
南すおう統括本部 N e w s

遊気百菜館では3月23・24日の両日にわたり
「春のいちご祭り」を開催しました。
祭りでは新鮮な野菜や南すおうの特産品であ
る「やないいちご」の特売と試食を行い、「さちの
か」「紅ほっぺ」「ゆめのか」を味わっていただき
ました。
また、お菓子加工グループ「いちごっ娘」によ
る地元産いちごを使用したクッキーやケーキの
試食も大好評でした。
イベントコーナーでは恒例の花苗やポン菓子
のプレゼントの他、初日にはＪＡ女性部手作りに
よる野菜をたっぷり使った豚汁やおにぎりの無
料配布、2日目には職員やお客様で餅つきを行

い、地元の大豆を使った「きなこ餅」の試食を行
いました。つきたての餅は大変好評で長い行列
ができていました。
山口県地産地消応援キャラクターである「い
ちごちゃん」や「よねちゃん」「はなっこりん」も応
援に駆け付け、両日で約2,000人を超えるお客
様で大変にぎやかな2日間となりました。

遊気百菜館「春のいちご祭り」を開催

09



アグリ南すおう（株）では法人後継者の育成を重点事業とし
て、農業大学校卒業生や社会人を受け入れ、米・麦・大豆及び
アスパラガスなどの栽培技術や機械操作の研修を行っています。
このたび研修を修了された3名がアグリ南すおう（株）の出資
法人である柳井市の（農）讃気、田布施町の葛岡・瓜迫（農）、
光市の（農）石城の里に就業されました。
今後、向こう10年間に30名を目標に法人後継者の育成・確保
を計画的に取り組んでいきます。

農事組合法人に就業

3月31日（日）「余田まつり」が、名合八幡宮
と余田公民館で開催されました。
社務所ステージでは、余田小学校児童によ
る獅子舞が行われ、祭りを盛り上げました。
出店もたくさんある中、柳井支所職員は「や
ないいちご」の販売で祭りに参加しました。

余田まつり
３月30日（土）、毎年恒例のマラソン大会が少し肌寒い
中行われました。
まだ桜は三分咲きでしたが、走る選手の笑顔は満開で
手をとって楽しそうに走る親子や仲間同士で参加された方
もおられ、田布施川沿いに咲いた桜を満喫しながら力走さ
れておられました。

第38回
田布施川桜まつりロードレース大会

南すおう統括本部 N e w s南すおう統括本部 N e w s

▲（農）讃気に就職した河内山典子さん（前列中央）

▲葛岡・瓜迫（農）に就職した国近健一さん（右から二人目） ▲（農）石城の里に就職した宮本和洋さん（左から二人目）

皆様の年金に関する疑問や不安を年金の専門家である社会保険労務士が丁寧に分かりやす
くお答えいたします。込み合うことが予想されますので、事前にご予約をいただければお待たせす
ることなく相談を受けていただけます。

JAサポート
プラザ

遊気百菜館 駐車場

JA会館
（柳井支所）

営農経済部

柳井駅→

倉
庫開 催 日 : 毎月第２土曜日

開催場所 : ＪＡサポートプラザ
開催時間：10時～16時

無料相談会開催のお知らせ

年金をもらう
手続きはどうしたら

いいの？

進学した子供の学費
こんなにかかるの？
どうしよう・・・

家族も増えたし
車も買い換えたいな・・・

主人が亡くなったけど、
その年金はどうなるの？

いつ頃からどのくらい
もらえるか知りたい・・・

各種ローンの相談をお受け致します。
事前にご予約をいただければ、より具体的なお話をすることが出来ます。

そろそろマイホーム
建てようかな・・・

今借りている金利
いくらだっけ？お申込みはお近くの支所もしくは

金融共済部推進課（22-9789）へ
ご連絡下さい。皆様のお越しをお
待ちしております。

●年金相談

●ローン相談

グラウンドゴルフ大会開催のお知らせJA山口県
南すおう統括本部

右記日程にて、第18回ＪＡ山口県南すおう統括本部グラウンドゴ
ルフ大会を開催いたします。南すおう統括本部管内にお住まいの方
ならどなたでもご参加いただけます。個人競技ですので、お一人様で
もお申込みいただけます。多数のご参加をお待ちしております。
参加ご希望の方は、最寄りの支所窓口にてお申込み下さい。
※各地区のグラウンドゴルフ協会の会員の方は、協会にお申込

