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東 守会長

〜師走〜

デザイン・製作 ● 吉野花壇（代表）吉野恒男

＊花材（写真左から） ＊そのほか
・シロタエギク
・スプレーギク
・ハイビスカスの実
・ポインセチア
・ヒペリカム
・センニチコウ
・ミスカンサス

＊ワンポイントアドバイス
メインの花材を中心に置いたら、周り
をバランスよく飾りましょう。ポイン
セチアを切ると白い液体が出ます。触
れると皮膚がかぶれる恐れがあります
ので注意！洗い流しましよう。また、
それで花の持ちも良くなります。
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未 来 へ つ なぐ

ＪＡ宮崎中央 果樹連絡協議会・温州みかん部会 会長 東 守さん

高岡町高浜地区で果樹栽培をす

る東守さん︒就農して 年目を迎

約 アールとマンゴー約 アール

え︑ご家族とパートさんでみかん

30

導員と一緒に取り組んでいきたい

た栽培に部会員みなさん︑営農指

定した収量の確保や品質を重視し

﹁日々自然との闘いですが︑安

と笑顔で話される守さん︒

魅力で県内外で根強い人気です︒
﹂

わやかな酸味と甘みのバランスが

会の時期にとても好まれます︒さ

﹁極早生みかんは︑お盆や運動

わずか１か月間です︒

きるのが９月上旬から 月上旬の

の極早生みかんは︑収穫し出荷で

ん部会︒部会員が市場へ出す主力

守さんが会長を務める温州みか

次の収穫に臨みます︒

寒害対策と病害虫の防除を行い︑

を管理されています︒この時期は

40

10

ですね︒
﹂と意気込みを語られま

した︒

めぐみ
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40

２０１７ふれあい広場

（南宮崎統括支店）
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祭
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あい
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高岡ふれあい夕涼み会

（高岡統括支店）
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10 第34回国富町総合町民祭
（国富統括支店）
14・15

10 ふれあい農業祭２０１７
（田野統括支店）
21
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は ぴすの

佐土原支店
佐土原支店組織生活課と本店販売課が宮
崎市と連携して、
「ベジチャレンジ2017」を
佐土原総合文化センターで開催しました。
野菜ソムリエによる講座や重さ当てクイズ・
宮崎中央特産の野菜を使った写真映えする
料理作りを通して、野菜摂取の必要性と地
産地消を呼びかけました。

野菜ソムリエ上級プロ
湯浅まき子先生による講座

よいこのみんな、
果 物を
JA宮崎中央産の野菜・
食べて強くなろう！

12

月のあなたの運勢
牡羊座 3/21〜4/19

わ

インスタ映
え
しそう！

田野町慈愛保育園で１０月２８
日に開催された「親子ふれあい
祭」で、宮崎支店オリジナルヒ
ーローJA鮮隊ウマインジャー
がPR活動を行いました。
食育や地産地消をテーマにし
た戦隊ショーや野菜をプレゼン
トして、参加者にＪＡ宮崎中央
の魅力を伝えました。

男性もお子さんも
チャレンジ

宮崎支店

占い師 モナ・カサンドラ

全体運★行動力が高まり、アクティブに動き回れそう。やりたいことには積極的に挑戦を。ネットでの情報収集も幸運
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楽しかったよ！

畜産部
１０月２３日、宮崎市高千穂幼稚園で「酪
農モーモースクール」を開催しました。
酪農部会石川幸次会長を講師に、
ミル子
の搾乳体験や牛乳の試飲・手作りアイス
教室を行い、園児らに牛乳や酪農の魅
力を伝えました。

石川さんのお話に
みんな真剣

上手に搾れたかな？

牛乳うまっ！

お友だちと協力して
楽しいアイス作り

あま〜い！おいしい〜♪
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牡牛座

4/20〜5/20

全体運★暗い気分になりやすいかも。気晴らしを心掛けて、好きなことに意識を向けましょう。ヒーリンググッズも有効

ほっとトピックス
ゆかりの地・

10月7日

10月6日

宮崎市を応援！
在京宮崎市人会交流会

宮崎支店表彰

JA宮崎中央宮崎支店は、役職員による朝の支店周辺道路の清

在京の宮崎市出身者と宮崎市に

掃など環境美化活動を行っています。

ゆかりのある方々の親睦を深める

それらが地域に貢献しているとして、宮崎市から表彰を受けま

在京宮崎市人会（てげてげ会）交

した。

流会が東京都で開催されました。
JA宮崎中央管内産の農畜産物を使った料理がふるまわれ、
販売ブースでは新鮮な特産物が並び、来場者に大好評でした。

10月12日

地域の環境美化等に貢献

野菜ソムリエ資格に合格

管内女性生産者７名

日高利乾宮崎統括支店長は「日頃の取り組みが実を結び、表彰
をたいへんうれしく思います。これからも地域のよりよい発展に
貢献するJAづくりに励みます。
」と話しました。

