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野菜市況情報はコチラ

JA 壱岐市 公式 LINE

ＪＡ壱岐市公式YouTube
チャンネルはコチラ

初！離島３JA 共同企画イベントを開催‼

東京で壱岐の特産品を PR しました‼

期間中は多くのお客さんが訪れました

３月

日から

日までの４日間︑東京都のＪＡ東京
18

した︒

31

買い求める姿が見られました︒

期間中は大勢のお客さんが訪れ︑各産地の特産品を

店内外に向けた壱岐産農畜産物のＰＲを行いました︒

ＣＭや︑ユーチューブでも配信している動画を放映し︑

ジタルサイネージ︶も設置されており︑ＪＡ壱岐市の

また︑イベント施設には︑
大型のスクリーン設備︵デ

出品されました︒

のしいたけや︑椿油︑五島ルビー︵ミニトマト︶等が

を販売しました︒ＪＡ対馬︑ＪＡごとうからは特産品

などの農畜産物︑農産加工品︑干物などの水産加工品

当ＪＡは︑壱岐牛をはじめ︑アスパラガスやイチゴ

回が初となります︒

同企画が実現しました︒離島３ＪＡでの共同企画は今

昨年︑当ＪＡが提案し︑ＪＡ対馬︑ＪＡごとうとの共

で開催し︑次回の開催に向けて検討を続けてきました︒

連盟と連携し壱岐の食材をＰＲするイベントを同施設

ＪＡ壱岐市は︑平成

年４月に壱岐市︑壱岐市観光

マルシェ﹄を開催し︑各離島の特産品が一堂に会しま

界灘に浮かぶ実りの島﹁壱岐・対馬・五島﹂まるごと

共同企画による農畜産物販売促進イベント﹃長崎・玄

アグリパークで︑県下離島の壱岐︑対馬︑五島の３ＪＡ
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JA 東京アグリパークとは…
東京都新宿区にあり、農業の魅力や重要性を
伝えるために、食と農に関する様々なイベント
を週がわりで実施しています。全国各地の農業
関係団体が、地域の特色を活かしたイベントを
行っています。

各離島
の特産
品
が集ま
りまし
た‼
ＪＡ壱岐市
ＪＡ対馬・ＪＡごとう

店内外のモニターでは、JA 壱岐市の CM や農
畜産物動画も放映されました

JA 壱岐市は、今後も県下 JA だけでなく、各 JA と連携した
協同の力で、地域農業と JA グループの魅力を発信していきます。
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ＪＡ壱岐市肥育部会は２月

留 ・１％︑ＢＭＳナンバー

日︑福岡県の福岡食肉市場

頭が出品され︑郷ノ浦町の山

番の内容でＡ５に格付けさ

積 １ ０ ５ ㎠︑ バ ラ 厚 ・２ ㌢︑ 皮 下 脂 肪 １・９ ㌢︑ 枝 肉 歩

代祖が金幸の去勢で︑枝肉重量６３６・６㌔︑ロース芯面

山本さんの出品牛は︑父が百合幸︑２代祖が安福久︑３

本満年さんの出品牛が金賞に選ばれました︒

は︑去勢 頭︑雌４頭の計

で﹁壱岐肥育部会枝肉共励会﹂を開催しました︒共励会に

28

17

れ︑１㌔当り２︐９２３円の高値で落札されました︒

12

10

全体の平均枝肉単価は２︐５３２円となり︑出品牛すべ

結果は以下のとおり
金賞 山本 満年さん
銀賞 ㈱梅嶋畜産さん
銅賞 山本 満年さん

２月下旬から３月上旬までＪＡ直売所のアグリプラザ四季菜館
と島の駅壱番館では︑イベントが続々開催されました︒
２月 日〜 日の３日間は︑年に一度開催している肉のお祭り
﹁超肉祭﹂を開催しました︒
３日間のセールでは日替りで壱岐牛の目
玉 商 品 を 販 売 し ま し た︒ そ の 他 の 豚 肉 や︑
鶏肉︑直売所の人気商品である壱岐牛ハン
バーグなども特価で販売されました︒初日
か ら 多 く の お 客 様 に 足 を 運 ん で い た だ き︑
精肉コーナーで商品を選ぶ姿や︑贈答用の
申し込みをする姿が見られました︒精肉以
外でも︑旬を迎えたイチゴや伊予柑などの
農産物販売も好評でした︒

