
　３・４年生と宇部総合支援学校
美祢分教室が種まきをした「きぬ
むすめ」の苗を手植えしました。

　青壮年部員や女性部員が参加し
児童と一緒に田植えをしました。

　4・5 年生が昔なが
らの田植定規を使い
「ひとめぼれ」を植え
ました。
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▼伊佐小学校

▼

厚保保育園

▼

麦川小学校

田植え

豊田前小

大田小

淳美小 66 //
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　各支部で５３０（ゴミゼロ）運動を
行いました。天候にも恵まれ暑い中
の作業でしたが、きれいになった景
色をみて気分爽快になりました。

各支部で５３０運動

▲厚保小学校

「食農教育」営農指導員が
野菜苗植え付けの指導をしました！！

▼

大嶺小学校
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　赤郷ごぼう集出荷所にてEMぼか
しづくりをしました。小川シヅ子さ
んの指導で、約200㎏のEMぼかし
が出来ました。
　冬野菜の土壌づくりに使用します。

今年度も各支所でみどりのカーテンを実施中！！
新入職員もみどりのカーテン作りに参加しました。

フレッシュミズは、役員会を開催しちゃぐりん
フェスタなど年間計画を立てました。終了後、手芸
教室を開催し共和支部嶋津智子さんより『チュー
リップのキーホルダー』『スマホケース』『ネコのク
リップ』を教わりました。

フレッシュミズ役員
手芸教室

赤郷支部
EMぼかしづくり

くらしの活動

楽しく機能訓練を！！

J A山口県
美祢市大嶺町東分来福台4丁目15-7

TEL 0837ー54ー0567
住所デイサービスセンター

　朝、デイに到着されたら「今日は散歩に行こう、ぬ
り絵をしよう…等」とやってみようと思うことを個別

にボードに張ってもら
っています。
　少しずつではありま
すが、お世話型の介護
ではなく自立支援に向
けて頑張っています。

　今年は、お天気も良く　4/2㈫～4/6㈯
まで毎日お花見にでかけることができまし
た。
　来福台の公園・市民会館駐車場の川沿
い・雲海公園もみんな満開でした。

　4月より県下1ＪＡとなり、通所介護事業所が「ＪＡ山口県デイサ－ビス美祢」、訪問介護事業所が
「ＪＡ山口県訪問介護ふれあい美祢」、居宅介護事業所が「ＪＡ山口県介護支援センタ－美祢」と、
名称が変更になりました。
　いつまでも住み慣れた地域で過ごして頂けるようスタッフ一同、応援してまいります。
　今後とも、よろしくお願い致します。

　4/15㈪に、「苺白玉」・5/15㈬に「抹茶蒸
しパン」を作りました。
　「苺白玉」は餡子の甘さとちょっぴり酸っ
ぱい苺が良く合わさっていました。
　苺の粒々も良いアクセントになりました。
「抹茶蒸しパン」はカップに入れる細かい作
業も完璧に、ホットプレ－トで美味しく蒸さ
れ、ふわふわ食感でした。
　優しい味に、なぜか懐かしさを感じました。

おやつ作り

美東支所

秋芳支所

共和支所

美祢支所

西厚保支所

統括本部

・ゴーヤが収穫で
きる時には１人
前になれるよう
に頑張りたいと
思いました。
美祢支所　　
　畠中　大輝

・ゴーヤがネットをつたって上に
成長するように、自分も成長し
ていこうと感じました。
　　指導販売課　藤井　拓弥

・夏の収穫が楽しみです。大きく
育ってほしいです。

　共済課　佐藤　周平

・ゴーヤを初めて
植えました。早
く成長してほし
いなって思って
ます。私はゴー
ヤが嫌いなので
早く食べれるよ
うにしたいです。
共和支所　　
　吉村佳世古

・女性部さんと
交流できて楽
しかったです。
立派に育って
ほしいです。
西厚保支所　
　杉井由香里

1011

55 //
1717

55 //
3030



美祢統括本部 N e w s美祢統括本部 N e w s

　赤郷ごぼう集出荷所にてEMぼか
しづくりをしました。小川シヅ子さ
んの指導で、約200㎏のEMぼかし
が出来ました。
　冬野菜の土壌づくりに使用します。

今年度も各支所でみどりのカーテンを実施中！！
新入職員もみどりのカーテン作りに参加しました。

フレッシュミズは、役員会を開催しちゃぐりん
フェスタなど年間計画を立てました。終了後、手芸
教室を開催し共和支部嶋津智子さんより『チュー
リップのキーホルダー』『スマホケース』『ネコのク
リップ』を教わりました。

フレッシュミズ役員
手芸教室

赤郷支部
EMぼかしづくり

くらしの活動

楽しく機能訓練を！！

J A山口県
美祢市大嶺町東分来福台4丁目15-7

TEL 0837ー54ー0567
住所デイサービスセンター

　朝、デイに到着されたら「今日は散歩に行こう、ぬ
り絵をしよう…等」とやってみようと思うことを個別

にボードに張ってもら
っています。
　少しずつではありま
すが、お世話型の介護
ではなく自立支援に向
けて頑張っています。

　今年は、お天気も良く　4/2㈫～4/6㈯
まで毎日お花見にでかけることができまし
た。
　来福台の公園・市民会館駐車場の川沿
い・雲海公園もみんな満開でした。

　4月より県下1ＪＡとなり、通所介護事業所が「ＪＡ山口県デイサ－ビス美祢」、訪問介護事業所が
「ＪＡ山口県訪問介護ふれあい美祢」、居宅介護事業所が「ＪＡ山口県介護支援センタ－美祢」と、
名称が変更になりました。
　いつまでも住み慣れた地域で過ごして頂けるようスタッフ一同、応援してまいります。
　今後とも、よろしくお願い致します。

