分解︑

ヨーグルトのような動物

改善し︑この冬を乗り切り

にすることで便秘と冷えを

星空を眺めます。気分がすっ

心な妻に感謝です。

も米づくりに詳しく、勉強熱

（高岡町 田浦さん）

きりします。

（国富町 渡辺さん）

ど も か ら「 ビ タ ミ ン 館 」

と「式部の里」に連れて

金友の会の会員になり、
子

パークゴルフ、グランド

行って～と言われました！今

年

ゴルフに参加させて頂くよう

度連れて行きます。

（田野町 末原さん）

になり、枯れかけた野バラが

咲き誇るような気分で～す！
楽しいですよ。

番身近で、生きる為に必

したが、各支店が子ども

ぴすのわのページを見ま

あ！こんな種類もあるんです

赤になったゴーヤを見て「ま

どを植え、育てました。黄や

ゴーヤ・ピーマン・トマトな

（宮崎市

たちとたくさんの交流をして

ね」と若いお母さん！もっと

要な「食育」
。保育所でも、

いるんですね。共通して、大

野バラさん）
一

人も子どもも笑顔になってい

もっと伝えていく事がありま

９月号のご感想ありがとうご
は
ざいます！お便りをご紹介い

来へつなぐ」新規就農

るので良い体験だったことが

すね。

「未

たします。

研修生が今年は 名いる

よくわかりました。我が家の

自然大好き保育士さん）

（国富町

んですね。宮崎の農業を受け

子どもたちにも体験してほし

ではなかなか野菜を食べ

国和牛能力共進会宮城大

ペロリと食べていました。「お

食べさせますが、保育園では

ハンバーグやらに混ぜ込んで

（宮崎市

いです。

継いでもらいたいですね。頑
張ってください。
（宮崎市 トモさん）

会 肉牛の部内閣総理大

友だちがいるからみんなと同

てく れ ない 息子（５ 才）
。

臣 賞、 お め で と う ご ざ い ま

じように食べるんですよ～」

たかパパさん）
家

す。宮崎の牛肉はやっぱり日

と保育士さんから言われます

全
のりりしく頼もしいこと。何

本一 本当に、本当におめで

回の表紙、農家として将

かと大変だと思いますが、い

とうございます。

来宮崎を背負って立つ顔

つも原点に返り、一日一日努

今

力してほしいと思います。Ｊ

（佐土原町 友行さん） が、ママのも食べて欲しい

年も一等米で、とっても

な美味しい料理をしていきた

んの野菜・肉を使っていろん

まだまだ腕を磨いて、たくさ

美味しい新米が出来まし

16

めぐみ

2017.11 月号

寒くなってくると︑冷え
が原因の便秘が増えるとい

そしてこの効果を上げて

病原菌感染の予防などが挙

方法もありますが︑朝から
くれるのが︑ご飯や野菜な

われています︒便秘予防に

冷えた体に冷たいヨーグル
どに含まれるオリゴ糖︒乳

げられます︒

トを食べると余計に体を冷
酸 菌 の 餌 と な り︑腸 内 フ

ヨーグルトを食べるという

やして改善につながらない

納豆も納豆菌で作られる

ローラ構成を健康的なバラ

くれるのですが︑乳酸菌は
発酵食品で便秘などの改善

こともあります︒ヨーグル

ヨーグルトだけに含まれて
に役立ちます︒まさに朝食

ンスに改善し維持する効果

いるものではありません︒
でご飯︑野菜たっぷりのみ

トには乳酸菌が含まれてい

例えば︑調味料のみそ︒

そ 汁︑納 豆︑ぬ か 漬 け と

が期待できます︒

みそ汁の他︑さまざまな料

いったシンプルな和食はお

てこれが腸内環境を整えて

理に利用されますが︑みそ

そ し て︑パ ン に 牛 乳︑

なかの調子を整えてくれる

ので︑乳酸菌が含まれてい

ヨーグルト︑サラダのよう

は大豆を米や麦などのこう

ます︒ダイコンやキュウリ

な洋食よりも和食の朝ご飯

のです︒

などをぬか床に入れて発酵

の方が食べた後︑体が温ま

じを使い︑発酵させて造る

させて作るぬか漬けなどの

性乳酸菌に比べ︑みそや納

ましょう︒

お漬物にも含まれています︒ りそうですよね︒朝は和食

豆︑ぬか漬けのような植物

Ａと行政もいろいろと手助け

今

で 年の妻。今では自分より

（清武町 戸髙さん）
いです。
眠れない時は、庭に出て

中閑々読みました。私は、 た。農業を何も知らずに嫁い

（清武町 石山さん）

してほしいと思いました。

忙

!!

