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晴天の中、規模を縮小し
日~

合員様︑利用者様にはチラシ

農協まつりを開催しました
月

などで来場の際のお願いを行

ＪＡ壱岐市では

日の２日間︑芦辺町の家畜

市場前広場にて第

の催しや女性部青年部による

例年であれば︑ステージで

等の共同スペースの消毒につ

スへの消毒液の設置やトイレ

図りました。また︑会場各ブー

つりを開催しました。

バ ザ ー や 露 店︑ 島 内 の 野 球

今までにない形での開催で

いても適時行い︑細心の注意

年に一度の目玉イベントであ

はありましたが︑来場された

クラブやバレーボールクラブ

りましたが︑本年は新型コロ

多くの皆様に壱岐産の農畜産

をはらいながらの開催となり

ナウイルス感染防止の観点か

物をお買い求めいただき︑壱

などの球技大会の開催を行う

ら︑島内農畜産物の消費拡大

岐産品の消費拡大運動を勧め

ました。

に絞った販売展示会に規模を

ることができました。
地場産野菜や加工品といった

様に喜んで頂ける農協まつり

戻り︑例年のように多くの皆

来年の開催の折には日常が
農畜産物や︑資材関係や自動

り組んで参ります。

も農業を通した地域貢献に取

が開催できる事を信じ︑今後
まつりの開催にあたり︑新

われました。

車︑農機具等の展示販売が行

会場では︑壱岐牛やメロン︑

縮小して開催しました。

など︑ＪＡ壱岐市が開催する

検温やマスクの着用の徹底を

い︑出務した職員については

14

回農協ま

11
34

型コロナ対策として事前に組

壱岐牛を特価販売しました

初日にほぼ完売したメロン
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地場産野菜も豊富でした

彩り豊かな花の数々

プラス

3

あま～いミカンも好評でした

新たな取り組みで＋１袋サービスを実施しました

伝統ある加工品も販売しました

家電商品について丁寧に説明

数量限定で来場記念品を配布しました

目移りする新車の数々
多くのお問い合わせをいただきました

ガス器具コーナーでも親切な対応が行われました

青年部パネルコンクール最優秀賞に輝いた那賀支部

大型農機の数々を展示、大変好評でした

JA 壱岐市
ホームページ

http://jaiki.sakura.ne.jp

JA 壱岐市青年部

収穫シ
ーズ
ン到 来！
！

各支部で子供たちと一緒に

収穫を楽しみました
「ふれあい８月号」で各地区青年部による地域の子供たちへの「食農教育」として田植えと芋
の苗植えの様子をご紹介しました。
いよいよ収穫となった 10 月下旬から、子供たちと一緒になって収穫を行いました。
この時を待ちに待った子供たち。笑顔がいっぱいの収穫となりました。
勝本支部

鯨伏支部

武生水支部

沼津支部

石田支部
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渡良支部

那賀支部

箱崎支部

田河支部

初山支部

により
田河支部では青年部員
た。
まし
収穫が行われ
で作った鏡餅を
12 月には収穫したもち米
る予定です。
小学 校・幼稚園に届け

志原支部

柳田支部

農協青年部から沢山の素敵なお写真を提供いただきました。ありがとう
ございます。これからも子供たちの素敵な笑顔を届けていきます。
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ちんねんさんとのコラボ動画完成！

月号で紹介していた

職場の魅力発信！
月下旬︑長崎

なりました。

月

日

女性の活躍について取材を受けました
ＪＡ壱岐市では︑

雑誌は

に県内の書店・コ

県 タ ウ ン 情 報 誌﹁ な が さ き プ レ ス ﹂
に掲載される県内企業に勤める女性

ンビニにて販売さ

にて配

信 を 行 っ て い き ま す。
﹁ＪＡ壱岐

にスポットを当てた特集の取材が行

動画は
市公式チャンネル﹂または﹁ちん

・育児休暇中には国の助成にＪＡが
更に上乗せし育休中も給与の８割
を保証しています
・子どもの看護休暇（有給）を年に
５回まで取得可能です

ＪＡ壱岐市が実施する
働く女性を支援する制度について

方はぜひ！

れます。気になる

われました。
女性の活躍応援企業等ＰＲ業務﹂の

今回の特集は長崎県の﹁ながさき

今後も色んな動画を配信してい

お願いします！

ねんの大使たもんだ！﹂で検索を

27

月１ 日配信 スタートします！

ふれあい
ＰＲ 動 画 の 配 信 が い よ い よ 始 ま り
ます 。
壱岐の農畜産物の魅力を全国の
方々に知っていただくために始
まっ た 今 回 の 企 画 。

