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３０年を迎えました。
これもひとえに、
組合員や地域の皆様、また農業協同組
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● わたしたちのＪＡ
正組合員：５，９９３人

准組合員：１０，
６４３人

合計：１６，６３６人

出資総額：３７億７, ００１万５千円 （１月末現在）
ほほえみ 2022年３月号

2

地域 ×

いづるくんＮＥＷＳ
最高価格１１４万６,０００円
今年初の子牛セリ市開催
ＪＡは２月１日、出水市野田町の家畜市場で今年初め
ての子牛セリ市を開きました。

はじめに、ＪＡ上宗光組合長が「新型コロナウイルス
や鳥インフルエンザの発生など、非常に大変な時ですが、
今年は全国和牛能力共進会が鹿児島県で開かれます。防
疫対策を再度しっかりと行い、力を合わせて頑張ってい
きましょう」
とあいさつ。今年初のセリ市ということで、
１頭目の購買者には鹿児島いずみ特産の「大将季」を贈

今年初のセリ市開始！

呈しました。
また、当日は 292 頭が売却され、最高価格は去勢で
114 万 6,000 円、 雌 は 80 万 3,000 円 と な り ま し た。
平均価格（税抜）は、67 万 5,068 円と前回 12 月より
1,989 円下げでの取引となりました。
依然として飼料価格の高止まりや資材の高騰など厳し
い情勢が続く中、ＪＡでは今後も継続的な自給粗飼料の
確保や、生産性及び商品性向上に生産者とともに取り組
み、生産基盤強化を図る方針です。

１頭目の購買者へ大将季を贈呈

早春バレイショの収穫が最盛期！
外国人技能実習生らが農家を支援
現在、ＪＡには外国人技能実習生等 10 人が在籍して
おり、ＪＡ施設や農家のほ場での管理・収穫作業等に従
事しています。
１月 27 日、実習生３人は生産者の野中泰敏さんのほ
場で収穫の最盛期を迎えている早春バレイショの収穫作
業を行いました。実習生らは、昨年 12 月にＪＡ営農支
援部が購入した掘り取り機に乗って、次々と掘り上げら
れる早春バレイショをコンテナへと入れていました。野

掘り取り機に乗ってバレイショを収穫

中さんは「技能実習生は本当によく働いてくれる。日本
語も上手なので意思疎通も問題ない。また、掘り取り機
を使ったこともあり通常より１時間ほど早く収穫作業を

終えることができた。これからもまたお願いしたい」と
話していました。
今後、ＪＡでは外国人材の増員など農家支援をさらに
強化し、地域の生産基盤の維持・拡大を図るとともに、
農作業の請負などを通じて、実習生らの知識習得と技術
向上を目指していきたい考えです。

お茶休憩をする実習生らと野中さん（右）
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地域 ×

いづるくんＮＥＷＳ
都市部から参加！
労働力支援ボランティア

出荷最盛期に向けて
タケノコ目揃え会

対象とした「農作業体験企画」を実施しました。
当日、企画に応募し参加した 11 名は、受入農家の園地
で紅甘夏の収穫作業を行いました。参加者らは「楽しく収
穫することができた」や「農家さんの大変さを少し体験す
ることができて良い経験になった」と話していました。
今後もＪＡでは、
農家への労働者支援を行うとともに、
より多くの人が農業を身近に感じてもらえるような企画
の立案・実施を進めていきます。

根切りのポイントを説明する
ＪＡ大田指導員

参加したボランティアの皆さん

ＪＡは１月８～９日の２日間、収穫期を迎えた紅甘夏
の労働力支援対策として、都市部に勤務する県連職員を

ＪＡ筍部会は２月２日、ＪＡ園芸流通センターで令和
３年度産タケノコ目揃え会を開きました。

会には、生産者やＪＡなど関係者約 10 人が出席。
ＪＡ指導課の大田昭浩指導員が、出荷販売状況の報告と
土落としや根切りなど掘り取り作業時のポイントを説明
しました。生産者が持ち込んだタケノコを見た大田指導
員は「良質なものができている。今年は表年のため収量
が多く、価格も期待できる」と話していました。
今後も、同部会では定期的に目揃え会を開き出荷最盛
期に向けて品質管理、安定出荷に努める方針です。

ＪＡ青年部が意見交換
「北薩地域振興局と語る会」

ＪＡ女性部が味噌作り
蒸した大豆を機械に入れて潰す部員ら

意見交換を行う参加者ら

ＪＡ女性部の阿久根・三笠支部は２月７～８日、ＪＡ
三笠加工センターで味噌作りを行いました。
当日、同部員ら７人は慣れた手つきで蒸した大豆を潰

ＪＡ青年部とＪＡ北さつま青壮年部は１月 13 日、薩
摩川内市で「北薩地域振興局と語る会」を開きました。
当日は、県や市、ＪＡ営農担当者らが出席し、同部員

の夫婦を対象に配布します。
ＪＡ女性部では地域貢献活動の一環として、毎年手作
り味噌を高齢者へ配布する取り組みを行っており、今後

例を紹介。持続可能な農業を未来へつなぐため、お互い
の情報を元に活発な意見交換が行われました。
今後も同部では地域農業の課題解決に向け、様々な取

し、麦麹や塩を混ぜて約 270㎏分の味噌を作りました。
出来上がった味噌は１ヶ月ほど寝かせたあと袋詰めを行
い、管内の 75 歳以上の一人暮らし高齢者と 85 歳以上

