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青島太平洋マラソン
JA青年の主張

国富支店青年部
落合信太朗さん

・宅建情報プラザから入居者募集のお知らせ
・新規就農研修生募集のお知らせ
JA宮崎中央

国富支店

日髙 雄三さんご家族

〜如月〜
＊ワンポイントアドバイス
トルコギキョウの出荷が始まりま
した。色や形のバラエティが豊富
でさまざまな品種がお店に並びま
すので、思い思いのアレンジをし
てみましょう。
デザイン・製作 ● 吉野花壇（代表）吉野恒男

＊花材（写真左から）
・ワイヤープランツ
・スプレーカーネーション
・トルコギキョウ（紫、白、ピンク）
・スイートピー
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JA宮崎中央 国富支店 日髙 雄三さん（４５）

アールをご家族と

国富町嵐田の日髙雄三さんは︑

ハウス胡瓜

さん︵ ︶からの教えや︑所属す

になるきっかけになった父・洋幸

２０１６年に就農しました︒農家

新規就農者研修事業の卒業生で︑

雄 三 さ ん は︑J A 宮 崎 中 央 の

つる下げ栽培をしています︒

パートさんで管理し︑年１作型の

22

る部会組織の仲間との積極的な情

報共有で栽培技術の向上に励まれ

ます︒また︑ハウス内の炭酸ガス

の施用と細かな温湿度管理を工夫

され︑初めての栽培で アール当

たり トンの年間収量をあげられ

10

ました︒平均は トンと言われる

したいです︒将来は父を超えたい

のことを学び︑反収アップを追及

まだまだ勉強不足ですので︑多く

きたからこその成果だと思います︒

みなさんの協力で細かな管理がで

﹁天気が良かったのと︑家族や

中で驚きの数字です︒

20

ですね︒
﹂と雄三さんは笑顔で語

られました︒
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青島太平洋マラソン2017

第31回太平洋マラソンにＪＡ宮崎中央青年部や職員が参加。完走を目指しました!!!
給水ブースでみやざき中央農産物ファン
拡大事業委員会から胡瓜の浅漬け約１
万本＆ミニトマト約１万個を用意♪

ランナーと楽しくふれあい

みなさん頑張って！

本庄高校の生徒さんが
お手伝いしてくれました

はぴすもランナーに
エールを送りました

みやざき中央農産物ファン
拡大事業委員会から入賞者
に記念品の贈呈です

マラソンに参加された皆さま、
本当にお疲れ様でした

大会に先立ち、本店役職員が
会場周辺の清掃活動を行いました
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からの
年金友の会
お知らせ

JA宮崎中央年金友の会会員の皆様へ

平成２９年度は、多くの会員の皆様に年金友の会の各種行事
にご参加いただき厚くお礼申し上げます。
平成３０年度は、
３月９日㈮にシーガイアコンベンションセン
ターで開催する年金友の会地区代表者大会を皮切りに、各種ス
ポーツ大会（パークゴルフ大会、グラウンドゴルフ大会、ゲート
ボール大会、ゴルフ大会）
を企画してまいりますので、より多くの
会員の皆様にご参加いただきますようお願い申し上げます。
ＪＡ宮崎中央の年金友の会の会員数は、平成２９年１２月末現
在１４，
２８０名となっており、県下１３ＪＡの中では最も多い会員
数となっております。会員拡大につきましては年金友の会役員、
ＪＡ宮崎中央の役職員が一体となり取り組んでおります。
年金友の会への加入は、上記のスポーツ大会への参加を含
め様々な特典があり魅力一杯となっております。
これからも「ふれあい」、
「心のよりどころ」、
「楽しめる」場を
提供してまいりますので、今年度も宜しくお願い申し上げます。
ＪＡ宮崎中央

[左から]

金融部一同

成人

畜産部 生産指導課

南宮崎営農センター 経済課

金融部 貯金為替課

ハタチの挑戦

ハタチの挑戦

ハタチの挑戦

仕事を懸命に取り組み、組
合員の方々から信頼される
職員になっていきます。

常に笑顔で元気よく!!組合
員様と職員から厚い信頼を
頂けるよう頑張ります!!

何事にもチャレンジ精神を
忘 れ ず、努 力 し て い き ま
す。

高岡支店 金融課

八代支店 金融課

住吉支店 金融課

ハタチの挑戦
元気と笑顔で愛される職員
を目指します!!

森永 雄太 職員

宮下 亜美 職員

伊藤 亮 職員

しました

5

陶山 智聡 職員

椎葉 優李 職員

中別府 玲奈 職員

ハタチの挑戦
貯金をして親孝行をたくさ
んします!!

ハタチの挑戦
何事にも一生懸命取り組
み、趣味の旅行にたくさん
行きたいです。

ハタチの挑戦
周りへの感謝を忘れず、い
つも笑顔で窓口を盛上げて
いきます!!
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外山 ゆうき 職員

今年は7名の職員が成人を迎

畜産部 畜産業務課

え︑1月4日に成人祝金授与式

が行われました︒代表して宮下

亜 美 職 員 が﹁ＪＡ宮 崎 中 央 の 職

員としての誇りを持ち続け︑組

合員及び地域の皆様に安心と信

頼を感じて頂けるよう︑日々の

業 務 に 努 め て ま い り ま す︒
﹂と

誓いの言葉を述べました︒

[左から]

