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周南統括本部より
ご挨拶

周南統括本部
統括本部長　近 藤　定

旧ＪＡ周南最後のユメカンエピソードコンテスト

組合員ならびに地域の皆さまにおかれましては、
ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素
はＪＡ事業に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し
上げます。
このたびＪＡ周南は4月1日をもって山口県下12

ＪＡと合併し、ＪＡ山口県として新たなスタートをき
ることになりました。組合員の皆さま、ＪＡ役職員
にとっても大きな節目の一年となることと思います。
さて、平成28年度よりＪＡ自己改革に取組んで

まいりました。昨年は総仕上げの年として、皆さま
に評価していただく一年となりましたが、私は自己
改革に終わりはなく、永遠に続くものだと感じてお
ります。組織として、一人の農協職員として新たな
目標を掲げ、皆さまと“ともに”変化していく事が重
要だと思っております。

第40回ＪＡ山口県大会では次期3ヶ年のＪＡ自
己改革基本目標を「農業者の所得増大」「農業
生産の拡大」「地域の活性化」とし、重点事項とし
て、「農業を守る、伝える」「地域を守る、伝える」「協
同組合力を高める」「県民理解を深める」の4つが
決議されました。“組合員のＪＡ”として地域で最大
限の力を発揮するために、今まで以上に、皆さまとの
結びつきをより深める環境を確立し、持続可能な地
域農業の発展を次世代に伝えていくことに取組んで
まいりますので、引き続きご協力をお願いいたします。
最後になりましたが「人と自然に感謝し、夢と感動

を創造します」を
周南統括本部の
経営指針とし、
組合員、女性部、
役職員が一体と
なったＪＡ自己改
革をこの周南地
域で一生懸命取
組んでまいります
ので、温かいご支
援ご協力をお願
い申し上げます。

▲笑顔で記念撮影する表彰者たち▲笑顔で記念撮影する表彰者たち
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旧ＪＡ周南ユメカンアシス
ト協議会は3月25日、下松
市西柳の旧本所で「旧ＪＡ

周南ユメカンエピソードコンテスト2018表彰式」を
開きました。同協議会は旧ＪＡ周南の経営理念
「人と自然に感謝し、夢と感動を創造します」に基
づき、若手の有志職員で構成しています。ＪＡ山口
県合併後も変わらない想いを未来へつむぐことを
目的とするもので、2012年に始まり今回が7回目
です。以前は役職員の間で行われていましたが、
一昨年より生産者と女性部員にも応募を募り、今
回は組合員全体へと募集の輪を広げました。
テーマは「未来へ向けて～ＪＡとつむぐ道～」で
す。ＪＡを通じた経験・活動で感じた事や今後に生
かしていきたいことなど未来へ向けた想いが共有
できるエピソードを募り、応募総数は458通となり
ました。同協議会の青木理佐会長は「若い職員
が中心となり、今回集まったエピソードをＪＡ山口
県へとつむいで未来への新たな一歩としたい」と
挨拶しました。

表彰式では受賞したエピソードをまとめた映像
を視聴した後、青木会長から受賞者へ表彰状と花
束が手渡されました。組合員から8名・役職員か
ら6名が表彰を受け、ＪＡ合併前の盛大な表彰式
となりました。
今回贈られた花束にはやまぐちオリジナルユリ
のプチエトワールが使われており、副賞には周南
市熊毛地区で作られているジャムが贈られ、農産
物のPRの場にもなりました。
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▲熱心に試食を勧める食農教育リーダー ▲笑顔で楽しく料理する参加者と講師

旧ＪＡ周南女性部の食農教育リーダーは、3月
19日、ＪＡ直売所「菜さい来んさい！下松店」で生
産者と一緒に試食会を開催しました。女性部が直
売所と連携し、毎月1回各直売所で試食会を開催
しています。
この日は、お米でやまぐちブランド第1号に認定

された「周南極こしひかり」の試食とホウレンソウ
とサラダ菜など、旬な地元野菜等を使った3品を
直売所利用者に振舞いました。
食農リーダーの豊村洋子さんは、「生産者と一
緒の試食会は、生産者の顔が分かり安全で安心
な新鮮野菜を提供でき、自信を持って来店者へ
勧めることができます」と話しました。

直売所で
アクティブメンバーシップの加速！ 旧ＪＡ周南くらしの活動課は、3月21日、下松

市のＪＡ直売所「菜さい来んさい！下松店」の食
農ひろばでスイーツワークショップを開きました。
地元農業を応援する准組合員を対象にした取り
組みの一環です。
この日は、30代から40代女性の6名が参加し、
野菜ソムリエ上級プロの柳井さつきさんを講師に、
イチゴのシフォンケーキを作りました。料理に使用
したイチゴは、ＪＡ園芸部会イチゴグループが作っ
た「かおりの」を使用し、ケーキの生地には、県内産
「せときらら」を使用しました。
周南市から参加した梶谷綾乃さんは、「友達と
2人で参加した。料理はとても勉強になった。ＪＡ
についても色 な々情報が聞けて良かった。帰りに
直売所に足を運びたい」と笑顔で話しました。

ケーキ作りで地元農業を応援！

▲花ワサビを手にする今井さん（中央） ▲来店者へレシピを説明する今井さん（左）

新規就農者のお手本に！ワサビ農家の門出
周南市の最北部に位置する大潮地区で、今井

康貴さん（29）は昨年3月に新規就農し花ワサビ
を栽培しています。ビニールハウス4棟10ａの中で、
ワサビの超促成栽培に取組んでいます。
3月13日は出荷を目前に、tysテレビ山口「ちぐ

