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支店代表者会

ほっとトピックス
はぴすのわ
・国富支店・畜産部
・田野支店・宮崎支店
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ニラ生産者

井上

秀幸さん

お月見に水に揺れる菊の花を

デザイン・製作 ● 吉野花壇（代表）吉野恒男

＊花材（左から）
・スプレーギク
・ヒペリカム

〜神無月〜

＊ワンポイントアドバイス
９月９日の「重陽の節句」
か ら 菊 を 使 用 し ま し た。
（ほっとトピックスでもご
紹介☆）自分好みの水盤に
水を入れ、好きな色の菊を
単色で使用したり、たくさ
んの花を浮かべたり、ぜひ
自由な発想で。自然な感じ
が可愛いですね。
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井上 秀幸さん

たニラを母フミ子さんと出荷調整

度を保つために早朝３時に収穫し

ニラの収穫時期を迎えており︑鮮

幸さん︒取材に伺ったときは露地

国富町深年でニラ生産を行う秀

年寄りまで喜んでくれることが嬉

だ勉強中︒けれど︑子どもからお

えるものもあり︑奥が深くまだま

した︒
﹁マジックは数年かけて覚

マジックの勉強を本格的に始めま

らニラ生産に切り替えると同時に

しいですね︒
﹂と笑顔で話してく

作業を行っていました︒

そんな秀幸さんが農業の忙しい

れました︒

生産者とマジシャンとしてそれ

時期を迎えながらも頑張るのは

﹁マジック﹂
︒本格的な勉強を始め

ぞれでがんばる秀幸さん︒
﹁農業

として公民館や祭り等の各種イベ

たちに幅広く出会え楽しい︒これ

をしているだけでは出会えない人

だるま

て 年︒マジシャン﹁井上 達磨﹂

ントや福祉ボランティアとして老

22

れました︒

りたい︒
﹂と意気込みを話してく

人ホームで披露しているそうです︒ からも人の心を動かせるよう頑張

元々は養豚業を 年していた秀
18

幸さんは︑両親とともに 年前か

めぐみ
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て︑行政や中央会などとも連携し
な が らあらゆる対応方策を検討して
いきます︒

にあります︒加えて︑労働力確保にあ

ほど労働力が不足しているという傾向

するほど︑畜種農業では多頭化を図る

耕種農業では面積の拡大や収量が向上

力不足が大きな課題となっています︒

畜産物輸送など︑産地全体として労働

業の現場︑Ｊ Ａ選果場や畜産団地︑農

見が全ての支店から出されました︒農

農業現場での労働力不足に関する意

また販売対策や生産コスト抑制につい

の連携により対応を図っていきます︒

物の産地維持対策も含めて関係部署と

ます︒高齢化が進む状況にある露地作

出しており︑全国的にも注目されてい

組みにより1１０名の新規就農者を輩

部会・Ｊ Ａ・行政が一体となった取り

修事業や新規就農者入植団地事業など

す︒Ｊ Ａ宮崎中央では︑新規就農者研

持対策についても意見が出されていま

新規就農者確保や露地野菜の産地維

たっては︑雇用募集や賃金ばかりでは

ても多くの意見が出されています︒生

地域農業振興に関する事項

なく︑トイレ設置や着替え場所の確保

支店代表者会
保︑賃金等の費用負担などの受入要件

ど被害軽減対策に関する意見も出され

ともに︑イチゴの高設栽培への移行な

﹃宮崎県﹁県域Ｊ Ａ﹂構想案﹄には︑

宮崎県の農業・Ｊ Ａの課題解決のため

4

めぐみ

2018.10 月号

に見舞われている状況を踏まえて︑行

政と連携した更なる対応強化を図って

いきます︒

畜産部門での堆肥対策や支店への消

毒槽の設置要望︑農畜産物消費拡大方

策に関する事項︑輸出対応に関する事

項︑さらに年金友の会︑資産管理部会︑

女性部から会員の拡大に向けた要請と

活動の活性化に向けての提言なども出

されています︒

Ｊ Ａ事業に関しましても︑職員の商

品知識向上や接客接遇に関する要望な

どが出されています︒早急に改善を図

ってまいります︒

宮崎県﹁県域Ｊ Ａ﹂研究協議会が作

県 域Ｊ Ａ構 想 に 関 す る 事 項

成しました資料﹃宮崎県﹁県域Ｊ Ａ﹂

産部会と一体となって更なる対策強化
甚大な被害をもたらしている台風等

など受入側の環境整備についても重要

の自然災害への対策について︑昨年の

を図っていきます︒
また︑関連して外国人実習生につい

構想案﹄に基づき意見交換を実施致し

になっています︒
ての意見も多く出されました︒外国人

台風 号の災害復旧支援活動のお礼と
を満たす必要があります︒労働力確保

ました︒本年度も全国各地で台風被害

ました︒

実習生については年間雇用︑住居の確

については︑産地全体の課題ととらえ

22

意見の
ご報告

8月28日・30日・31日に各統括支店において組織代表者（全支店合計279名が参加）、非常勤理事、常勤役員及び本
店・支店職員が参加し、支店代表者会を開催致しました。今年で4回目の開催となります。
支店代表者会は、農業振興、地域への貢献、ＪＡ事業などついて、各支店の組織代表者とＪＡ役職員が徹底的に議論
し、今後のＪＡ運営についてどう取り組んで行くのかを考えていく事を目的としています。今年は、県域ＪＡ構想に
ついても熱心な意見交換が行われました。誠に残念ながら、紙面の都合上、全てのご意見を掲載出来ません。意見交換
の概要を報告致します。