ＪＡ青年 の主張

平成 年度ＪＡ九州沖縄地区青年大会が開催され︑
県代表として落合信太朗さん
︵国富︶
が出場しました︒

があり︑その麓に広がる ｈａ 程の畑作地

町には︑日本三大薬師の一つ法ケ嶽薬師寺

県の中央に位置する私の住んでいる国富

最近そう考える事が増えました︒

﹁子供達に何を残せるだろうか？﹂

地ならではの冬景色が広がっています︒そ

に白い千切り大根がずらりとかけられ︑産

所の農家と協力して共同会社を立ち上げ︑

根と︑収穫がかぶらない秋の原料甘藷を近

そこで父が夏の葉たばこや冬の千切り大

ばこ４ｈａ ︑千切り大根1ｈａ を栽培して

年々耕作面積を増やしていくことで︑葉た

作付けから収穫まで人手があまりいらず︑

経営をしていく事にしました︒
いるのを見ていて

ばこをカバーするだけでなく今までの２倍

原料甘藷の会社は当初５件で始め︑その

以上の収入を上げることができました︒
そう思いながら手伝いをしていると︑祖

持った周りの農家から出荷を協力してもら

後私たちが耕作しているのを見て興味を

﹁やっぱり︑じいちゃん達が作ってきた

のか迷いましたが︑

この先葉たばこを続けていくのかやめる

なっていきました︒

に悪天候が数年続いたことでやる気も無く

せないどころかどんどん収入が減り︑さら

が不作になってしまい思っていた結果が出

すべき年に︑長雨が続いたことで葉たばこ

﹁頑張るぞ！﹂と意気込んで始めた記念

に就農する事にしました︒

祖父の思いに応えようと高校卒業後すぐ

﹁そらー︑はよ叶えてやらんといかん！﹂

ているのを聞き︑

父が孫と一緒に仕事をするのが夢だと話し

なぁ〜！﹂

﹁あ ー み ん な︵家 族︶と 農 業 が し た い

幼い頃から家族が楽しそうに仕事をして

います︒

葉たばこと原料甘藷の２品目を主体とした

こで我が家は焼酎の原料甘藷 ｈａ ︑葉た

す！

この出来事が我が家を大きく成長させま

すことにしました︒

と信じて︑他の作物を導入して収入を増や

家族で話しあった結果これから良くなる

たばこは続けていこう！﹂

落合さんの農業に対する熱い想いが込められた主張の内容を掲載致します︒

29

帯︑ちょうど今の時期は畑一面に雪のよう
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占い師 モナ・カサンドラ
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信太朗
落合
JA宮崎中央青年部 国富支店

