
ちんぐう・どべたスクール
食 農 体 験 教 室

第13期「ちんぐう・どべたスクール」開校

南すおう統括本部 N e w s

５月11日㈯、南すおう統括本部にて、第13期
「ちんぐう・どべたスクール」を開校しました。
農業体験や自然とのふれあいを通じて、食の
大切さや重要性について学ぶと共に親子の絆を
深める事を目的としており、本年度は12名の生
徒が入学しました。
開校式では、林副本部長が校長・的場女性部
長が教頭先生として挨拶されました。
年間６回の授業を予定しており、第１回目はバ

ケツ稲作りに挑戦しました。田泥と肥料を混ぜ
る作業に苦戦していた生徒もいましたが、秋の
収穫を楽しみに一生懸命頑張って取組みました。
今後は、たまねぎを収穫し美味しいカレー作

りに挑戦したり、ブドウ狩り・稲刈り・餅つきな
どが予定されており楽しみ満載です。
職員も生徒と一緒に学び交流を深めていきます。
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自転車交通安全教室を開催（ルールが自分を守ってくれる）

　当日は、競技日和に恵まれ参加者137名
の皆さんが日頃の練習の成果を十分に発揮
され、気持ち良い汗をながされました。
　今大会の、上位18名の方は11月に行われ
る県大会（きららドーム）への参加資格が
与えられます。
結果報告
優　勝　　十亀さよ子（大和地区）　62点
準優勝　　小田　正敏（田布施地区）65点
３　位　　吉井　　勇（平生地区）　67点

　～敬称略～

グラウンドゴルフ大会（６月４日開催）
　5 月29日（水）、野菜ソムリエの柳井さつき
先生にご指導頂き女性部15名による料理教室
が開催されました。
　レシピを確認しながら、みんなで楽しく小
松菜とじゃこの混ぜご飯・スナップエンドウ
のコロッケなど５品目を作りました。
みんなで試食し「美味しいね、家でも作って
みよう」と会話が弾みました。

６月３日（月）、今年度も無事故で安全な防
除を願い、柳井市代田八幡宮にて安全祈願祭を
行いました。
ＪＡと管内農業生産法人が共同で水稲・大豆
合わせて820ヘクタールの防除を計画してお
り、７月初旬より９月中旬まで行います。

安全第一！産業用無人ヘリコプター

南すおう統括本部 N e w s南すおう統括本部 N e w s

ＪＡ南すおう農業青色申告会総会の開催

　5 月13日㈪、平生支所にてＪＡ南すおう
農業青色申告会総会が開催されました。
　開会にあたり、小野会長より「時代の流
れの中で青申会の会員数の減少が続いてお
りますが、引き続き青申会が継続できるよう
に」と話され会員数の拡大について会員の
皆様にご理解とご協力を求められました。
　総会は全議案とも異議なく承認され、名
称につきましては【南すおう農業青色申告
会】へ変更となっております。
　総会終了後に開催した研修会では『所得
控除』について税務署の方より詳しく説明
をしていただき、会員の皆様も理解を深め
ることが出来たようです。事務局として、

５月24日（金）、交通事故の未然防止活動
に取り組むJA共済は、地域貢献活動の一環
としてこの度、山口県警察の協力により、
熊毛南高等学校にて自転車交通安全教室を
開催しました。当日は交通情勢報告・自転
車運行指導・スタントマンによる交通事故
の再現が行われました。
生徒の皆さんは、スタントマンによる迫
力ある事故の再現を見学し改めて事故の怖
さを再認識した事だと思います。
交通事故ゼロをめざす為には、「事故に
あわない・起こさない」家族・学校・職場
ぐるみでの取り組みが必要です。

税務申告に影響する
様々な改正等を踏ま
え、会員の皆様へ情
報提供を行って参り
ます。

■『はなっこりー』ってなあに？
　はなっこりーは、山口県農業試験場が「お年寄りや女性でも簡単に作れて、
軽くて収穫が楽な野菜」を作ろうとブロッコリーと中国野菜のサイシンをか
けあわせた山口県のオリジナル野菜です。