壱岐牛を特価でズラリ販売♪

おいしそうな目玉商品が並びました

13

てが４等級以上の評価を受け︑上物率１００％︵内５等級
14

24

26

さ ら に︑ ３ 月 ３ 日 〜 ５ 日 の ３ 日 間 は ア グ リ プ ラ ザ 四 季 菜 館 で︑
ひなまつりフェアが開催されました︒
フェアでは︑壱岐牛のブロック肉やイチゴ︑地元の麦焼酎や花
見酒などを特価で販売しました︒
各種セール品のほかに︑各協賛業者様の協力による目玉商品と
して︑ちらし寿司や桜餅︑いちご大福などのフェア限定商品が販
売され︑売り場を彩っていただきました︒限定商品を求めてご来
店いただいたお客様も
多く︑早い時間で完売
するほどの人気でした︒
直販課の白川英春課
長は﹁各業者の皆様に
は︑目玉商品でフェア
に色を添えていただき
感謝している︒今後も
直売所らしい地域に根
差した販売展開を行っ
ていきたい﹂と笑顔で
語りました︒

売り場にはひな人形も飾られました

80

評価 頭︶を記録しました︒

金賞に輝いた山本さん
見事なサシが入った金賞牛

上物率 100％を記録しました
ブランド力活きる共励会開催

JA 直売所でイベントが続々開催されました
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野菜作っています
！

橋本

正代 さん（80）

住所：芦辺町中野郷西触

農業をやり始めたきっかけは何ですか？

62 歳までスーパーに勤めていましたが、やめる時にそ

のまま四季菜館に入会申し込みに行きました。野菜作りは
初心者でしたが、変な固定概念がなかったから、新しい品
種にチャレンジできました。

主にどんな野菜を作っていますか？

約 30㌃の畑で、キャベツ、白菜、レタスなどの葉物類や、

大根やカブなどの根菜類まで幅広く作っています。そのほ
かに、セロリやコールラビ、カリブロ（カリフラワーとブ
ロッコリーを掛け合わせたもの）などの珍しい野菜も沢山
作っています。ミカンも栽培しています。

栽培する中で苦労したことは何ですか？

新しい野菜にチャレンジするのが好きですが、販売には

苦労しました。セロリなども始めた当初はなかなか売れな

野菜を収穫する橋本さん

かったです。４年ほど経って売れるようになりました。

JA 直売所に出荷する中で特別に取り組んだ事な
どはありますか？

私は〝直売所はチャレンジする場所″だと思っています。
昨年末には、正月用の「鏡もち飾りセット」なども出し

てみました。店長に相談すると「面白いからぜひ出しまし
ょう」と協力してくれました。

直売所に出荷して良かったことは何ですか？

セロリやコールラビなど珍しい品種を出すようにしてい

るのですが、お客さんから「珍しい野菜を作ってるんです
ね」と声をいただくと嬉しく思います。

今後の目標は何ですか？

美味しく、安全な野菜を作っていきたいです。
体にも気をつけながら、長く農業を続けれるように頑張

ります。
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橋本さんオススメのセロリ♪

直売所は私にとって〝チャレンジ〟
する場所です！

いき！壱岐

地域の話題発見 !!

壱

岐産ニンニク

玉肥大期を迎える

JA 壱岐市にんにく部会は２月 18 日に、郷ノ浦町の生産者圃場で現地検討
会を開催しました。昨年 10 月に植付けを行ったニンニクはこれから生育旺盛
期を迎えます。
令和４年産は生産者 27 名が面積 165㌃で栽培します。検討会では農産園芸
課の斉藤俊介指導員が今後の栽培管理や、病害虫対策について説明しました。
管理面では今後、春腐病や裂球化を防ぐため、追肥を基本的に行わないよう
注意を促しました。そのほか、収量増加のポイントとなる健全な葉の確保、玉
肥大促進のための芽の収穫（とう摘み）についても説明しました。芽は「ニン
ニクの芽」として４月中旬頃から出荷も予定します。
防除面では、代表的な病気の春腐病、さび病、葉枯病に注意するよう促し、
発生前の予防散布を呼びかけました。
斉藤指導員は「これから玉肥大期の重要な時期を迎える。株をしっかり守っ
て生育を伸ばせるよう、注意していただきたい。１月、２月と降雨が少なく、
乾燥気味なので、状況を見ながらの潅水も行ってもらいたい」と注意しました。

