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太田直也さん

「牛が幸せを運んでくる」

永山祐輔さん

「牛が生活の中心」
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甘藷は防災営農の柱であり鹿児島県にとっ
て欠かすことのできない農産物ですが、ここ
数年基腐病の影響により生産者の方々は危機
的状況です。
そのようななか、３月 10 日午後６時より
農協本所２階会議室にて、生産者約 30 名と
大隅地域振興局２名、鹿屋市吾平総合支所１
名、ＪＡ４名出席のもと「サツマイモ基腐病」
対策研修会が開催されました。

研修及び意見交換会

サツマイモ基腐防除対策マニュアルが３月
に更新されており、研修は大隅地域振興局の福重技師より今後の育苗管理から植付け栽培管
理、収穫、その後の令和４年産の種いもの収穫、確保等について説明がありました。
また、３月 10 日に新しい農薬が登録され、期待されています。質疑応答では生産者から「こ
のまま鹿児島県内でさつまいも栽培ができるのか。
」「新しい農薬は大丈夫か。
」「早く特効薬
を」等様々な意見が出されました。
最後に鹿屋市吾平総合支所

前田氏より、甘藷基金事業とでん粉甘藷事業の説明がありま

した。生産者の皆さんが安心してさつまいも栽培ができるよう各関係機関と連携を図りなが
ら支援協力してまいります。
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４月 15 日
（木）午前８時 30 分より、経済連・
大隅地域振興局・㈱生科研・ＪＡ職員計 16
名の協力のもと、令和３年度産加工用春馬鈴
薯のドローン薬剤散布を実施しました。
当日は少々風の影響もありましたが、天候
に恵まれ、肝付町の圃場から寺ヶ迫・寒水・
鏡原・角野・荷掛・大牟礼の順で、鹿児島く
みあい食品（鹿屋工場）向けと、株式会社ト
ミイチ九州向け３．２ha のうち２．８ha（生産

馬鈴薯に優しい、人に優しいドローン

者 12 名のうち 11 名）の圃場へ散布しました。現状としては、全圃場とも生育良好です。
農家にとって農薬散布は重労働となっており、ドローンによる散布時間は 10 ａ当たり５
分程度で労力軽減への期待が高まっています。
ＪＡでは、スマート農業を積極的に進めており、今後、経済連・関係機関と協力しながら、
水稲、甘しょなど他の作物へも普及していきます。
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ＪＡグループ鹿児島 農業高校へ
農業機材を贈呈
鹿児島県立鹿屋農業高等学校へ農業機材寄贈
２月 17 日（水）
、鹿児島県立鹿屋農業高等学校で、ＪＡ肝付吾平町の今吉組合長・ＪＡ
鹿児島きもつきの下小野田組合長ら関係者 13 名が出席して、ＪＡグループ鹿児島は農業
振興や担い手育成支援の一環で、県
内の農業高校と農業関係学科がある
高校 11 校に、１校当たり約 100 万
円の農業機材の贈呈式が開催されま
した。
両ＪＡの組合長より、乗用草払機
１台と刈払機７台の目録が贈呈さ
れ、馬場昭浩校長は「今回いただい
た農業機材は使用頻度が非常に高
く、農場や校内の環境整備に活用し、
質の高い教育をめざしてまいりま

鹿児島県立鹿屋農業高等学校にて贈呈式

す。」とあいさつがありました。

〜農業をもっと身近に〜

町内各小学校へ教材と傘を寄贈
ＪＡでは、農業を身近に感じてもらえる町づくり・身近な土地で
「農」と触れ合う機会を児童に感じてもらうために、４月１日（木）
に町内各小学校の校長先生を訪問し、「農業と私たちのくらし」教材
と新入児童用黄色い傘（ちょきんぎょ傘）の寄贈を行いました。
梅雨の頃には、子供たちが笑顔で黄色い傘を並べて登下校する姿
が目に浮かびます。
当ＪＡでは今後も子供たちの食農教育について、様々な活動を行っ
てまいります。

鶴峰小学校

吾平小学校

下名小学校
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春かぼちゃ
ハウス・大型・トンネル他、すべての作型で植え付され、暖冬の影響もあって
順調に生育しています。
今年度は 25 名の生産者で４．５ha の作付面積となりました。今後は、病害虫
た。今後は
は、病害虫
病 害虫
害
に十分気を付け良質のかぼちゃができるように適期管理に努めます。

ソラマメ
12 月の降霜により、芯つぶれ等の影響を受けましたが、その後は天候に恵まれ順調に生育
恵まれ順調
ま 順調 生
生育
育
しています。４月下旬より出荷予定です。今後、強風による倒伏等に十分注意し、また病害虫
意し、
意し
、また病
た病害
対策を中心に適期防除に努めます。

令和３年産春・夏サラダごぼう
11 名の生産者で６．６ha の作付面積となりました。春サラダごぼうは 12 月中
旬より播種開始となり、夏サラダごぼうは２月中旬より播種を開始し、３月下旬
月下
下旬
に終了しました。収穫は春サラダごぼうが４月下旬から、夏サラダごぼうが６月
ごぼう
ごぼ
ぼうが
ぼ
うが６
が６
が６
中旬頃から予定しています。現在、殺菌剤・葉面散布、また、除草作業等を行っています。全
行って
って
ってい
てい
いま
います
体的に発芽も良好で良質なごぼうが期待されます。

ピーマン
一部の圃場にて斑点病・うどん粉病の発生が見られますが、順調に出荷されて
調に出荷
調に
に出 さ
されて
れて
います。ピーマンの品薄もあり安定した価格で販売されています。今後も継続し
今後も継続し
て肥培管理に努めていきます。