み下さい。

●日　　時／6月4日（火）
　受付：午前8時30分　開会：午前9時
●場　　所／柳井市多目的グラウンド
　（柳井市南浜　ビジコム柳井スタジアム隣り）
●申込期限／5月10日（金）まで
●参 加 料／500円
※お問い合わせ先　　　　　
   　　　　金融共済部推進課（22-9789）
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南すおう統括本部 N e w s

■問い合わせ／営農課 井地 TEL  2２-9787

■理事会だより　　 　　3月27日開催

■5月青果市場休業日　
・ 9日（水）
・16日（水）
・23日（水）
・30日（水）

決議事項
⑴合併に伴う役員退職慰労金額及び支給時期・
支払方法について

⑵平成30年度肥料・農薬の予約値引きについて
⑶利益相反取引の承認及び報告について
⑷個別引当金の計上について

報告事項
⑴永年勤続表彰について
⑵平成31年2月末実績検討について
⑶平成31年度南すおう統括本部事業量計画につ
いて

⑷自己改革実践状況報告及び取組について
⑸平成30年度下半期監事監査計画について
⑹平成30年度下半期内部監査の結果について
⑺職員の期末手当の支給について
⑻不祥事再発防止策の取組状況について
⑼不良債権の状況報告について

決議事項
⑴新ＪＡにおける南すおう統括本部管内の総代定
数について

⑵区域別役員定数に関する細則に定める認定農業
者等理事会推薦候補者の選出について

⑶旅行事業（旅行センター）の廃止について
⑷貸付審議について
⑸延滞債権の貸出金償却について
⑹長期延滞債権の管理・回収方策について
報告事項
⑴平成30年 2月末実績検討について
⑵平成30年度事業量計画について
⑶平成29年度下半期監事監査計画について
⑷反社会的勢力等への対応に関する規則　別表
等の一部改正について

⑸不良債権の状況報告について

残留農薬検査報告
検 査 月：3月
検査機関：一般社団法人　やまぐち食の安心・安全研究センター

検査品目 検体数 結　　果
いちご
ほうれんそう
サニーレタス
さといも
　合　　計

検査の結果、いずれも基準値
以下で異常は認められません
でした。

2
2
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1
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■5月24日（木）田布施支部管内

3 日（木・祝日）営業

■4月1日から部署名が変更となりました。
（新） （旧）

総務管理部
・総務管理課・組合員課

総務部
・総務課・人事教育課
企画管理部
・企画管理課

金融共済部
・貯金課・融資課・共済課
・推進課

金融部
・金融課・審査課・共済課
推進部
・推進課

営農経済部
・指導販売課・営農事務課・購買課
・営農センター（指導推進課・営農業務課）

経済部
・営農課・購買課

本所へ集約 監査室

■人事異動
●異動（4月1日）

（新） （職員名） （旧）
本所
総務管理本部総務部長 緒方　　肇 企画管理部長
総務管理本部人事部人事課長 宮地　昌志 総務部付課長（設立委員会事務局出向）
内部監査部担当課長 的場　英二 総務部付課長（設立委員会事務局出向）
信用事業本部金融部金融事務指導課長 寺岡　範之 金融部金融課長
共済事業本部共済部共済推進指導課長 山本　　拓 総務部付課長（設立委員会事務局出向）
営農販売事業本部営農指導部施設利用課長 菖蒲　裕司 経済部営農課担当課長

（ふれあいどころ437担当）
総務管理本部総務部経理課長代理 田中　丈晴 総務部付係長（中央会出向）
総務管理本部総務部総務課 大畑　　緑 田布施支所
信用事業本部金融部融資課 玉澤恵利子 大和支所