プ

本所入口でも長崎ヴェルカ
を応援しています

壱

現地でニンニクの生育状況
が確認されました

ロバスケクラブと一緒に農業をPR
喜びの声集まる

JA 壱岐市は昨年末、JA グループ長崎がオフィシャルパートナーとしてスポ
ンサー提携するプロバスケットボールクラブ「長崎ヴェルカ」応援キャンペー
ンを行いました。
12 月、JA 直売所で壱岐産農畜産物を利用いただいた方に応募用紙を配付し、
募集を行いました。当選者の皆さんは２月上旬に開催されたホームゲームを観
戦しました。
同 JA では、観戦する皆さんに試合を楽しんでいただくため、手作りのガイ
ドブックも作成しました。会場までの行き方、オープニングイベントなどの楽
しみ方、バスケの基本的なルールを掲載するほか、昨年刷新したホームページ
やオンラインショップ、公式 LINE の友だち登録の案内も掲載し、壱岐産農畜
産物と農業のファン増加に向けた PR を行いました。
試合観戦後には参加者にアンケートも実施し、参加者からは「プロの試合は
迫力があり、とても楽しい観戦だった」と喜びの声が寄せられました。

岐産アスパラガス

春芽出荷本格化

JA 壱岐市アスパラガス部会では２月中旬から令和４年産アスパ
ラガスの出荷が始まっています。３月に入り、隔日出荷から毎日
出荷に切り替わり、これから春芽出荷のピーク期を迎えます。
昨年産では年間出荷量が約 350㌧、10㌃当りの収量は約 2.7㌧
となり、15 年連続の県下反収１位を記録しています。
本年産は生産者 70 名が栽培面積約 12.8㌶で栽培します。部会
では反収３㌧、太物率 70％を目標に取り組んでいきます。生育状
況は、寒さが続いたことにより若干の生育遅れはありましたが、
順調に春芽アスパラの出荷量が増加しています
３月に入り出荷量が増加しています。
春芽のアスパラガスはじっくり時間をかけ成長します。芽も太く伸び、糖分を多く含んだみずみずしい甘
みが楽しめます。JA 直売所では、春芽アスパラガスの宅配便受付も行っています。
農産園芸課の市村省吾指導員は「これから春芽のピークを迎える。年間出荷量の増加に向けて、
春芽でしっ
かりと反当１㌧の出荷を目指したい」と語りました。
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人

気の壱岐産アムス
各ハウスで定植が始まりました

JA 壱岐市メロン部会は２月 22 日と３月４日の２日間、芦辺町の
農産物集出荷場前で令和４年産アムスメロン苗の配布を行い、各生
産者ハウスでは定植作業が行われました。
本年産は生産者 32 名が全体で約 234㌃の栽培を行います。Ⅰ型
で約１万３千本、Ⅱ型で約１万本の苗が生産者に渡され、各ハウス
で定植が行われました。
各ハウスでメロン苗の定植が行われました
同部会から出荷されるアムスメロンは JA 直売所や、宅配で主に
販売されており、濃厚な甘みが人気で、島内外からのリピーターが後を絶ちません。
一方で、生産者の高齢化と栽培面積の減少が課題となっています。同 JA で策定した第９次営農振興計画
では、①メロン用低コストハウスの導入による初期投資の軽減②ミニトマト等との輪作体系による所得安定
③アパートハウスへの「通い農業」による新規生産者の確保を図っていきます。
農産園芸課の山口優希指導員は「ここ数年、定植後のヤケが見られるので、初期管理に注意いただくとと
もに、水と温度管理の徹底をお願いしたい」と語りました。