　4/15㈪に、「苺白玉」・5/15㈬に「抹茶蒸
しパン」を作りました。
　「苺白玉」は餡子の甘さとちょっぴり酸っ
ぱい苺が良く合わさっていました。
　苺の粒々も良いアクセントになりました。
「抹茶蒸しパン」はカップに入れる細かい作
業も完璧に、ホットプレ－トで美味しく蒸さ
れ、ふわふわ食感でした。
　優しい味に、なぜか懐かしさを感じました。

おやつ作り

美東支所

秋芳支所

共和支所

美祢支所

西厚保支所

統括本部

・ゴーヤが収穫で
きる時には１人
前になれるよう
に頑張りたいと
思いました。
美祢支所　　
　畠中　大輝

・ゴーヤがネットをつたって上に
成長するように、自分も成長し
ていこうと感じました。
　　指導販売課　藤井　拓弥

・夏の収穫が楽しみです。大きく
育ってほしいです。

　共済課　佐藤　周平

・ゴーヤを初めて
植えました。早
く成長してほし
いなって思って
ます。私はゴー
ヤが嫌いなので
早く食べれるよ
うにしたいです。
共和支所　　
　吉村佳世古

・女性部さんと
交流できて楽
しかったです。
立派に育って
ほしいです。
西厚保支所　
　杉井由香里

1011

55 //
1717

55 //
3030



美祢統括本部 N e w s

直売所売れ筋情報
 （月間売り上げ上位）

5　月
品目
野菜苗

菌床しいたけ
花
刺身

ほうれん草

売上点数
1,894
1,728
1,543
1,423
1,352

品目
ふき
いちご
キャベツ
鮮魚
玉ねぎ

売上点数
1,305
1,207
1,165
1,141
1,133

税務相談会 要予約

　税理士による税務相談会を下記日程で開催し
ます。

開催日：8月6日（火）・9月10日（火）
時　間：午前10時～12時
場　所：美祢農業会館（旧本所）

　都合で日程が変更になることがありますので、
事前に下記までご予約をお願いします。
《予約受付》℡０８３７-５２-１３３１総務管理課
注：相談内容によっては即答できない場合や対応で
きかねる場合もありますのでご了承ください。

新規就農者支援コーナー
　ＪＡ地区農業管理センター内に『就農相談窓
口』があります。担当マネージャーが、就農相
談の対応を致します。
・美祢地区農業管理センター　竹山マネージャー

　　　　　ＴＥＬ：０８３７－５２－１０７６
・美東地区農業管理センター　笹村マネージャー
　　　　　　ＴＥＬ：０８３９６－２－０２３２

・秋芳地区農業管理センター　田村マネージャー
　　　　　　　ＴＥＬ：０８３７－６２－１２４０

ＡＴＭの休日取扱開始のお知らせ
　5月26日（日）以降、伊佐・豊田前・西厚保
でも日曜・祝日のATＭの取扱が可能となりま
したので、ご利用ください。
平　日　　　　　　　８：４５ ～ １９：００
土曜・日曜・祝日　　９：００ ～ １９：００

毎日元気に頑張っています。
地域の皆様のご利用をお待ちしています。
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JAの自動車・自賠責共済
代理店紹介

（有）美祢マツダ
美祢市伊佐町伊佐３４３６番地４
ＴＥＬ：０８３７－５２－１４３８
ＦＡＸ：０８３７－５３－０３６３

◆ＪＡのキャッシュカードの紛失･盗難
０１２０－０２７０２６

　（平日7:30～9:00、17:00～21:00）
（休日 8:30～19:00）　　　　　　　　
◆ＪＡカードの紛失･盗難　（単体型・一体型）

０１２０－１５９６７４
（24時間　365日）

◆自動車共済契約者の交通事故

０１２０－２５８９３１
（24時間　365日）

イ　ゴ　ク　ローナ　シ

ジ　コ　は　ク　ミ　アイ

営
業
時
間
外
・

　休
日
等
の
連
絡
先

あぐりプラザおふく
15周年開店祭

　出荷者協議会による野菜100円市や焼き鳥など
バザーもあり盛り上がりました。於福支部女性部に
よるおにぎりと豚汁の振る舞いもありました。

就農支援事業紹介
☆はじめてみ～ね農業応援事業

美祢統括本部
家の光大会開催のお知らせ

（1）県立農業大学生学費補助金
　卒業後、美祢市内の農業経営を希望する県立
農業大学生の授業料相当額を支援。

（2）就農支援補助金
　やまぐち就農支援塾「短期入門等」の研修費
を全額支援。

（3）現地研修事業補助金
　新規就農希望者の現地研修等に係る宿泊経費
を一部支援。

（4）就農定住促進事業補助金
①就農後、市内に居住する場合、賃借料20,000
円/月を上限に最大で5年間支援。
②リフォーム改善費を支援。

（5）就農円滑化対策事業費補助金
　就農するための機械・施設の整備に係る費用
の一部を支援。

・日　時：８月３日（土） 9：30～12：30（予定）
　　　　　　　　 　　（9：00～受付開始）
・場　所：美祢統括本部　３階
・参加費：５００円
・定　員：200名（定員になり次第締め切ります）
～生活文化講演～
　講師：元ＮＨＫためしてガッテン
　　　　専任ディレクター　北折　一 氏

配当代わり金の支払いについて
　いつも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下記の通りお支払いいたし
ます。
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配当代わり金）をお支
払いします。

・配当率　1％ ・支払日　7月3日㈬

問い合わせ先　美祢統括本部組合員課　
　担当：福村・細川・田原 ☎0837-54-0570

きたおり　　はじめ

※参加費を添えてお近くのＪＡ窓口へお申し込みください。
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