そして今回の支店代表者会における意

意見交換会︵組織代表者 名が出席︶︑

県域全体を俯瞰し︑Ｊ Ａグループ宮崎

見交換の実施です︒これらの会合には︑

の手段として﹃既存の枠に捉われず︑
の機能を最大限に発揮するため︑ Ｊ

67

Ａと中央会・連合会を含む﹁県域Ｊ

延べ375名の組織代表者が出席され

回Ｊ Ａ宮崎県大会で︑方向性の確認

を行います︒﹄としています︒

します︒
■性急な議論により県域Ｊ Ａ構想を急

いではいけない︒慎重な協議・検討

ということではなく︑組合員メリッ

合併しない﹂という判断をすぐに行う

Ａグループ全体にわたる詳細な検討

い︒県内Ｊ Ａや県連︑子会社などＪ

■県域Ｊ Ａについての検討資料が乏し

が必要である︒

ト・デメリットを含め︑各論について

産部会等の代表者が参集した会合︵Ｊ
Ａ宮崎中央から 名参加︶︑8月8日

Ｊ ＡとくらべてＪ Ａ宮崎中央

■生産部会︵部会員︶による検討が不

可欠である︒
■組合員に県域Ｊ Ａ構想検討の経過や

情報を十分に伝達して欲しい︒
県域Ｊ Ａ構想につきましては︑今後︑
組織代表者をはじめ組合員皆様へ
の情報提供と十分な協議を重ねて
参ります︒皆様のご理解とご協力
をお願いいたします︒

Ａコープ関係
Ａコープ本社と各店舗の店長に出席
して頂きＡコープ事業に関しての意見
交換を実施しました︒地元産農畜産物
取扱拡大や商品の改善に関する事項︑
女性部・Ｊ Ａ支店・Ａコープが連携し
た企画の継続実施︑Ａコープ商品券の
取扱やポイントカードに関する事項な

ＪＡ宮崎中央は耕種・畜種両

部門にわたって全国トップクラ

スの産地としての地位を確立し

ています︒この産地力を維持し

ていく事が︑安定販売や生産資

材仕入力強化につながり︑組合

員皆様の所得安定と経営安定に

とって極めて重要なことである

農協改革︑組合員の高齢化や

と考えています︒

担い手不足︑顕在化する労働力

不足︑国内外の政治経済情勢な

ど︑農業やＪＡをめぐる情勢は

厳しい環境にあり︑対応手段と

して県域ＪＡ構想の議論もはじ

まりました︒

このような時だからこそ︑Ｊ

Ａ宮崎中央は︑組合員の皆様と

徹底した議論を行い︑生産者組

織や生産部会と一体となって︑

農業者と地域の未来が持続可能

組合員目線に立った事業展開を

なものになるために︑より一層

Ａコープからは︑これらの意見要望を

推し進めたいと考えております︒

ど︑多くの要望・提言が出されました︒
踏まえ更なる店舗運営の充実を図りた

今回の支店代表者会で頂きま

した貴重なご意見・提言を活か

したら︑最寄りのＪＡ店舗・事

いとの返答がなされております︒

しながら︑信頼され必要とされ

るＪＡづくりを進めて参ります︒

今後も組合員の皆様がお気付き

の規模・経営力は非常に大きい︒県

業所までご意見をお寄せ下さい︒

になられたことなどがございま

域Ｊ Ａによる組合員メリットは見い

りがとうございました︒

ご参加頂きました皆様︑誠にあ

教えて欲しい︒

■他県の合併状況や県内Ｊ Ａの動向を

だせるのか疑問である︒

■県内

示して欲しい︒

場合のシミュレーションも作成・提

崎中央が県域Ｊ Ａに参加しなかった

資料を提示して欲しい︒またＪ Ａ宮

現在は︑組織代表の方々からのご意
見を伺うという段階にあります︒具体
的には︑1月の新聞報道を受けて2月
７日に情勢報告会を開催︑7月 日・
日に県内13Ｊ Ａの組合員組織・生

23

13

う内容です︒

の具体的な検討をこれから始めるとい

これは県域Ｊ Ａとして﹁合併する・

以下に︑出された意見の概要を記載

ています︒

れており︑その上で﹃ 月開催予定の

Ａ﹂構想の検討に着手﹄したと記載さ

13

組織整備委員会ならびに 月開催の第

10

11

にＪ Ａ宮崎中央内の組織代表者による

29

めぐみ
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ほっとトピックス
8月16日

宮崎茶

旅のお土産にいかがですか？

８月７・８日

ＭＲＴラジオ

制作現場を体験

㈱ジェネラルフォース宮崎中央は16・17日、宮崎ブーゲンビ
リア空港で販売している管内産の茶葉を使用した宮崎茶のPRを
行いました。
試飲には爽やかな香りと甘味が特徴の「ミント緑茶」を用意
し、乗客らに振る舞いました。商品は緑茶や紅茶の全６種類でお
土産として手に取りやすいデザインとなっており、多くの方が足