10月11日

平成２９年度

電話応対コンクール県大会

宮崎県園芸女性生産者大会（ＪＡ

県内の企業が電話の応対

宮崎経済連主催）がシーガイアコン

技能を競う平成２９年度電

ベンションセンターで開催されまし

話応対コンクール宮崎県大

た。大会の中で、８月に野菜ソムリ

会が、宮日会館で開催され

エ資格に挑戦し合格した女性生産者

ました。高岡支店共済係の

２３名に証書が授与。合格者らは喜びをわかちあうとともに、今

中原友香職員と佐土原支店

後の園芸事業に活かせるように抱負を語り合いました。

共済係の金丸紗季職員がＪ

宮崎中央管内からも７名が合格されましたので、ご紹介いたし

Ａ宮崎中央代表として出

ます。

場。今年度は「気持ちに寄
り添い、お客様に満足を」

野菜ソムリエ資格 合格者
部会名

支店名

氏 名

栽培品目

果樹連絡協議会 宮 崎

児玉 明美

マンゴー

果樹連絡協議会 宮 崎

松本 悦子

マンゴー・きゅうり・ピーマン・米

果樹連絡協議会 宮 崎

児玉 美穂

マンゴー・米

果樹連絡協議会 南宮崎

田代 理恵

マンゴー・パパイア

果樹連絡協議会 南宮崎

横山 明美

パパイア・日向夏

果樹連絡協議会 高 岡

外山 康子

日向夏・温州・文旦・レモン

果樹連絡協議会 高 岡

福元 公子

日向夏・文旦・温州・米

双子座

5/21〜6/21

をテーマとし、お客様の希
望にかなう商品の提案方法
が焦点でした。
両名ともに入賞を逃したものの、日常業務と練習で培った成果
を充分に発揮していました。これからも職員一同は、まごころあ
る応対をこれまで以上に目指して職務に励んでいきます。

全体運★ささいなことで、つまずきやすい時期。小さなミスにクヨクヨせず、スパッと切り替えて。ギャラリー巡りにツキ
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10月13日

女性部が地域助け合い活動を展開し、仲間づくり拡大を図る

JA宮崎中央女性部は高岡支店で、地域包
括ケアシステム事業を活用した「移動健康道
場」の第2回目を開催しました。
今回は、
「新栄ひばりの」施設長で介護に
詳しい生嶋暁美さんや地域包括センターの指
導員らを講師に招き、介護保険の説明や、
「口を鍛える介護予防」講習が行われまし
た。
「健康道場」は生嶋さんらの呼びかけで
2016年から始まり、今年度から女性部が主
催で各支店で開催されています。

県青年大会開催

10月25日

国富支店落合さん最優秀賞獲得！
第60回JA宮崎県青年大会がJA・AZMホールで開催され
ました。
JA宮崎中央代表の落合信太朗さんが青年の主張発表で最
優秀賞を受賞し、九州沖縄地区の出場が決定。県下JA代表
者の発表は、どれもJAや青年部活動、自身の経験や考え、
意見など素晴らしい内容のものばかりでした。
また、県下JAのTシャツや看板のデザインコンテストが
行われ、看板部門では田野支店の作品が優秀賞を受賞しまし
た。

農事実行組合長・総代長合同会議

10月25日

農事実行組合代表者会・
総代長連絡協議会合同会議
が、JA宮崎中央本店で行わ
れました。農事実行組合長
16名、総代長12名が出席。
平成29年度第二四半期事業
実績が確認されました。各
事業部門に対してのさまざ
まな意見、質問や現在の農
業情勢等に対し、活発な意
見交換が行われました。

9
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蟹座 6/22〜7/22

全体運★情緒不安定になりがち。身近な人たちに迷惑を掛けがちなので、気を付けて。玄関に花を飾るとリラックス可能

JA宮崎中央へ

10月26日〜

10月26日

防除意識の徹底を碑に誓う

神戸市から感謝状贈呈

左より 清水義一本部長（神戸市経済観光局中央卸売市場運営本部）、藤原榮伸組合
長、廣瀬正行代表取締役社長（神果神戸青果株式会社）

JA宮崎中央は、兵庫県神戸市の中央卸売市場に長年に渡り農
産物の出荷をしている産地であるため、この度感謝状が贈られま
した。

畜魂祭を開催しています。
畜魂祭には、戸敷正宮崎市長をはじめ多くの行政・団体関係者

藤原榮伸組合長は表彰に際し「ひとえに組合員みなさまのおか
げ。これからも安全安心な農産品を安定して市場に出せるよう組
合一丸となった事業運営に努める」と話しました。