〜次世代へつなぐ〜

夢

えるようになり︑今では 件ほどに増え

機登録の研修を受けてようやく今年から行

で増やすことができました︒

も乗ったことで出荷量も２０００トンにま

酒造会社からの評判も良く焼酎ブームに

き︑さらに消費者にＰＲすることができる

〝有機〟という付加価値をつけることがで

みんなに広めることができれば︑産地 に

栽培を行っている農家はごくわずかなので

千切り大根の一大産地の国富町でも有機

えるようになりました︒

﹁あの時︑かんしょを始めちょらんかっ

約 ｈａ を耕作しています︒

たらどうなちょったやろう⁝﹂
はずです︒

まずは専門部の勉強会で話をして盟友を
低でも３年間空けなければ有機栽培を行え

誘いましたが︑化学肥料を使用してから最

えながら仕事をしていると先輩農家に

しかし盟友がぽつりと

とが 年後・ 年後の農業や暮らしの中で

力しあい技術の向上と普及を進めていくこ
﹁あ〜そっか ﹂

﹁耕作放棄地を使えばいいっちゃない？﹂

出ました︒

ないので︑使える土地が無いなどの問題が

他の作物導入や規模拡大⁝そんな事を考

いちゃないやろうか？﹂

﹁これからどうしていくか考えた方がい

新たな何かを感じ︑興味がわき考えさせら
﹃みなさんは作っている作物以外に自然

れたのが有機栽培でした︒

﹁ちょつ︑飲み方があるから一緒に行こ
誘われて行ってみるとそこは農協青年部

うや！﹂
の総会だったのです︒
騙された〜！と思いましたが︑どんな団

必要な存在になると信じています︒
点となり期間を空けなくてもすぐに有機栽

機のブランドを確立して︑国富町から宮崎

私は有機栽培を成功させ盟友と共に国富有

祖父母から葉たばこ︑両親から原料甘藷︑

今私達が行っている農業は化学肥料や農

培を行う事ができます︒また行政に働きか

県から安心・安全を発信し︑さらにみんな

確かに︒荒れて何も作っていない事が利

たところいろんな農家が作物の事を熱く

薬を使い基準を守ることで安心を確立して

け情報を提供してもらう事で︑面積の確保

や環境の事を考えていますか？﹄

語っていて︑とても活気にあふれていまし

いますが︑使われたものは自然の中に残り

た︒

︵家 族・地 域・盟 友︶で 農 業 が し た い！﹂

私 に は ３ 人 の 息 子 が い ま す︒
﹁み ん な

の食を生産するところから守っていきたい︒
ないため管理に人手や機械での作業が増え

その他にも農薬や除草剤がほとんど使え

と田畑の保全にもなります︒

さらに国富支店青年部には５つの専門部

事でより安心・安全で環境によいという証

と言ってもらえるように多くの仲間と楽し

があり︑特に露地野菜専門部が取り組んで
いる試作や勉強会に参加すれば︑新しい作

るので︑雇用が生まれるのではないかと言

みながら仕事をしていく姿を見せていきま

す︒

う話しも出ました︒

になります︒
現在我が家の経営は主体の２品目で安定

まず私達が取り組むことで地域が一体と

交換を行い︑試験場や農薬メーカー等で品

る土地やふるさとの自然を守り︑次の世代

らは作るだけの農業から代々受け継いでい

だからこそ今利益だけではなく︑これか

有機栽培という手間のかかることをなぜ行

私の理想は耕作者や消費を増やすために

しています︒

目や栽培技術を勉強し経営と照らし合わせ

の事を考えた農業を行っていくべきだと私

祖父が夢みていた３世代を超えて⁝

そして大きくなった子供たちが代々引き

試作を行っています︒時には農協の助成金

い何のために取り組んでいくのかを知って

祖父母と両親と私たちそして息子との︑

なり耕作放棄地の解決や雇用促進さらに地

を活用し県外の地域で産地化を行っている

は想い挑戦する事にしました︒

もらい他の生産者や消費者に共感を持って

ご静聴ありがとうございました！

夢の４世代での農業につながるように！

たい︒

し私のこの想いを次の世代につなげていき

継ぎたい︑そう思う農業やふるさとを目指

ところを視察したりして作物導入や品目の

﹁そうだ！千切り大根を有機でやってみ

そして専門部を通して農協と私たちが協

域の活性化につながるはずです︒

転換︑栽培方法を変えるきっかけづくりを

もらう事です︒

しています︒

数年前から土地の選定・管理を始め︑有

よう！﹂

専門部では盟友とさまざまな作物の情報

部に加わることにしました︒

物の事を学べると思い︑その場で農協青年

有機栽培は自然由来の肥料や農薬を使う

続けます︒

体かよくわからなかったので︑話をしてみ

20

20

新しい事を学んでいる時に今までにない

全体運★思う通りにならないことが多く、ストレスを感じがち。でも、笑顔と優しさを忘れなければ開運のきっかけに

4/20〜5/20
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12月8日

若い力にエール！

全国高校駅伝大会に本県代表で出場

女子駅伝部へ宮崎農畜産物贈呈

の宮崎日大高等学校女子駅伝部へ農畜
産物の贈呈を行いました。
主将の中村莉里さん（3年）は、
「地
元の食材を活力に全国大会ではチーム
全員で力を合わせ、ベスト16を目標に
頑張る。
」と意気込みを話されました。
大会は12月24日に開催され、結果
は1時 間10分36秒 の23位。昨 年 ま で
の記録を上回るタイムで大健闘されま
した。
JA宮崎中央はこれからも頑張る若い
力にエールを送り続けていきます。

12月5・6日

国富支店落合さん優秀賞

JA九州沖縄地区青年大会

平成29年度JA九州沖縄地区青年大会が佐賀県のホテル
ニューオータニ佐賀で開催。
県代表で国富支店の落合信太朗さんが青年の主張発表にお
いて約500名の青年部の盟友を前に堂々と発表されました。
惜しくも全国大会へのきっぷは逃しましたが、現地へ応援
に駆けつけた盟友は落合さんの健闘をたたえました。

第63回宮崎県家の光大会が

12月14日

家の光

県大会開催

JA・AZMホールで開催され、
県下JAから女性部員ら約400
人が参加。
JA宮崎中央は「家の光」購
読の普及に努めたとして家の光
協会会長賞を受賞しました。
また「お米料理コンクールの
部」においてJA宮崎中央女性
部 の 芝 吹 良 子 さ ん（国 富）の
「
（がんばろう宮崎）日本一の食
材を使った彩り押し寿司」が優
秀賞を受賞されました。

双子座

5/21〜6/21

全体運★行動力が高まる兆し。以前からやってみたかったことに挑戦を。攻めの気持ちで動けば、手応えを得られるはず
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宮崎南瓜部会は、宮崎市生目特産でみ

「やまいき黒皮かぼちゃ」を本格ＰＲ

やざきブランド品目の「やまいき黒皮か
ぼちゃ」を、戸敷正宮崎市長へ贈呈しま
した。

12月20日

宮崎市長へ贈呈

あわせて黒皮かぼちゃを試食していた
だき、戸敷市長は「滑らかな舌触りの中
に上品な甘みがある。この美味しさを
もっとPRし、伝統野菜としてこれからも
残していきたい。
」と話されました。
12月８日に生産者で出荷基準や取り扱
いの要領などを確認する目揃い会を実
施。全国に向けて本格出荷が始まってい
ます。
やまいき黒皮かぼちゃは
JA宮崎経済連広域集配送センター
で購入できます。
ご購入の際はお気軽にお問い合わせ
下さい。
電話番号：０９８５-３０-４８３８
販売時間：月〜金 １０時〜１４時

宮崎中央管内のお茶を

1月4・5日

宮崎空港でPR

強盗事件を想定した

12月19日

防犯訓練を実施し意識を高める

JA宮崎中央と㈱ジェネラルフォース宮崎中央は宮崎ブーゲン
ビリア空港搭乗待合室内売店において、宮崎中央オリジナル茶
（緑茶・紅茶）の試飲販売を開催しました。

想定した防犯訓練を行いました。役職員は、犯人の特徴を覚えた

お正月を宮崎で過ごした利用客に好評でした。緑茶・紅茶の
一煎パックをはじめ各商品のパッケージデザインにもこだわ
り、新たな宮崎土産の定番化を目指しています。

9
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り、逃走した犯人を追いかけるなど各自の役割分担をして訓練に
あたりました。
坂口好和統括支店長は「事件さながらの緊迫感がある訓練がで

JA宮崎中央の各支店資材店舗で注文できます。ぜひお問い合
わせください。

田野支店は南宮崎支店などと合同で、金融窓口での強盗事件を

きました。防犯体制を強化し利用者が安心できる店舗づくりに努
めます。
」と話しました。

蟹座 6/22〜7/22

全体運★物事を邪推しやすく、素直になれない気配。ゆっくり息を吐き、気持ちを静めましょう。いい香りをかぐのも◎

梅谷地区で行われた稲
作事業交流会に田野支
店職員が参加。石臼と
杵を使った昔ながらの
餅つきをして、ついた餅
はぜんざいにして食べ
ました。地域の方々と楽
しく交流を図りました。