業務体験

リポート体験

８月７日から２日間、
ＪＡ宮崎中央プレゼンツ「ＭＲＴラジオ
キッズ2018」が行われ、県内小学生10名が参加しました。

を止め商品について尋ねました。

初日は、スタジオでラジオの業務体験や実際の収録の現場を見
学。２日目には、JA総合選果場を訪れレポート体験を行いました。

8月28日

みんなでお米を食べよう！

8月28日

農畜産物贈呈で

球団を応援！

特別栽培米についての講話

うまい米づくり研究部会はＪＡと
行政と連携し、
「特別栽培米コシヒ
カリ」を宮崎市内小中学校73校へ提
供しました。これに合わせて、宮崎
みやざき中央農産物ファン拡大事業委員会は、サンマリンスタ

市立国富小学校でお米についての講
話や学校給食交流会を開きました。
徳地豊会長は提供したお米の栽培法

給食交流会

や歴史について説明し、生徒たちの疑問について答えました。
今年で初めての取組みとなったお米提供と学校給食交流会。生
徒たちはいつもと違うお米の味に大満足でした。

10

月のあなたの運勢
牡羊座 3/21〜4/19

ジアム宮崎で行われたプロ野球パシフィック・リーグ公式戦でオ
リックス・バファローズと日本ハムファイターズの球団へ農畜産
物の贈呈式を行いました。
宮崎牛とJA宮崎中央管内産・旬の青果物盛り合わせを贈り、
管内農畜産物をPRしました。

占い師 モナ・カサンドラ

全体運★勢いがつき過ぎて空回りするなど、バランスを崩しがち。時々一歩引いて、自分の行動を冷静に見詰め直して

2018.10 月号

めぐみ

6

宮崎海洋高校へ新米贈呈

８月29日
JA宮崎中央は、ハワイ沖で長期乗船実習を行
う宮崎海洋高校に新米宮崎コシヒカリ200㎏と
はぴすデザイン入り日向夏ドリンク1,200本を
贈呈しました。５月に行われた祭り「食フェス
タinみやざき」でマグロの解体ショーと振る舞
いを実施していただいた感謝を込め、また長期
実習を安全で元気に行えるよう激励を込め贈り
ました。

外国人実習生

農業技術を学ぶ

８月29日

㈲ジェイエイファームみやざき中央は、国富町の「次世
代施設園芸団地」でインドネシアからの外国人技能実習生６
人を受け入れ、歓迎式を行いました。今回の受け入れは３期
生となり、現在も12人の実習生が在籍しています。実習生
は３年の期間の中で最新の農業技術を学び、帰国後はインド
ネシアの農業の発展へ貢献していくこととなります。

平成３０年度実習生

８月28日
９月７日

「重陽の節句」に贈る菊の花
８月28日、JA宮崎中央菊部会は宮崎市
役所で戸敷正市長へ輪菊を使用した花束の
贈呈を行いました。また９月７日には、国
富町役場で管内生産者が所属する国富町花
卉振興研究会が中別府尚文町長へ花束の贈

宮崎市役所にて

呈を行いました。
これは９月９日の重陽の節句（別名「菊
の節句」とも呼ばれます）に伴い行われま
した。
花束には宮崎市と国富町で栽培された菊
国富町役場にて

7

2018.10 月号

めぐみ

牡牛座

4/20〜5/20

が使用され、花束を綺麗に彩りました。

全体運★心理的に不安定になりやすいかも。難しく考えず、気楽に構えるのがベストです。気分転換には散歩がお勧め

８月１１日、第４８回国富
町青年団盆踊り大会が
開催されました。国富町
青年団とは、国富町役場
職員と農協職員の若手
で構成された団体です。
国富統括支店職員１９人
が参加し、浴衣を着て来
場者と国富音頭を踊り、
また○×ゲームなどで交
流を深めました。

国富支店

わ

はぴすも
た！
参加しまし

女性 職員は
浴 衣 姿 で参 加 ☆

８月２３日、酪農部会は佐土原町の中央ヴィラこど
も園で「モーモースクール」を開催しました。同部
会石川幸次さんを講師に乳牛についての学習や搾
乳体験、アイスクリーム作り体験を行い、園児らに
牛乳や酪農の魅力を伝えました。

は ぴすの

牛さんについて
お勉強

畜産部
みんなで協力して
アイス作り

石川さ
ん
お手 伝 も
い

美味しくできたよ♪

田野支店
７月20日、田野支店は女性部と職員との交流会を行いまし
た。この会は昨年より行っており、役職員７１名と女性部４１
名が参加。
女性部の方より、日頃JAを利用して思うこと、これから共に
活動していく中での意見交換会としてとても有意義な会とな
りました。

双子座

5/21〜6/21

女性部川添部長より
あいさつ

全体運★楽しい出来事に縁があります。お祭りやイベントに参加し、にぎやかに過ごして。新しい才能を発見できることも

2018.10 月号
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ャーと
ジ
ン
ウマイ コラボ
の
はぴす

７月１７日、宮崎支店職員は「江平子安観音大祭」に
参加しました。職員は完熟マンゴーの振る舞いを行い
ました。またステージイベントでは子どもたちへの抽
選会やＪＡ鮮隊ウマインジャ―とはぴすのショーを行
いました。

宮崎支店
８月１８日、宮崎支店で地域住民による「権現自治会夕
涼み会」が初めて開催され、職員１０名が参加しました。
祭りではかき氷やポン菓子、ダンスなどの披露もあり、
支店職員は焼き鳥を販売して祭りを盛り上げました。

