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　JA 壱岐市は 11 月 12 日・13 日に芦辺町の壱岐家畜市場で「第 36 回農協まつり」を開
催しました。今年は、飲食専用エリアを設ける等徹底した感染症対策を講じ可能な限り従
来の内容で開催しました。
　当日は、３年ぶりに農畜産物 PR 大使のちんねんさ
んがメイン MC として登場し、まつりを盛り上げました。
壱岐牛やメロンの販売をはじめ、購買品大展示会、青
年部の看板コンクール、更に目玉企画として勝本町漁業
協同組合さんの「スルメイカ」と振興品目の馬鈴薯「な
がさき黄金」のコロッケバーガーの完成イベントや実演
販売や郷ノ浦町漁協さんのおさかなコーナーや来場者へ
新鮮ヒラスのプレゼント。「壱岐産農畜産物」と「ちん 
ねん」さんがコラボした LINE スタンプのお披露目や第
１回川柳大会。青年部ではなつかしのポン菓子や支部
対抗のストラックアウト大会。女性部コーナーではリユー
スバザー等、３年ぶりに多くの催しがあり、多くの来場
者で賑わいました。
　また、別会場では、年金友の会のグラウンドゴルフ大会や JA グリーンカップ（ジュニア
野球、ジュニアバレーボール）が行われ白熱した試合が繰り広げられました。
　同 JA 企画管理部の吉福和徳部長は「心配された天気も特に初日は汗ばむ陽気となり、
多くの皆さんに来場いただき大変有難く思う。３年ぶりに多くの催しができ、各関係機関
や他業種の協力があり盛会に開催できたことに感謝します。」と語りました。

日頃の感謝を込めて
第 36 回農協まつり開催

LINEスタンプをお披露目する
ちんねんさん

青年部なつかしのポン菓子復活

開会セレモニー
川﨑裕司組合長挨拶女性部リユースバザー盛況

昭和農機展示ブースで川﨑組合長を囲んで
保存会の皆さん

黄金イカッケ⁉バーガーに決定

郷ノ浦町漁協さんのおさかなコーナーも人気 女性部をPRする赤岩美智子副部長　　
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JA 壱岐市年金友の会グラウンドゴルフ大会 青年部支部対抗ストラックアウト大会

青年部看板コンクール

農協まつり大会結果

JA共済書道コンクール受賞作品

年金友の会　グラウンドゴルフ大会
優勝　西戸Ｂチーム 左から山本さん　寺尾さん　大久保さん

最優秀賞　箱崎支部

優秀賞　勝本支部 優良賞　田河支部

 優　勝 渡良支部 寺尾　佑輔さん

 準優勝 志原支部 大久保和真さん

 第３位 沼津支部 山本　泰久さん

  優　勝 西戸Ｂチーム（勝本）
  準優勝 にこにこＢチーム（石田）
  第３位 223会（勝本）

最高スコア賞 久原富士枝さん （にこにこＢチーム）
最高スコア賞 白石文子さん（石田祝町チーム）

最優秀賞 箱崎支部
優 秀 賞 勝本支部
優 良 賞 田河支部

3
https://ja-iki.jp/JA 壱岐市

ホームページ



JA グリーンカップ・
　ジュニアバレーボール大会
●男子の部

●女子の部

●男女混合の部

男子バレー　優勝　
勝本男子ジュニアバレーボールクラブ

女子バレー　優勝
勝本ジュニアバレーボールクラブAチーム

男女混合の部　優勝
初山ジュニアバレーボールクラブ

男女混合の部　準優勝
渡良ジュニアバレーボールクラブ

男女混合の部　3位
箱崎ジュニアバレーボールクラブ

男女混合の部　3位
那賀ジュニアバレーボールクラブ

女子バレー　準優勝
田河ジュニアバレーボールクラブ

男子バレー　準優勝
盈科ジュニアバレーボールクラブ

 優　勝 初山ジュニアバレーボールクラブ
 準優勝 渡良ジュニアバレーボールクラブ
 第３位 箱崎ジュニアバレーボールクラブ
 第３位 那賀ジュニアバレーボールクラブ