春

カボチャ栽培開始 試験栽培も実施

JA 壱岐市かぼちゃ部会は２月下旬に、芦辺町の多目的集荷
場で令和４年産春カボチャ栽培講習会を開催し、生産・販売方
針や栽培管理について確認しました。
本年産春カボチャは生産者 78 名が面積約 13㌶で栽培しま
す。品種はくり将軍、プリメラクイーン、えびすの３品種です。
近年の春カボチャは、良食味の粉質系品種が導入されていま
す。消費者からのニーズも高く、各市場から出荷量の増加が求
められています。しかし、品種特性による風害（欠株の発生）
早期出荷に向けた試験栽培を開始しました
や着果率の低下等、収量が伸び悩んでいます。
講習会では、土壌管理や着果安定生産技術の確立に向けた収
量安定対策や、病害虫防除や日焼け果対策などの品質向上対策を確認しました。販売では、市場と連携した
計画的な出荷を通して有利販売に繋げていきます。
また、３月４日、管内圃場では、JA と壱岐振興局で早期出荷に向けた試験栽培を開始しました。今回の試
験では例年７月に出荷される春カボチャを、６月に出荷することが可能かを検討するため実施されます。可
能になれば高単価での販売や、作型をずらして栽培することが可能となり面積拡大にも繋がります。
農産園芸課の浦川将文指導員は「春カボチャは食味も良く、市場からも高い評価を得ている。６月出荷が
可能になれば、面積拡大や農家所得の向上に繋がってくる。しっかりと検討していく」と意気込みを語りま
した。

管

着々と定植する生産者の皆さん

内各地で葉タバコ定植開始

長崎県、福岡県、佐賀県の３県からなる『西九州タバコ耕作組合』で
は３月から島内の各耕作地で葉タバコ苗の定植が始まっています。
壱岐では栽培地区が芦辺・勝本地区と郷ノ浦・石田地区に分かれてい
ます。昨年は約 48㌶栽培されましたが、令和４年産は島全体で約 30㌶
の栽培面積となっています。
１月下旬の播種から育苗を経て各耕作地では生産者が専用の農業機器
を操り、定植を行う様子が見られました。５月には各地が深緑に染まり
収穫が行われます。

広報誌でご紹介できていない記事については、
随時ホームページのトピックスに掲載しています。
併せてチェックしてみてください。
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営 農 トピ ッ クス
topics

春カボチャ

ポイント

計画を立て適期作業を心がけましょう。

［保温対策］
直播（３/ 中下旬播種）の場合、３月下旬頃～４月上旬頃に発芽、苗移植の場合は（３月下旬～４月上旬移植）活着
期となりますので、保温に努めましょう。
①トンネル被覆を実施しましょう。
②株元の土寄せやワラの挟み込みを行いましょう。（発芽後・移植時）
［防風対策］
毎年 4 月には、強風による茎葉の折損や根扱ぎ等で欠株が発生しております。
圃場周辺の防風対策（ネット張り）や強風が予想される時はべた掛けやトンネル被覆を実施し、強風を回避しましょう。
［排水対策］
生育初期の根張り不足は生育の低下を招き、減収の要因となりますので、圃場内外の明渠や溝の清掃等を実施し、排
水性の向上を図りましょう。
［仕立て方］
直播→親ツル１本仕立て
苗移植→子ツル２本仕立て
［摘芯・整枝誘引］
苗移植の場合は、本葉５枚時に生長点を止める「摘芯」作業を行い、生育の揃った子ツルを２本残します。
その後、着花（メス花）節位までの脇芽を除去しながら、誘引しましょう。
直播については生長点は止めませんので、着花（メス花）節位まで脇芽を除去しながら、誘引しましょう。
上記作業中、株元及び脇芽のオス花は除去しないで下さい。
［病害虫防除］
ウリハムシ……マラソン乳剤（1,000 倍）
混用可
うどんこ病、白斑病………ダコニール 1000（1,000 倍）
※生育が悪い場合は、上記薬剤にメリット青（500 倍）を加用して下さい。