スマ！」から『花わさび』の取材がありました。今井
さんは花ワサビを熱心に紹介しました。翌日の
14日には、下松市のアルク生野屋店で特別販売さ
れました。店内では今井さんをはじめ、一緒に新

規就農した2名の農家と営農指導員、山口県周
南農林水産事務所職員も宣伝や試食を手伝いま
した。店内の試食会場は多くの来店客で賑わいま
した。旧ＪＡ周南経済部指導販売課の大門基成
営農指導員は、「今後も新規就農者の活躍に期
待したい」と語りました。
栽培した花ワサビは、ＪＡ直売所「菜さい来ん
さい！北部店」を中心に販売しています。
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氏　　　名 新　所　属 旧　所　属

平成31年度 定期人事異動のお知らせ
平成31年4月1日付で定期人事異動を行いました。周南統括本部内の職員をお知らせします。
各部の部長・課長ならびに管理職まで記載いたします。

 【営農経済部】
 山田　　智 営農経済部　部長 経済部　部長（経済課課長兼務）

【金融共済部】
 野間　　淳 金融共済部　部長 金融部　部長

【総務管理部】
 水本　房俊 総務管理部　部長 企画部　部長　兼　管理部　部長

周南統括本部 N e w s
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おたより
コーナー
おたより
コーナー
○周南市
　K・Mさん（男性）60歳より

最近は直売所の品数が
豊富で、行くたびに買う
品物が増えていきます。
午後から行くことが多い
ですが、安価でとても嬉し
いです。今度、精米も食べ
てみたいです。
精米の一番人気「周南極こ

しひかり」がお勧めです。旬の
野菜もございますので、ごゆっ
くりお買物をお楽しみください。

【応募方法】ハガキに①郵便番号・住所・氏名・性別・年齢・電話
番号②季節の話題やＪＡとのエピソードをお寄せください。

【宛先】 〒744-0018 下松市西柳２丁目３番４８号
ＪＡ山口県 周南統括本部 総務管理部 組合員課

くりお

【

【
おたより
募 集

＊ハガキのみの受付となります。

○周南市
　S・Mさん（女性）より

人生100歳時代が来ま
す。高齢化のマイナスの
面ではなく、年齢を重ねら
れている方の知恵を輝か
せる場を作り、若者へタス
キがつなげるようにファ
イと！！
貴重なご意見をいただ

き、ありがとうございます。
次代へつなぐ取り組みに
尽力して参ります。
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■JAイベントダイアリー

直売所試食会

無料税務相談

家庭菜園講習会

◎試食はいずれもなくなり次第終了、日程は変更に
　なることがあります。

◎家庭菜園講習会はどなたでも参加できます！
　詳細は、各営農センターへお問い合わせ下さい。

●菜さい来んさい！下松店
5月14日（火）9:30~

●菜さい来んさい！北部店
5月15日（水）9:30~

●菜さい来んさい！光店
5月15日（水）9:30~

●菜さい来んさい！新南陽店
5月27日（月）9:30~

●菜さい来んさい！三田川店
実施日については店舗にお問い合わせください。

○場　所：ＪＡ山口県周南統括本部（下松）
○対　応：中村達雄 税理士
※当日は電話対応も致します。
※日程は変更する場合があります。
　事前に電話でご確認下さい。

・5月21日（火）13:30~
 周南東部営農センター  2階会議室
・5月22日（水）13:30~
 熊毛支所  4階会議室
・5月23日（木）13:30~
 周南東部営農センター  2階会議室
・5月24日（金）13:30~
 光井支所  多目的ホール
　★周南東部営農センター
 ℡0833-77-0004（8:30~17:00）
 
・5月27日（月）13:30~
 徳山支所  2階会議室
　★周南西部営農センター
 ℡0834-62-6706（8:30~17:00）
 
・5月30日（木）10:00~（水稲講習）
 鶴いこいの里交流センター（周南市八代）
・5月30日（木）13:30~（家庭菜園講習）
 鶴いこいの里交流センター（周南市八代）
・5月31日（金）10:00~（水稲講習）
 鶴いこいの里交流センター（周南市八代）
・5月31日（金）13:30~（家庭菜園講習）
 鶴いこいの里交流センター（周南市八代）
　★周南北部営農センター
 ℡0834-88-0011（9:00~17:00）

★ご予約は総務管理課
　℡0833-41-3100（平日8:30~17:00）

5月10日（金）・20日（月）　9:00~15:00
6月10日（月）・20日（木）　9:00~15:00

残留農薬検査実績について
ＪＡ山口県では、出荷される農産物の安全・安心の確
保のため残留農薬検査を実施しています。
残留農薬検査実績についてご報告いたします。
＜２月の検査実績＞
◎（社）やまぐち食の安心・安全研究センター…… 3品目 3 検体
　いずれの検査も、基準値以上の残留農薬の検出はありませんでした。
＜３月の検査実績＞
◎（社）やまぐち食の安心・安全研究センター…… 2品目 4 検体
いずれの検査も、基準値以上の残留農薬の検出はありませんでした。

（検査の対象:直売所出荷者協議会、園芸部会）
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