性乳酸菌は酸に強く生きた
まま腸に届くのが特徴です︒
腸内での生存率も植物性乳
酸菌は動物性乳酸菌の 倍

ともいわれています︒効果
としては︑便秘の改善だけ

14

!!

43

10

〜便秘解消にヨーグルトよりご飯食〜

お米で健康
くらしのページ

管理栄養士・雑穀料理家 柴田真希

頭の体操

ヨコのカギ

二重枠に入った文字を並べかえて
できる言葉は何でしょうか？

冬の季語

タ テのカギ

０1．
きのこの軸の一番下の部分
０1．
ギンナンがなる木
０4．
数え年70歳の祝い
０2．
分け合うこと。ルーム――
０6．
三人寄れば文殊
（もんじゅ）
の――
０3．
東を向いたときに左手にある方向
０7．
雄ライオンの顔の周りに生えます
０4．
平均より体格がコンパクト
０9．
東の空が白んできます
０5．
目玉焼きの目玉になります
11．
怒ったときは立て、覚悟したときはくくり
０8．
――に簡単な問題を解いた
ます
10．
自転車を使って行う公営競技
12．
自宅へと帰る道のこと
13．
生まれ育った土地のこと
14．
たたいたりもんだりしてほぐすことも
14．
運命の赤い糸が結ばれているかも
五輪では3位までに入るともらえます
16．
後醍醐天皇は鎌倉幕府の――をもくろ 15．
17．
美術館の中を――に従って進んだ
みました
19．
坂本龍馬の出身藩
17．
海外旅行で睡眠不足になる一因
古びたくぎに生じることも
18．漢数字の大字だと、1は
「壱」、3は
「参」、 20．
21．
あることに熟練した人のこと
――は
「陸」

10

日向夏１箱（約２．５ｋｇ）

応募方法・締切

月号係

11

※ご応募に際して取得した個人情報はこのたびのプレゼントの抽選・発送以
外には一切使用しません。また承諾なく第三者に提供しません。但し、
コメン
トに関しては
「WELCOME JA」
に掲載させていただく場合がありますので、
ご了承下さい。

宮崎市丸島町１番 号
ＪＡ宮崎中央

下記の要領で
（当日消印有効）
までにお送り下さい。
当選者発表は1月号です。

9月号の答え
「ブドウガリ」

ひと足早い旬の味をプレゼント
！
ぜひご賞味ください。

〒880-0813

めぐみ

11月20日㈪

62

ココが
GOOD!!

17

①クイズの答え

● ○○○○○○

②〒・住所・氏名
（匿名の
場 合はペンネーム
も）
・年齢・電話番号
③ＪＡだより
「めぐみ」
や
ＪＡ、農業に対するメッ
セージ、日常のこぼれ
話、イラストなど
（必ず
書いてくださいね！）

※当選者の発表は誌面にて行います。なお公正を期すため
本名での発表とさせて頂きますので、ご応募の際は了解下さい。

9月号のプレゼント

宮崎牛・みやざき和牛消費券
上田 妙子さん
尾﨑 煌介さん
佐藤 雄三さん
田浦 喜一さん
田上あつ子さん

田口 京子さん
戸髙 美和さん
友行 君代さん
藤田るみ子さん
米満 京子さん

おめでとうございます。今月の応募は104通でした。

お 便 り は こ ち ら
あなたのお便り、
情報をお待ちしています。
私たちの地域でこんなことがある、
こんな珍しい作
物がとれた！また、
「めぐみ」
で取りあげてほしいコーナーなど、
ご意見・ご要望等も、
どしどしお
寄せください。
お待ちしています！
〒880-0813 宮崎市丸島町1番17号 ＪＡ宮崎中央 本店

