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地域の拠点施設　ふれあいスポット通津
　ふれあいスポット通津では、隔週火曜日に近隣の住民で
作るフレンズ中町のグループによる介護予防教室が開催さ
れています。平成29年 9 月にスタートした当初は包括セン
ターの指導員による教室でしたが、その後は代表の片桐哲
朗さんが指導者となり教室を継続しています。
　はじめに、「はっきり読み体操」による滑舌運動、次に
筋力柔軟性やバランスを高める体操による全身運動、そし
て最後に数字ゲーム、じゃんけんゲーム、しりとりによる
脳トレで全身を活性化しました。活動中には息の合った掛
け声や楽しそうな笑い声が室内に響き渡っていました。
　これからもたくさんの方に活動の場として利用していた
だき、ふれあいスポット通津が地域の拠点として憩いの場
になればと思っています。

　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。

高森支部女性部パン教室開催
　 5 月28日、ふれあいセンターきららで高森支部女性部員13人
がハムロール、あんパン、グラハム粉入り塩パンの 3 種類のパ
ン作りに挑戦しました。パン生地を丸めたり、具材のハムやあ
んを包んだりと一生懸命にパンの成型をしました。初めて作っ
たパンの味は格別なもので、全員ま
た作りたいと大好評でした。

配当代わり金の支払いについて
　いつもＪＡの各事業にご理解ご協力を頂きまして、誠にあ
りがとうございます。例年、出資配当金をお支払いしており
ましたが、本年は合併により出資配当金に代わり、出資金に
応じた配当代わり金を右記の通りお支払いいたします。

・配当率　　　   1 . 0 ％

・支払日　令和元年 7月 3日
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　岩国市阿品地区に住む63歳から75歳の農業女子
7 人で活動する「明るい農村」は、耕作放棄地を
再生させ、花や野菜を直売所に出荷しています。
ＪＡ山口県が運営する直売所「FAM’Sキッチン
いわくに」での出荷者募集をきっかけに、周辺の
耕作放棄地を再生しました。セイタカアワダチソ
ウやカヤで荒れた土地を再生するのに 1カ月かか
り、イノシシや猿から作物を守る柵も取り付け、
水は近くの川からモーターで吸い上げるようにし
ました。
　「活動は火曜と金曜の週 2 日で、作業量に応じ
て半日から一日。とにかく負担にならないことが
モットー。明るい農村の由来は、いつも明るく楽
しいグループだから。」と代表の岡村昌美さんは笑

産直市「高森グリーンパル」で
職場体験

農業女子グループ「明るい農村」

って話されました。
　夏場は朝収穫して、その日のうちに出荷し、消
費者がおいしそうに思えるように包装にも気を配
ります。今後は、一般的に知られているが市場に
出回っていないものを作ろうと、収穫物を袋詰め
しながらこれからのビジネス戦略を話し合ってい
る姿は意欲的でした。

　岩国統括本部管内にある岩国市立玖珂中学校は岩国南
部営農センターの産直市「高森グリーンパル」で職場体
験をしました。
　初めてレジに立った 2 年生の女子生徒 2 名は「商品の
袋詰めをする時、野菜の種類が多くそれぞれの取り扱い
が難しい。オープン直後は忙しくレジに行列ができるの
で焦ってしまう。」と話していました。他にも芋づるの水
切りやスタンプの押印を手伝いましたが、産直市職員の手
際の良さに感心し働くことの厳しさを実感していました。

ちゃぐりんフェスタ開催！ ≪お問い合わせ≫
ＪＡ山口県　岩国統括本部
総務管理部　組合員課

TEL（0827）21-2137
（担当：宮本、戸田）

●開 催 日：令和元年 8月 9日（金）
●時　　間： 9：00～15：00（予定）
●場　　所：FAM’Sキッチンいわくに
●対 象 者：小学生
●募集人数：20名 ※応募多数の場合は抽選とさせていただきます。

●応募締切： 7月19日（金）
●参 加 料：無　料
●内　　容：【午前】みんなで話し合ってカレーの具を決め、FAM’Sキッチンで
　　　　　　　　　　材料を買ってカレーを作って食べます。
　　　　　　【午後】夏休みの工作をします。