（担当：農産園芸課 浦川）

}

たまねぎ

ポイント

全栽培農家によるべと病防除の徹底をお願いします。

壱岐地域の“べと病”統一対策 !!
４月（特に気温が 15℃以上になる頃）以降は、たまねぎ“べと病”の発生に好適な気象条件となってきます。
JA 出荷用だけでなく直売用や家庭菜園用も含めて必ず 10 ～ 20 日間隔で薬剤散布を行いましょう。
べと病は、まん延してからの薬剤散布は防除効果が落ちるので予防を主体に防除を行い、発生がみられる場合は速や
かに治療効果のある薬剤の散布を行いましょう。特に葉数が増加してからの防除は株全体にしっかりと薬液がかかるよ
うに丁寧に散布しましょう（散布量目安 250L/10a １株当り 10ml 程度・展着剤加用）。
〈使用薬剤例〉 プロポーズ顆粒水溶剤 1,000 倍（3 回以内 収穫 7 日前まで）、リドミルゴールド MZ 水和剤 1,000 倍
（3 回以内 収穫 7 日前まで）＊成分にマンゼブを含むものは通算５回以内
ラ ンマンフロアブル 2,000 倍（4 回以内 収穫 7 日前まで）、アミスター 20 フロアブル 2,000 倍
（4 回以内 収穫前日まで）
、ホライズンドライフロアブル 2,500 倍（3 回以内 収穫 3 日前まで）
べと病以外の病害対策
【白色疫病】
白色の葉枯症（青みを帯びた白色～退色）が葉先を中心に現れ、下垂し、よじれるなどの症状を併発。降雨が連続す
ると急激に拡大・まん延するので注意。＊上記に記載のべと病対策の薬剤と同様
【ボトリチス葉枯症】
葉身上にかすり状又は長円形の白色の斑点が無数に現れる。べと病とも併発し、肥大停止・腐敗などの原因となる。
＊べと病対策薬剤のうち、プロポーズ顆粒水溶剤及びアミスター 20 フロアブルについては、ボトリチス葉枯症の治
療効果も有り

（担当：農産園芸課 渡邉）

この面に記載の事項についてのお問合せ先は営農センター（0920-45-3805）までお願いします。
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営 農 トピ ッ クス
topics

大麦

ポイント

カラスノエンドウの抜き取りをお願いします。

〈管理作業のポイント〉
【防除】赤かび病防除（出穂後に２回）を確実に実施して下さい。＊薬剤、時期については 3 月号参照
【排水対策】排水溝の確認・整備を再度実施し、良品質麦の生産に努めましょう。
【雑草対策】圃場周囲から圃場内へ雑草が侵入しているところが散見されます。特にカラスノエンドウ種子が混入する
と調製段階での除去が難しいので、混入が著しい場合は受入れ出来ない場合があります。必ず収穫前までに抜き取り作
業を実施して下さい。

（担当：農産園芸課 下條）

水稲

ポイント

適期の栽培管理をお願いします。

令和４年産米出荷目標 100,000 袋の出荷に向け、収量アップに取り組みましょう。
〈移植後の管理〉
コシヒカリの移植適期は４月 20 日～ 25 日頃です。
つや姫の移植適期は４月 24 日～ 30 日頃です（水温 14 ℃以上が目安）。
⇒移植後、活着までは深水管理とし、活着後は浅水管理で分けつを促して下さい。
除草剤は散布後 7 日間は止水し、落水・かけ流しはしないで下さい。
⇒田面が露出すると除草成分が分解され、効果が落ちるので、水持ちの良い圃場づくり、補水に努めて下さい。
＊ホタルイ（ユ）多発田については、JA 米栽培暦を参照下さい。
＊育苗管理についてはふれあい３月号参照
（担当：農産園芸課 下條）

にんにく

ポイント

適期の摘芯を行い、玉肥大へと繋げましょう。

〈管理作業〉
4 月～ 5 月にかけて玉肥大期を迎えます。収量増に向け下記の点に注意しま
しょう。
①排 水 対 策…過湿は根腐れの原因となりますので、降雨後に圃場内に滞水しな
いように排水溝の整備を行いましょう。また極度の乾燥は着色球
の発生に繋がりますので乾燥が著しい場合には潅水を行いましょ
う。
②病害虫防除…大 玉で収穫するには玉肥大期に健全な葉を維持することが重要
です。さび病対策としてハーモメイト水溶剤（収穫前日迄）を
800 倍で散布しましょう（展着剤加用）。
③摘
芯…抽苔茎が完全に伸びきってから摘芯を行いましょう。にんにくの
芽を出荷・販売される方は、農薬の使用基準に注意しましょう。
（担当：農産園芸課