正 組 合 員 を 募 集 しています！
JA宮崎中央の正組合員となって、地域で暮らす協同組合の仲間として、
JA事業や活動に参画してみませんか？

キャンペーン
実施期間

９月３日〜10月31日

ご加入 キャンペーン実施期間中に正組合員へご加入いただ
特典 くと、
牛肉消費券（千円分）をプレゼント！
◎正組合員の加入には一定の条件と必要書類等がございます。

住所・氏名に変更があった場合

組合員の皆様の住所・氏名等に変更があった場合には、変更手続き
が必要となりますので、お近くのJA窓口までお越しください。

○手続きに必要なもの
・印鑑（シャチハタ不可）
・新しい住所、氏名に変更したことが分かる公的確認書類
（運転免許証・健康保険証など）

9

2018.10 月号

めぐみ

蟹座 6/22〜7/22

全体運★ちょっとしたことでイライラしやすい暗示。人の言葉を悪意に取らないよう、注意して。手作りアイテムにつき

おいしく食べて 今日もスタート

茨城県笠間市にある「キッチン晴人」オーナーシェフ 永井智一

お米で健康 〜みそ汁の栄養〜
くらしのページ

んから︑日本人に欠かせない

きたと感じることはありませ

りみそ汁︒ご飯やみそ汁を飽

ワカメなどの海藻にはマグネ

予防には欠かせません︒また︑

定させる作用があり︑高血圧

ます︒カリウムには血圧を安

芋などにはカリウムが含まれ

料理の一つです︒昨今の﹁減

シウムが含まれ︑代謝を促し

ご飯のお供といえば︑やは

塩思考﹂から控える人がいる

と い う こ と も 耳 に し ま す が︑ てくれます︒カリウムやマグ

そ汁は生活習慣病予防に役立

ネシウムはゆでると流れ出て

つといえるでしょう︒塩分が

しまうため︑丸ごと取れるみ

みそ汁の調味料である︑み

みそ汁の栄養ポイントをご紹

その原料は﹁大豆﹂です︒大

気 に な る 人 は 具 材 を 多 め に︒

介しましょう︒

豆に塩やこうじを入れて発酵

鳥です︒

野菜が多く取れるので一石二

さ せ た 物 が み そ に な り ま す︒ 汁 の 量 を 減 ら す こ と が で き︑

大豆はタンパク質の他︑ビタ

みそ汁はご飯と一緒に食べ

ミンB群をはじめとしたビタ

ミンやマグネシウム︑カリウ

れ︑消化されやすくうま味も

ンパク質がアミノ酸に分解さ

れが発酵されることによりタ

ご存じだとは思いますが︑こ

食物繊維を豊富に含むことは

が︑みそ汁に旬の野菜をふん

タミンは米には含まれません

ン C︑
β︲カ ロ テ ン な ど の ビ

れています︒さらに︑ビタミ

リジンがみそには豊富に含ま

不足しがちな必須アミノ酸の

ム を は じ め と し た ミ ネ ラ ル︑ ることが多いですが︑ご飯に

増すなどのメリットがあるの

す︒ご飯にない栄養素も補給

だんに使うことで補給できま

気になる塩分は︑みその種

です︒

できるみそ汁は︑ご飯と最高

1杯当たり ｇ です︒2人分

で300㏄ のだし汁

に対して大さじ1杯

の み そ を 溶 か せ ば︑

1人分1ｇ 強で済み
ます︒

みそ汁には具材を

入れますが︑野菜や

株式会社エミッシュ代表取締役︒
代表︒管理栄
Love Table Labo.
養士︑雑穀料理家︑フードスペ
シ ャ リ ス ト︑１級 惣 菜 管 理 士︑
健康食育シニアマスター︑漢方
養生指導士︵漢方スタイリスト︶
︒
著書に﹃女子栄養大学の雑穀レ
出版︶
﹃おなかやせ
シピ﹄
︵ PHP
定食﹄
︵主婦の友社︶などがある︒

柴田真希 ︵しばたまき︶

の組み合わせなのです︒

類にもよりますが 〜 ％く

13

らいで︑淡色辛みそで大さじ

10

❸ ❶を器に盛り付 け、❷を上 から回し掛
け、刻んだミツバをあしらい出来上がり。
❶ フライパンでタマネギのみじん切りを炒
めて冷まし、Ⓐの他の材料を全て合わせ
てよくこね成形して焼く。

10

めぐみ

2018.10 月号

全体運★コミュニケーション能力が急上昇中。初対面でも笑顔で声を掛け、人脈のネットワークを広げて。オフ会も幸運

獅子座 7/23〜8/22

2.2

❷ Ⓑの材料を全て鍋に入れて沸かし、水
溶き片栗粉でとろみをつける。

作り方

材 料（2人分）

きのこたっぷり和風ハンバーグ

な が い ともかず
ハレジン

今月の朝ご 飯

Ⓐハンバーグ

タマネギみじん切り ……………… 1 と1/2 個分

豚ひき肉…………………………………… 300ｇ
塩 ……………………………………………… 5g

おろしショウガ ………………………… 小さじ 1
ナツメグ、こしょう ………………………… 適宜
Ⓑきのこあん掛け

しょうゆ・酒・みりん ……………… 各大さじ 2

かつおだし ……………………… 1 と 1/2 カップ

きのこ（マイタケ・シメジ・ナメコ・エノキタケなど）
…………………………………………… 100ｇ
ミツバ ……………………………………… 1/2 わ

水溶き片栗粉…………………………… 大さじ 2

管理栄養士・雑穀料理家 柴田真希

普通期水稲
Rice

水管理
登熟期は間断かん水︵３〜４日おきに水を入れる︶
を行います︒落水は収穫５日前が基準です︒早い落
水は白未熟粒の発生を助長し︑収量減や品質低下の
原因になりますので︑間断かん水や走り水︵足跡に
水がたまる程度︶を行いましょう︒

