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岩国統括本部発足式に50人

　3月27日（水）岩国市社会福祉協議会と岩国工業高校が進めて

いる「錦帯橋を車椅子で渡ろうプロジェクト」に車椅子１台と、錦帯橋

の段差を安全に超えるため、車椅子を浮かせ

て引くための補助器具２台を寄贈しました。今

後は岩国工業高校に保管され、「課題研究」

の一環として、実物を使って橋を安全に渡る技

術や方法の検証用として使用されます。

「錦帯橋を車椅子で渡ろうプロジェクト」に車椅子と補助器具を贈呈

　新生ＪＡ山口県初日に県東部に位置するＪＡ

岩国市とＪＡ山口東が統合し岩国統括本部が

発足しました。初春に新設された事務所（元

ＪＡ岩国市本所）の大会議室にて発足式が行

われました。神尾透本部長（合併前ＪＡ山口東

組合長）から同本部の管理職約50名に向け

「両者の考え方には違いがあるだろうが、価値

観を共有できる組織づくりを推進していく」と力

強い言葉がかけられました。新元号「令和」発表

日であるこの日に多くの期待を込めて新たにスタ

ートをきります。

　平成31年3月19日（火）、牛野谷供用会館に
て春の料理教室を開催しました。当日の参加者
は７名でしたが、和気あいあいと段取り良く調理
していきました。
　今回のメニューは、花咲く太巻きずし、マカロニ
ポテトサラダ、野菜たっぷりミネストローネ、えび団
子のかのこ揚げです。
　興味津々の太巻きずしは、①薄焼き卵にデンブ
で色付けしたピンクのご飯と塩もみしたニンジン
を置いて巻きます。②もう一度、薄焼き卵にピンク
のご飯とニンジンを乗せ先程の①を中心に置い
て巻きます。③更に海苔の上にすし飯を広げ、キュ
ウリと②を置いてしっかりと巻きます。みなさん初
めての挑戦で出来上がりが心配でしたが、ゆっくり

料理研究グループ

切ってみると何
とも綺麗なバラの花が咲いており思わず歓声が上
がりました。
　マカロニポテトサラダ、野菜がたっぷり入ったミ
ネストローネ、すりおろしたレンコンとエビの団子
を角切り食パンの衣で揚げたかのこ揚げも出来
上がり、早速みなさんと美味しくいただきました。
　お土産の香ばしく炒った黒豆を梅干しと一緒に
炊き上げた黒豆ご飯のおにぎりも素朴で懐かしい
味でした。ごちそうさまでした。
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「第30回 めだか大学in愛媛」
　平成最後の「めだか大学」であり、ＪＡ山口東とし
ての参加も今回が最後であるということで、女性部、
事務局を合わせ総勢178名の旅行となりました。愛
媛に入り、ハタダお菓子館でオリジナルタルト作りを
楽しんだ後、八十八カ所霊場の第五十一番札所で
ある「石手寺」で集合写真を撮り、宿泊先の道後プ
リンスホテルに到着しました。そして、夜はお待ちか
ねの大宴会です。各支部で手作りの衣装や小道具
を持ち寄り、力の入った余興を披露しました。今回
は、職員による御三家（よみがえった西城秀樹、ハイ
テンションな郷ひろみ、歌唱力抜群な野口五郎）が
飛び出し宴会は最高潮を迎え、秀樹の「ＹＭＣＡ」
を全員で熱唱しました。最後にトリを神尾組合長、
女性部石見部長によるデュエットでフィナーレにふさ
わしい盛り上がりでとても楽しい宴会となりました。
　「めだか大学」は和太鼓ユニット「雷人」によるア

トラクションで幕を開け、笑点でお馴染みの林家た
い平さんを学長に迎え「笑顔のもとに笑顔が集まる
～丹精込めて実らせる～」をテーマに学長の人柄を
思わせるサービス精神あふれる講演を聞きました。
笑点「大喜利」の裏話や落語家になるまでの道のり
などをもとに講演いただき、会場は大爆笑で、あっと
いう間の1時間が過ぎました。ご参加いただいた皆様
のおかげで、行程どおり無事に終了することが出来
ました。誠にありがとうございました。

　平成31年3月5日（火）から6日（水）の日程で開
催された節目となる記念大会に女性部員、組合長、
女性部事務局の35名で元気に出発しました。
　一日目は、しまなみ海道を渡り途中の大島で来島
海峡を遊覧しました。続いて今治の「タオル美術
館」へ到着すると、とびきりの笑顔で記念写真に納
まりました。次に「ぎやまんガラス美術館」に立ち寄
り美しいガラス作品に心癒された後、本日のお宿
「道後プリンスホテル」に到着となりました。芸妓さ
んのお出迎えに始まり、フカフカ座布団のゆったり
したお部屋、上質のお湯がたっぷりの大浴場、テー
ブルいっぱいに並んだごちそうの数 と々歌や踊りに
大満足でした。
　二日目は小雨がぱらつく中、四国八十八箇所霊場
の第五十一番札所「石手寺」へ参拝し、「ハタダお