～みんなでカレーを作ろう ! ～

ＪＡ山口県岩国統括本部の祈願祭
　 6 月 4 日、白崎八幡宮
において常勤理事、監事、
金融共済部長、総務管理
部長、営農経済部長の13
人が、令和元年度の各事
業の目標達成と安全を祈
願しました。

青壮年部総会および記念講演の開催
　 5 月14日に「ＪＡ山口東青壮年部通常総会」お
よび「山口県農協岩国青壮年部設立総会」が開催
されました。
　最初に、梅川仁樹青壮年部部長が「令和最初の
年にＪＡ山口東青壮年部は山口県農協岩国青壮年
部として新たな活動を開始します。これからは新
しい盟友を増やしていきながら、仲間意識を高め、
われわれ農業者としての活動とＪＡ活動を広く市
民の方々に浸透していきたい。」と挨拶されました。
　その後、平成30年度の活動報告や収支決算、山
口県農協岩国青壮年部設立に伴う規約の変更等 6

農業ドローンで新たな空中防除
　岩国営農センターは岩国市尾津町のＪＡれんこ
ん圃場において防除用ドローンによる薬剤散布試
験を実施しました。ドローンはプロペラを広げる
と全長2m、重さ13.5㎏で 6 ㎏の薬剤を積み、低空
飛行を維持しながら均一な散布を行いました。
　参加したれんこん農家13名はドローンの説明を
聞いたのち農薬散布の実演を見学しました。今回
の目的はドローンによるアブラムシ類の薬剤防除

を行い「れんこん」へ
の薬剤散布が有効であ
るかの確認と今後の普
及性についての検証で
す。 1 年かけて経過を

つの議案を審議
し、すべてが承
認され総会は無
事閉会しました。
　総会終了後、
（一社）農山漁村
文化協会中国四
国支部の原田順子氏を講師に迎え、「ルーラル電
子図書の活用について～小さな農業で稼ぐコツ
～」の演題で記念講演がおこなわれました。実際
にルーラル電子図書館を見ながら農家の方の知恵
と工夫を川柳にのせておもしろおかしく紹介して
いただきました。
　ルーラル電子図書館では、病害虫の診断や農薬
情報、農作業の技やコツを伝える「農作業ビデ
オ」等、生産やくらし、地域づくりなどさまざま
な情報を閲覧することができます。
　岩国中央・南部・北部・岩国の各営農センター
には、常時皆さまに閲覧していただけるようルー
ラル電子図書館を設置しています。パソコン画面
に直接ふれるタッチパネル方式のため、パソコン
が苦手な方でも簡単に操作することができます。
興味のある方は是非使ってみてください。

観察し検証結果を報告します。昨年までに「水
稲」と「柑橘」への散布がすでに実施されており
「れんこん」は初めての試みとなりました。
　ドローンによる農薬の空中散布は短時間のスピ
ード作業が可能で、れんこん農家の厳しい重労働
の負担軽減に期待が持てそうです。
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「バケツ稲」で食農教育

イベント

　 5月31日、岩国市立愛宕小学校運動場におい
て 5 年生の児童100名に食農教育出前授業を実
施しました。岩国営農センター米本和憲副セン
ター長からバケツ稲の植え方や育て方の説明が
あり、稲についての質疑応答では活発な質問が
飛び交いました。

　児童は自分の名前を貼り付けたバケツに土を
入れ、水を加えてしっかりと練り上げ、種もみ
を大事そうに植え付けました。6月以降も米本
副センター長の指導を受けながら成育を見守り、
秋の収穫を楽しみに観察を続けていきます。

愛宕地区水神祭の開催
　 5月31日、岩国市尾津排水
機場において岩国市長をはじ
め地元県議会議員や市議会議
員等、岩国愛宕土地改良区の
関係者が出席して第73回水神
祭が執り行われました。数十
年前の台風によって多大な被害を受けた水害の恐怖を教訓
に、尾津沖堤防の安泰と愛宕地区の風水害防止、豊作を祈
願する水神祭はこれからも受け継がれていくことでしょう。

7月11日（木）

広瀬支所
9：30～15：00

岩国市錦町広瀬6743番地
☎0827-72-2311

7月23日（火）

平田支所
9：30～15：00

岩国市平田四丁目16番30号
☎0827-31-7293

ＪＡの無料年金相談会
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