もこの取り組みを継続していきます。

らが地域農業の課題として労働力不足や産地ブランド強
化、農地集約・相続対策等の現状を伝えました。振興局
は、同部員らが抱える課題ごとに関連する取り組みや事

り組みを進めていきたい考えです。

ほほえみ 2022年３月号
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地域 ×

いづるくんＮＥＷＳ
就農・ＪＡ就職を目指す学生を
支援！いづるくん奨学金募集開始

協同組合（ＪＡ）講座開設

くん奨学金」の令和４年度の募集開始に伴い、関係学校
への訪問活動を行いました。
２月７日、ＪＡ管内の鶴翔高等学校を訪問し、ＪＡ担
当者が学校関係者に奨学金の概要を説明しました。ＪＡ
担当者から説明を受けた学校関係者は「いづるくん奨学
金という安心して農業に携われる支援制度があることを
生徒らに教えたい」と話していました。
なお、同制度は今年で４年目を迎えました。

新たに１名の
特定技能外国人を受入！

ＪＡは１月 18 日、鶴翔高等学校で協同組合（ＪＡ）講座
を開きました。将来を担う生徒らに、農業の重要性とＪＡ

の地域での役割について深く学んでもらうのが狙いです。
講座には、同校の農業科学科１～２年生、食品技術科１
年生の 47 人が参加。ＪＡ京田提樹常務が、農業の現状や
ＪＡの事業内容について説明を行いました。参加した生徒
は「鹿児島県が農業産出額全国２位とは知らなかった」や
「農業に対するイメージが変わった」と話していました。
今後、ＪＡは同校との協力関係をさらに強化し、地域農
業の課題解決に向けて取り組みを進めたい考えです。

地域のかんしょ作維持へ
基腐病用蒸熱処理装置を稼働
ＪＡ上組合長から辞令交付を受ける
ユンさん

稼働スイッチオン！

ＪＡは 12 月 24 日、特定技能外国人のブイ・ヴァン・
ユンさんを受け入れ、本所で辞令交付式を開きました。
当日、ＪＡ上宗光組合長から辞令を受け取ったユンさ

ＪＡは２月７日、ＪＡ三笠予冷庫でサツマイモ基腐病
対策推進事業を活用して導入した「基腐病用蒸熱処理装
置」を稼働しました。この装置は、蒸気の力で種芋の温

した。ユンさんは今後５年間、他の外国人技能実習生ら
とともに農家やＪＡ施設での収穫・管理作業等に従事し
ます。

原料用かんしょ部会の京田博文部会長がスタートボタン
を押して稼働させました。
今後、ＪＡは試験的な処理を行ったあと、９月から本格

んは「５年間、一生懸命頑張ります。日本で農業の仕事
について学び経験を積んだあと、将来はベトナムで家業
の農業をもっと大きくしたいです」と意気込みを語りま
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地域農業やＪＡの役割ついて説明する
ＪＡ京田常務

鶴翔高校関係者へ奨学金の概要を説明

ＪＡは、将来の地域農業を担う新規就農者やＪＡへの
就職を希望する学生を対象とした独自の奨学金「いづる

ほほえみ 2022年３月号

度を徐々に上げて熱処理をすることができ、基腐病の発
生を抑制させる効果が期待できます。
当日、装置に種芋を入れ、ＪＡ上宗光組合長とでん粉

的に種芋の処理を開始し、農家へと提供する予定です。

３０年を迎えました！
管内のかごしまブランド産地・団体認定品目

長島地区赤土バレイショ

ず み

そらまめ

実えんどう

出水地区ブランド

大将季

華鶴和牛

の あ ゆ み

平成１９年 １１月 ２０日 「加温不知火」かごしまの農林水産物認証取得
２０年

９月 ２４日 「ミニトマト」かごしまの農林水産物認証取得

２１年

１月 ２０日 「なつみかん（紅甘夏）
」かごしまの農林水産物認証取得

２１年

３月 １７日 「そらまめ」
「実えんどう」「長島地区赤土バレイショ」かごしまの農林水産物認証取得

２１年

６月

２２年

４月 １３日 「契約バレイショ（三笠契約バレイショ部会）
」かごしまの農林水産物認証取得

１日

介護福祉センター事業スタート

２３年 １１月 １９日 「より道いずみ」新装オープン
２４年

３月 ３０日

２５年 １０月

１日

長島バレイショ選果場の選果機更新
総合ポイント制度（ＪＡＤＤＯカード）稼働

２６年

３月 １１日

ミニトマト選果場稼働

２７年

８月

２日

新長島農機センター稼働

２８年 １０月

１日

マスコットキャラクター「いづるくん」誕生

３０年

４月

７日

資材センター「いづる館」新装オープン

３１年

３月 ２２日 「大将季」かごしまブランド団体認定

令和 元年

８月 ２６日

外国人技能実習生の受入開始

２年 １１月 ２４日

新果実選果場稼働

３年

移動購買車「いづるくん号」始動

４月

１日

総合ポイント制度（ＪＡＤＤＯカード）稼働

新果実選果場

資材センター「いづる館」新装オープン

「大将季」かごしまブランド団体認定

外国人技能実習生の受入スタート

、明るく快適な地域づくりに取り組むとともに、皆さまが安心して利用できるＪＡを目指してまいります。
ほほえみ 2022年３月号
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ＪＡ鹿児島いずみ は
「ＪＡ鹿児島いずみ」は平成４年３月に２市４町の１０農協が合併して
誕生以来、３０年が経過しました。そこで今回は、合併から現在に至る
までのＪＡ鹿児島いずみのあゆみを振り返ってみました。