田野支店

は ぴすの

わ

楽しいせんぐまき！

大人も子どもも協力して
お餅作りを頑張りました

みんなで食べたぜんざいは
とても美味しかったです

風船飛ばしで催しを祝いました

プリエール宮崎
朝どれ市を１２月３日にプリエール宮崎
佐土原の杜で開催し、日頃の感謝をこ
めて利用者と交流を図りました。

三大会連続
内閣総理大臣賞受賞で
日本一の宮崎牛のふるまいには
長い列ができました

はぴすも参加！

まっ、前が見えないよ〜

獅子座 7/23〜8/22

七つの星幼稚舎の
和太鼓演奏

全体運★あれこれ迷いが生じやすい月。信頼できる人に話を聞いてもらい、一人で悩まないで。芸術鑑賞で気晴らしを

2018.２月号

めぐみ
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宮崎支店青年部は、
１２月に盟友の栽培した青果物を持ち寄り品評会を開催
しています。品評会後の野菜は、地域の子どもたちに地元野菜の魅力をもっ
と知ってもらおうと、毎年プレゼントとして市内の施設などに提供しています。
今回は生目幼稚園へ贈呈し、園児２２２名と交流を図りました。
クリスマスの時期で、青年部の盟友と職員がサンタクロースとトナカイに扮し
てイベントを盛り上げました。

宮崎支店

盟友と職員の食育授業

青年部が栽培した野菜を
クリスマスプレゼント！

はぴすとグリーンザウルスも参加し、
子供たちと楽しくふれあいました

ご来店ありがとうございました

南宮崎支店

また遊びに来てね〜！

南宮崎支店はJA事業の理解と利用者誘
致のため、クリスマス当日に窓口イベント
を開催しました。
清武中央こども園と南今泉保育園にご来
店いただき、園児にささやかなプレゼント。
また園児はイベントに参加していたはぴす
と楽しくふれあいました。

どうぞ♪

11
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乙女座 8/23〜9/22

全体運★神経質になる暗示。周囲の悪い面ばかり目に付きやすいので、意識を変えて。気分転換にはハーブティーが有効

個人ローンキャンペーン
央
中
崎
宮
JA
期間：平成30年２月１日㈭〜平成30年４月27日㈮

キャンペーン期間中
に右 記 の 個 人ロー
ンをご 契 約いただ
いたお客 様に抽選
で50名様に素敵な
商品が当たる♪

キャンペーン対象となる個人ローン

★JAマイカーローン
★JA教育ローン
各商品の詳細につきましては、専用チラシにてご確認
いただくか、融資担当者までお問い合わせください！

懸賞品

★Aコープ商品券（1万円分）
…25名様
★JA-SS給油券（1万円分）
…25名様

①対象となる方 期間中、
対象商品をご契約いただいたお客様。
②抽選について 30万円を１口として抽選権を付与します。
③抽選時期

平成30年10月中旬※平成30年９月末時点で完済されている場合は抽選権は無効といたします。

④発表

平成30年11月１日以降に賞品の発送をもって当選といたします。

⑤個人ローン
取扱店舗

営業センター、
宮崎支店、
大淀支店、
生目支店、
住吉支店、
南宮崎支店、
赤江支店、
木花支店、
田野支店、
佐土原支店、
高岡支店、
国富支店

⑥留意事項

● 各個人ローンのお申込みについては別途保証会社の審査があります。
結果によってはご希望に添えない場合もございますのでご了承ください。
● 各個人ローンの返済額の試算については、
融資担当者までお問い合わせください。
● ご利用にあたり、
返済額を含め計画的にご検討されることをお勧めいたします。

JA共済のキャンペーン実施中！
こども共済★医療共済
お見積りキャンペーン

こども共済
資料請求キャンペーン

大切なお子さま・お孫さま

Ｗｅｂ上の
「JAのはじめて

を対象とした
「こども共済」
・

共済」サイトから「こども共

ただいた方全員に、
「アンパ

いた方全員に、
「アンパンマ

「医療共済」のお見積りをい
ンマンストローカップ」をプ
レゼントいたします！

済」の資料をご請求いただ

ンベビースプーン＆フォーク」
をプレゼントいたします！

自動車共済
お見積りキャンペーン

あんしんいっぱい
キャンペーン

「自動車共済お見積りキャ

3Q訪問活動でお近くの

ンペーンwebサイト」から

JAのライフアドバイザーが

いただいた方に、抽選で豪

ご契約の確認等を行ってい

「自動車共済」のお見積りを
華賞品が当たります！

※お近くのJAでお見積りいただいた

ご自宅等にお伺いした際に、
ただいた方の中から、抽選
で豪華賞品が当たります！

方でもご応募できます。
※JAの「自動車共済」に未加入の方
が対象となります。

保障診断キャンペーン
現在、
ご加入されている保障についてのご提案をさせていただいた場合、
「アンパンマンパッケージクリップ」
もしくは
「JA共済コールマンレジャーシート」
のいずれか一つを全員にプレゼントいたします！