■どうやってつくればいいの？
　栽培方法が簡単な作物です。ＪＡ共同販売なので、ＪＡによる講習会や巡
回指導が受けられますので安心して栽培に取り組めます。栽培期間は、9月中
下旬～翌年４月上中旬です。（栽培期間は、作型によって若干異なります。）

※参加申込書はありませんので、はなっ
こりー栽培に興味のある方は、上記の
開催日に会場までお越し下さい。

～お問い合わせ先～
南すおう統括本部 営農経済部
℡（0820）22－9787
担当：植野・三木

日時：令和元年７月９日（火）午後1：00～
場所：南すおう統括本部 営農センター2階会議室

あなたも、やまぐち生まれの
オリジナル野菜『はなっこりー』
を栽培してみませんか？興味のある方は是非!!

スタント車両提供〔ＪＡ共済指定工場（株）大島商会〕

優勝　十亀　さよ子さん▲

女性部わいわい講座
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アスパラ収穫体験アスパラ収穫体験・ぶどう狩り
○アスパラガス収穫体験（定員20名） 
　日　時：7/27（土）10～12時
　参加費：1,000円　

○ぶどう狩り体験（定員20名） 
　日　時：8/17（土）10～12時
　参加費：1,400円（小学生以下700円）

　　TEL（0820）28-5437 
　　ふれあいどころ437
　　柳井市日積4150-1（木曜定休）

【お問い合わせ】

農業体験
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南すおう統括本部 N e w s

■農業機械展示会

もっと楽に・もっと快適に・もっと効率よく
２日間限りの特価品満載

開催日時：７月20日（土）・21日（日）
　　　　　午前９時～午後４時
開催場所：南すおう農機センター
　　　　　柳井市余田尾林３５１０－１
　　　　　TEL ０８２０－２３－２０３０

■営業時間の変更について（お知らせ）

１）遊気百菜館
　　　　　　　　９：００～１８：００
２）農業資材センター〔夏時間のみ〕
　　（期　　間）５月１日～９月３０日
　　　　　　　　８：３０～１８：００
３）周東総合病院売店
　　（入口売店）８：３０～１３：００
　　（奥側売店）８：００～１８：３０

■水稲講習会の開催について
１．日程・会場

２．内　容
　　穂肥から収穫までの管理について

※出席される地区の制限はございませんので、最
寄りの会場へお越しください。
※出席される際は、集落座談会の時にお渡しした
稲作栽培暦を持参して下さい。

例年、出資配当金をお支払いしておりまし
たが、本年は合併により配当代わり金として
下記の通りお支払い致します。

■無料年金・ローン相談会
開催日時：７月13日（土）　　　　

午前10時～午後４時
開催場所：ＪＡサポートプラザ（遊気百菜館前）

※お電話で時間のご予約を頂けれ
ば、当日スムーズに相談を受け
て頂けます。
TEL　０８２０－２２－９７８９

＊実施日：令和元年７月１日より

会場・時間
開催日 地区 会　場 地区 会　場

午前９時より 午後１時30分より

7月 3日㈬ 日　積 ふれあいどころ４３７
研修室 伊　陸 伊陸支所 会議室

7月 4日㈭ 田布施 田布施支所 会議室 大　和 大和支所 会議室

7月 5日㈮ 平 生 平生支所 会議室 柳　井 営農センター
２階会議室

7月 7日㈰ 全地区 営農センター２階会議室

文 余田小学校
山陽本線

至田布施 至新庄

看板設置

南すおう農機センター

事業課
農業資材センター

・配当率　1.0％
・支払日　令和元年７月３日
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■ 7月17日（水）柳井管内
■問い合わせ／総務管理部　西岡　TEL 22-9000

残留農薬検査報告
検 査 月：5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。

たまねぎ

レタス

きゅうり

合計

1

1

1

3

■ 7月青果市場休業日　
3 日（水）・10日（水）・15日（月）・24（水）・

31日（水）　全日曜日

■配当代わり金の支払いについて