合併３

【ＪＡの基本目標】
農業者の
所得増大

農業生産の
拡大

地域の
活性化

紅甘夏

Ｊ Ａ 鹿 児 島 い
平成 ４年

ＪＡ鹿児島いずみ開業式

３月

５年

４月 ３０日 「紅甘夏」かごしまブランド産地に指定

６年

１月 ３１日

東バレイショ選果場稼働

６年

４月 ２２日

アグリセンター稼働

８年

３月 ２９日

長島バレイショ選果場稼働

９年

３月

１日

事業部制の導入

９年

５月

１日 「長島地区赤土バレイショ」かごしまブランド産地に指定

１０年 １０月

営農支援センター

１日

配送センター稼働

１１年

５月 １１日 「そらまめ」かごしまブランド産地に指定

１４年

４月

１４年

５月 ２１日 「実えんどう」かごしまブランド産地に指定

１４年

７月

１日

管理センター稼働

１５年

３月

２日

資材センター稼働

１７年

３月 ２３日

１７年 １０月
「長島地区赤土バレイショ」
かごしまブランド産地指定記念大会

１日 「ＪＡ鹿児島いずみ」設立

２日

５日

園芸流通センター・営農支援センター稼働

東バレイショ選果場更新
出水地域ブランド「鹿児島いずみ華鶴和牛」銘柄確立

１８年

３月 １３日

出水市指定金融機関スタート

１８年

３月 ２０日

長島町指定金融機関スタート

１９年

４月

阿久根市指定金融機関スタート

２日

華鶴和牛出発式

出水市指定金融機関開始式

組合員をはじめとする地域の皆さま方に支えられ、
３０年という節目を迎えることができました。今後も、
7
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そらまめ

そらまめとエビの
かき揚げ
■材料（２人分）

風味豊かで栄養たっぷり！亜鉛や鉄分などを
含んでいるので、肌荒れ・貧血気味の方にオ
ススメです。

実えんどう

そらまめ（サヤなし）……１００ｇ
エビ ………………………１００ｇ
玉ねぎ ……………………１／２個
油 ………………………………適量
Ⓐ
天ぷら粉 ……………………５０ｇ
水 ………………………… ８０ml

■作り方
①玉ねぎは薄切りに、エビは皮を剥き、背わた
を取って２〜３等分に切っておく。
②そらまめは切り目を入れて、たっぷりのお湯
で２分程茹でたら、ざるに取り冷ましてから
皮を剥く。
③Ⓐを混ぜ合わせてころもを作り、そらまめ、
エビ、玉ねぎを入れて混ぜる。
④揚げ物鍋に油を入れ、③を食べやすい大きさ
にして揚げたら完成！

プリっぷり！
実えんどうご飯

■材料（４人分）
実えんどう（サヤなし）…１００ｇ
塩 …………………………小さじ１
米 ………………………………２合
酒 …………………………大さじ１
昆布茶 ………………小さじ１／２

甘くておいしい上に、料理の彩りとしても大
活躍！茹でてサラダや和え物、炒め物に。裏
ごししたものはスープにしてどうぞ。

園芸農産事業部

指導課

大野

■作り方
①４００㏄の水を鍋で沸かして塩を入れ、実え
んどうを５分ほど茹でた後、冷水で冷やす。
茹で汁は残しておく。
②炊飯器の内釜に研いだ米、酒、昆布茶と①の
茹で汁を注ぎ、水加減の目盛りまで水を足し
て普通に炊飯する。
③炊き上がったご飯をよく混ぜ、
①の実えんど
うを加えてさっくり混ぜたら完成！

泰誉

●そらまめは、サヤが大きく外観でも豆の形がくっきり判るものが大きな粒が入っていま
す。未熟で小さい豆は甘みが強く、熟れて大きくなった豆はホクホク感があります。
●いずみ産の実えんどうは、粒の大きさに定評があり、サヤが大きいものほど食べ応えが
あります。サヤを剥いたあと水洗いせずに冷凍しておけばいつでも楽しむことができま
すよ（そらまめも同様）
。

その他、旬の農産物

ミニトマト

いちご

大将季

タケノコ

パパイヤメロン
ほほえみ 2022年３月号
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旬

の味を召しあがれ
春に旬を迎える野菜や果物について、ＪＡの指導員さんが特徴や
おいしいものを選ぶ時のポイントなどを教えてくれたよ！簡単に
できる料理レシピも紹介するのでぜひ参考にしてみてね！

バレイショ

チーズ入り
バレイショチヂミ

掘りたての新バレイショは皮が薄くみずみず
しいので、皮ごと食べても◎！

■材料（２〜３枚分）

■作り方

バレイショ ……………………３個
ニラ …………………………５０ｇ
玉ねぎ ……………………１／２個
にんじん …………………１／４本
ピザ用チーズ ………………３０ｇ
ゴマ油 ………………大さじ１／２
Ⓐ
塩 ……………………小さじ１／２
片栗粉 ……………………大さじ１

①バレイショはスライスして細切りに、玉ねぎ
は薄切り、にんじんは細切り、ニラは３㎝幅
に切っておく。
②ボウルに①とピザ用チーズ、
Ⓐを入れてよく
混ぜる。
③熱したフライパンにゴマ油をしき、②を入れて
薄く広げたら弱火で焦げ目が付くまで焼く。
④焦げ目がついたらひっくり返し、同じように
焼いたら完成！