１つで︑活躍する女性の姿と︑企業

け︑仕事

取材を受

共済普及推進課の前田芳実さんが

を図っています。

ことで︑県への定住・定職率の向上

環境作りを広く紹介し魅力を伝える

が行っている女性が働きやすい職場

きますので︑よろしくお願い致し
ます。

日〜

ぜひ、テレビでもご覧ください。

記念すべき最初の動画はＪＡ壱
岐市 農 畜 産 物 Ｐ Ｒ 大 使 の ﹁ ち ん ね

月

壱岐市ケーブルテレビでも放送を予定しています。

ん﹂ さ ん が 地 元 生 産 者 の 方 と 楽 し
配信開始日

今回の動画は 12 月１日より

く対 談 し な が ら 壱 岐 の 農 畜 産 物 の

11

ＪＡ壱岐市では今後も女性が安心
して働き続けられる職場環境作りに
努めていきます。

・壱岐での販売場所
イオン壱岐店内書店（BOOK－１）
、
松屋書房、ファミリーマートにて
販売予定です。

風景や同

〇雑誌紹介

僚の女性
職員たち
と一緒に
終始和や
かな雰囲
気で行わ
れ︑笑顔
がたくさ
ん見られ
た取材と

11/27発売のながさきプレス

10

同僚の女性職員の皆さんとも撮影しました

1

毎日 18：50 ～
放送時間は

12

11

魅力 に つ い て 伺 っ て い ま す 。

続きが気になる方はぜひ！ご覧ください♪

Y
o
u
T
u
b
e
壱岐市ケーブルテレビでも放送予定です。
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青色申告で農業経営力向上を目指しましょう

JA壱岐市青色申告会

令和３年分

新規会員・記帳代行
受付中
【青色申告をおすすめする理由】
01 青色申告の特典

➡最大 65 万円の特別控除

専従者給与全額経費計上 など

02 	白色申告者等も平成 26 年から
収入金額・必要経費の記帳と帳
簿・領収書等の保存が義務化

【記帳代行サービスの内容】
○複式簿記による取引の記帳
○決算書の作成
○確定申告書の作成・提出
（顧問税理士の確認後、e-Tax 送信）
○税理士との申告相談（面談）
○税務署への提出書類の作成支援 など

【会費・料金】

➡青
 色申告はこれに複式簿記の記帳が
加わるだけでほぼ変わりません。

03 収入保険加入必須条件
➡

収
 入保険への加入は１年以上の青色
申告実績が必要です。

○青色申告会年会費
○記帳代行料

3,000 円
20,000 円

＊消費税申告は別途 3,000 円加算

○申告相談（税理士対応）


3,000 円
など

（令和２年度参考・改定の場合もあります）

JA の記帳代行支援を受けると……
簿記や記帳が苦手な方も定期的に（原則毎月１回程度）通帳の写しや領収書等を提出すること
で必要な帳簿が完成
〈注意 !!〉青色申告をはじめるにはまず、青色申告承認申請書を申告を行おうとする年の３月 15 日
までに税務署に提出しなければなりません。

令和３年分

新規受付の締切日 令和

２年 12 月末まで

（すでに青色申告を行っている方、３/15 までに税務署へ届出を提出された方は、令和３年４月に受付相談期間を別途設けます）

お問い合わせ・ JA 壱岐市青色申告会事務局 JA 壱岐市担い手支援室（芦辺町国分東触 678 番地）
お申し込み先 TEL 45 - 0301
FAX 45 - 0331
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地域の話題発見 !!