 優　勝 勝本男子ジュニアバレーボールクラブ
 準優勝 盈科ジュニアバレーボールクラブ

 優　勝 勝本ジュニアバレーボールクラブ Aチーム
 準優勝 田河ジュニアバレーボールクラブ
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JA グリーンカップ・少年軟式野球大会

少年野球　優勝
霞翠少年野球クラブ

少年野球　準優勝
盈科少年軟式野球クラブ

少年野球　3位
田河少年野球クラブ

農協まつり　第１回川柳大会審査結果

 優　勝 霞翠少年野球クラブ

 準優勝 盈科少年軟式野球クラブ

 第３位 田河少年野球クラブ

受 賞 者 名 作　　品
 特　選 牧本　海秀 様 　百億を誓った農で島興す
 準特選 横山　幸子 様 　農は命豊穣の土絶やすまじ

 　 佳　作 竹尾　久恵 様 　100億へ夢を托した農の風
　  佳　作 瀬川美枝子 様 　エコファーマー壱岐のアスパラ日本一
　  佳　作 橋本　正代 様 　農を継ぐかくごの帰省若夫婦

テーマ
 「壱岐の農業振興」に関するもの

特選　牧本海秀さんコメント
第 9 次営農振興計画で掲げたスローガン

「めざそう！100 億で離島農業日本一へ」
から組合員・役職員・関係機関の熱意が伝
わりこの句ができました。目標達成に向かっ
て頑張ってほしいです。

川柳大会受賞者作品

江川会長とちんねん　即興川柳対決　壱岐牛がお題

川柳会の江川漣会長（左）と受賞者の皆さん

特選に輝いた　牧本海秀さん
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参加者全員で楽しんだ
親睦ウォークラリー大会

　JA 壱岐市女性部（山口悦子部長）は 10 月 23 日、さわやかな秋晴れのもと、石田町の筒城ふれ
あい広場付近で第２回親睦ウォークラリー大会を開きました。年度当初に全部員を対象に行ったアン
ケートで要望が多かった海が見える石田町での開催になりました。事前に本部役員は、コースを歩い
て回り時間や交通状況等入念に確認を行いました。
　当日は、各地区より総勢 17 チーム 81 名が参加し、親子３世代でのチームもありました。
　競技は、指定の約４km のコースをチーム毎に歩いて回り、定められた時間（タイム）に近いチー
ムから順に上位に。また歩くだけではなく４箇所のチェックポイント地点でスタンプを押印したり、
クイズ等も行いました。
　参加した部員らは、途中砂浜で貝殻を拾ったり、写真を撮ったり自然を満喫しおしゃべりも弾み、
楽しみながら歩きました。
　全チームがゴールして集計の結果、設定時間 70 分のピタリ賞と
クイズ全問正解の沼津チームが昨年に引き続き１位になり２連覇と
なりました。また、女性部長賞争奪での山口部長とのじゃんけんも
大変盛り上がり参加した子供たちも大喜びしました。最後に参加
者全員で新調したのぼりを手に記念撮影を行いました。
　山口部長は「部員
皆さんが楽しんでもら
えてうれしい。いい運
動にもなったと思いま
す。今後も部員の声を
聞き一緒に楽しみ、参
加しやすい活動を行い
たい」と笑顔で語られ
ました。

新調したのぼりを手に参加者全員で

筒城浜ポイントでスタンプを押印

2連覇の沼津チームの皆さんじゃんけんを制した渡良チーム、子供も大喜び
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無理なく、楽しく協力しあい
持続可能な活動にしていきたい

　11 月 8 日、長崎市の JA 会館で令和４年度長崎県家の光大会・JA 長崎県女性協リーダーフォーラ
ムが開催されました。
　活動実績発表は、JA 女性部の創意ある活動を組織全体に普及反映し、活動の活性化と組織の拡充
強化を図ることを目的に行われています。JA 壱岐市女性部を代表して初山地区女性部の山内礼子さ
んが発表されました。
　当日は、初山地区部員をはじめ本部役員や関係職員がお揃いの鮮やかなピンクのポロシャツを着
用して山内さんの応援にかけつけました。山内さんは「やれる時に、やれる事を～持続可能な活動～」
と題し、部員減少の危機感の中でも、地域内の他団体、特に地域婦人会と連携し協力しながら、環境
美化活動として花いっぱい運動、海岸のごみ拾い、家の光やちゃぐりんを活用した読み聞かせ等自分
たちができることを持続可能な活動にしたいと、堂々と発表されました。
　審査の結果、最優秀賞にはながさき西海女性部の吉井ネリ子さん、家の光記事活用発表に島原雲仙
女性部の兼俵澄枝さんが輝きました。
　山内さんは「皆さんのご協力があり大変貴重な経験をさせて頂き感謝の気持ちでいっぱいです。今
後も無理なく、楽しく協力しあい次代に繋いでいきたい」と発表を終え今後の展望について語られま
した。