JAだより「めぐみ」係

TEL.20-1001 FAX.20-1436

17
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投稿に際して取得した
個人情報は、承諾なく第三者に
提供しません。

月の イベント
情 報 ︵予 定︶
11

第３土曜日 お楽しみ抽選会の日

（１，
０００円以上のお買い上げで１回！はずれ無）

道の駅高岡

ビタミン館
ＪＡ宮崎中央

指定管理者

第３土曜日 スピードくじの日

（１，
０００円以上のお買い上げで１回！はずれ無）

旬のもの、名産品をたくさん取り揃えて皆さまのご来店を心よりお待ちしております

出

荷

者

県道2

6号

県

道

17

ローソン

募

集

中

至小

林・都
城

352

ビタミン館
P

宮崎市街方面出口
（左折専用）

大

淀

川

号

10

花見橋

プリエ−ル宮崎
事務パート社員募集

!!
道の駅高岡 ビタミン館
営業時間：9：00 〜18：00

高岡町花見304-5

ＴＥＬ0985-82-4936

プリエ−ル宮崎
業務担当社員募集

採用条件

大卒
（新卒者）
及び既卒者5年以内
高卒以上
（30歳未満）
・要普通免許

若干名予定

採用人数

若干名予定

仕事内容

事務・経理（葬儀受発注等）

仕事内容

葬祭業務全般・夜勤業務

勤務場所

プリエ−ル宮崎 清武ホ−ル･花ヶ島の杜・
佐土原ホール・田野ホール

勤務場所

プリエ−ル宮崎 清武ホ−ル･花ヶ島の杜・
佐土原ホール・田野ホール

雇用条件

会社規程に準ずる。

雇用条件

会社規程に準ずる。

A.M 8:30〜P.M 5:30（残業あり）

勤務時間

A.M 8:30〜P.M 5:30（残業あり）

勤務時間

勤務体制

週休２日制（土・日・祝日交替勤務）

勤務体制

週休２日制（土・日交替勤務）

福利厚生

社会保険・厚生年金・雇用保険・労災保険

福利厚生

社会保険・厚生年金・雇用保険・労災保険

申込期日

平成29年12月22日

申込期日

H29年11月30日㈭ 履歴書必着
※後日面接日を通知いたします。

1次試験

とき：平成30年1月19日㈮
学科試験：適正検査・作文

2次試験

面接試験（1次合格者のみ後日実施）

採用条件

年齢性別不問・要普通免許

採用人数

☆まずは、お気軽にお電話ください。
〒8891605宮崎市清武町加納丙866-1
株式会社 ジェイエイ福祉
プリエ−ル宮崎 清武ホ−ル
☎0985-85-4949 担当 黒木・菅井

履歴書必着

☆まずは、お気軽にお電話ください。
〒8891605宮崎市清武町加納丙866-1
株式会社 ジェイエイ福祉
プリエ−ル宮崎 清武ホ−ル
☎0985-85-4949 担当 黒木・菅井

2017.11 月号
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定例理事会
平成２９年９月２９日㈮JAアズム別館 ３０２研修室
1
2
3
4
5

平成２９年度第２四半期実績について
第八次中期３ヵ年計画基本方針について
平成２９年度下期余裕金運用計画及び運用方針について
借入金の最高限度額の増額について
役員体制検討委員会の設置について