ミ

カンシーズン到来！目揃会を実施

JA 壱岐市柑橘部会は 11 月４日芦辺町の多目的集荷場で令和２年産温

州みかん出荷目揃会を開催しました。目揃会では本年の生産概況と販売

対策について同 JA 農産園芸課の長嶋和輝指導員から説明が行われました。
近年、消費者の果物離れが深刻化しており、個人消費についても鈍化

傾向となっています。厳しい販売環境の中で有利販売を行うために、品
質の高い物を安定的に供給する必要があると説明しました。本年は裏作
年となっていることから収量も昨年の半分以下になると予想がされてお

生産者が揃って
出荷規格を確認しました

り、販売に繋げるためにも家庭選果の徹底を図り品質の向上を図る様、呼びかけました。

販売については、直売所での販売の他、原料として全農への出荷も予定しています。青果５㌧、原

料３㌧の合わせて８㌧を取り扱う予定です。

長嶋指導員は「昨年は表作で集荷量も多かったが収穫前の降雨と暖冬だったことにより、収穫後に

傷むケースが多かった。今年は収穫量の減少が予測される。台風による傷果・裂果も見受けられるの

で家庭選果を徹底していただき有利販売に努めたい」と語りました。

直

売所見学で地元農業について学びました

壱岐市立渡良小学校の２年生児童９名は、10 月 16 日に社会見学と

して JA 壱岐市が運営する直売所アグリプラザ四季菜館を訪れました。

児童たちは直売所スタッフに説明を受けながら店内を見学しました。

キラキラした目で説明を受ける
児童の皆さん

壱岐牛の販売を行っている精肉コーナーでは陳列された商品とその金額

に驚きの声を上げていました。精米コーナーでは玄米から白米に精米す
る工程を見学し普段目にする事のない機材に興味を示していました。

その後、児童からは直売所への来場者数、商品数や運営にあたるスタッフの人数などについて質問

が行われました。

同 JA 直販課の白川英春課長は「来店していただき地域の子供たちの良い学習の機会になったかと

思う。農産物に触れ学習する事で地場産品に関しての理解と興味を抱いてもらえたらありがたい。今
後も継続して食農教育に取り組んで行く」と語りました。

お

買い得品満載な中古車展示会を開催

JA 壱岐市は 10 月 16 日郷ノ浦町の車輌サービスセンター、農機具

センターにて令和２年中古（農機具・自動車）展示会を開催しました。
展示会ではトラクターなどの大型の農機車輌や小型の農業機器、乗

用車から軽自動車まで多くの中古車輌が展示されました。

笑顔で会話する姿が見られました

朝から多くの来場者が訪れ、実際に車輌に乗り内装の確認やエンジ

ンをかけ状態の確認を行いながら、職員と会話する姿が多く見られました。今回大型の車輌だけでなく、
家庭菜園向けの小型管理機の展示も行い、多くの問い合わせが寄せられました。

同 JA 購買部の川田俊哉部長は「多くの方から中古車を求める声をいただいており、ありがたく思う。

特に今回の展示会では小型管理機についての問い合わせを多くいただいた。家庭菜園などの広がりに

より、女性が使用するシーンも増えている事から取扱いの増加も検討していきたい。今後も利用者の
要望に応えながら開催していきたい」と語りました。

ふれ
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地域の話題発見 !!

秋

カボチャ収穫目前

仕上げの徹底を促しました
JA 壱岐市かぼちゃ部会は 10 月 14 日に

令和２年産秋カボチャの３回目となる現地

検討会を開催しました。10 月下旬よりい
よいよ収穫が始まりました。

検討会では、同 JA 農産園芸課の浦川将

文指導員より説明が行われました。本年産
は台風の影響で欠株の被害が甚大で、強風
によるストレスで着果においても下位節傾

向でしたが、残った株は９月中旬から下旬
にかけて着果し生育は順調に進みました。

説明の後、参加者は芦辺町の後藤隆徳さ

んの圃場を視察しました。後藤さんは本年
生産者と栽培状況の確認を行いました

の作付品種である「くり将軍」のほか、試

験品種として「プリメラクイーン」を栽培

しています。「プリメラクイーン」は収量性が高く、糖化が遅い品種で長期貯蔵に適しています。葉
柄も短い事から葉折れも少なく風にも強いため、試験栽培を通して今後の春作、秋作への導入も検討
されています。