大豆
Soy

収穫
収穫は水分のやや多い午前中か夕方に行ないまし
ょう︒
莢の色が褐色になり︑莢を揺らすとカラカラと音
がする時期が収穫適期です︒
乾燥・調整
乾燥調整は水分 ％以下で行ないましょう︒

Fruit

新ＲＢパワー１０００倍＋尿素５００倍のかん水
︵かん注︶
を ℓ／１樹実施しましょう︒
※樹勢の極端におちている園地のみ実施︒
４．病害虫防除
使用 対象病 農薬・
収穫前 使用
倍 数
時期 害虫
資材名
日数
回数
褐色
ランマン
収穫前
２０００ 前日
３
腐敗病 ︵フ︶
収穫
ハーベス
ハダニ
２００
終了後
トオイル
︽必須防除︾

-

３
-

２０００ 前日
５００

３

-

液( 液)剤

２０００ 前日

顆(溶 顆)粒水溶剤

ベフラン
︵液︶

バイカルティ
１０００
︵混用必須︶

Ｚボルドー

収穫前 使用
倍 数
日数 回数

※収穫前の台風襲来や降雨によって褐色腐敗病の発生
がみられます︒土壌表面及び樹冠下部への防除を
徹底しましょう︒
※ハーベストオイルは必ず収穫終了後に散布して下さ
い︒
農薬・資材名

スタークル
︵顆溶︶

対象病害虫
カメムシ
かいよう病
発生園
貯蔵病害
︽臨機防除︾

フ( フ)ロアブル

82

1,296,000

424,440

713,089

2,551

144

1,247,400

584,280

805,612

2,759

327

1,296,000

405,000

703,691

2,559

482

1,247,400

508,680

797,582

2,745

809

1,296,000

405,000

759,631

2,672
最 低

平均価格

宮

崎

雌
去勢

30

853,200

429,840

694,476

2,565

55

1,070,280

550,800

771,728

2,665

南宮崎

雌
去勢

59

1,017,360

405,000

657,024

2,476

108

1,246,320

508,680

785,540

2,772

田

野

雌
去勢

41

901,800

453,600

693,623

2,610

65

1,014,120

567,000

774,908

2,702

佐土原

雌
去勢

66

1,141,560

545,400

741,321

2,613

61

1,139,400

639,360

851,801

2,847

高

岡

雌
去勢

49

984,960

541,080

707,532

2,552

49

956,880

663,120

792,124

2,664

国

富

セリ市

計

温州みかん
１．収穫
着色状況を見ながら︑収穫を行います︒
収穫前には必ず褐色腐敗病の防除を行いましょう︒
収穫時には︑必ず果実のヘタ部分の２度切りを実施
し︑軸長果にしないようにしましょう︒
︵長い軸が他
の果実に当たり︑腐敗の原因になります︶

※台風襲来後︑かいよう病防除
・Ｚボルドー５００倍＋バイカルティ１０００倍
※褐色腐敗病とカメムシの同時防除
・ランマン フ( ２)０００倍とスタークル 顆(溶 ２)０００
倍が混用可能︒
１︶事前対策

５．台風襲来時の対策
風当たりの強い圃場では︑枝裂け防止に分岐部の結
束や枝の固定を実施します︒また︑防風垣と排水溝の
整備を行いましょう︒

ランマン フ( )２０００倍

・ かいよう病対策 ･･･
Ｚボルドー５００倍＋バイカルティ
１０００倍
・ ハモグリガの被害を受けた夏秋梢は特にかいよう病に
感染しやすいので注意しましょう︒
・ 収穫間近の園地及び収穫中の園地では褐色腐敗病の対
策も行いましょう︒
２︶事後対策

倒伏樹は直ちに起こして根元に覆土し︑裂枝で利用
できない枝は切除します︒落葉の激しい樹は枝幹の日
焼け防止を行います︒園地の災害は早くに復旧し︑収
穫作業や栽培管理に支障がないようにしておきましょ
う︒
︽詳しくはＪＡ果樹担当指導員までお問合せください︾

最 高

雌
去勢
雌
去勢
総体

合

︻ 腐敗の原因 ︼

①コンテナによる押さえ
②収穫時の落果による傷み
③ハサミや枝によるによる刺し傷
④運搬時による傷み
２．夏秋梢の処理
夏秋梢は９月頃に除去するとまた新しい芽が出てく
︵切除時期
るので︑ 月中旬以降に切除しましょう︒
目安 最低気温 ℃以下︶
３．樹勢回復
収穫終了後は︑施肥・葉面散布・液肥かん水を実施
し︑樹勢回復に努めてください︒
①施肥