園芸農産事業部

指導課

小園

英樹

バレイショにはビタミンＣや食物繊維、カリウムなどが含まれています。なかでも、
ビタミンＣはみかんと同程度含まれており、でんぷんによって保護されているため加
熱してもあまり減りません。選ぶ時は、ふっくらとしていて丸みのあるもの、表面が
なめらかで傷やシワのないもの、硬さがあり重量感のあるものがオススメです。

紅 甘 夏

しゅわしゅわ
紅甘夏ゼリー
■材料（４人分）
ＪＡ紅甘夏缶詰 ………………１缶
（シロップは捨てずにとっておく）
砂糖 …………………………５０ｇ
炭酸水（常温）………… ２２０ml
粉ゼラチン …………………１０ｇ
水 …………………………大さじ２

甘くまろやかな酸味が大人
気。ひと粒ひと粒に果汁が
たっぷり含まれていてとって
もジューシーです！

■作り方
①水に粉ゼラチンを入れ、１０分程度ふやかし
ておく。
②鍋に紅甘夏缶のシロップを入れて熱し、沸騰
する直前に火を止める。
③②に砂糖を入れて溶けるまで混ぜる。粗熱が
取れたら、さらに①を入れよく混ぜる。
④③に炭酸水を入れ、ゆっくりと混ぜ合わせる。
⑤容器に紅甘夏の果肉を入れて④を注ぎ、冷蔵
庫で３時間ほど冷やしたら完成！

園芸農産事業部

果実課

妙

園

薫

紅甘夏は、皮の色が濃く鮮やかなオレンジ色をしていて、
果肉も淡い赤みを帯びているのが特徴です。へたが小さく
縮まっていて、やや大きいサイズのものがオススメ！風味
が強く甘みもありますよ。
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食を育むおいしいページ

Ⓒよい食Ｐ

直売所

農産物

て！
え
し
お
ん
く
る
いづ

JA女性部の店

より道いずみ

３月といえば「ひなまつり」。日本
には「行事食」といった季節ごとの
行事やお祝いの日に食べる特別な
料 理 が た く さ ん あ る よ！そ こ で、
今回はひなまつりに食べる料理に
ついて紹介するね。

●ひなまつり（３月３日）
別名「桃の節句」。邪気を払うとされた桃の
花やひな人形を飾り、願いを込めた料理や
菓子を食べて厄を払い、女の子の成長を願
います。

いちごのご紹介

●ひなまつりの日に食べる
料理に込められた願い

皆さんが 安心
して
口にできるも
のを
作っています！

＊ちらし寿司
縁起の良い具材が沢山！海老は「長寿」
、
豆は「健康でまめに働ける」
、れんこんは
「先が見通せるように」など

＊菱

尾曲

（高尾野町下水流）

餅

桃色は「魔除け」
、白は「清浄」
緑は「健康」
。

かおりさん

日ごとに春めいてきたように感じる今日この頃。皆さん
いかがお過ごしですか。

＊はまぐりの潮汁

さて今回は、愛らしい見た目と甘酸っぱさが大人気の「い

将来いい相手と出会えますよ
うに
など…

ちご」をご紹介します。
高尾野町下水流の尾曲かおりさんは、昨年に「かおりフ

このほかにも日本にはたくさんの
行事食があるよ！これを機に、
ぜひ日本の食文化を学んでみてね♪

ァーム」を設立し、ご主人と一緒にいちごをはじめサトウ
キビや米、大麦、イモなどを作っています。いちごは昨年
から栽培を始め、今年初めて「より道いずみ」に出荷しま
した。こだわりは化学肥料や農薬を使わないこと。いちご

17日は

より道デー

栽培を勧めてくれたベテラン農家さんからアドバイスをも
らいながら、安心安全ないちごづくりを心掛けています。
また、尾曲さんは「今後はいちごや夏みかんを使ったジャ
ムなどの加工品も出荷したい」と意気込みを語ってくれま
した。
店頭には、尾曲さんをはじ
め生産者の皆さんが丹精込め

尾曲さんの
ススメ♪
焼き芋もオ

て育てた色鮮やかないちごが
農産物直売所 JA女性部の店「より道いずみ」
出水市高尾野町下水流890
営業時間 8：30〜17：00 ℡６４−２６６０

並んでいます。ぜひ農産物直
売所「より道いずみ」でお求
めください。

ほほえみ 2022年３月号 10

食を育むおいしいページ

Ⓒよい食Ｐ

わたしたちが
つくりました！
ＪＡ女性部
江内支部のみなさん

アスパラガスとミニトマトの
チーズ焼き

【材料】
（２人分）

アスパラガス……………… ６本
ミニトマト… ……………… ６個
しらす…………………… 大さじ１
ピザ用チーズ……………… ３０ｇ
オリーブオイル… ……… 大さじ１
塩コショウ………………… 適量
【作り方】

①アスパラガスは根元を切り、根元から４～５㎝まで
ピーラーで皮を剥いて半分にする。
②アルミホイルにアスパラガス、ミニトマト、しらす、
塩コショウ、オリーブオイル、ピザ用チーズをのせる。
③トースターで５～10分（1000Ｗ200℃）、チーズに
こんがり焼き目が付いたら完成！

営業課です！

こんにちは！

JA鹿児島いずみを

発 信 日

4.3.1

まるごとお届け！

vol.32

旬のおすすめ

タケノコ
4，
0００円

内容（一部）

2kg
消費税・送料込

発送時期：３月

煮物や天ぷら、お味噌汁やおこわに
入れたりと色んな食べ方を楽しめる
タケノコ。
旬のタケノコを食べて、
ぜひ春の訪れを感じて
みてはいかがですか。

【お問い合わせ】

ＴＥＬ ０９９６‑６４‑２６３１・０１２０‑２１２‑６３１（通販専用ダイヤル）
ＪＡ鹿児島いずみ
園芸農産事業部 営業課 ＦＡＸ ０１２０‑３２２‑６３１ オンラインショップ http://www.ja-izumi.shop/product-list
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みんなのページ