山内さん（右から3番目）を囲んで応援の皆さんと

堂々と発表する山内さんお揃いのピンクポロシャツを着用して応援
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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

笑顔あふれる子供たち、真剣な眼差しで作業をする子供たち。
一緒に収穫の喜び、農業の大切さを学びました。

勝　本

柳　田

沼　津

那　賀

　田河支部では、青年部員により収穫が行われました。
　12 月には、子供たちと一緒に収穫祭を行う予定です。

田　河

志　原

鯨　伏

箱　崎 石　田

武生水

渡　良
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JA壱岐市青色申告会

令和５年分 
新規会員・記帳代行

受付中

青 色 申 告 で 農 業 経 営 力 向 上 を 目 指 し ま し ょ う

【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

	 ➡ 	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。

【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】
○青色申告会年会費 3,000 円
○記帳代行料 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４年度参考・改定の場合もあります）

JA壱岐市青色申告会事務局　JA壱岐市担い手支援課（芦辺町国分東触678番地）

TEL	45-0301　FAX	45-0331
お問い合わせ・
お申し込み先

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５年分　新規受付の締切日  令和４年 12 月末まで
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地域の話題発見 !!

　10 月 31 日、芦辺町の JA 壱岐市野菜集荷場で、令和
４年産抑制いんげん、スナップエンドウ出荷目揃会を開 
きました。
　目揃会では、同 JA 農産園芸課の齋藤喬史指導員が春い
んげんの販売実績の報告と、秋いんげん・スナップエンド
ウの生産概況、出荷要領について説明しました。
　春いんげんは、生産者 11 人が 30㌃で栽培。10㌃当り
出荷量は 517㌔（前年比 86％）、販売金額は約 31 万円（前
年比 70％）となりました。春作は４月上旬の降雨が少な
く乾燥による発芽遅れと４月中下旬の日照不足により生育が全体的に遅れました。また、強風による欠株と
茎の傷みも散見されました。今年は空梅雨のため乾燥による曲がり果も見受けられ天候に左右される結果と
なりました。
　秋いんげんは、適期に圃場準備・播種の作業が行えましたが台風の影響で茎葉の傷みと欠株が見受けられ
ました。その後の生育は順調ですが気温も下がってきており昨年より出荷は遅くなる見込みです。予報では
平年同様に晴れの日が多くなっていることから、乾燥した圃場での十分な潅水を呼びかけました。
　スナップエンドウは生産者４人が 16㌃で栽培。秋いんげんと同様に適期に圃場準備・播種の作業を行え
ましたが、台風被害があり茎葉の傷みと欠株も散見されましたがその後の生育は順調。１㌔段ボールバラ詰
めで出荷されます。
　齋藤指導員は「円滑な販売を図るため適格な情報と市場との連携により有利販売に繋げていく」と語りま
した。

適 格な情報と市場との連携により
　　有利販売に繋げる

　JA 壱岐市は 11 月４日に芦辺町のサポートセンター会議室
で令和４年産高菜出荷目揃会を開催しました。
　今年度は、生産者６組織（法人）が面積約 193㌃で栽培。
　生産概況として今年は天候に恵まれ、定植から追肥まで適
期作業が行えています。９月の台風の影響による根扱ぎ等で
欠株が散見される圃場もあるものの、全体を通して生育良好。
病害虫については干ばつの影響もあり病気の発生は確認でき