宮崎みかん有機１号を ａ当たり１００㎏施用しま
しょう︒
※かんきつ肥料・オルガフルーツでも代用可能
②葉面散布

③液肥かん水

頭数

月期

性別

20

〈混用散布〉

kg単価（円）
地 区

８

25

15

15

尿素５００倍 又は パワフルグリーン２号８００倍
を交互に 月上旬まで５〜７日間隔で３回以上実施し
ましょう︒

10

全体運★人を当てにすると、思わぬもめ事を招きがち。自分のことは自力でやった方が、ラッキーな結果を得られます

乙女座 8/23〜9/22

めぐみ

2018.10 月号

11

10

11

畜産部だより

平成30年８月20日〜21日

種類の冷や汁が完成！参加者は美味しい冷

性を対象に「ヨ

ガ教室」を開講

←野菜の切り
方を学びます

なプランターに市販の培養土を

号︵ ㎝ ︶以上の鉢や大き

空を向いて付くから空豆︑さや

入れ︑日当たりと風通しの良い

ソラマメは漢字では︑さやが

が蚕に似ているから蚕豆と書き

月上旬が種まき適期です︒鉢

10

マメの秋まき栽培の北限は同県

培の産地ができるまでは︑ソラ

築館町︵現栗原市︶に春まき栽

ぐろ﹂を斜め下に2〜3㎝ の深

株間 ㎝ に2〜3粒を︑
﹁おは

なら真ん中に︑プランターなら

1980年代に宮城県北部の

ベランダで育てます︒ 月から

30

ます︒

10

11

当時は宮城県以北ではソラマメ

す︒

でに間引きして１本立てにしま

月と︑生育が盛んになり始め

追肥は耐寒力をつけるための

ソラマメが初日に最高値で取引

場では房州︵千葉県︶の初物の

夏場所︑秋葉原の旧神田青果市

撲が蔵前国技館で行われていた

いと夏を迎えられません︒大相

江戸っ子はソラマメを食べな

を敷きます︒冬の間は乾燥気味

のために︑株元にわらや腐葉土

いことがあります︒防寒と保湿

茎葉ばかり茂ってさやが付かな

します︒窒素肥料が多過ぎると︑

る2月に1000倍の液肥を施

鹿児島産のソラマメが年内から

には土の表面が乾く程度にしま

り過ぎは根を傷めるので︑夕方

ます︒キッチンガーデンなら︑

した瞬間から鮮度が落ちていき

きのまま流通しています︒収穫

横から下向きになったら収穫適

膨らんで︑上向きだったさやが

他は切り除きます︒さやが十分

で︑元気な物を5〜6本残し︑

春に分けつした茎が伸びるの

す︒

新鮮取れたてのソラマメを味わ

期です︒

種苗管理士︑土壌医︒種苗会社に勤務
したキャリアを生かし︑土作りに関し
て幅広くアドバイスを行う︒

藤巻久志 ︵ふじまきひさし︶

うことができます︒

とすぐに硬くなるので︑さや付

ソラマメの豆は空気に触れる

出回っています︒

値下がりしていきました︒今は︑ 午前中に水やりします︒水のや

にし︑生育が盛んになったら︑

ている人もいました︒

にさやごとゆでるものだと思っ

の流通はなく︑エダマメのよう

南部の村田町とされていました︒ さに押し込みます︒本葉2枚ま

25

され︑千秋楽に向かって徐々に

12

しました。講師
ヨガ体験

12

めぐみ

2018.10 月号

全体運★やる気がアップして、いろいろなことにトライしたくなりそう。過去に駄目だった事柄にもリベンジできる兆し

天秤座 9/23〜10/23

参加者

ながらも、女性部や保護者の協力のもと２

藤巻久志

土壌医

ソラマメ（マメ科ソラマメ属）
ベランダでできる
キッチンガーデン

佐土原支店女性大学・
ヨガ教室開校
Ａコープ佐土原店・平田さんによる新鮮
野菜の見分け方学習

や汁に大満足でした。

紹介
女性 部活 動
夏休み料理教室

８月24日、佐土原女性部は小学生への食

育夏休みイベントとして「冷や汁料理教
室」を開きました。

野菜を切ったりなど慣れない作業に苦戦し

８月７日、佐土

原地区在住の女

にわくわく元気運動協会代表の濵砂道世先

生を招き、参加者９人は健康な身体づくり
に汗を流しました。

参加者は、初めてのヨガで難しいと思った

が気持ち良くリラックスできたと感想を話
されました。

目指せ
窓口ＮＯ. !!

１

接客応対コンクール開催

８月４日、貯金窓口担当のスキルアップの為、接客技術やセールス技術を競う「接客応
対コンクール」が開催されました。優勝は那珂支店の種子田絵里香職員となりました。
会場には各支店が作ったアイデアあふれる支店紹介ポスターが飾られました。各支店に
掲示していますので是非見に来てください！

窓口で
す☆
お待ちしていま

13

2018.10 月号

めぐみ

蠍座 10/24〜11/22

全体運★強引に物事を進めるのには向かないものの、周囲と協力することで、状況は改善するはず。気晴らしには足湯を

年間購読受付中 !!