太陽光
太陽光・・住宅
住宅・・各種ローンの
各種ローンの
相談受け付けます
相談受け付けます。。

日曜日も
営業中

お問い合せは

以上5議案が、
可決・決定及び承認されました。

人 事 異 動 （かっこ内は旧部署）
【人事異動】
平成２９年１０月１日付
長嶺 利治 経済部 生産資材担当次長 兼 生産資材課 課長
兼

施設ビニール加工課

（経済部

生産資材担当次長

上野 浅美
西内 俊之
阿萬 仁美
川越 美利

（経済部

課長

兼

他兼務）

共済課

共済係（育児休業）

大淀支店

共済係（宮崎支店
金融課

0120-930-170
0120-610-336
0120-098-345
0120-494-986

プリエール宮崎

固定化債権流動化対策班副班長

宮崎支店
佐土原支店

もしものときは
お電話を

清武ホール
花ヶ島の杜
佐土原の杜
田野ホール

共済課）

コラム

万一に備えよう わが家の防災
災害危機管理アドバイザー● 和田隆昌

融資係（育児休業）

佐土原営農センター 経済課

課長

施設ビニール加工課）

池田 一幸 那珂支店 係長 兼 融資共済担当）
（大淀支店 共済係）
甲斐 由紀子 育児休業（八代支店 金融課）
清原 幸大 木脇支店 貯金為替係 兼 共済係（国富支店 融資課）
平成２９年１０月２日付
柳田 知代 育児休業（田野営農センター 経済課）
平成２９年１０月１９日付
黒木 彩 育児休業（経済部 農機自動車課 兼 燃料課）
【退職】
平成２９年９月３０日付
倉田 和彦（木脇支店 係長 兼 貯金為替担当）
兒玉 勇一郎（国富営農センター 経済課 三名給油所 サブリーダー）

7月初旬、
九州北部で多数の人的被害を伴う豪雨災害が発
生しました。
甚大な被害を受けた地域の方々には心よりお見
舞い申し上げます。
日本は地震大国であるだけでなく、
気象災害においても大
きなリスクを抱えていることをあらためて思い知らされまし
た。
日本列島では今や毎年のように
「記録的豪雨」
による被害
が各地で発生しています。
ですから地震に加えて台風、
豪雨な
どへの備えも、
ひとごととせずに、
日本国民全員が意識して準
備していなくてはなりません。地域で行っている防災訓練や
避難訓練に参加すること、
水や食料の備蓄をすることも重要
なことなのですが、
それぞれの家庭が意識して、
被害に遭わな
いようにするにはどうしたらいいかを考えることこそが、
本当
の対策なのです。
自分の住む自治体の発行する
「ハザードマップ」
を家族全員
で見たことはありますでしょうか？
避難場所や避難所の位置を確認するだけでなく、
自宅周囲
の危険度の高低を知ることは、
危機が迫ったときに避難経路
を決めるのに役立ちます。
自分の生活する場所にどのような危険があるのか、
「いつ」
「どのように」
逃れるのかを事前に考えておく必要があります。
津波、
土砂災害、
浸水、
火災など地域によって最もリスクの高い
災害に対して、
避難経路や避難を決めるタイミングを家族全
員で決めておきましょう。
災害用伝言ダイヤル
「171」
などの連
絡手段を確認したり、
遠方の親族の電話番号を共有しておく
ことも災害時の連絡手段として有効です。

農地を貸したい方・借りたい方は必見！

ＪＡ宮崎中央が実施している農地利用集積円滑化事業では、貸
したい方の農地をＪＡで中間保有し、借りたい方へ利用権での貸し
付けを行っています。
ご要望がある方は、下記までご相談下さい。

お問い合わせは営農企画課
（☎31- 0519）または各営農センターまで

編 集 後 記
食欲の秋だと言い訳をしていたら最近リバウンド気味。
「スポーツを
小
行うにはぴったりの時期ですね」と口だけの私です。
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これらに加えて、ご近所同士でお子さんやお年寄りのサ
ポート方法を考えるなど、
地域全体で弱者を守る地域コミュニ
ティーをつくっておくこ
とも、
自分の不在時に、
大切な家族の安全を図
るためには、
とても大切
なことです。

絵と文山本俊六郎

やったね︑すごいね︑

たいしたもんや︑あっぱれや︑
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うれしいね︑よかったね︑

三連覇やど︑

日本一が連続三回︑まいったか︑

畜産王国みやざき︑

万歳︑万歳︑万歳や︑

そうよ︑これから︑

五輪に向けてやって来る︑

世界各地の客人に︑

自慢しようよ︑宮崎牛を︑

いっぱい食べてもらおうよ︑

外国の人たちに︑きっと言うよ︑

オオ︑この牛肉︑

日本一じゃありません︑

世界一です︑って︒

※広報誌めぐみは
HPからもご覧いただけます

11
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