文】 川添 壮一朗くん

長島町立鷹巣小学校 ６年

【作

【お父さん】 仁 さん

ほほえみさん
あ

す

み

石 本 明 日 美 さ ん （20歳）

出水市西出水町

◆職業は？
出水市内にあるホテルでフロントをしています。温泉もあ
り、地域の方々と出水の話をするのがとても楽しいです。
◆休日の過ごし方は？
母と出水のご飯屋さん巡りをしたり、買い物をしたりして
います。今はコロナで出かけられませんが、終息したら県外
の友達に会いに行きたいです！
◆地域の好きなところを教えてください！
田舎過ぎず、住むには困らないところと、地域の方々は温
かい方ばかりで年齢問わず活気があるところが好きです！

もじょかペット

歳）

プリ（１
いっせい

川畑 一惺くん
（１歳）
【ご両親：出水市下知識町の川畑昇平さん、あやめさん】

最近なんでも真似をするようになり、可愛い芸を披
露してくれます。家族みんなの癒しです！たくさん食
べて元気いっぱい過ごして大きくなってね♫

飼い主 出水市中央町の山﨑恵美さん

一時は大怪我をして動けなかったプリちゃん。今
はお兄ちゃん達と一緒にお昼寝したり遊んだり、元
気なプリちゃんがみんな大好きです！

ほほえみ 2022年３月号 12

みんなのページ

思ひ出写眞館
№

120
大迫 恭子さん
（86歳）
江内事業所管内

いつの頃の写真ですか？
平成 16 年 11 月、ＪＡ年金友の会の企画旅行に参
加した帰りに日奈久にあるお土産さんで撮った写真で
す。

その頃のお話を聞かせてください
私は旅行が大好きで、毎年のようにＪＡ年金友の会
の企画旅行に参加していました。写真当時は大分県（湯
布院）に行き、温泉巡りをしたり夜はみんなで歌や踊
りを踊ったりして過ごしました。途中、友人がアイス

??
出題・イラスト：酒井栄子

みんなの
ページへの

投稿
大募集!!

旅行を楽しむ大迫さん（右から２番目）

を食べてお腹を壊し、集合写真撮影に参加できなくな
るというハプニングもありましたが、とても楽しい旅
行だったのを今でも覚えています。本来ならば、私を
含め周りも牛飼い農家だったため、なかなか旅行など
遠出をすることが難しいのですが、理解ある夫がいて
くれたことで、友人みんなと旅行に行くことができと
ても嬉しく、今でも感謝しています。
現在は、孫と一緒に住んでいてとても幸せです。牛
の世話や家事も手伝ってくれるので助かっています。
これからも転ばないよう、また健康に気を付けて過ご
していきたいです。

まちがいさがし

右のイラストには左のイラストと違う部分が 5 カ所あります。
間違っている部分を右の枠内の数字で探しましょう。
解答は 18 ページ

みんなのページでは、投稿コーナーの①うちのアイドル②もじょかペットへの写真を募集しています。下記の応募要領でぜひご応募ください。
（原則として写真は返却します）
▶応 募 要 領 プリントした写真、またはデジタルカメラで撮影した画像データをお送りください。採用された方には粗品を進呈いたします。
①うちのアイドル…お子様の写真かデジカメ画像に、お子様の氏名・年齢と 80 字以内のコメント、保護者の氏名・住所を記載してください。
②もじょかペット…ペットの写真かデジカメ画像に、ペットの名前や年齢等と 50 字以内のコメント、飼い主の氏名・住所を記載してください。
▶応募先住所 〒899-0405 出水市高尾野町下水流 890ＪＡ鹿児島いずみ 企画広報課宛 E-mail：izm-kikaku02@ks-ja.or.jp
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園芸

オクラを作ろう

園芸農産事業部
指導課
４月

５月

本

村

６月

淳

一

７月

種蒔き

８月

９月

収穫

ほ場準備
・種蒔き30日前までには、堆肥を全面散布します。
・施肥、マルチ被覆は水分があるときに行い、地温確保
のため播種20日前までに終わらせます。
・排水溝を設けて、雨水が溜まらないようにします。
【作式】

【施肥設計】
肥料名
25㌢

1㌃当たり

備考

200㌕

全面散布

粒状セルカ

10㌕

全面散布

オクラ配合

6㌕

堆

肥…

（いずみ有機2号）

50㌢

・オクラの種は皮が硬いので、一昼夜水に浸けてから種
を播きます。
・本葉５～７枚の頃に１穴３本に整理します。
かん水・追肥・摘葉
・種 蒔きをしてから本葉が1～2枚
Ｊポーラスを株と株の
頃までは、株元が乾燥しないよう
間にスプーン1杯程度の
追肥を実施。
に適宜かん水し、収穫開始後は生
育に応じて実施しましょう。
・収 穫開始後に2週間に1回のペー
スで追肥（Ｊポーラス）を実施し
ます。
・果実を収穫した際に摘葉します。
収穫した果実より下の葉を1～2
摘葉をすることで、
風通しがよくなり、
枚残し、それより下の葉は全て摘
病害虫の発生が
少なくなります。
葉します。
収 穫
・種 蒔きをしてから60日後くらい
で収穫が始まります。
・大 きくなりすぎると硬くなるの
で、９㌢程度で収穫しましょう。