◎年間予約購読［前納］読代（税込）

誌
年間購読の期間：2018年12月号〜2019年11月号
１年分を前納すると普通月号の１か月分が割引となります。

名

年間定価

無償分

前納誌代

家 の 光

9,240円

617円

8,623円

地

上

7,396円

606円

6,790円

ちゃぐりん

6,042円

483円

5,559円

※原則として、年間予約購読［前期］の中途解約はできません。

お申し込みはお近くの支店窓口へ
射手座 11/23〜12/21

全体運★周りから良い影響を受けやすい時期。分からないことがあったら、一人で悩むより、相談してみるのが正解

2018.10 月号

めぐみ

14

ドローン免許取得希望者募集
【次回教習会開催予定日】

・平成30年10月22日（月）
〜10月26日（金）
・平成30年11月19日（月）
〜11月23日（金）

【教習時間】

ＡＭ 8：15 〜 ＰＭ 5：30 まで

【場

所】

ＪＡ宮崎中央

家畜市場（予定）

【対象機種】

ＤＪ
Ｉ社製 【ＡＧＲＡＳ ＭＧ-1】
※粒剤散布装置も搭載可能となりました！

【募集人数】

先着4〜5名

ドローンに関するお問合せは
ジェネラルフォース 河崎まで

最新情報
殺虫剤プレバソンフロアブル5が甘藷空中散布にも適用拡大！

☎0985-31-0532

「営農用灯油の助成」
を開始致します
目

的

高い生産性及び品質向上対策に使

助成時期

毎年３月に振込致します。

助成方法

JAからの供給数量（掛売カード）の

用した、灯油の助成を行います。
対象機器

①炭酸ガス発生装置

うち対象範囲以内の数量に応じて、

②温灌水設備

助成金を灯油引き落とし口座に振
込入金致します。

対象期間

10 月〜５月
申込方法

対象数量

2,000ℓ/１台当り

申込書の提出が必要です。

( 年間限度数量 )
助成金額

各支店営農センターまで、個別に
（毎年９月末まで）

営農用灯油１リットル当たり、2

※詳細につきましては、各支店営農セン
ターまで、お問い合わせ下さい。

円の助成。さらに、月曜〜金曜の
営農用灯油自己取りについては、
１リッター当り３円の助成。
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2018.10 月号

めぐみ

山羊座

12/22〜1/19

全体運★できる人と比べて、落ち込みやすい傾向がチラリ。
「人は人」と割り切り、自分のやり方やペースを大切にして

農業者の

J Aす まいる 通 信

みなさまへ
お知らせです
南宮崎支店LA

橋本

● 共済部 ●

を
こちら さい
だ
ご覧く
高岡支店LA

宮 崎 支 店 ☎24-4370
佐土原支店 ☎73-2994

宮崎支店LA

河野

永野

南宮崎支店 ☎85-6064
高 岡 支 店 ☎82-2112

田野支店 ☎86-1235
国富支店 ☎75-5195

私たち LA が
力になります !!
国富支店LA

高橋

水瓶座 1/20〜2/18

佐土原支店LA

井上

お問い合わせは各支店窓口へ
全体運★思い切って動けば、停滞していることも打破できそう。直感を信じ、やってみるとグッド。楽天的な発想が大事

田野支店LA
2018.10 月号

増田
めぐみ
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頭の体操

タ テのカギ

０1．
馬に乗る人のこと
０3．
マガモを改良して作られました
０5．
お金を借りると付くことも
０6．
日本海軍が造った世界最大の戦艦
０7．
軍配を持って土俵に上がります
０9．
神社で神事に奉仕する女性
11．
泡立ててメレンゲを作ります
13．
田畑を耕す道具の一つ
15．
首都はハノイ。米の生産が盛んな国です
17．
──あれば憂いなし
19．
野球でランナーが滑り込む所
20．
カトリックでは神父、
プロテスタントなら
21．
リレーの選手がつなぐ物

二重マスの文字をA〜Eの順に
並べてできる言葉は何でしょうか？

秋の味覚を集めましょう♪

ヨ コのカギ
０1．
ギーッチョンと鳴く秋の虫
０2．
図書館で専門的な仕事をします
０3．
海に潜って貝などをとる職業
０4．
目のこと。つぶらな──
０6．
ゆらゆらとバランスを取る玩具。長い腕
を持つ人の形をしています
０8．
子
（ね）
と寅
（とら）
の間
10．
警察官や消防士、裁判官はこれ
12．
黄門様のお膝元です
14．
決まった時間に寝起きする、──正しい
生活
16．
渦巻き模様が付けられた練り物
18．
二十世紀、新高などの品種があります

10

やまいき黒皮かぼちゃ
ココが
GOOD!!

宮崎伝統野菜。発送は12月中旬頃になります！
12月22日の冬至に是非☆

応募方法・締切

〒880-0813

月号係

10

※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。

８月号の答え
「ナツマツリ」

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12月号です。

めぐみ

10月22日㈪

62
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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。

８月号のプレゼント

漬物セット
井手上美紀さん
右立 順子さん
白波ふち子さん
甲斐きみ子さん
金丸香代子さん

川越
好さん
外山 房子さん
中原ミサ子さん
野村由三子さん
日髙衛里夏さん

おめでとうございます。今月の応募は75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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2018.10 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★何かと深刻になりやすい月。意識的にプラスだと思える部分を見るようにして。ヒーリング音楽でリラックスを