天秤座 9/23〜10/23

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楽しんで。絵を描くなど、創作的な活動にも幸運がある予感

2018.２月号

めぐみ
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畜産部だより

12月期 品評会

平成29年12月12日
【出場頭数】雌子牛の部32頭

ion

mp

cha

去勢子牛の部14頭

ion

mp

cha

去勢の部

森

光春さん［佐土原］

雌 の 部

「春盛」号（H29.4.21）父「美穂国」
、母の父「平茂勝」
、母
の祖父「第１花国」
、母の母の祖父「安平」

徳永 イク子さん［高岡］

「ま め ひ め」号（H29.3.25）父「美 穂 国」
、母 の 父「勝 平
正」
、母の祖父「糸北国」
、母の母の祖父「安平」

成績（敬称略、かっこ内は支店名）
【去勢の部】
2席=原田 三郎（国 富）
3席=横山 忠 （南宮崎）
4席=徳永イク子（高 岡）

5席=渡辺 秀敏（宮 崎）
6席=野田 俊彦（高 岡）
【雌の部】
2席=笹森 啓太（国 富）

3席=源
4席=石川
5席=増田
6席=横山

和弘（宮 崎）
宏一（国 富）
哉枝（南宮崎）
一良（佐土原）

7席=増田 純一（南宮崎）
8席=小森 健 （高 岡）
9席=東郷 保 （高 岡）
10席=甲斐 芳彦（佐土原）

平成29年12月9日〜10日

12
セリ市

月期

地 区

性別

頭数

最 高

最 低

平均価格

宮

崎

雌
去勢

38

926,640

541,080

743,807

2,751

70

1,304,640

692,280

845,300

2,858

南宮崎

雌
去勢

60

1,004,400

592,920

769,014

2,762

105

1,203,120

401,760

846,113

2,855

田

野

雌
去勢

49

882,360

596,160

766,711

2,840

64

1,055,160

657,720

845,960

2,950

佐土原

雌
去勢

61

1,045,440

605,880

816,019

2,832

78

1,408,320

694,440

897,867

2,911

高

岡

雌
去勢

34

1,163,160

406,080

781,157

2,754

53

1,192,320

704,160

879,364

2,860

国

富

雌
去勢

計

雌
去勢
総体

合
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蠍座 10/24〜11/22

kg単価（円）

95

956,880

649,080

790,344

2,692

119

1,081,080

648,000

870,398

2,804

337

1,163,160

406,080

781,583

2,762

489

1,408,320

401,760

863,746

2,864

826

1,408,320

401,760

830,224

2,824

全体運★ささいなことでイライラするかも。一人の時間を持ち、心を安定させて。手作りの趣味を満喫するのもお勧め

早期水稲
Rice

稲作は昔から苗半作と言われています︒
根張りの良い丈夫な苗を作り︑気象災害に
強い稲作りに努めましょう︒そのためにも
﹃毎年︑種子を更新しましょう︒
﹄
種子の準備
①発芽勢の良い充実した種子を確保する為︑
塩水選︵もしくは水選︶をしましょう︒
※塩水選をした場合は水洗いして下さい︒
②健全育苗を実施する為︑種子消毒を実施
しましょう︒
テクリードＣフロアブル︵２００倍︶ +
スミチオン乳剤︵１０００倍︶ 時間浸漬
処理
消毒後は水洗いせずに水を切り︑約６時
間風乾した後に浸種します︒浸種期間は積
算温度で１００℃︑約７日〜 日程度︵３
日に一度は水を入替え︶です︒
苗立枯れ病︵リゾープス菌︶の予防
①播種前にかん水を兼ねて床土の入った育
苗箱にダコニール１０００の１０００倍
〜２０００倍液を１箱当たり１リットル
潅注する︒
種蒔き
①播種量は１箱当たり乾籾で１４０〜
１５０ｇ︵催芽籾で約１７０ｇ︶
②覆土⁝播き終ったら﹁種籾﹂が隠れる程
度に覆土する︒
※本年も種子配布時に﹁育苗管理のチラシ﹂
を配布いたしますので︑詳しくはそちら
をご参照ください︒

温州みかん
Fruit

園地環境整備
○排水溝整備
排水溝整備を行い園外へ雨水を出せるよ
うにしておくと品質向上のための水分コン
トロールがしやすくなります︒
○防風・寒害対策
防風対策を行うことで風傷果を少なくし︑
寒害を軽減する効果があります︒風当たり
の方向に防風林もしくは防風ネットを設置
しましょう︒防風垣は完全に密閉すると冷
気が停滞しやすくなるので︑ある程度風通
しを良くします︒
︵イヌマキ等は︑アザミウ
マの発生源にもなるので注意しましょう︶
防風垣手入れの基本は︑地面からの高さ
センチ以下までの枝は除去して︑反対側
が見えるくらい枝を落としましょう︒
また︑幼木や台風等で樹勢の弱っている
樹については︑株もとに稲わら等を敷いて
表層根を保護し︑寒さから樹を守りましょ
う︒
○抜根・整地
優良系統へ改植を予定している園地では︑
この時期に抜根・整地を行い︑春の植付け
に備えましょう︒
土壌改良
土作りは果実の品質をあげ︑隔年結果を
少なくし︑気象災害 乾(燥・寒波 に)強い樹に
するためにも大事な作業です︒必ず行いま
しょう︒
︻ ａ当たり施用目安︼ 完熟堆肥１〜２
ｔ及び︑苦土セルカ２号 又は セルカ１００
㎏

剪定
剪定は基本的に２月中旬より行いましょ
う︒
昨年度結果量が多かった園地は着花数が
少ない事が予想される為︑果梗枝整理中心
の弱めの剪定を実施します︒
逆に︑結果量が少なかった園地は強めに
剪定は行いましょう︒
また︑秋芽の発生量が多かった園地は着
花量を確認してから枝の整理を行いましょ
う︒
◆剪定の要領
若木⁝支柱等を用いて樹形を整え︑間引き
程度の軽い剪定を行います︒
成木⁝剪定は︑間引き主体で亜主枝上の立
ち枝や内向枝等の不要枝を取り除く程度
に と ど め︑ な る べ く 軽 い 剪 定 を 行 い ま
しょう︒
高接ぎ⁝高接ぎ樹は︑上部の枝の生育が旺
盛になり︑下部の枝が日照不足になりや
すいので︑誘引等で亜主枝を横に伸ばし
樹冠幅を広げましょう︒
◆理想樹形⁝①日当たりが良い ②亜主枝上
の立ち枝が少ない ③２〜３本の主枝があ
る
◆剪定の手順︵※間引きせん定を主体に行い︑
日南一号は枝の切り返しは行いません︒
︶
①主枝の確認︵２〜３本︶
高くなりすぎた主枝は︑作業のしやすい
適当な高さの分岐点で剪定しましょう︒
②亜主枝の確認︵亜主枝上面の立ち枝の整
理・下垂枝の整理︶
亜主枝上の日当たりを悪くしている立ち
枝︵かぶり枝︶を元から除去し︑込んで
いる部分の間引きを行います︒
同時に︑枝先下方から出ている地面に付
きそうな枝も除去しましょう︒
③果梗枝︵有葉結果枝︶の整理
④内向枝︑逆行枝︑平行枝︑ふところ枝の
除去
※整枝の不十分な樹では１年で理想樹形に
近づけず︑３〜４年かけて徐々に太枝を

