
JA協同サポート山口株式会社よりご挨拶
代表取締役社長　河村信一郎

当社は、平成12年4月介護保険法施行に併せて、旧ＪＡ周南の介
護福祉部門として事業を開始いたしました。現在では年商約10億、
従業員約270名、11拠点、全18事業所までに成長いたしました。
また事業内容も介護事業のみならず給食配食事業、葬祭事業、高齢
者住宅事業など幅広い地域支援事業が展開できるようになり、組合
員をはじめ地域の住民の皆様の多くの方のご利用とご支援をさせて
頂いております。

平成27年1月には介護、福祉、葬祭事業分野での専門的取組強化と更なる成長を目指してＪＡグ
ループ会社「ＪＡ協同サポート山口株式会社」に移行して現在に至っております。（平成31年4月
に県域合併によりＪＡ山口県のグループ会社となりました。）
近年少子高齢化と言われるなか、特に地方都市での超高齢化は生活面も含めあらゆる場面で深刻な

問題となっています。当社としましてもＪＡ本体や各関係機関と連携を強化し、高齢になっても住み
慣れた地元で、安心して暮らせる地域づくりに貢献していく会社運営を目指します。
今後ともこれまで以上のご愛顧、ご支援頂けますよう何卒よろしくお願い致します。

▲ＪＡ葬祭ルミエール（会館）

▲サービス付き高齢者住宅兼デイサービス施設

＊＊＊　事　業　案　内　＊＊＊
◎介護保険事業
•訪問介護センター　　　３か所
•居宅介護支援センター　３か所
•デイサービスセンター　６か所
•福祉用具レンタル事業所

◎高齢者福祉事業
•高齢者配食・仕出し給食事業「旬彩館」
•サービス付き高齢者住宅事業
•介護関係教育研修・講師派遣事業
•有償支援困りごとサポートセンター

◎葬祭事業
•葬祭会館　２か所　　　　　　　
•ギフトショップ「花かご館」

ＪＡ協同サポート山口株式会社
〒746-0015  山口県周南市清水１丁目９番５号

Ｔ Ｅ Ｌ（代表）
介護相談ダイアル
葬儀相談ダイアル
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～組合員のみなさまへ～ 配当代わり金配当率のお知らせ
配当代わり金配当率の支払について

配当率

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。

す。
資配当金
す。

3.0% 支払日 7月3日
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▲熱心に試食を勧める食農リーダーと新入職員

周南女性部食農リーダーは、5月14日、直売
所菜さい来んさい下松店で試食会を開催しまし
た。ソラマメを使った混ぜご飯と新タマネギの
かきあげ2品を消費者に振舞いました。同女性
部は直売所と連携し、安全安心な食の提案を通
じたＪＡファンづくりを目的に毎月1回各直売
所で試食会を開催しています。この日は、新入
職員3名も加わり試食でPRを行いました。

食農リーダーと新入職員が試食でPR

▲旭日単光章を受章された田村耕一さん（左）
　表彰状を手にする光支所の守友秀和支所長（右）

春の叙勲  ～専業農家の励みに！周南
ぐるり

ん

▲親子で初めての植え付け体験

周南統括本部は、5月11日に、下松市勤労者
総合福祉センターで体験型農園「ハウス倶楽部」
の開園式と、夏野菜の植え付けを行いました。
14家族、38人が参加しました。
「ハウス倶楽部」は昨年5月に始まり、今年

で2年目です。トマト、ナス、キュウリ、枝豆
の苗の植え付けや種まきをしました。今後、収
穫が楽しみです。

体験型農園「ハウス倶楽部」で
家族楽しく野菜づくり！

令和元年春の叙勲で、光市
農業委員会会長の田村耕一
（70）さんが「農業振興功労」

として旭日単光章を受章されました。国家の制度
（栄典）で、国家又は公共に対し功労のある方、

社会の各分野における優れた行いのある方を表
彰するものです。
田村さんは、20歳より長年農業を営まれ、農
業委員を13期続けられています。トマトやキュ
ウリなど10種類ほどの野菜をビニールハウスや
露地で栽培されており、出荷前の準備などご夫
婦で熱心に取り組まれ、ＪＡ直売所や園芸部会
に出荷されています。
田村さん、春の叙勲受章、誠におめでとうご
ざいます。
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▲完歩への意気込みを見せる参加者ら

周南女性部戸田支部は、戸田支所と合同で、
4月下旬に「健康ウォーキングin戸田（四郎
谷）」を開催し、女性部と職員の10名が参加しま
した。10年ほど前より、女性部の健康づくり
と、部員をはじめ支所の利用者や職員との親睦
を深めることを目的に開催しています。
戸田支所の高無貞行支所長は、「女性部や地
域の仲間づくり、親睦を図る良
い機会でした。支所を拠点とし
た活動を今後も充実させたい」
と意気込みを語りました。