たかな漬けが一番最高で

野食品加工場のお漬物、
をいただきました！ありがと

林 可愛いイラストのお葉書

（宮崎市 金丸さん）

うございます☆

A女性部の活動やイベン

にもいることが嬉しいです。

中央のお漬物ファンがこんな

漬物の感想が届き、JA宮崎

しい一日を過ごすことができ

トにも参加して孫を連れて楽

になります。各支店のイベン

支店の取組みなどとても参考

くさんお話を聞かせて頂き楽

林 私も仲良しご夫婦からた

誌作り頑張ります！
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めぐみ

2018.10 月号

田
す。きざんでおにぎり、その
ま ま で お に ぎ り、 た か な チ
ャーハン！！
（宮崎市 岩切さん）
Aのたかな漬けが、県外
の友人に大好評。値段が

ます （国富町 とりちゃん）

ト、とてもすばらしく各

まだ食べたことのない人はぜ

（日南市 迫上さん）
林 日南市の方にもご購読い

す。

の発行を楽しみにしておりま

ます。これからも「めぐみ」

紙のおふたりの笑顔がと

ばろう！とパワーをいただき

ただき大変嬉しいです。県外

ても素敵です。私もがん

米を早速兄弟から頂きま

ました。今から金柑の時期が

の方からもお便りいただきま

表

ひ支店でご注文ください☆

J

チャーハンにして食べます！

林 た か な 漬 け、 私 も 好 き で

なので、常に買い置きがあり

喜んでくれます。私も大好き

個お土産に持参するととても

リーズナブルなので、２・３

J

たくさんのご意見・ご感想あ
りがとうございました！８月
号のお便りをご紹介します

した。宮崎のお米は美味

（佐土原町 ミキティさん） す。JA宮崎中央の取り組み

くるのが楽しみです。

新
しくて、漬物、梅干しで暑い

力、手間暇をかけて、気温や

しかったです。また笑顔の写

が多くの人へ伝わるよう広報

夏も乗り切れそうです。漬物

環境条件で美味しいのができ

が作られるまでは生産者の努

るのですね。ご苦労様です

（宮崎市 ひなたさん） 真で素敵な表紙ができあがり
感謝です！

不祥事にかかる最終ご報告

このたびの当 JA 元職員による不祥事 ( 宮日新聞 4/18 付報道 ) につきまして、最終的な関係者の処分、並び
に再発防止に向けた取り組みがまとまりましたので、下記の通りご報告申し上げます。
あらためて、日頃から当 JA を信頼し、お取引をいただいている組合員並びに利用者の皆様には、多大なる
ご心配とご迷惑をおかけしたことに対しまして、心からお詫び申し上げます。

１．関係者の処分について

・当 事 者：懲戒解雇
・関係職員：就業規則に基づき処分。
・役
員：弁護士等を含む第三者委員会より、常勤役員については、役員報酬一部自主返納の答申を受け、
自主返納を行います。しかしながら、非常勤役員についても、対外的な信用失墜、組合員の方々
に対して多大な心配と迷惑を掛けたことを含めて道義的責任をとり、常勤役員と同等に役員報
酬の一部自主返納を行います。

２．再発防止について

役職員が一丸となり、再発防止に向けて内部管理態勢の一層の充実・強化を図るとともに、信頼回復に向
けて全力で取り組んでまいる所存ですので、引き続き組合員及び利用者の皆様には、ご理解・ご支援を賜り
ますよう、よろしくお願い申し上げます。

宮崎中央農業協同組合
代表理事組合長 藤原 榮伸
外 役員一同

臨時理事会
平成30年８月８日㈬
1

宮崎支店会議室

役員責任調査委員会答申に基づく役員の処分について

以上1議案が、
可決・決定及び承認されました。

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

定例理事会
平成３０年８月２７日㈪
1

2
3
4
5

JA

AZM大研修室

平成３０年度燃油価格高騰対策セーフティネット事業にか
かる立替処理について
事務リスク管理規程の一部変更について
宮崎県JA経営基盤強化対策基金の造成（増資）について
職制規定（業務分掌表）の一部変更について
宮崎市道の駅高岡ビタミン館指定管理者応募に係る検討
について
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３０年９月１日付
黒木 彩 住吉支店 金融課 融資係（育児休業）

お詫び
めぐみ９月号の掲載内容に誤りがございました。
お詫びして訂正いたします。
頭の体操（18ページ）
「タテのカギ」と「ヨコのカギ」が逆となります。

編 集 後 記

もしものときはお電話を

プリエール宮崎

0120‐930‐170

（24時間・年中無休）

清武ホール

花ヶ島の杜

佐土原の杜

田野ホール

もしものときの大きな安心

ご葬儀の事前相談

随時
受付中

事前相談とは、もしもの時に慌てることがないよう、
あらかじめ葬儀についての情報を集め、費用や場所、
会葬数などを相談して頂き、ご葬儀の「かたち」を決
めておくことです。
別れは突然訪れることもあります。いざという時のた
めに、事前に少しでも心配事があれば何なりとご相談
くださいませ。
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2018.10 月号

めぐみ

）
10月のイベント情報（予定

宮崎の農産物をお届け！

宮崎てげうま産直便

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）

農畜産品を生産者や生産地の情報に合わせて
ダイレクトにお届けします。

県道2

6号

県

道

ローソン

17

号

出

荷

者

募

集

中

みやざき中央農産物ファン拡大事業委員会

!!

URL：http://shop.ja-direct.net/

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）

至小

10

352

ビタミン館
P

宮崎市街方面出口
（左折専用）

大

淀

川

林・都
城

↓ここからアクセス
できます♪

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

花見橋

絵と文山本俊六郎
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ガブガブ飲んでた若い頃︑

はしごで飲んでた若い頃︑

夜通し飲んでも次の日は︑

ケロッと元気で仕事場へ︑

よくまあ続いたものでした︑

つわものどもの夢のあと︑

今は体がもちません︑

勿論︑お金もありません︑

お酒の量も減りました︑

体をいたわるようになりました︑

お店でなんか飲めません︑

焼酎３で︑お湯が７︑

ちょっと薄めのお湯割りを︑

カミさん相手に飲んでます︑

孫の話が肴です︒

※広報誌めぐみは
HPからもご覧いただけます

10

月号