スナップエンドウ

ポイント

18cm
〜 25cm

１cm

２cm

斉藤）

暖かくなり生育が進むので、適期防除に努めましょう。

〈管理作業のポイント〉
①開花期以降は乾燥しないように適宜灌水しましょう（畦間灌水可）。
②収穫は M：５㎝～７㎝、Ｌ：７㎝以上で莢の厚みが１㎝以上で子実の肥大が目立つ前の若さやで、ガクをつけて収
穫しましょう。
③結 莢適温は 14 ℃～ 18 ℃。20 ℃を超えると生育が悪くなり、25 ℃以上では草勢が悪くなり、落莢が増加します。
５月末までの継続的な出荷を目指し、草勢管理に努めましょう。
④生育初中期はナモグリバエの防除（アディオン乳剤 3,000 倍）
、開花期にウラナミシジミの防除（パダン SG 水溶
剤 1,500 倍）を実施し、ハスモンヨトウ・うどんこ病等については初発時に防除を実施しましょう。
〈農薬使用の際の注意〉
＊病害虫防除の際は必ず『サヤエンドウ』
『未成熟豆類』『野菜類』で登録のある農薬を使用しましょう。
＊収穫前日まで登録のある農薬については、散布後 24 時間以上あけて収穫しましょう。
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浦川）

《表紙紹介》

我が家の

みんなのひろば

あい

All Open Space

どるたち
なかなが

な

中永

な

み

那奈美 ちゃん（ ７ ）
ゆう

悠

じん

仁 く ん（ ４ ）

あさひ

旭

芦辺町湯岳興触

く ん（ ２ ）

お父さん：勝行さん

お母さん：さとみさん

那奈美ちゃんは、折り紙や編み物が好きなしっかり
者のお姉ちゃんです。ピアノや縄跳びの練習を頑張っ
ています。
悠仁くんは、 虫や動物が好きな優しい男の子で、
いつも家族を笑わせてくれるムードメーカーです。
旭くんは、食欲旺盛でパワフルな末っ子です。おん
ぶが大好き♪体を動かすことも大好きで何にでも興味
津々な我が家のアイドルです。
「三姉弟仲良く、元気にのびのびと大きくなってね」
とご両親。

Ｑ．壱岐に来る前の壱岐のイメージ
Ａ．来る前はどんな島かと思っていました。もっと田舎だ
と思ってましたが、とても自然豊かでいい島だと思いま
した。
Ｑ．壱岐に来て驚いた事
Ａ．地域での集まりが根付いていて、また、人と人のつな
がりの強さに驚きました。
Ｑ．これからの夢
Ａ．子供たちとの出会いや、ふれあいを大事にしながら、
いつでもホッとできる場所づくりの手伝いをしたいです。

の

だ

ゆ

き

こ

野田有希子さん（46）郷ノ浦町渡良東触
出身地：長崎県佐世保市
壱岐に定住した年：平成 19 年
ふれ
あい
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まだ
まだ

元気

！
ばい！
畑

健太郎さん

からバトンタッチ

つじかわ

いさ お

辻川 勇雄 さん（89）

壱岐に来て丸４年
が経ちました。
壱岐の皆さん、 いつも
仲良くしてくれてありがと
うございます♪

勝本町新城東触

Ｑ．一番印象の強い思い出は？
Ａ．ずっと牛を飼っていますが、昔、共進会などで
多くの賞を受賞したことが印象に残っています。
今は ２ 頭ですが、多い時は 10 頭くらい飼育して
いました。
Ｑ．一番の楽しみは？
Ａ． ２ 頭の牛の世話をのんびりやることを楽しみに
しています。
Ｑ．元気の秘訣
Ａ． しっかりと食べることです。 今では量が減りまし
たが、昔は茶碗で３杯は食べていました。

かみ や

上谷

あい み

愛美さん（24）

勝本町新城西触（出身：群馬県）

われら後継者！
地域のつながりが強い壱岐が大好きです !!
Ｑ．お仕事は？
Ａ．壱岐市役所財政課に勤務しています。
Ｑ．今後やりたいことは？
Ａ．コロナが落ち着いたら色んな所に旅行に行きたいです。
Ｑ．休みの日は何してる？
Ａ．釣りが趣味で、友だちと一緒によく行っています。
Ｑ．壱岐の好きなところ♪
Ａ．食べ物が美味しく、自然が豊かなところと、地域の皆
さんのつながりが強い所です。