10月31日

JA宮崎中央繁殖牛部会は、この時期に各支店で全体研修会と

JA女性組織を若い力で
盛りあげます
フレッシュミズ交流会

が出席しました。
口蹄疫からはや７年。悲劇を二度と繰り返さないよう、出席者
は防除への意識を再確認しました。

10月26日

モーモー教室を

管内小学校で開催
「宮崎牛って何？」

JA宮崎中央女性

モーモー教室

部は、フレッシュ

（JA宮 崎 経 済 連 主

ミズ交流会を宮崎

催）が広瀬小学校で

観光ホテルで行い

開催されました。

ました。６支店の

課外活動クラブ

フレッシュミズの

「ホームメイキング

仲間が一堂に集

ク ラ ブ」の32名 の

い、交流を通して

児童が、牛肉の生産

お互いの親睦を深

状況や命の大切さや

めるのが目的で

食べることの意味を

す。フレッシュミ

伝える授業を通し
て、地産地消・日本

ズ会員及び加入予定者40名が参加。

で生産される食料や

今年は開催日がハロウィンということもあり、支店ごとに仮装
をして活動報告やPRを行い、会場を盛り上げました。参加者
は、フレッシュミズ組織活動の更なる活性化と拡大を再確認しま
した。

農業・畜産への理解を深めました。
当JA肥育牛部会の日高庄三会長も講師で招かれ、
「牛は一生に
何頭の赤ちゃんを産みますか？」などの児童からの素朴な質問に
答えておられました。

獅子座 7/23〜8/22

全体運★レジャー運が活性化。気の合う仲間たちとにぎやかに過ごせそう。遠出のドライブやイベントへの参加も好結果に

2017.12 月号

めぐみ
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10月30・31日
11月1日

役職員が台風22号の

災害復旧作業を実施

JA宮崎中央は、台風22号で被災された
組合員への支援活動を行いました。
約100名 の 役 職 員 が10月30日 よ り ビ
ニールハウスに流入した土砂の撤去作業な
どを実施。組合員は「わたしたちだけで土
砂の撤去は難しいので、職員がいちはやく
駆けつけてくれたのは大変うれしい」と話

【台風22号】

されました。

10月29日にJA宮崎中央管

今回の支援活動を含めましてこれからも

内に最接近。

職員が一体となって、1日でも早い復旧と

南宮崎支店管内を中心に、

経営の安定化のために尽力してまいりま

約6億円以上の甚大な被害

す。

を与えました。

畜産部だより
平成29年10月13日〜14日

10
セリ市

月期

地 区

性別

頭数

最 高

最 低

平均価格

宮

崎

雌
去勢

51

1,134,000

231,120

678,282

2,507

79

961,200

442,800

765,391

2,667

南宮崎

雌
去勢

70

1,192,320

263,520

712,337

2,581

106

1,298,160

141,480

762,500

2,608

田

野

雌
去勢

49

1,103,760

520,560

706,364

2,549

72

1,033,560

506,520

742,725

2,633

佐土原

雌
去勢

57

1,837,080

451,440

775,496

2,804

70

1,283,040

444,960

807,793

2,624

高

岡

雌
去勢

40

1,102,680

488,160

729,378

2,629

53

1,004,400

563,760

788,563

2,622

国

富

雌
去勢

106

1,651,320

459,000

721,847

2,676

151

1,223,640

274,320

773,952

2,622

雌
去勢

373

1,837,080

231,120

721,078

2,634

531

1,298,160

141,480

772,077

2,628

総体

904

1,837,080

141,480

751,034

2,630

合
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乙女座 8/23〜9/22

計

kg単価（円）

全体運★ちょっとしたことでイライラしやすい傾向あり。笑顔を忘れずに。ストレス解消には、
1 人の時間を満喫して

からの
年金友の会
お知らせ

JAバンク宮崎年金友の会ゲートボール大会
及びグラウンドゴルフ大会開催!!
【ゲートボール大会】
優 勝 行
縢チーム
準優勝 下 北 方チーム
第３位 古
川チーム
第３位 高千穂地区チーム

１０月１９日、宮崎県総合運動公園に
おいてＪＡバンク宮崎年金友の会第３６
回ゲートボール大会並びに第１８回グラ
ウンドゴルフ大会が開催されました。
県下１３ＪＡからゲートボール大会には
１９チーム１１５名、グラウンドゴルフ大