菓子館」でたくさんのお土産を買い、昼食会場へ向
かいました。程良い満腹感の中、産直物産市「あさ
つゆマルシェ」を散策した後「めだか大学」会場の
「松山市民会館」に到着です。今回まで30回参加さ
れた方へ「皆勤賞」、25回以上参加された方へ「精
勤賞」が贈られ、ＪＡ岩国市からも2名の方が「精
勤賞」を受賞されました。そしていよいよ「林家たい
平」学長の登場です。おなじみ「笑点」の面白話や
自身が落語家となるまでの真面目話など、さすがは
噺家！みなさんを笑いの世界へ引き寄せていきまし
た。講演後の記念品贈呈ではＪＡ岩国市女性部の
塚田部長より岩国の銘酒が贈られ拍手の中、幕を下
ろしました。
　今回も皆さまにご協力いただき、楽しく有意義な
二日間となりました。ありがとうございました。
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『1周年記念春の大農業祭について』
　3月23日（土）にFAM'Sキッチンいわくには、

めでたく1周年を迎えました。オープンした当初

は端境期でもあり、出荷量が大変少なく苦労し

たことを覚えています。現在は、集荷の取り組み

が功を奏し出荷量も増え、午後からも店内はお

客様で賑わっています。

　1周年祭では過去最高の売上と集客を記録

し、多くのお客様と出荷者に喜んでいただけた

のではないかと思います。

　2年目以降に向けて取り組みたいのは、この1

年間の売上データを基に地元で生産できるもの

は可能な限り生産拡大を図り最終的には地元

で消費されるもののほとんどが地元で生産可能

な「地消地産」の実現が目標です。

　今後も消費者ニーズに沿ったかたちで、

FAM'Sキッチンいわくにが岩国の食の拠点とし

て大きく成長していけるよう努力して参ります。

平成31年3月29日
来店20万人達成!!
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◎受付場所（岩国南部営農センター地区）
（高森・川越・中田・米川地区） （祖生地区）
5月 時　　間 会　　場 5月 時　　間 会　　場
13日㈪  9：00～12：00 中田公民館 8日㈬  9：00～15：00

ふれあいスポット祖生14日㈫  9：00～12：00 ひよぢふれあい会館 9日㈭  9：00～15：00
14日㈫ 13：30～16：00 川越公民館 10日㈮  9：00～15：00
15日㈬  9：00～15：00 米川公民館
20日㈪  9：00～15：00 ふれあいセンターきらら （玖珂地区）
21日㈫  9：00～15：00 ふれあいセンターきらら 5月 時　　間 会　　場
22日㈬  9：00～15：00 ふれあいセンターきらら 16日㈭  9：00～15：00

玖珂産直市隣り事務所
23日㈭  9：00～15：00 ふれあいセンターきらら 17日㈮  9：00～15：00

◎受付場所（岩国中央営農センター地区）
（岩国西地区） （由宇・通津地区）
5月 時　　間 会　　場 5月 時　　間 会　　場
8日㈬ 10：00～12：00 北河内公民館2Ｆ 14日㈫ 10：00～12：00 由西農家研修センター
8日㈬ 14：00～15：00 叶木公会堂 15日㈬ 10：00～12：00 神東農村婦人の家
10日㈮  9：00～12：00 ＪＡ山口県岩国西支所（応接室） 16日㈭ 13：30～15：00 ふれあいスポット通津会議棟
13日㈪  9：00～16：00 ＪＡ山口県ふれあいスポット河内 17日㈮ 10：00～15：00 ＪＡ山口県由宇支所3Ｆ

◎受付場所（岩国北部営農センター地区）
（高須地区） （広瀬地区）
5月 時　　間 会　　場 5月 時　　間 会　　場
8日㈬ 10：00～11：30 宇佐老人憩の家 13日㈪ 10：00～11：30 府谷公民館
8日㈬ 13：30～15：00 向峠生活改善センター 戸別 野谷集会所
9日㈭ 10：00～11：30 高根21世紀センター 戸別 広瀬地区
9日㈭ 13：30～15：00 下須川集会所 戸別 大野地区

（坂上地区） （美和地区）
5月 時　　間 会　　場 5月 時　　間 会　　場
10日㈮  9：30～11：00 北門ふるさと交流館 8日㈬  9：30～11：00 秋掛構造改善センター
10日㈮ 14：00～15：30 東部コミニュティーセンター 8日㈬ 14：00～15：30 北中山集会所
13日㈪  9：30～11：00 平原妙見山休憩所  9日㈭  9：30～11：00 生見いきいきセンター
13日㈪ 14：00～15：30 西部ふれあいセンター 9日㈭ 14：00～15：30 阿賀ふれあいセンター

（本郷地区） （美川地区）
5月 時　　間 会　　場 5月 時　　間 会　　場
8日㈬ 14：00～15：00 岡の迫集会所 13日㈪ 13：30～15：00 ふれあいスポット美川
8日㈬  9：30～11：30 波野原集会所
9日㈭ 10：00～11：00 下宇塚集会所
9日㈭ 17：30～19：00 本郷ふるさと交流館

◎受付場所（岩国営農センター地区）
（平田・灘・海土路地区）
5月 時　　間 会　　場
14日㈫  9：30～12：00

岩国市地方卸売市場大会議室
15日㈬  9：30～12：00
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