ていません。害虫についてはヨトウムシや青虫などが多発しているものの、定期的な防除により多発を防い
でいますが、今後の天候により病害虫の発生も予想されます。
　今後の栽培管理について、収穫期の目安や病害虫防除について説明しました。また、収穫前と収穫時のポ
イントについて、収穫前の降雨対策や収穫前々日の刈取り、刈取り後の株のタコ干し、事前のサイズ分け等
詳しく説明が行われました。
　その後、各圃場で生育状況の確認を行いました。当日は、出荷先の有限会社アクトライブより３名出席が
あり一緒に確認を行いました。
　同 JA 農産園芸課の渡邉茂指導員は「生産者が栽培を行う上で共通認識をもってもらい収量をあげていく
ために今年初めて出荷目揃会を開催しました。収穫目前となったが今後の栽培管理の徹底で昨年以上の収量
をあげたい」と語りました。

生 産者が共通認識をもって栽培を
　　行うために

こくぶの圃場で生育確認

目揃を行う生産者

島 内小中学生
　　　力作集まる

各地区で清掃活動が行われました
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　　　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。

QRコード
はコチラ▶

　JA 壱岐市青年部（米倉浩太部長）は９月から２ヶ月の間、各支部で環境美化活動を行いました。地域の
環境保全、環境美化を通した地域貢献活動の一環として期間を統一して島内一斉美化活動を毎年実施して
います。
　各支部ごとに日程を調整し、草切りやごみ拾い等協力しながら作業を行いました。今年は島内３年ぶり
のイベントが目白押しであり、
特に道路沿いの草切りや溝あ
げ、ごみ拾い等入念に行いま
した。
　９月 25 日に原の辻ガイダ
ンス付近からウルトラマラソ
ン大会のコースを入念に道路
周辺のごみ拾いを行った石田
支部の三好正行支部長は「地
域の一員として自分たちがで
きることを行っていきたい」
と語りました。

　第 47 回「ごはん・お米とわ
たし」作文・図画コンクールを
開催し、島内小中学校から 142
点（作文 42 点、図画 100 点）
の応募がありました。応募作品
は JA 長崎県中央会で審査が行
われ、各部門から県知事賞や県
中央会長賞等が選ばれ、作文４
点、図画１点が全国コンクール
推薦となりました。

　11 月１日には郷ノ浦町の本所会議室で各学年の図画作品より当 JA 組合長賞を決定しました。大きなおに
ぎりを美味しそうにほおばる作品や田植え等力作揃いで審査も難航しました。
　入選作品は、11 月 12・13 日の「農協まつり」で展示表彰されました。

島 内小中学生
　　　力作集まる

右が長崎県受賞作品　　　
中央・左　組合長賞

地 域の一員としてできることを

各地区で清掃活動が行われました
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営 ト ックスピ
topics農

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：50～ 100ℓ /10 a】�
【使用時期：麦３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）

水稲
　令和５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（１～２t /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）
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営 ト ックスピ
topics農

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。

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。
④�２m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　齋藤喬史）

　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。

（担当：農産園芸課　齋藤喬史）

ブロッコリー

〈花蕾の生長と気温〉
気　　　温 ０℃以下 ５℃以下 10～20℃ 20℃以上
花蕾の状態 凍　　害 生育抑制 適　　温 異常花蕾

〈出蕾後からの収穫目安〉
11月どり 12月どり １月どり ２月どり ３月どり
10～15日 10～20日 30～40日 30～40日 10～20日

13
https://ja-iki.jp/JA 壱岐市

ホームページ



みんなのひろば
All Open Spaceあい

《表紙紹介》

我が家の

どるたち

Ｑ�．壱岐に来る前の壱岐のイメージ
Ａ�．壱岐対馬とセットで耳にすることが多かったので「い

きつ島」と思い込んでいました。島に行く機会がほとん
どなく、島=南国のイメージが強すぎて一年中半袖着
用なのかと思い込んでおり、初来島時は正月なのに半袖
を持ってこようとしていました。
Ｑ�．壱岐に来て驚いた事
Ａ�．ウニとイカの美味しさです。福岡在住の頃はウニの美
味しさが分からずどちらかと言うと嫌いな方だったので
すが、壱岐で初めて新鮮取れたてのウニを食べて完全に
イメージが変わりました。イカは元々好きでも嫌いでも
なかったのですが、主人の祖父が獲ってきてくれるイカ
の刺身は今では私の大好物です。
Ｑ�．これからの夢
Ａ�．子供達の大人になった姿を見る事、主人のおじいちゃ
んになった姿を見る事、探偵になる事と色々ありますが、
目下の目標は、２月に２人目が産まれます。初の島内出
産なので母子共に無事健康でありますように。あとは主
人にオセロで勝つことです。