播 種
・地温18℃、最低気温10℃以上になってから播種を行
います。
・１穴に４粒播きます。

農産

早期水稲の管理

園芸農産事業部
指導課

枦

善

幸

なつほのかの特性
以下のことが、主な品種特性となりますので作付けの
参考にしてください。
●長所●
①コシヒカリ・イクヒカリより10a当たり収穫量が多い。
②高温登熟性に優れ、高品質。
●短所●
①いもち病抵抗性がやや弱い。
②成熟期は、イクヒカリより約一週間遅い晩生。
いもち病の防除について
近年、いもち病が早期水稲でも発生しています。いも
ち病の発生原因は保菌種もみですので、塩水選と種子消
毒は必ず行ってください。昨年いもち病が発生した方
は、播種時にベンレート水和剤の1000倍液とタチガレ
エースＭ液剤の1000倍液を混用し、１箱当り１㍑灌注
し防除を行ってください。
施肥方法
コシヒカリは倒伏しやすく、いもち病に弱い品種特性
がありますので、適正な施肥を行う必要があります。施
肥量は地力を十分考慮し一等米比率向上のため基肥を抑

え生育状況をみながら追肥で調整しましょう。
田植え及び栽植密度
気温及び水温がある程度上がる、４月上旬以降の活着
しやすい時期をとらえ田植えを行います。活着の限界平
均気温は、稚苗で13℃です。
早期水稲において、おいしい米づくりのためには栽植
密度が重要になります。その理由として①疎植を行う
と、遅くまで分けつが発生し、遅れ穂が多くなる事によ
り未熟粒《ヤセ米》が多くなり等級が下がる傾向にあり
ます。②疎植は米のタンパク質含有率が高くなる傾向が
あり食味が低下します。
最適な栽植密度は坪当り平均60～70株前後、１株当
たりの植付本数は株当り平均４本です。有効茎数の確保
のため、田植機の調整を十分行いましょう。
水管理
水の管理は活着促進、保温効果、苗の保護のため、特
に重要な作業です。植え付け後から活着期まではやや深
水とし、活着以降は浅水管理を基本とします。活着促進
のため、日中は止水し、かけ流しは行わないようにしま
しょう。水温が上昇しガスが発生する場合は、１～２日
落水し、根の健全
化に努めます。田
植後25日頃から
間断かん水を行
い、中干しに備え
ましょう。

ほほえみ 2022年３月号 14

鹿児島県内ＪＡ限定

鹿児島のうまい米作り応援キャンペーン！
水稲育苗箱用殺虫殺菌剤

１０㎏規格ご購入の方に抽選で

鹿児島県産農畜産物

『選べるギフトカタログ』
をプレゼント！

鹿児島県内で総勢１５０名様に当たる！
１等：プレミアムコース（１０，０００円分相当）
▶

抽選で２０名様

２等：スペシャルコース（５，
０００円分相当）
▶

抽選で５０名様

３等：オリジナルコース（３，
０００円分相当）
▶

抽選で８０名様

【キャンペーン応募締切】

２０２２年

７月３１日（日）まで
※本キャンペーンの詳細につきまして
は、
ＪＡに設置しておりますキャンペー
ンチラシ、ポスターをご覧ください。

お問い合わせはお近くのＪＡまで！
15 ほほえみ 2022年３月号

JAインフォメーション
住宅ローン ネット申込のお知らせ
住宅ローン申込をインターネットで行えます！
お申込みは

「鹿児島いずみ農業協同組合 融資」
で検索！もしくは、こちらから⬇

24時間 365日
いつでもお申込みできます！

※下記の協議事項はすべて原案通り承認決定されました。
第 10 回理事会（令和４年１月 27 日）
１）第 10 次中期３カ年計画（案）
２）令和４年度事業計画書（案）
３）令和３年度事業利用戻しの実施
４）農業信用基金協会の出資引受
５）経理規程の一部変更

その他各種ローンも
ネット申込可能！

６）不良債権の貸倒損失処理

検索

鹿児島いずみ農業協同組合 融資
お問合せ先

役員会だより

ＪＡ鹿児島いずみ 本所 金融事業部 融資管理課

７）資産査定要領および資産査定に伴う債権償却・引
当要領の一部変更
８）貸付審査

ＴＥＬ（直通） ：０９９６−６４−２６０６
フリーダイヤル ：０１２０−６３−８５１０

年金無料相談
年金に係わる無料相談を、相談日の午前と午後、
２カ所に分けて開きます。お気軽にご相談ください。
開催日 令和４年３月９日㈬
午 前 １０時〜１１時３０分まで
本所営農支援センター ☎６４－２６０５
午 後 １時３０分〜３時まで
出 水 事 業 所 会 議 室 ☎６２－１５３１
相談員 社会保険労務士法人 ＭＫ労務管理事務所
※新型コロナウイルス感染防止のため、ご利用希望の方は
事前にお電話ください（予約制）

ＪＡアグリセンター

春野菜苗 ＆ 花苗

特売市
ＪＡアグリセンターでは、
４月１日㈮から『春野菜苗・
花苗の特売市』を開きます。当センターで育てた苗
を通常価格より安く販売いたしますので、この機会
にぜひご利用ください。
※なお、状況によっては本数の制限をさせていただきます。