（ＪＡ延
岡）
（ＪＡ宮崎中央）
（ＪＡはまゆう）
（ＪＡ高千穂地区）

【グラウンドゴルフ大会】
（ＪＡ宮崎中央関係者分） スコア
優 勝 Ｃパート：長友 武久さん（南宮崎支店） ３６
Ｅパート：脇本 眞司さん（宮 崎支店） ３５
Ｈパート：中村
怜さん（佐土原支店） ３６
準優勝 Ａパート：横山 畩義さん（宮 崎支店） ４０
Ｂパート：橋本 貞利さん（高 岡支店） ３７
第４位 Ａパート：広川
渉さん（佐土原支店） ４１
日高 敦子さん（宮 崎支店） ４１
Ｂパート：森 チミ子さん（南宮崎支店） ３８
第５位 Ｂパート：井上 武美さん（高 岡支店） ３８

会には６４０名が、あいにくの小雨の中で
はありましたが日頃の練習の成果を遺憾
なく発揮され、白熱した競技が展開され
ました。
ＪＡ宮崎中央からは、ゲートボールに９
月１日開催したＪＡ宮崎中央年金友の会
ゲートボール大会の上位４チーム２０名、
グラウンドゴルフに９５名の皆さんが出
場をいたしました。
なお、グラウンドゴルフ大会は雨が降
り続いたことから３コート予定されてい
た競技が２コートに短縮されました。
当大会の成績は、右記のとおりです

JAバンク宮崎年金友の会ゴルフ大会開催!!
１０月３０日ハイビスカスゴルフクラブにおいて第３回ＪＡバンク宮崎
年金友の会ゴルフ大会が開催されました。
ＪＡ都城を除く県下１２ＪＡから各ＪＡの予選を勝ち抜いた８２名が、台
風一過の秋晴れの好コンディションの中日頃の練習の成果を遺憾なく
発揮され、白熱した競技が展開されました。
ＪＡ宮崎中央からは、
１０月１０日に開催したＪＡ宮崎中央年金友の会
ゴルフ大会において、グロスの成績上位１３名が当ゴルフ大会に出場
いたしました。
ＪＡ宮崎中央の出場者では、森屋

勤さん（高岡支店）がグロス９１、

ハンディ１９．
２、ネット７１．
８で第８位の成績を収められました。
当大会の成績は、以下のとおりです
グロス

ハンディ

ネット

優 勝 清本 良夫さん（ＪＡ串間市大束） ９０

２１．
６

６８．
４

８０

９．
６

７０．
４

第３位 柳田 敏明さん（ＪＡ綾町）

９１

２０．
４

７０．
６

グロス

ハンディ

ネット

９１

１９．
２

７１．
８

準優勝 栁田 恭宏さん（ＪＡ延岡）

【ＪＡ宮崎中央出場者分】

第８位 森屋 勤さん（高岡支店）
第９位・ベストグロス賞
郡

辰夫さん（国富支店）

Ｎ.Ｐ賞 落合 紘基さん（国富支店）
天秤座 9/23〜10/23

７３

１．
２

７１．
８

お詫び

11月号 年金友の会からのお知らせ
入賞者
【グロスの部】 優勝（８０歳代）岡本 正志 様

（誤り）佐土原支店 →（訂正）田野支店
所属支店に誤りがありました。お詫びして訂正いたします。

全体運★フットワークが軽くなり、チャレンジ精神が旺盛になる月。行動範囲を広げていけば、うれしい驚きに出合えそう

2017.12 月号

めぐみ

12

JA宮崎中央年金友の会パークゴルフ大会開催!!
１１月１日青島パークゴルフ場において第２７回ＪＡ宮
崎中央年金友の会パークゴルフ大会が開催されました。
各統括支店から１４４名が、
１１月とは思えない秋晴れ
の暖かい好コンディションの中日頃の練習の成果を遺憾
なく発揮され、白熱した競技が展開されました。
総合優勝には南宮崎支店の大富 賢一さんが４コース
合計１００のスコアで総合優勝を獲得されました。
当大会のコース別の成績は、以下のとおりです

優 勝 Ａコーススタート
Ｂ
同 上
Ｃ
同 上
Ｄ
同 上
準優勝 Ａ
同 上
Ｂ
同 上
Ｃ
同 上
Ｄ
同 上
第３位 Ａ
同 上
Ｂ
同 上
Ｃ
同 上
Ｄ
同 上

スコア
大富 賢一さん（南宮崎支店） １００ 総合優勝
横山
昇さん（佐土原支店） １０６
藤岡 次夫さん（国 富支店） １０５
山中 明雄さん（南宮崎支店） １０５
山下 節子さん（佐土原支店） １０２
押川 健広さん（宮 崎支店） １０７
藤元
驍さん（高 岡支店） １０６
稲葉 健康さん（南宮崎支店） １０５
藤井
亨さん（南宮崎支店） １０６
石山
照さん（南宮崎支店） １０８
八永 敏満さん（佐土原支店） １０７
堀内みどりさん（南宮崎支店） １０５

年金のお受け取りは

JA宮崎中央 で!!