整理します︒

春肥の施用

日南１号着色出荷型 ・日南１号連年環状
剥皮の２年目以降
⑴時期 ３月上旬
⑵肥料名︑施用量 宮崎みかん有機２号又
はかんきつ肥料︑ ㎏／ ａ
※日南１号の早期出荷型では施用しませ
ん
葉面散布の実施
発芽前︵３月中旬頃︶から生理落果期終
了︵６月中旬頃︶までに窒素主体の葉面散
布を７〜 日おきに３回以上行い︑芽の緑
化︑花︵子房︶の充実を促進しましょう︒
肥料名〜パワフルグリーン２号 ８００倍
︻新 梢 緑 化 期︵５ 月 中 旬 ︶ ま で は︑ 尿 素
５００倍も使用可能︼
病害虫防除
︿必須防除﹀

10

そうか病

デラン
フロア
ブル

１０００倍

※樹勢低下園はハーベストオイルの倍数を
調節しましょう
※近接散布可能日
・ハーベストオイル Ｚボルドー⁝７日以上
Ｚボルドー⁝５日以上
・デラン
︽詳しくはＪＡ果樹指導員までお問合わせく
ださい︒
︾

３月上旬

農薬・
散布時期 対象病害虫
倍数
資材名
ミカンハダニ ハーベス
１００倍
︵発芽前散布︶ トオイル

︿臨機防除﹀※樹勢低下等で冬期のハーベス
トオイル散布が実施できなかった園ではき
ちんと散布しましょう︒

３月
下旬

散布
農薬・
対象病害虫
倍数
時期
資材名
５００倍
３月 かいよう病 Ｚ ボ ル︵発 芽 後 は バ イ カ
ルティ１０００倍
上旬︵発芽前散布︶ドー
加用︶

10
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めぐみ
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全体運★興味を持っているジャンルについて情報収集を。耳寄りな話題をキャッチできる可能性大。人脈拡大にもベスト

射手座 11/23〜12/21

40

⇔ ⇔

80

10

24

10

15
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山羊座

12/22〜1/19

全体運★プライベートの充実を図るのに向いています。やるべき作業を片付けたら、好きなことに打ち込んでみましょう

ます︒アミノ酸スコアとは︑
体内で生成することのでき

ご飯と一緒に食べること
の多い食材といえば﹁みそ
ない必須アミノ酸9種類が

タンパク質に関

について︒こと

次にお米の質

二鳥です︒寒い冬の朝ご飯

量も少なくできるので一石

たくさん入れることで汁の

るカリウムも取れ︑野菜を

月号のご感想ありがとうご

と思います。

来きっと活力を与えてくれる

ます

くりをよろしくお願いいたし

（国富町深年 弓場元さん）

月で 才になります。現

作っております。健康の秘訣、

在５反の水田でＷＣＳを

よく食べて体を動かすことで

１

（佐土原町 日髙さん）

日、ＪＡ宮崎中央のお漬

た。どれもこれも美味しく、

す。毎月めぐみを楽しみにし

物詰め合わせを頂きまし

特に高菜のお漬物がお気に入

て い ま す。 特 に、 高 齢 者 の

先

りでした。今度は私から知人

初産で初曾孫です。男の

月に曾孫が生まれます。

ア （宮崎市細江 高橋さん）

ただきます。ガンバロウシニ

（宮崎市大工 松木さん） かたの記事を見ると元気をい

に送りたいと思います。

３

生まれてくるのを楽しみにし

くなりました。カゼを引

きやすくなるので汗をか

いたらすぐ着がえるように心

子とわかっているので元気で
寒
ざいます！お便りをご紹介い

ている今日この頃です。

（国富町田尻 日髙さん） がけています。ハウスの中は

たします。

人、お年玉５人の預金下ろし

生者４人、クリスマス５

末にむけ、家族の 月誕

チンも不足しているようです。

ます。インフルエンザのワク

暑くて外に出るとヒヤッとし
今年のクリスマスは、孫のゴ

生活の私にとってうれしいよ

雑誌が目に入りました。年金
か ん 大 好 き！ た わ わ に

うなもの入りな月です。

本

当 に 寒 く な り、 我 が 家

ではこたつが出ました。

よ。みなさん頑張ってくださ

ね！温か～い気分になります

（宮崎市平和が丘 東さん） や っ ぱ り こ た つ は い い で す

実 っ た 東 会 長 の「 み か

（田野町

買うようになりました。子ど （国富町嵐田

い。

もが口に入れるもの、これか

どもが産まれて、産地を
店ふれあい祭り」と「は

らも宮崎産を信用して購入す

すごく確認して野菜等を
ぴ す の わ 」 で は、 子 供

るので、安全な野菜、果物づ

甲斐さん）
子

たちが多く登場しています

くにとみのプー子ちゃん）
が、農業に興味を持ち近い将

「支

らしい表紙ですね！

ん」
。会長の笑顔と共にすば

み

す。
（宮崎市熊野 原田さん） と両替に行っている時、この （国富町三名 ねこラブさん）

気を付けましょう。

スペルライブを聴きに行きま

閑々」まさにその通り。
年

月 号 の め ぐ み の「忙 中

91

汁﹂です︒何げなく食べて
いるこの組み合わせですが︑ どれくらい満たされている
100に近い数値であるほ

か を 表 し た も の で す︒

ご飯は炭水化物源と思わ
ど理想的で︑肉類や魚類︑

実は相性抜群なのです︒
れがちですが︑タンパク質
100ですが︑残念ながら

もしっかり含まれています︒ 卵 な ど は ア ミ ノ 酸 ス コ ア
今回はお米のタンパク質の
精白米は で︑リジンとい
うアミノ酸が不足していま

しては︑これを

には温かいご飯と具だくさ

!!