浦川指導員は「台風の被害が甚大であった。一部圃場では交配も遅れている。10 月下旬からいよ

いよ収穫が始まるので、潅水と防除の徹底を呼びかけ、秀品率の向上につなげたい。
」と語りました。

秋

の味覚

アールスメロン出荷開始

JA 壱岐市メロン部会は 10 月 26 日、芦辺町の多目的集荷場にて、令和２年産アールスメロンの出

荷目揃会を開催しました。本年は３人が作付面積 20㌃で栽培を行っており、青肉のベネチアと赤肉
のパリスの２品目の出荷を行っています。

本年産は大型台風の影響でハウスの倒壊や、ビニールが剥がれる等の被害があり作付予定面積より

減少しての栽培となりました。Ⅰ型～Ⅲ型まで好天によりスムーズに交配し、玉肥大も順調に推移し
ました。生育半ば頃から病害虫の発生が見られた圃場もありましたが、防除対策を行い被害の拡大を
防ぎました。

販売については、島内の JA 直売所やスーパー

での販売を主としつつ、市場への流通も計画して
います。出荷にあたっては JA 指導員による各圃

場の糖度検査を経て適期収穫、家庭内選果や箱詰
め基準を守り品質の統一を図る様促しました。

同 JA 農産園芸課の山口優希指導員は「台風に

よる被害で作付面積に大きな影響を与えた。今後
の販売については、市場との連携を密に行い有利

販売に繋げていきたい。11 月中旬には JA 壱岐
市の農協まつりの開催も予定しており、メロンを
求められる消費者も多いので、壱岐の旬の味覚を
届けていく」と語りました。
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出荷が始まったアールスメロン

営 農 トピ ッ クス
topics

水稲
令和３年産米に向けて、土づくり対策を実施しましょう。
①堆厩肥等有機物の施用（１～２ t / 10 a）
圃場ごとの地力に応じて施用して下さい。完熟堆肥を基本としますが、完熟
でない場合は、12 月までに施用し耕起しましょう。
稲わらを切り込んだ圃場では、分解促進の為、石灰窒素を 20 ㎏ / 10 a
施用し、耕起しましょう。
②ケイ酸資材の施用（60 ㎏ 以上 / 10 a）
稲体を丈夫にし、収量及び品質向上につながりますので、必ず施用しま
しょう。
【期待される効果】
病害虫や倒伏に対する抵抗性向上、受光体制が良くなること（葉が直立する）
で登熟歩合の向上、干ばつ時の蒸散抑制、高温登熟による品質劣化防止、根腐れを防ぐことでの秋落ち防止等。
③秋起こし（稲がら鋤き）の実施
乾土効果による土壌窒素の有効利用と、代かき時の作業性向上の為、遅くとも 12 月中には行って下さい。
＊冬作の作付けがある場合は、少なくとも田植え１カ月前までには収穫を終えるよう、計画的な作業を行いましょう。
（担当：農産園芸課 下條）

大麦
初期管理作業を確実に実施し、収量向上を目指しましょう。
①播種
11 月下旬までが播種適期です。12 月に入ってからの播種は、苗立ち確保の為、１割～２割程度播種量を増や
しましょう（播種晩限 12 月 15 日）
。
②排水対策
播種後に降雨が連続する場合やまとまった降雨があり、圃場内に滞水する場合は、新たな作溝を行うなど、表
面排水に努めて下さい。また、中耕・畦上げ等の中間管理を実施して下さい。
③雑草対策
播種直後の土壌処理を基本としますが、散布出来なかった場合や処理層の形成不足等により雑草のとりこぼし
がある場合は、茎葉処理剤による除草対策を行って下さい（特にカラスノエンドウの種子が混入したものは荷受
出来ない場合があります）。
ハーモニー 75DF 水和剤【対象：１年生広葉雑草】【使用量：５～ 10 g/ 10 a】【希釈水量：100ℓ / 10 a】
【使用時期：麦１葉期～節間伸長前（スズメノテッポウ５葉期まで）＊目安２月下旬頃まで】
アクチノール乳剤 【対象：畑地１年生広葉雑草】【使用量：100 ～ 200 ㎖ / 10 a】
【希釈水量：70 ～ 100ℓ
/ 10 a】【使用時期：穂ばらみ期まで（雑草発生初期）＊目安２月上旬頃まで】