公的年金（国民年金・厚生年金・共済年金など）のお受け取りを当JA口座にご指定いただきますと、
JA宮崎中央「年金友の会」会員さまとして、さまざまな特典をご用意しております！

特典

１ もれなく「年金友の会」ご入会プレゼント
（ご紹介さまもプレゼント）

※1,000円分の【エーコープ商品券】または【JA-SS給油券】

特典

年金友の会各種イベントの開催

3

● 各支部総会

全体イベント
パークゴルフ、グラウンドゴルフ、
シニアゴルフ、ゲートボール

各支部イベント
各支部でも色々なイベントを
開催しております。

特典

2 お誕生日のプレゼント
※毎年、会員さまのお誕生月にステキな
プレゼントをご用意しております。

会員さま限定

総会後は、カラオケ、舞踊披露、各種ショー等（お食事付きです）を

お楽しみ下さい。
（総会時のイベント内容は、各支部で異なります）

● 各種ゴルフ大会（パークゴルフ・グラウンドゴルフ・シニアゴルフ）

お好みのゴルフを

元気いっぱい！にお楽しみください。まだまだ若いもんには負けられませんよ！

● 親睦旅行

ご近所の親しい会員さまとの陽気で楽しい旅行を企画しています。

● 料理教室（注：一部支部のみ）

和気あいあいに仲間と料理にチャレンジしてみませんか？

などなど、楽しいイベントが盛りだくさん！！！
〈ご注意〉

各支部の開催するイベント内容や開催時期は、支部により異なります。

詳しくは、最寄りの支部を担当する当JA各支店までお問い合わせ下さい。

13

2017.12 月号

めぐみ

蠍座 10/24〜11/22

全体運★ゆったり過ごせる期間です。趣味や習い事に力を注ぐと、新たな発見があるはず。プライベートを充実させて

射手座 11/23〜12/21

全体運★自分に自信が持てそう。意見やアイデアがあるなら意欲的に主張して。過去に駄目だったことにも新たな変化が

2017.12 月号

めぐみ

14

Fruit

２０００倍

ニラは中国西部の原
産︒北はモンゴル︑南
はマレーシア︑ベトナ
ムまで︑アジアの地域
で古くから栽培されて
いました︒強い香りの
もと︑硫化アリルはビ
タミンB1の吸収率を
高め︑糖の分解を促進︑
血行を良くし体を温め︑
胃腸の働きを助けるの
で︑風邪予防や回復に
も効果的︑抗酸化作用
によるがんの抑制効果
も期待できます︒
強健な野菜で︑一度
植えれば毎年︑年に数
回も刈り取りできるの
で︑狭い家庭菜園にも
うってつけです︒
しかし︑いくら強い
といっても2〜3年取
り続けると︑株が密に
なり︑幅広で厚みのあ
る良質の葉が収穫でき
にくくなります︒そう
なる前に株分けし︑更
新を図ることが大切で
す︒
株分けの適期は︑越
冬後の1月下旬〜3月
上旬にかけてです︒ニ
ラの育ちを観察すると︑
冬に入ると葉が次第に
枯れ︑休眠状態に入り
ますが︑この休眠が覚
め︑新しい小さな芽が
働き始めた頃を見計
らって株分け作業をす
るのです︒この頃は根
株に栄養がたっぷり蓄
えられていて︑断根や
分割という荒療治をし
ても傷みが少なく︑作
業もしやすいからです︒
株分け作業は︑まず
残っている枯れ葉を︑
地上5㎝ ほどの高さで

きれいに刈り取ります︒
そして株の周りにくわ
かシャベルを大きく打
ち込み︑根株を掘り起
します︒株元には強い
細根が密に張っている
ので︑全部を掘り取る
わけにはいきませんが︑
中ほどで切断するよう
になっても一向に構い
ません︒
掘り上げた株は土を
落とし︑指先に力を入
れて大まかに割り︑さ
らに小割りして図のよ
うに1株ずつに分けま
す︒
新しい畑への植え付
けは︑条間 ㎝ ︑深さ
㎝ ほどの植え溝を掘
り︑元肥として堆肥︑
油かす︑化成肥料を施
し︑5〜6㎝ 土を戻し
てから図のように︑2

〜3株まとめて︑ ㎝
間隔に植え付けます︒
植えるときには根株を
束状にまとめず平置き
にするのが良いです︒
覆土は株の上部が少し
出るぐらいにとどめ︑
やがて新葉が伸びだし
てきたら︑葉先を埋め
ないよう注意して︑2
回ほど覆土し︑溝が全
部埋まるようにしてく
ださい︒
こうすれば2〜3カ
月後には見違えるほど
良質の葉が成長してき
ます︒収穫は葉長 ㎝
ほどに伸びたときから
繰り返し行います︒