!!

管理栄養士・雑穀料理家 柴田真希

﹁量﹂と﹁質﹂を 考 え な が
ら︑なぜみそ汁と相性が良

品の代表といえば豆腐や納

す︒このリジンを多く含む

精白米１合当たりに含ま
豆がありますが︑みそも豆

いのかを考えたいと思いま

れるタンパク質は約9g︒

製品の一つ︒ご飯と︑みそ

のが豆製品なのです︒豆製

成人女性の１日の平均推奨

汁の相性が良い理由はもう

す︒

量は gですので︑１合で

お分かりだと思います︒み
そ汁の具に豆腐や油揚げが

％もカバーできることに

なります︒また︑ハトムギ

みそ汁は塩分が多いので

多く使われるのも納得でき

パク質が含まれています︒

控えているという人もい

や︑キビなどの雑穀には精

白米ではなくそこに雑穀を

らっしゃいますが︑旬の野

ます︒

加えることで︑タンパク質

菜をたくさん入れれば塩分

評価するものと

んのみそ汁で体の中から温

を排出する効果が期待でき

の量をさらにカバーできま
す︒

して﹁アミノ酸

まりましょう︒

12

12

65

スコア﹂があり

12

50

白米に比べて約2倍のタン

18

16

めぐみ

2018.２月号

全体運★いつも以上に魅力が輝く月。積極的に自己アピールしていくと好結果に。新しいことへのチャレンジも大賛成！

水瓶座 1/20〜2/18

お米で健康 〜ご飯と相性が良い、みそ汁
くらしのページ

頭の体操

ヨコのカギ

０1．
2018年の──五輪は平昌で行われます
０2．
力士が踏むもの
０3．
ツルのものは長く、
カモのものは平たい
０4．
尺八やフルートはこの仲間
０5．
医師に処方してもらうものの一つ
０7．
ずいぶんと──が飛躍しているなあ
10．
銀世界を眺めて楽しむこと
12．
日本──が寒波に覆われた
13．
スマホで明日の天気──を調べた
14．
漢字で書くと最中。あんの入った和菓子
です
17．
桃太郎の場合は犬・猿・キジ
19．
鬼の頭に生えています
20．
バレンタインの本命チョコに込めます

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？

山菜

タ テのカギ
０2．
友人の結婚をみんなで──した
０6．
魚の下ごしらえの際に取ることも
０8．
将棋に似た西洋のゲーム
０9．
五輪で１位の選手がもらうメダルの色
10．
温めた豆乳から引き上げます
11．
アルバイトの面接を受ける際、書いて持
っていくことも
15．
ドストエフスキーの著書『──と罰』
16．
寒い日にはポッと赤くなる人も
18．
ボルトと組み合わせて使います
20．
セーフの対義語
21．
模試では合格の──が80％だった

10

やまいき
黒皮かぼちゃ

応募方法・締切

まろやかな甘みときめ細やかな舌触りが特
徴。宮崎伝統野菜をぜひご賞味ください！

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4月号です。

〒880-0813

月号係

2

※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。

12月号の答え
「トルコイシ」

宮崎市丸島町１番 号
ＪＡ宮崎中央

62

めぐみ

2月20日㈫

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。

12月号のプレゼント

完熟金柑たまたま(1kg)
阿南 裕子さん
宇都宮知子さん
甲斐喜志子さん
加藤 玉子さん
河野 温子さん

川平 涼子さん
後藤ゆかりさん
高橋 信男さん
中山
武さん
東
保子さん

おめでとうございます。今月の応募は101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

2018.２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★インスピレーションがさえる時期。ふとしたひらめきを大切にして。人間関係は皆の調和を第一に考えると好転

り
しっか
て、
積み立
り
がっち
ト
サポー

安心で豊かな
老後を

農業者年金

農業者年金は、経営者はもちろんご家族、後継者も加入できる

３

で、年間60日以上農業に従事する60歳未満の方であれば、ど

でも、死亡した翌月から80歳到達月までに受け取れるはずで

80歳前に亡くなっても遺族に死亡一時金！

制度です。
国民年金の１号被保険者
（保険料納付免除者を除く）

年金は生涯支給されます。
仮に80歳到達月前に亡くなった場合

なたでも加入できます。

あった農業者老齢年金の現在価値に相当する額が、
死亡一時金

５つのポイント

農業者年金の
１

少子高齢時代に強い積立方式！

自ら積み立てた保険料とその運用益により将来受け取る年金
額が決まる積立方式（確定拠出型）です。少子高齢時代でも非
常に安定的な財政方式の年金です。

２

保険料はいつでも変更できます！

保険料は月額2万円〜6万7千円の間で、
千円単位で自由に決め
られ、
農業経営状況や老後設計に応じていつでも見直せます。

としてご遺族に支給されます。

４

保険料の社会保険料控除で大きな節税！

保険料は全額が社会保険控除の対象で、支払われる年金にも
公的年金等控除が適用されます。
死亡一時金は非課税です。
農
業者年金基金が保険料を運用して得られる収益（保険料の運
用益）
も非課税です