（担当：農産園芸課 下條）

大豆
良品質大豆の出荷に向け、適正な乾燥調製に努めて下さい。
①出荷水分は 13％以下です。出荷前には必ず水分測定を行い、乾燥歩合を確認して下さい。
②大 豆選粒機により粒区分の選別を確実に行い、病害虫被害粒の除去を徹底しましょう（格落ちの要因となり
ます）。

（担当：農産園芸課 下條）

ふれ
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営 農 トピ ッ クス
topics

ブロッコリー
収穫盛期～終盤を迎えている２型、これから収穫が始まる３型は、適期の収穫を心が
けて下さい。収穫が遅れると、花蕾の形状が乱れたり出荷後に開花しやすくなります。
４型以降の作型については、花蕾腐敗病の予防に努めましょう。降雨間隔が近いと病
気が発生しやすくなるので、出蕾直前と花蕾直径が２ ㎝頃の２回、銅水和剤を散布して
下さい。
５型は、追肥を適期に施用し土寄せを行い、茎葉の生育を促しましょう。水田で栽培
している場合は、中耕・土寄せ時期に額縁明渠など作溝を行い、表面排水対策を実施し
て下さい。降雨が停滞するような圃場は、根傷みから生育不良となり、収量が低下する
おそれがあります。
①病害虫防除（特に花蕾腐敗病）
出蕾前（花蕾形成期）と出蕾初め頃（直径２ ㎝頃）の２回、銅剤を中心に予防的に散
布しましょう。
Ｚボルドー
500 倍
コサイド 3000
1,000 倍
（注意）花蕾形成から肥大期にかけて、窒素吸収が過剰となると相対的にカルシウム吸収が不足し、発病が助長さ
れます。対策として、出蕾始期までにカルシウム剤の葉面散布を行いましょう。
②追肥
２回目の追肥 定植後 40 日頃を目途に施用し、除草を兼ねて中耕・土寄せを行って下さい。
３回目の追肥 出蕾初め頃、畦間に施用しましょう。
＊施用量はいずれも BB239 20 ㎏ / 10 a
③収穫・出荷
Ｌ規格（花蕾直径 12 ～ 13 ㎝）が収穫の基本です。採り遅れによる品質劣化がないように、やや若採りとして
下さい（花蕾が軟化したり、黄色く開花し始めたものは収穫遅れです）。
収穫は気温が上昇し始める前の午前中に行い、収穫日に必ず集荷場へ持ち込んで下さい。
収穫後は、品質劣化
（収穫物の温度上昇）
を防ぐために必ずテクミラーシートによる被覆を行って下さい
（運搬時も）。
④厳寒期の対策
計画的な出荷を行う為に、低温期にはベタガケ資材を使用し、生育量の確保を図りましょう。
〈花蕾の生長と気温〉
気

温

花蕾の状態

〈出蕾後からの収穫目安〉

０℃以下

５℃以下 10〜20℃ 20℃以上

11 月どり 12 月どり １月どり

凍

生育抑制

10〜15日 10〜20日 30〜40日 30〜40日 10〜20日

害

適

温

異常花蕾

２月どり

３月どり

（担当：農産園芸課

斉藤）

スナップエンドウ
越冬前の栽培管理
①仕立て方は、１本仕立て（親つる）とし、株元の子づるは早めに摘除して下さい。
②つるとつるの間隔が 10 ㎝となるように、間引き作業を実施して下さい。間引きの際はカミソリ等で地際より
切除して下さい（注意：引き抜かない）。
③成長に伴い、根こぎ対策として株元に土寄せを行って下さい。
④２m 程度の支柱を、植え穴から５～ 10 ㎝ずらした位置に２m 間隔で垂直に立て、誘引ネットを張って下さい。
⑤主枝（親づる）はネットの下をくぐらせ、Ｌ字に誘引して下さい。又、主枝の伸長にあわせて 20 ㎝程度の間
隔に横ひもを張り、つるを両側から挟みこむように補強して倒伏防止に努めて下さい。