20

※関東南部以西の平た
ん地を基準に記事を作
成しています︒

20

板木技術士事務所

板木利隆

多年草のニラは春先に株分けして若返りさせる

温州みかん
寒害対策
寒波等で落葉が多いと︑樹勢低下を招くこと
になります︒
苗木・幼木また樹勢の低下している樹には︑
稲わらなどを巻いて樹を寒害から守りましょ
う︒
防風垣がなく強風の当たるところは︑防風ネ
ットを設置してください︒
すでに防風垣がある園地は︑防風垣の整備を
行います︒
防風垣整備の基本は︑地面から高さ ㎝まで
の枝を取り除き︑反対側が見える程度に枝を落
とします︒
防風垣で園地を完全に密閉すると冷気が園地
内に停滞しやすいのである程度風通しは良くし
ましょう
病害虫防除
冬期のハーベストオイルの散布は︑ハダニ・
カイガラムシ類などに対して優れた防除効果が
得られます︒
またハーベストオイルの場合は︑他の薬剤と
80

違い抵抗性ができないため︑ 月中旬頃から１
月中旬頃までの期間で散布して下さい︒
これから収穫する早生〜晩生系統について
は︑収穫後のカビ・腐敗の防止のため︑収穫前
には貯蔵病害の防除を行いましょう︒
①ハダニ・カイガラムシ ↓ ハーベストオイル
倍︵ 月中旬〜１月中旬︶
※ただし樹勢の落ちている園については︑落葉
を助長する恐れがあるので散布を行わずに３月
上旬頃の発芽前に１００〜２００倍で散布を
行ってください︒
②貯蔵病害 ↓ ベフラン︵液︶
︵使用回数３回まで︶