５

認定農業者など担い手には保険料の補助！

農業者年金制度は、農業経営が確立されずに農業所得が低い

時期(若い世代)を厚く支援するため、
一定の要件を満たす農業
の担い手に対して、
保険料の国庫補助が設けられています。

※詳しくは各統括支店管理課または農業委員会事務局へおたずねください。

入居者募集
アパート、マンション、貸家の入居者を募集しております。
◆清武地区、木花地区を中心に宮崎市内全域に物件を取り揃えています。
◆学生向け、ファミリー向け、多数あります。宮崎大学近隣にも多数あり！
◆ご相談だけでもOKです。お気軽にご来店下さい。
◆営業時間 月曜〜金曜（８
：
３０〜１７
：
３０）
※２月から４月８日㈰までは、土・日も営業
お問い合わせ・ご相談

JA宅建情報プラザ
（ハンズマン清武店より田野方面に６００ｍ、JA加納支店の隣）

宮崎市清武町加納４丁目１ ☎85-6071
JA 情 報 宅 建プラ ザ

『取り扱い物件』
はこちらから

お手 持ちの 携 帯 電話から、いつでも
どこでも簡 単に物件が調べられます。

2018.２月号

めぐみ

18

（１，
０００円以上のお買い上げで１回！はずれ無）

２月の

イベント 情 報 ︵予定︶

第３土曜日
お楽しみ抽選会の日

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

募

林・都
城

6号

道

ローソン

17

中

至小

県道2
県

集
10

352

ビタミン館
P

宮崎市街方面出口
（左折専用）

大
淀
川

号

!!

花見橋

定例理事会
平成２９年１２月２７日㈬ ＪＡ ＡＺＭ 大研修室
1
2
3
4
5

平成29年度 第３四半期末事業実績および年度末見込みについて
ミニトマト選果施設の増設について
償却・引当基準の一部改正について
特定個人情報取扱規程の一部改正について
「臨時職員就業規則」及び「定年職員再雇用規程」の一部変更
並びに「定年職員再雇用規程（無期転換者）」の設置について

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

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）

もしものときは
お電話を

【人事異動】
平成２９年１２月２３日付
長友 真由美 育児休業（南宮崎支店 融資課）

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
今月号から表紙とご紹介ページのテーマを「がんばり屋〜頑張る人には福が来
る〜」としてスタートしました。管内の農業にかかわりがありがんばっている
方を個人・団体問わずご紹介していきます。私もがんばり屋になって、明るく

19

2018.２月号

めぐみ

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

プリエール宮崎

平成３０年１月５日付
木ノ上 恵奈 赤江支店 共済課 共済係（育児休業）

楽しい話題をみなさまにお伝えしたいと思います。よろしくお願いします。

清武ホール
花ヶ島の杜
佐土原の杜
田野ホール

小

新規就農研修生の募集について
１．
研修事業の目的
将来、農業で自立を目指す農業後継者や新規就農者等を受け入れて、農業技術や経営手法等についての研修を実施し、
農業の担い手を育成する。

２．
募集要領
ＪＡ宮崎中央では、以下の要領で研修生を募集する。
研修条件：・農業に対する固い意志と意欲がある農業後継者や新規就農希望者で、研修終了後も引き続き市・町内に居住し、
就農できる者
年
齢：１８歳以上概ね５０歳まで
研修期間：原則として１年間。
（但し、事業主体が認めた場合は1年延長可）８月１日から翌年７月３１日を研修期間とします。
研修方法：ＪＡで定めるカリキュラムに基づき研修する。
（2年目については自己管理研修とする）
研修作物：ＪＡの重点作物の中から選定（きゅうり・ミニトマト等）
募集人員：希望者数及び受け入れ体制により決定（10名程度）
募集期間：２月１日より４月２７日まで（２７日必着）
研修助成金：国による助成金制度あり【農業次世代人材投資事業（準備型）…１５０万円／年】
（上記要件を満たさない場合は、
ＪＡ・市町の助成金…１２０万円／年）
各種資格取得：研修期間中に必要な資格等の取得
就農支援：就農への必要な支援（ハウス、農地、補助事業、資金対応、技術・経営指導、販売、その他）

３．
研修生の決定
入所を希望される方は、書類審査、面接審査に合格した者を研修生として決定する。
※研修を希望される方は農業研修申込書に必要事項を記入の上、下記へ郵送若しくはＪＡ宮崎中央各支店より送付下さい。詳しくは下記へお問い合わせ下さい。

〒880-0036 宮崎市花ヶ島町鴨の丸829-1 JA宮崎中央 営農部営農企画課 新規就農者係 ☎0985-31-0519

絵と文山本俊六郎

いろんな占いありますが︑

ホームページ：http://chuou.ja-miyazaki.jp ブログ：http://jamcblog.miyachan.cc

新聞︑雑誌︑占い師︑

2018（平成30）年1月20日発行／毎月1回発行
■発行／JA宮崎中央 ■編集／総合企画室企画開発課／〒880-0813 宮崎市丸島町1番17号／TEL0985-20-1001

見立てがそれぞれ違います︑

人相︑手相︑姓名判断︑

星占いに︑トランプ占い︑

四柱推命︑九星気学︑

タロット占いに︑占星術︑

どれもこれもがバラバラで︑

どれを信じていいのやら︑

迷える子羊︑迷います︑

宝くじとおんなじで︑

当たらなくても︑

文句なんかは言えません︑

あっちやこっちの占いの︑

良いことだけを信じつつ︑

今日もいいことありますように︑

明日もいいことありますように︒

※広報誌めぐみは
HPからもご覧いただけます
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