（担当：農産園芸課 浦川）

この面に記載の事項についてのお問合せは営農センター（0920-45-3805）までお願いします。
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《表紙紹介》

我が家の

みんなのひろば

あい

All Open Space

どるたち
まきやま

牧山

あ

む

彩夢 ちゃん（９）
しゅんすけ
郷ノ浦町庄触
駿介 く ん（４）

お父さん：竜士さん

お母さん：都美さん

彩夢ちゃんはバレーボールを頑張っていて、駿介
くんや甥っ子の世話を良く見てくれます。
駿介くんは自由奔放でやんちゃ。戦隊ものが好き
で真似して楽しく遊んでいます。
たまにケンカもしちゃうけど、すぐ仲直りする仲
良し姉弟です。
「ずっと仲良く、二人で助け合って成長していっ
て欲しいです」とご両親。

Ｑ．壱岐に来る前の壱岐のイメージ
Ａ．
「壱岐対馬」とニュースでよく聞いていたので１つ
の島だと思っていました。
Ｑ．壱岐に来て驚いたこと
Ａ．自然が多く、人とのつながりが強い所です。
のびのびできて、子育てには最適だと思います。
Ｑ．これからの夢
Ａ． 個性心理学講師、マネーコンサルタントとして、
同じ子育て世代のママさんに向けたサポートを行っ
ています。全国の沢山のママさん達と繋がり、笑顔
を増やしていきたいです。

よしなが

吉永

さと え

里枝さん（37）石田町石田東触

出身地：福岡県福岡市
壱岐に定住した年：平成 22 年
ふれ
あい
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まだ
まだ

元気

！
ばい！
松本

祥子さん

からバトンタッチ

寒さに負けずに
頑張ります！

あり た

有田

のぶゆき

延幸 さん（85）勝本町大久保触

Ｑ．一番印象の強い思い出は？
Ａ．昔からボーリングをやっていて、県民大会など
にも参加していました。その中でも平成９年に沖
縄で開催された全国大会で６位になったのが印象
に残っています。
Ｑ．一番の楽しみは？
Ａ．今はゲートボールを楽しんでいます。
同じチームの人が良い人ばかりで楽しいです。
Ｑ．元気の秘訣
Ａ．毎日三食ちゃんと食べて、間食をしないように
しています。
食事の時間に夫婦で楽しく会話をするのも大事
だと思います。

た しま

田島

み なみ

美波さん（24）

石田町石田西触

われら後継者！
壱岐のために貢献します ！！
Ｑ．お仕事は？
Ａ．10 月から消防士として壱岐消防署で勤務してい
ます。
Ｑ．チャレンジしてみたいことは？
Ａ． ずっと長距離走をやっていますので、いつか壱岐
市の公務員ランナーになりたいです。
Ｑ．休みの日は何してる？
Ａ． ドライブが好きです。消防士として道を良く知る
ためにも休みの日は色んな所を車で走っています。
Ｑ．壱岐の好きなところは？
Ａ．地域の方との関わりが強い所です。
おお く ぼ しょう き

大久保翔貴 さん（19）芦辺町中野郷西触
平成 13 年４月３日生
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O型

Ｑ．農業について
Ａ．おばあちゃんが家庭菜園で野菜を作っているので、
よく手伝いをしています。
Ｑ．理想の女性は？
Ａ．しっかりしていて、自分と趣味が合う人が良いです。

http://jaiki.sakura.ne.jp

新

登

クラス

中型
33馬力

場

（ネット値）

大容量 48L 燃料タンク
概ね１日無給油での作業が可能

ノークラッチ変速

ノークラッチで増減速、前後進切替が可能
型

式

SL33LFMAEP
ロプス仕様
メーカー希望小売価格

型

式

SL33LFQMAEP
キャビン仕様

メーカー希望
小売価格

万円
7
359.