南すおう統括本部
金融共済部長 山本　伸一 柳井支所長兼平郡支所長（部長待遇）
柳井支所長兼平郡支所長（部長待遇） 宮地　克典 推進部推進課長（田布施支所）
田布施支所長（部長待遇） 長野　公一 金融部長兼推進部長
金融共済部貯金課長 清弘　佳昭 推進部推進課長兼マネージャー
伊陸支所業務課長 川尻奈美子 監査室長（課長待遇）
平生支所推進課長（渉外担当） 曽野部　豪 推進部推進課長（柳井支所）
田布施支所業務課長 平岡　紀幸 田布施支所金融共済課長代理
金融共済部共済課長代理 崎原　尚子 金融部共済課係長
柳井支所業務課長代理 横山亜希子 柳井支所係長
伊保庄支所業務課長代理 中野　祥代 伊保庄支所係長
大和支所業務課長代理 糸浴　貴恵 大和支所係長
田布施支所推進課長代理（渉外担当） 小林　裕次 推進部推進課長代理（平生支所）
総務管理部総務管理課係長 礒部　裕子 総務部付
総務管理部組合員課係長 忍田　健治 企画管理部企画管理課
営農経済部購買課係長 中本　昌胤 経済部購買課（資材センター）
営農センター指導推進課係長 河野　善郎 経済部営農課
営農センター営農業務課係長 河村　俊郎 経済部営農課
田布施支所推進課係長（渉外担当） 森本　英幹 柳井支所係長
金融共済部融資課 廣中伸二郎 企画管理部企画管理課
金融共済部共済課 大谷美岐穂 柳井支所
柳井支所 溝尻　有起 金融部審査課
柳井支所 吉村　享子 田布施支所
平生支所 河添久美子 大和支所
柳井支所推進課（渉外担当） 立畠　朋之 推進部推進課（伊保庄支所）
伊保庄支所推進課（渉外担当） 谷川　雅人 推進部推進課（柳井支所）
営農センター指導推進課（ふれあいどころ437） 佐川　秀夫 監査室
総務管理部組合員課 西岡　由佳 監査室
総務管理部組合員課 杉　登志男 田布施支所長（嘱託）
上関支所 宇田　優子 平生支所
上関支所推進課（渉外担当） 福原　光明 推進部推進課（平生支所）
平生支所推進課（渉外担当） 松島　孝治 推進部推進課（上関支所）
大和支所 忍田ちえみ 上関支所
金融共済部貯金課 藤井　由紀 企画管理部企画管理課

●採用
総務管理本部人事部付 鶴原　　星
総務管理本部人事部付 久原　彩希
総務管理本部人事部付 善村　明莉
総務管理本部人事部付 福田　亜弥

●依願退職（3月3 1日）
　 外村　竜也 推進部推進課（柳井支所）

中津久美子 金融部共済課
植田　早紀 金融部共済課
末岡　裕子 平生支所
川上　　麗 平生支所
宮内　大夢 大和支所

●任期満了
冨田はつ子 企画管理部企画管理課
竹本　　広 総務部総務課
戸村　孝子 経済部営農課
田丸　　稔 推進部推進課（田布施支所）
伊藤　惠子 平郡支所（経済店舗）
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■ 5月16日（木）田布施管内
■問い合わせ／営農事務課　井地　TEL 22-9787

残留農薬検査報告
検 査 月：3月
検査機関：一般社団法人　やまぐち食の安心・安全研究センター

検査品目 検体数 結　　果
検査の結果、基準値以下
で異常は認められません
でした。

アスパラガス

合　　計

3

3

■ 5月青果市場休業日　
・ 1日（水）・ 4日（土）・ 5日（日）・ 8日（水）
・15日（水）・22日（水）・29日（水）
※お知らせ（祝日の開市）
　 2日（木）・ 3日（金）・ 6日（月）
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