すえなが

末永

みきやす

幹保 さん（20）

平成 13 年 12 月８日生

11

JA 壱岐市
ホームページ

郷ノ浦町片原触

B型

https://ja-iki.jp/

Ｑ．農業について
Ａ．家ではミカンを栽培していて、小学生の頃から収穫の
時は手伝いをしています。
Ｑ．理想の女性は？
Ａ．やさしくて、一緒にいて楽しい方がいいです。

壱岐家畜市場利用者の皆様へ（お願い）
日頃より、当家畜市場をご利用いただき、誠にありがとうございます。
令和 4 年４月の子牛市については、前回同様の防疫体制の下、通常どおり開催する予定です。
多くの方が来場される家畜市場において、新型コロナウイルスを含む感染症の予防のため、
皆様に下記の事項へのご協力をお願い申し上げます。
皆様にはご不便をおかけしますが、ご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。
〇発熱（37.5℃以上の方）や咳、全身痛などの症状がある場合や、体調に不安のある方は、
来場をお控え下さい。
〇自らが感染・拡散しないという観点から、季節性インフルエンザに代表される感染症の
予防対策（手洗い、手指消毒、うがい、マスクの着用など）を行って下さい。
〇生産者の競り場内への立ち入りについては禁止いたします。
※購買をされる方（購買者カード発行者）、販売者本人をのぞく。
〇購買者の下見時間については、繋留場（牛）から離れて下さい。

菜果業
野選作

スタッフ
募集中 !!

作業内容

野菜選果作業

時

830 円～

給

昇給制度あります

JA 壱岐市は

あなたのやさしい手
をお待ちしています

お問い合わせは
JA 壱岐市営農センター
農産園芸課 （45－3805）まで
屋内で野菜全般を選別、箱詰めする作業です

勤務場所

勤務時間

週５日～（８時～ 17 時）

募集期間

Ｒ４年３月から
随時募集中です

募集人員

JA 集荷場

（芦辺町国分東触）
※曜日勤務時間相談可
※繁忙期は残業があります

若干名

※その他、詳細については面談の際にご説明します
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PayPayとの即時口座振替サービス開始のご案内
令和４年
３月から

JA バンク口座からの PayPay 残高への
チャージが可能になりました

JA の各店舗で QR コード決済がご利用可能です！
●対象店舗

※対象決済ブランドは PayPay、d 払い、au PAY、LINE Pay などです。
QR コード決済をご利用される際の手順など、詳細につきましては店頭でご確認下さい。

直売所で！

購買店舗で！

給油所で！

アグリプラザ四季菜館
島の駅壱番館

柳田資材センター
国分資材センター
車両サービスセンター
電器店舗

本所給油所
北部給油所
ベイサイド湯ﾉ本給油所

JA 直売所より４月イベント・セールのご案内
アスパラガスフェア

開催店舗：アグリプラザ四季菜館
期
間：4 月 10 日（日）～ 4 月 16 日（土）まで
フェアでは、春芽の美味しい時期を迎え
た壱岐産アスパラガスを特売価格で販売し
ます♪
「アスパラ豚バラロール」や、
「アス
パラサンドイッチ」などの限定商品の販売
も行います。

◎イベント・セールの情報は JA 壱岐市の「2022 カレンダー」の QR コード
※QR コードの情報は随時更新いたします。
からもご確認いただけます。
４月直売所情報が確認できる QR コードはコチラ▶

直売所セールに関するお問い合わせ先
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JA 壱岐市

直販課

TEL:47-1347

五 月人 形 ・武 者 の ぼ り・ 鯉 の ぼ り受 付 中

※掲載商品以外にも多数の商品がございますので、お問い合

商品のお買い求め、お問い合わせは
わせください。
JA 壱岐市柳田資材センターまで TEL：４７-６１５３（担当：辻村） ※商品の色は印刷の都合上、実際と異なる場合がございます。
※品切れの場合はご容赦ください。
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お世話になりました
～組合員の皆様へお礼の言葉～