女性部戸田支部が
親睦づくりで健康ウォーキング

▲丁寧に苗の植え付けをする児童たち

周南市の岐山小学校は、5月22日、生活の学
習授業で夏野菜の植え付け体験を行いました。
小学2年生82人が、周南女性部三田川支部と地
域ボランティアと営農指導員の指導のもと、中
長ナス、ミニトマト、キュウリ、ピーマンの苗
を植え付けました。

小学生が夏野菜の植え付け授業

▲議案を説明する本村浩治会長（右）

第15回周南農業青色申告会総会が5月21日に
下松市の周南統括本部で開かれ、会員20名が参
加しました。
同会の本村浩次会長は「日常の記帳に努め適
正な税務申告を行い、健康で楽しく儲かる農業
をしたい」と挨拶しました。平成30年度活動報
告や令和元年度活動計画案の承認など3議案が
全て可決しました。

周南農業青色申告会総会を開催

▲栽培を共に学ぶ受講生たち

周南統括本部の指導販売課は、5月23日にフ
ァーム体験セミナーの開講式と営農基礎講座を
開きました。周南統括本部管内より9名が受講
しました。農業への興味関心を高め直売所管内
の出荷者を増やす目的です。
第1回目の講座では、栽培の基礎とミニトマ
トのプランター栽培を学びました。
営農経済担当の山本茂雄副本部長は「自分で
野菜を作って食べることの楽しみや喜びを味わ
うと同時に、安全・安心が求められる農業の大
変さについても学んで欲しい」と話しました。

ファーム体験セミナー開講式
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ＪＡ子会社連絡先：

●周南農協観光開発㈱
0833-48-5503
0834-62-6708

○不動産の相談 〈 〉平日8：30
～17：00

〈 〉平日8：30
～17：00

〈 〉平日8：30
～17：00

〈 〉24時間　
対応

〈 〉8：30　　
～17：00

☎

☎

●ＪＡ協同サポート山口㈱
0120-122-294
0834-62-3041
0120-09-4949

☎
○介 護 相 談

○旬菜館（　　　 ）仕出し・
弁当注文

○ＪＡ総合葬祭
　　ルミエール

井戸水検査のお知らせ
安心して井戸水をご利用いただくために年に一度以上
の水質検査をお勧めします。
実 施 日　8月19日（月）・9月9日（月）
受付店舗　鹿野支所購買店舗、周南北部営農センター

購買店舗、周南西部営農センター購買店舗、
新南陽支所購買店舗、戸田支所購買店舗、
周南中部営農センター購買店舗、熊毛支所
購買店舗、周南東部営農センター購買店舗

申込方法　実施日前日までに、上記受付店舗にてお申
込みください。井戸水を入れる容器と申込
書をお渡しいたします。
実施日当日の朝10時までに、水（当日採取
したもの）を入れた容器と申込書と検査料
を受付店舗へお持ちください。

料　　金　通常13項目セット　6,480円（税込）
　　　　　※項目の詳細および料金に関することはお

問合せください。
○お問合せは各受付店舗又は
　ＪＡ山口県  周南統括本部  組合員課
　℡0833-41-2323（平日8:30~17:00）まで

直売所試食会

◎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。

●菜さい来んさい！下松店
7月9日（火）9:30~

●菜さい来んさい！北部店
7月12日（金）9:30~

●菜さい来んさい！光店
7月17日（水）9:30~

●菜さい来んさい！新南陽店
7月22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。

無料税務相談

○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。

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

7月10日（水）・19日（金） 9:00~15:00
8月 9日（金）・20日（火） 9:00~15:00

家庭菜園講習会

◎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。

【園芸講習会】
秋冬野菜の準備と病害虫防除について

・7月23日（火）13:30～  光市民ホール
・7月24日（水）13:30～  熊毛支所  4階会議室
　★周南東部営農センター

℡0833-77-0004（8:30~17:00）

【園芸講習会】秋野菜の準備について
・7月29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）

【水稲講習会】出穂前後の管理について
・7月23日（火）10:00～  大道理市民センター
・7月23日（火）13:30～  大向市民センター
・7月24日（水）10:00～  中須市民センター
・7月24日（水）13:30～  須野河内交流館
・7月25日（木）10:00～

八代鶴いこいの里交流センター 水稲講習会
・7月25日（木）13:30～

八代鶴いこいの里交流センター 
園芸講習会（夏野菜について）

・7月25日（木）10:00～  鹿野支所  水稲講習会
・7月25日（木）13:30～  鹿野支所  園芸講習会
・7月26日（金）10:00～

北部営農センター  水稲講習会
・7月26日（金）13:30～

北部営農センター  
園芸講習会（夏野菜について）て）

　★周南北部営農センター
℡0834-88-0011（9:00~1~177:7:7:00000000））））
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