（税別）

JA 壱岐市農機事業センター

お問合せ先：

型

285

万円

（税別）

式

SL33LFQMAEPC2P
半クローラ・キャビン仕様

メーカー希望
小売価格

万円
4
412.

（税別）

TEL：0920-47-4439
ふれ
あい
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【お問合せ先】

アグリプラザ四季菜館
TEL

0920-47-6955
FAX

0920-47-1347
その他にも多数のギフト商品を取り揃えて
おります。是非ご利用ください。

四季菜館から

お米ギフト ⑥

つや姫１ｋｇ・にこまる１ｋｇ・
つや姫２ｋｇ・にこまる２ｋｇ

島の駅

3,160 円

TEL&FAX

壱番館

0920-45-0415

創業祭のご案内

アグリプラザ四季菜館は地域の皆様のご愛顧のおかげで今年創業から 18 年が経ちました。
これからも皆様にご利用いただき愛される直売所を目指して参ります。

開催日：令和２年

12 月 ５ 日（土）・６ 日（日）

壱岐牛をはじめ、お買い得商品満載で開催いたします！ 是非ご来店ください。
◎創業祭に合わせて JA 壱岐市より LINE クーポンの配布を予定しております。お楽しみに♪
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南支所より

文書回収箱の移設・新設のご案内
【移設】

日頃より組合員皆様には当 JA をご利
用いただきありがとうございます。
下記の地区の文書回収箱につきまし
て移設及び新設のご案内をいたします。

⇒

【移設・新設日】令和２年 12 月１日（火）

壱岐消防署より

回収箱

駐在所

国道

海

入口
自動ドア

ATM

マリンパル壱岐

南支所・本所

旅行
センター

国道

枯草・伐採木焼却時の火災予防

についてお願い

空気が乾燥し火災が発生しやすい季節を迎え、枯草焼却や伐採木焼却中の不注意による
火災が多発していますので、焼却する際には下記の注意点を守ってください。
（壱岐消防署
①焼却をする際は、必ず壱岐消防署へ届け出をする。
②焼却をする際は、消火の準備をしその場を絶対に離れない。

45-3037）

③焼却を終える際は、完全に消火する。

④風が強い日は、焼却をしない。

⑤夕暮時は早めに焼却を終える。
（火災と間違われ通報されることがある。
）

資材センターより

防災グッズのご紹介
近年、大規模な自然災害が多発しており、日頃より災害への備え
が必要になっております。
11 月８日（日）には箱崎まちづくり協議会の防災訓練にて防災
グッズの紹介を行い、大変好評でした。
JA 資材センターでは段ボールベッドや非常食等の防災関連のグッ
ズの取り扱いを行っていますので、ぜひ一度ご相談ください。

長期保存が可能な
非常時持ち出しセット

【お問合せ先】

JA 壱岐市柳田資材センター（担当：松永、田原） TEL：47-6153

豊富な種類の非常食があります

本誌トップでも紹介しておりますが、第 34 回農協まつりでは多くの方にご
来場いただきました。ありがとうございました。規模を縮小しての開催となり
心配しておりましたが、多くの方に壱岐の農畜産物をお求めいただき嬉しく思います。
さて、恒例の私事です（笑）。皆さん「鬼滅の刃」というアニメはご存知でしょうか？現在大人気
で映画も記録的ヒットを続けていて今年の流行語大賞にもノミネートされている作品ですが、我が
家の子供達も大好きで新聞紙や段ボールで刀を作っては家の中で大暴れです……。男の子は活発な
方が良いと思ってはいるのですが……家のふすまや障子が心配な毎日を送っています（苦笑）。

ふれ
あい

国道

回収箱

ATM

回収箱

ATM

マリンパル壱岐

※その他の文書回収箱につきましては現在の
国道
通り変更ありません。

JA 壱岐市
南支所・本所玄関

（新）マリンパル壱岐
（ATM 横の海側）

海

駐在所

【新設】

（旧）旧農協石田支所
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◎編集：企画課 TEL.0920-47-1333 FAX.0920-47-1283 ◎印刷：㈲正文社印刷所
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