12

︽詳しくはＪＡ果樹担当指導員までお問合わせ
ください︾

全体運★インスピレーションがさえているので、ピンときたことはやってみるのが正解。人間関係は協調性をモットーに

12/22〜1/19

山羊座

めぐみ

2017.12 月号

15

12

25

60

10

80

地域の特性も表れており︑

理に願いが込められ︑また

食があります︒行事食は料

に合わせて作る料理︑行事

れる行事があり︑その行事

黒は厄よけの色とされてい

は﹁まめで健康﹂を意味し︑

を願っています︒また黒豆

卵があることから子孫繁栄

巣ですが︑卵巣には数万の

例えば数の子はニシンの卵

一つ一つに由来があります︒

興味深いことがたくさんあ
た こ と か ら︑無 病 息 災 を

日本には季節ごとに行わ

ります︒

ボチャを食べると長生きす

ます︒また︑冬至には︑カ

という意味が込められてい

ら︑
﹁跡 継 ぎ が 絶 え な い﹂

で古い葉が落ちないことか

カシワは新しい芽が出るま

も願って食べるかしわ餅︒

し た︒ま た︑洋 風 な メ

月を過ごせるようになりま

き︑おせちがなくてもお正

最近では元日からお店が開

くなり︑間もなくお正月︒

きました︒今年も残り少な

継がれていく中で定着して

このように行事食は受け

願っています︒また田作り

るという言い伝えがありま

ニューなど︑新しいスタイ

ひな祭りのひし餅︑この

す︒これは野菜の少ない冬

ルのおせちも多く見掛ける

はカタクチイワシの稚魚で

に︑ベータカロテンやその

ようになりました︒しかし︑

3 色 に は 白 は﹁雪 解 け﹂
︑

他のビタミンが豊富なカボ

長く受け継がれてきたもの

すが︑昔︑稲を植えるとき

チャを食べて寒い冬を乗り

を私たちの世代が終わらせ

緑 は﹁芽 吹 き﹂
︑桃 色 は

切るという栄養学的にも納

てしまうのはとても寂しい

に小イワシを細かく刻み肥

得のいく言い伝えです︒

ことです︒今年のおせちは

﹁開花﹂を表しているとい

その他にもたくさん

昔ながらの献立で︑家族み

料にしたことから稲の豊作

の行事食がありますが︑

んなで願いを確認しながら

われています︒また︑端午

日本の行事食といえば

食べてみるのはいかがで

を願ったものです︒

お せ ち で す︒お 正 月 に

しょうか︒

暑

さも寒さも彼岸までとよ

国のみなさんを宮崎の農産物

ているので、このめぐみ

父が「かぼちゃ」を作っ

（宮崎市吉村町 川添さん）

く言いますが、近頃では、 でおもてなしして下さいネ！

朝夕はめっきり涼しく感じる

ようになりました。忙中閑々

を読んでいて、私とまったく
祖

一緒の方がおられました。で

ませんし、ましてや使い方等

出 か け ま す よ ～。 Ｊ Ａ 鮮 隊

ふれあいイベントなど一緒に

を拝読することができます

全然解りません。それこそ、

ウマインジャーショーがおも

も、私はケータイも持ってい

もしもの時はどうなることや

しろいですね。ＪＡ職員の方

これからもはぴすの輪が沢山

広がりますように。

住む孫夫婦、横浜に住む

老の日には、東京都内に

大塚台 ヒロリンさん）

ターがそれぞれにみんな （宮崎市

支店の貯金の窓口ポス

（清武町 櫛間さん） とは思えないほど上手ですね。

ら…。気をつけなくちゃ。

各

で協力してよかったです。地

月号のご感想ありがとうご

元支店のアピールがユニーク

敬

てもらって、また食べた

前、実家の母に食べさせ

のもいいものです。 月には

葉をくれました。長生きする

心のこもったプレゼントと言

孫、宮崎の孫からそれぞれ、

いと思っていた「里芋のみそ

（国富町 山ユウさん）

で楽しめました。

ざいます！お便りをご紹介い

国和牛能力共進会の肉用
牛部で内閣総理大臣賞を

今後の御活躍をお祈り申し上

ひ孫も生まれます。

歳さん）

す。野菜が大好きで私た

が、今年で４歳になりま

（宮崎市熊野

味煮物」のレシピが載って

す！

な出会いがあり、ラッキーで
孫

たまたま手にした冊子でこん

（佐土原町 日髙さん） いて、とても嬉しかったです。
ごよみはいつも素敵です
ね。季節感や趣のある花

どんどん大きく成長して欲し

くさん、宮崎の野菜を食べて

月になると、青島太平洋

いと願う毎日です。

（佐土原町 中村さん）

マラソンがありますね。

今年もまた、給水コーナーで

んの声援を聞きたいです。全

マロングラッセ９さん） はぴすをはじめとするみなさ

（高岡町

れます。

るようによい感性を育ててく

ります。日々を豊かに過ごせ

材と花器、花籠等々勉強にな （鹿児島県霧島市 ももさん） ちじーばーも喜んでます。た

花

げます。

獲得し、３大会連続総理大臣
以

全

たします。

10

賞受賞おめでとうございます。

!!

16

めぐみ

2017.12 月号

全体運★知的好奇心を刺激される予感。体験教室や説明会に顔を出してみると手応えあり。趣味の集まりにも積極参加を

水瓶座 1/20〜2/18

12

82

食育インストラクター 岡村麻純

の節句で子どもの無病息災

食べるおせち料理には︑

12

〜願いを込める行事食〜

私の食育日記
くらしのページ

頭の体操

ヨコのカギ

０1．
大みそかには──そばを食べる人も多い
０2．
英語ではドラゴン。想像上の生き物です
０3．
物を燃やすと残るもの
０4．
鶏の頭の赤い冠
０5．
何度も練習して、
ようやく──をつかんだ
０7．
「山！「
」川！」
０9．
現在よりも前です
11．
庭に掘りたがる犬もいます
12．
デジタルカメラには装填
（そうてん）
しま
せん
13．
少年剣士たちが振る物
15．
月曜と水曜の間
16．
お子様ランチに立てられていることも
17．
狩りにも使われる鳥

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？

誕生○○

タ テのカギ
０1．
2人組はコンビ、3人組は──
０3．
親同士がいとこです
０6．
──に交われば赤くなる
０7．
「おはよう」
とか
「さようなら」
とか
０8．
コロンブスはインドを目指して──を続
けました
10．
カカオ豆から作る飲み物
14．
サンタクロースが乗ったそりを引きます
16．
ブーケともいいます
18．
太陽が沈むとやって来ます
19．
進化の反対語
20．
人の言葉をまねるのがうまい鳥。──返
しに答える

完熟金柑
たまたま（1㎏）

10
応募方法・締切

〒880-0813

月号係

12

※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。

10月号の答え
「アキマツリ」

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2月号です。

皆さんご存知の完熟きんかん。皮
ごと丸かじり
！ぜひご賞味ください。

めぐみ

12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。

10月号のプレゼント

JA宮崎中央
今井あき子さん
及川 達郎さん
加藤 節美さん
佐藤裕次郎さん
武田 純人さん

野菜セット
中村 睦子さん
新名ひろみさん
野村 由衣さん
松浦 裕子さん
松田ヤス子さん

おめでとうございます。今月の応募は99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
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2017.12 月号