田
た

町
まち

　麻
あさ

実
み

さん（38）郷ノ浦町永田触

出身地：熊本県宇城市
壱岐に定住した年：平成 29 年

日
ひ

高
だか

　莉
り

　桜
お

 ちゃん（７）
　　　朱

しゅ
　莉

り
 ちゃん（５）

　　　鳳
ほう

　莉
り

 ちゃん（３）　
　　　莉

り

　咲
さ

 ちゃん（１）
　お父さん：将希さん　お母さん：友希さん

　莉桜ちゃんは、おっとり優しい性格で最近は
英語に興味があり英語教室に通っています。
　朱莉ちゃんは、明るくお調子もので縄跳びと
自転車の練習を頑張っています。
　鳳莉ちゃんは、朱莉ちゃんと同じく元気でお
調子ものです。花やダンゴムシを集めたり外遊
びが好きです。
　莉咲ちゃんは、みんなのアイドルです。お姉
ちゃん達のも食べちゃう程食欲旺盛で元気な女
の子です。
　「明るく元気よく何事にも一生懸命に挑戦出来
る人に育ってほしい」とご両親。

芦辺町箱崎本村触
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川村　まいさん
からバトンタッチ

壱岐の自然が
ダイスキです !！

板
いた

川
がわ

　瑞
みず

季
き

さん （24）
石田町石田西触

Ｑ�．お仕事は？
Ａ�．こやま牧場の後継者として仕事をしています。
　　雌牛肥育専門で難しい部分もありますが、日々しっか
　り勉強してもっといい成績を出し次のステップにいける
　よう頑張ります。
Ｑ�．チャレンジしてみたいことは？
Ａ�．仕事面では焼肉屋を出してみたいです。
　　プライベートでは嫁さんと海外旅行に行きたい !!
Ｑ�．休みの日は何してる？
Ａ�．バイクでブンブン !!
Ｑ�．壱岐の好きなところ♪
Ａ�．海やちらほらある絶景スポット。夕日が最高。
Ｑ�．農業との関わりは
Ａ��．牛を飼って、米を作って、農業しか関わってない !!
Ｑ�．理想の家族は？
Ａ�．笑顔の絶えない家族です。

壱岐牛の知名度をもっとあげれるように
頑張る !

小
こ

山
やま

　竜
りゅう

和
と

 さん（21）　郷ノ浦町半城本村触 

平成 13 年３月 10 日生　A 型

われら後継者！

Ｑ�．一番の思い出は？
Ａ�．中学卒業後、呉の洋裁学校に行った頃のことです。
　　対馬出身で都会に憧れてました、休みにはおじさ
　ん、おばさんがよく映画や動物園に連れて行ってく
　れました。おばあちゃんとは夜桜を見に行きました。
　楽しかった思い出ですね。
Ｑ�．一番の楽しみは？
Ａ�．野菜や花を作って島の駅壱番館に出荷しています。
　ふれあい友の会の皆さんと会ってお話するのも楽し�
　みです。
Ｑ�．元気の秘訣
Ａ�．何でも美味しく食べれます。
　　自分の体を大切に、定期的に病院や歯医者に�
　行って健診をうけています。

小
こ

久
く

保
ぼ

ナルエ さん（81）　芦辺町諸吉二亦触

ばい！！まだ
  まだ
元気
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　先日の農協まつりにはたくさんの皆さんのご来場ありがとうございました。
３年ぶりにちんねんさんが登場されたり、催しも目白押しで賑わいましたね。
皆様のご協力ありがとうございました。� （田原　靖子）

◎発行：令和４年11月 22日　壱岐市農業協同組合　壱岐市郷ノ浦町東触560番地
◎編集：企画課　TEL.0920-47-1333　FAX.0920-47-1283　◎印刷：㈲正文社印刷所い

ふれあ

第 35 回 JA 壱岐市大正琴教室発表会
令和4年12月4日（日）　開場：12時　開演：13時
壱岐の島ホール（郷ノ浦町）

日　時
場　所
3 年ぶりの開催です。皆様のご来場を会員一同お待ち致しております。