日時 令和４年 4月1日

〜７日

午前９時〜午後４時まで 期間中毎日営業

場所

ＪＡアグリセンター
出水市高尾野町大久保 2525 1

取扱い野菜苗
・キュウリ・トマト
・カボチャ・ナス
・ピーマン・ゴーヤー
・スイカ・メロンなど

大盛況の特売市（昨年度）

取扱い花苗
・ペチュニア
・ナデシコ・ケイトウ
・キンセンカなど

お問い合わせは ＪＡアグリセンター ℡（0996）82‐4862 まで

新型コロナウイルス
感染防止対策として
マスクの着用を
お願いします。
ほほえみ 2022年３月号 16

新規就農者支援対策事業の

令和
４年度

研修生募集について
募

集

内

容

研修事業目的

将来農業で自立を目指す方を育成するため、一定期間研修生として受け入れ、
農業の担い手を育成する。

研修条件

農業経営に対する固い意志と意欲のある方で、新規就農者として研修終了後
も引き続きＪＡ鹿児島いずみ管内で就農できる方。

年

４８歳未満

齢

研修期間及び
研修場所等

２年以内（予定）
アグリセンター及び生産農家等（施設・ほ場）

研修作物

施設野菜や露地野菜を組み合わせた栽培研修及び育苗研修など

募集人員

２名以内

募集期間

令和４年４月２８日（木）まで※申込書必着

研修助成金
研修生の決定方法
そ の 他
申込書設置場所
申込・問い合わせ先

１名あたり月額１５万円助成（予定）

※研修終了後５年間は就農することなどの条件があります。
※本研修は「雇用」ではありません。

志望の動機及び将来の計画などを提出し、面接の上決定します。
農業経営を開始するためには手持ち資金が必要です。
詳しくはお問い合わせください。
ＪＡ鹿児島いずみ

営農支援部営農支援課［☎６８−１０３８］

みなみ さとし

令和３年度 新規研修生

南 智 さん

農業はほとんど未経験ですが、周りの方達が分かり
やすく指導してくれるのでとても助かっています。
毎日色んなことが学べて楽しいです！
研修では、数種類の野菜栽培と農家実習などを通し
て１年間農業について学んでいます。農業機械など
も扱うため農業をするのに必要な知識・技術を習得
できます。
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（出水市高尾野町 大 野

妙子さん）

今年も「大将季」いただきました。
とってもおいしかったです！甘くて
ジューシー!!

と自負していましたが、このお店は
ノーマークでした。反省。早速行き
たいと思います。

＃無病息災を祈って

＃今年こそコロナが終息しますように

12：甘酒が白酒になっている

9：桜餅の向きが違う

＃鬼火炊き

＃きれいな生け花ができました！

たあちゃんさん）

＃野田支部

（出水市野田町

店頭には、採れたての新鮮な野菜
や果物がずらりと並んでいますよ！
菓子や弁当、惣菜なども充実してい
るので、ぜひ一度足を運んでみてだ
さいね～♪

どんちゃんさん）

フ ク ワ ラ イ（ 福 笑 い ）。 皆 が 福 笑
いの様に笑って過ごせる年になると
良いですね。なる事を祈ります。
（長島町獅子島

＃他にもいちごやタケノコなどの出荷も

始まっているよ☆

＃盛り上がりました！

コーナー

大将季はとっても甘くてジュー
シーで最高ですよね！最近は認知度
も高まってきていて嬉しいです！

もうそろそろコロナとさよならし
たいですね。笑う門には福来る。笑っ
てコロナなんかふっ飛ばしてしまい
しょう！皆さんにとって良い年にな
ることを願っています。

＃ふるさと納税の返礼品にもなっているよ！

＃阿久根支部

7：男の子の口の大きさが違う

3：ぼんぼりがなくなっている

2：桃の木の枝ぶりが違う

P12 まちがいさがしの答え

グラウンドゴルフ

女性部

１／２１

P.N:鉄修さんからの投稿
生け花教室
女性部
１２／２９

読者の皆さまから寄せ
られた
ご意見、メッセージ・イラ
スト
などをご紹介します。

ＪＡ女性部の店「より道いずみ」
。
出水市内の農産物販売所を制覇した

長島町平尾
P.N ドンチンコさん

読者

いらすと
ボード

出水市高尾野町
P.N ななちょろさん

おしゃ
べり

阿久根市折口
P.N ペンギンさん

JA KAGOSHIMA IZUMI

いづるくん活動の舞台裏や地域のみなさまとの交流などオフショット写真を公開していくよ！！

＃大人気の大将季！

ほほえみ 2022年３月号 18

クロスワード

頭の体操

出題●ニコリ

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？

ヨコのカギ

タテのカギ

１

桃の節句に行う行事

２

千客万来を願って飾る、動物の置物

２

東京のソメイヨシノは３月末ごろ

５

野球のチームをプレー人数からこう

７

大豆にはタンパク̶̶が豊富に含ま

いうこともあります

̶̶になることが多いです
３

唱歌『春の小川』でスミレやレンゲ

れます

が咲いている場所
４

イチゴ畑に防鳥̶̶を張った

８

まつげに塗る化粧品

６

腰を掛ける家具

10

坂本龍馬の出身藩

アラジンがこすると精霊が出てきま

12

エチルアルコールの̶̶点は 13 度

９

解答欄

A

B

C

D

E

です

した
11

木枯し紋次郎がかぶっています

14

地球表面のおよそ３割

13

甘い物よりお酒が好きです

16

誇りや自尊心を意味する片仮名語

15

湯畑が有名な群馬県の温泉地

18

競馬場ではラチともいいます

17

忍者が指を組んで結ぶもの

20

ラグビーが盛んなポリネシアの王国

19

金づちで打ちます

21

母校から巣立ちます。
̶̶式、
̶̶ア

１月号の

解答

ルバム

A

B

C

D

E

フ ク ワ ラ イ

てばかりでしたが、最近はだいぶ落ち着いてプレーできるよ
うになりました。なので、少しは「この人できるぞ」的な
オーラを醸しだせている気がします。今年は、そんなオーラ
に見合うようスコア 100 切りを目指して頑張ります！（和）
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A B C D E