めぐみ

魚座

2/19〜3/20

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。

全体運★何かとプレッシャーを感じる気配。深呼吸で気持ちを落ち着けましょう。また、人の意見には謙虚に耳を傾けて

月の イベント
情 報 ︵予 定︶
12

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

林・都
城

6号

道

ローソン

17

集

中

至小

県道2
県

募

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

!!
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

臨時職員募集
職

種

採用予定
応募資格

肉用牛の飼養管理全般

採用決定

面接実施の上、採用決定致します

平成30年1月より

応募方法

履歴書を下記の住所まで提出してください

18歳からおおむね50歳までの男性、
女性
（大動物相手ですので身軽な方）
基本的な学力があれば学歴は問いません
元気があり、挨拶がきちんとできる方

〒880-2101
提出先
（問合先） 宮崎市大字跡江字土手外198番地
JA宮崎中央 畜産部
☎47-3730
（担当：今井、
迫分
（さこぶん）
）

必要な資格

普通自動車免許

提出期限

平成29年12月末日

募集人員

2名

面接期日

随時実施

勤 務 地
勤務時間

JA宮崎中央管内牧場
（宮崎市高岡町、大瀬町、国富町）
午前8時〜午後5時

給与・待遇 JA宮崎中央臨時雇用者就業規則・
福利厚生規則によります

2017.12 月号

めぐみ

18

定例理事会
平成２９年１０月２７日㈮ＪＡ ＡＺＭ大研修室
平成29年度仮決算監査の主たる指摘事項に対する回答について
農業経営基盤強化資金の貸付について
「育児休業等に関する規程」及び「介護休業等に関する規程」
の一部変更について
役員体制検討委員会の委員選任について
組合脱退・減口による持分の仮払処理について

1
2
3
4
5

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。
。
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）

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

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

プリエール宮崎

【人事異動】
平成２９年１１月１日付
永野 友美 南宮崎支店 融資課 融資係（育児休業）
石﨑 琢也 田野営農センター 集出荷場 集出荷係 嘱託
（販売部

食品加工課

日曜日も
営業中

嘱託）

平成２９年１１月２日付
脇田 智子 佐土原営農センター 経済課 生産資材係（生活資材）
（育児休業）

【退職】
平成２９年１１月７日付
斉藤 靖朗

お詫び
11月号
忙中閑々 後ろから４行目
（誤り）外国の人たちに、きっと言うよ、
→（訂正）外国の人たち、きっと言うよ、
編集時の誤りでした。お詫びして訂正いたします。

コラム

お天気カレンダー 寒さに負けないユズ
気象予報士（株式会社ハレックス）● 檜山靖洋

12月22日は二十四節気の
「冬至」
です。
太陽の高度が１年の中
で最も低くなり、
太陽の光が頼りなく感じられます。
昼間の長さ
が１年の中で最も短い日としても知られています。
冬至を境に昼

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

ＡＴＭご利用に
関するお知らせ

間の長さが長くなり始めることから、
太陽が生まれ変わる日とも

国富支店が、

されています。

平成30年1月22日㈪に

冬至にはゆず湯に入る風習がありますね。
ゆず湯に入れば、
寒
い冬に風邪をひきにくくなるといわれます。
そんなユズは、
高知
県など四国地方が主な産地です。
かんきつ系の果実だけあって、
やはり温暖な所で作られるのかというとそうでもなく、
高知県で
も山間部の冷え込みの厳しい所が多いようです。
ユズはかんき
つ系の中では寒さに強く、
東北でも栽
培できるそうです。寒さの中でも育つ

移転いたします。
それに伴い、ATM機器移動のため
平成30年1月20日㈯、21日㈰は
国富支店ATMのご利用が
中止となります。

ユズを浮かべた湯につかれば、
寒さに

ご迷惑をおかけいたしますが

強い体になれそうです。
冬至にゆず湯、

よろしくお願いいたします。

「ゆず」
れない行事の一つです。

19

農地を貸したい方・借りたい方は必見！

2017.12 月号

めぐみ

絵と文山本俊六郎

孫の寝顔を眺めつつ︑
枕元に︑贈り物︑
そっと静かに置きました︑
その日︑じいさん︑ばあさんは︑
サンタクロースになりました︑

月号

※広報誌めぐみは
HPからもご覧いただけます
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でもそれも︑
絵本やおもちゃ︑まででした︑
ゲームになるとお手上げで︑
とかファッション︑

受け取りましたよ︑サンタさん︒

うれしい︑うれしいプレゼント︑

歳だから無理はすんなと︑肩もみ器︑

遠く離れた都会から︑

このじいさん︑ばあさんに︑

でも︑去年のクリスマス︑

ああ︑それも遠い昔になりました︑

結局︑これで買いなと現金支給・・

そりゃもう︑未知の世界です︑

CD