令和 4 年 3 月末をもって、4 人の皆様が定年
退職を迎えます。
組合員皆様へのご挨拶を預かっておりますの
で、ご紹介します。

この度、3 月 31 日付をもちまして定年退職致します。昭和 55 年の入組以来
42 年の長きにわたり、組合員の皆様はもとより先輩や同僚の皆様に支えて頂
きましたことに、改めて厚くお礼を申し上げます。仕事を通じて多くの方々か
ら学ばせて頂いた貴重な経験をこれからの人生に生かしていきたいと思いま
す。多くの皆様との出会い、ご縁に只々感謝です。
末筆ながら、組合員皆様のご健勝・ご多幸をお祈り申し上げ定年の挨拶と
させていただきます。長い間、誠にありがとうございました。
辻 義久（金融共済部 部長）

この度、３月末をもちまして定年退職を致します。
昭和 60 年入組以来永きにわたり、組合員皆様をはじめ多くの方々から賜り
ましたご支援とご厚情により今日まで勤め得ましたことを心から厚くお礼申し
上げます。
仕事を通じて多くの方々から学ばせて頂いた経験をこれからの人生に活かし
ていきたいと思います。
組合員皆様のご健勝・ご多幸を心よりご祈念申し上げますとともに、今後と
も変わらぬご厚誼賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
長い間大変お世話になりありがとうございました。
大久保 芳浩（南支所 支所長）

この度、３月末をもちまして定年退職をいたします。
昭和 55 年入組以来 42 年間、大過なく勤めることが出来ましたのもひとえ
に組合員皆様のご支援、ご厚情のおかげと深く感謝いたしております。
その間、諸先輩方や同僚の皆様に支えていただきました事、心よりお礼申
し上げます。
農協で学び培ったことを糧に今後の人生有意義なものにしていきたいと思っ
ております
組合員皆様のご健勝・ご多幸をお祈り申し上げ、退職の挨拶とさせていた
だきます。
長い間、大変お世話になりありがとうございました。
松永 とも子（南支所 次長）

この度、３月末をもちまして定年退職いたします。
昭和 55 年入組より組合員の皆様をはじめ多くの方々に温かいご支援、ご指
導を賜り、お陰様で長きの勤めを終えることができますことを心から感謝申し
上げます。
支所勤務をはじめ、女性部、共済 LA など、仕事を通して皆様からいただ
いた沢山のご縁と楽しい思い出を宝物とし、これからの人生を歩んでいきたい
と思っております。今後とも変わらぬご交誼をよろしくお願いいたします。
組合員皆様方のご健勝、ご多幸をお祈り申し上げお礼の挨拶とさせていただ
きます。
長い間、誠にありがとうございました。
圓石 美紀代（北支所 次長）
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いろをぬって

ちょくばいしょへ

GO

右の絵に色を塗って、
直売所へちょっぴりプレゼント
をもらいに行こう！

締切 …… 令 和 ４ 年４月末日

※お一人様１回限り、小学生までが対象です。
※塗り絵は店頭に掲示させて頂きます。
キリトリ線

アグリプラザ四季菜館

ローソン
ドコモ

JA 壱岐市
アグリプラザ

★ 四季菜館
島の駅壱番館
岡本組
中野石油

おところ

★ 島の駅壱番館
田河小学校

珍野菜

急須型のピーマン♪

ねんれい

町
  

さ

い

おなまえ
すきなやさい

昨年から、生産者や利用者の皆様から沢山の面白い野菜の情報
が寄せられましたので、一挙にご紹介します♪

三又に成長した
オクラ★

とぐろを
巻いたナス♪

まるで人の
ような大根(笑)

大根同士が
くっついてます

ぜひ、皆様の周りでも面白いお野菜がございましたら、ご紹介下さい。
今回の表紙は、芦辺町の川上孝二さんのイチゴハウス
で撮影しました。撮影後には川上さんからイチゴ摘みの
嬉しいプレゼントがありました。優しく摘み方を教える
川上さん。私が思い描いていた「ふれあい」の光景に感動しました。
子ども達も大喜びで、末っ子の旭くんは収穫し
たイチゴをペロッと平らげていました♪
川上さんには、撮影用にと収穫予定のイチゴを
残していただいており、お心遣いに感謝するばか
りです。協力いただいた川上さん、中永さんご家
族ありがとうございました。
（小西 要） イチゴを優しく渡す川上さん♪ 笑顔で楽しむ姿が見られました

ふれ
あい
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