たばかりの頃は、右へ左へと飛んでいくボールに振り回され

解答 ○ ○ ○ ○ ○
郵便番号・住所
氏名︵ペンネーム︶・年齢
職業・電話番号

です。やはり何事もやってみないと分からないですね。始め

ペ
※ンネーム希望の方も氏名は
必ず記入してください︒

いうのが第一印象。それが今じゃ楽しいと思うからびっくり

記入例
（横書きも可）

記入例を参考にどしどしご応募ください。
E メールでも受け付けています。
izm-kikaku02@ks-ja.or.jp
クロスワード

でも好きでしたが、ゴルフに関しては面白くなさそうだなと

送り先

出水市高尾野町
下水流 番地

ゴルフを始めて１年半が経ちました。元々スポーツはなん

8 9 9 0 4 0 5

ＪＡ鹿児島いずみ
企画広報課 宛

出水市武本

出水市美原町

Editor's Note

応募方法と送り先
本紙への感想や要望︑
ＪＡに対する
ご意見などをお書きください︒

ん

さ

ん

さ

出水市明神町

出水市高尾野町大久保

出水市高尾野町江内

出水市野田町

当選おめでとうございます。

しん

ん

さ

さ
ん

さ
ん

阿久根市折口

阿久根市脇本

長島町山門野

長島町蔵之元

ん

ん

さ

さ

【１月号クイズ当選者】

★

モモ

★ 永岡 律子

★

茶々丸くん

さ

★ 服部 明莉咲

★

★ 太田 美幸

すももちゃん

ん

★

にまみ

さ

ん

さ

★

紫
式鰤

★
ん

★ 小林 クミ子

☆ 応募数…１０７通

答えは「フクワライ」でした。

あとがき

クイズ・おたより・投稿等

しめきり ▶ 令和４年３月３１日消印有効
当選発表 ▶ 令和４年５月号
賞
品 ▶ 正解者の中から抽選で１０名様に
Ａコープ商品券をプレゼントします。
広報紙「ほほえみ」へ対するご意見・
ご要望・情報などお寄せください。

†(0996)§¢_™§™¢ （企画広報課）

組合員・地域住民の皆さまとJAをつなぐ

ほほえみ ３月号 発行日：令和４年３月１日

自己改革

Vol.37

取組みレポート

ＪＡ鹿児島いずみは、地域農業の振興や地域づくりに向けた自己改
革プランとして「農業者の所得増大」・
「農業生産の拡大」・
「地域の活
性化」を基本目標に、実現に向けた取り組みを展開しています。
ＪＡ組合員・利用者の皆さまにＪＡに対する理解を深めていただく
とともに、自己改革への取組み状況をご報告してまいります。

ＪＡ鹿児島いずみ「いづるくん奨学金」で未来ある若者を支援！
ＪＡ鹿児島いずみは、農家組合員の高齢化が進む中、管内の生産
基盤を維持するため、就農に対する不安解消と営農意欲を喚起する
ことを目的として奨学金制度を設けています。
将来の地域農業を担う新規就農者やＪＡへの就農を希望する方を
対象に農業高校・大学への就学を支援します！

★制度概要★
●名

称

編集発行：鹿児島いずみ農業協同組合
総務部企画広報課

●対象要件
●奨学金額

いづるくん奨学金
就農・JA 就職に向けて農業高校、農業大学校、大学（農学部等）に進学する
者とし、毎年５名程度を基準に選考。

教

育

機

関

金

額

上限期間

上限金額

農

業

高

校

２０万円／年

３年間

６０万円

農 業 大 学 校

５０万円／年

２年間

１００万円

大学（農学部等）

５０万円／年

４年間

２００万円

〒899-0405 鹿児島県出水市高尾野町下水流890番地
T E L 0996（64）2600 ㈹ F A X 0996（８２）
１５３３

●返済方法

奨学金はＪＡからの借り入れですが、
就学中は金利をＪＡが負担するものとし、
卒業後は一定期間内（10 年以内）で金利を付し返済を行う。

●返済免除

卒業後、5 年以内に就農・JA 就職した者は残額の返済を猶予し、
就農・JA 就職が 3 年継続した場合は、残額返済を免除する。

●そ の 他

奨学金制度の利用につきましてはＪＡでの審査会もあるため、お早めにご相談
ください。

●連 絡 先

JＡ鹿児島いずみ 総務部企画広報課（０９９６−６４−２６２４）

ネットスーパーでらくらくお買物♪
親孝行注文！

西いずみ店・三笠店・あづま店で実施中！
キャンペーン期間中、
1,000 円（税込）お買上毎に
シールを 1 枚差し上げます。
シールを集めると、キャン
ペーン商品を特別価格にて
ご購入いただけます。
長年人気のミッフィーの
かわいい雑貨です。
ご利用ください。

3月27日㈰まで。

県内にお住まいの
方へなら、代わり
に注文してお届け
もできます。

まずは、スマートフォン・パソコンからホームページをご覧ください。
JA・Ａコープネットスーパー

検索

https://acoop-ks-netsuper.jp/

〈お問合せ〉Aコープ鹿児島企画部企画課

℡099‑284‑8665