２月
子牛セリ

３月
子牛せり

性 別
め す
去 勢
合 計

頭 数
52
31
83

平均体重
272
310
287

最 高
933,000
1,214,000
1,214,000

最 低
530,000
639,000
530,000

平均価格
687,712
825,677
739,241

性
め
去
合

頭 数
36
28
64

平均体重
273
302
286

最 高
832,000
958,000
958,000

最 低
505,000
473,000
473,000

平均価格
674,194
766,071
714,391

別
す
勢
計

毎月、
子牛せり市が開催される週の平日の５日間、
母牛用飼料と一般ふすまの特売実施中！
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※５月 18 日（火） 対象者

正組合員

※５月 26 日（水）午前 10 時

対象者

事業報告会開催 （ＪＡ本所）
総代

第 15 回通常総代会開催（ＪＡ本所）

総代の方々へは、別途通知書が郵送されますので、確認をお願いいたします。
※ 新型コロナウイルス感染予防対策を実施しての開催となります。
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肉用牛牛舎施設整備事業補助金交付〈表紙〉
３月 30 日（火）太田直也さんと永山祐輔さんに、肉用牛
牛舎施設整備事業補助金の交付を行いました。
太田直也さんは現在 27 頭の牛を生産されています。将来
は 35 頭をめざして日々、家族経営で頑張っていらっしゃい
ます。農業が大好きで、馬鈴薯３ha・甘藷９ha・牧草３．５
ha と幅広く農業に取り組んでいらっしゃいます。

太田直也さん左から２番目

牛ものびのびと

永山祐輔さんへ補助金交付

永山祐輔さんは、お父さん（克之さん）の大きな背中を見て育ち、自分も畜産で頑張ろうと
目標をたて県立鹿屋農業卒業高等学校を卒業後、
鹿児島県農業開発総合センター畜産試験場（今
後の畜産を担う後継者・技術者の育成支援を行う）
に入学し、畜産を学びました。
卒業後は、上別府美由紀牧場で２年間研修をし、
地元に帰ってきて新規就農者として肉用牛牛舎施
設整備事業を活用。
将来は 80 頭の牛を飼育し、スマート農業技術を
取り入れた畜産経営を夢見て頑張っていらっしゃ
います。

永山祐輔さん牛舎にて

日本赤十字社より感謝状贈呈
日本赤十字社は、全国に 92 の赤十字病院と 79
の血液センターを運営し、戦争や災害時に救護・
医療を行う組織です。明治 10 年西南戦争の際に設
立された組織は、政府などの公的機関ではないた
め、支援者から寄付金で運営されています。
当ＪＡでは 20 年に渡り毎年寄付を行っており、
その功労に対し、日本赤字社は３月１日（月）Ｊ
Ａが赤十字事業の進展に多大な貢
献があったと感謝状が贈呈されま
日本赤十字社より感謝状贈呈

した。
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あなたと私のＡコープ・・♪♪♪♪★

スポーツ少年団・
中学校部活動支援
Ａコープでは、スポーツ少年団及び中学校部活動に対する活動助成
と、青少年健全育成を目的とする支援活動を行っています。
昨年９月から今年２月分の JADDO カードのＡコープ取引金額に対して、小学校スポーツ少
年団５団体・中学校部活動５団体に、約 93,000 円の活動支援金が４月に支払われました。
上半期・下半期と年２回支援され、JADDO カード会員約 150 名の方が加入されています。
JADDO カードで、お買い物されますと利用高の１％が、活動支援金として支払いがされます。

JADDO カードでポイント還元！
問 先
問合

Ａコープは特典がいっぱいです
です
です！
す！

Ａコープ肝付あいら店
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下名小学校「紅白
白餅」で６年生を送る
２月 20 日（土）下名西町内会の加治屋光次さん・朝倉
正人さん・松元清一郎さんらが中心となり、地域の力を
活かし子供たちが健やかに育つようにと、下名小学校５
年生児童の親子餅つき大会が開催されました。
卒業していく６年生に「紅白餅」で卒業する喜びを味
わい、在校生に感謝の気持ちを持つことを目的と催され
ました。
５年生児童は、「楽しかった。」「杵が重た
い。」「餅を丸くするのが難しい。」「６年生
」等にぎやかな餅つき
が喜んでくれるかな。
大会となりました

餅が伸びている

まん丸の餅できました

ヨイショ！
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鶴峰小学校児童

田植えで出前授業

４月 10 日（土）、鶴峰小学校では、自分の手でもち苗（峰の雪もち）を植え付けることにより、
稲作農家の苦労や、働くことの大切さを学ぶことを目的に、町内会役員・ＰＴＡ役員・先生方
も加わり全校児童 15 名で田植え（ＪＡ出前事業）を体験しました。
当日は、絶好の田植え日和のなか、営農指導課の西迫指導員による田植えの指導が行われ、
児童は待ちに待った田植えとあって、満面の笑みで田の中へと入って行きました。田植えから
生育観察、草取り、タニシ取り、収穫までを授業の一環とし、８月に稲刈りをして、12 月に
餅つきが行われます。
美味しいお餅が食べられることを楽しみに田植えが行われました。
ＪＡでは、「食農教育」の一環として「肥料・もち苗」を無償提供し、農作物を食べるだけ
ではなく、育てることから農業への関心を持ってもらい、子供たちに農作物に対する感謝の心
を学んでもらうため、これからも継続していきます。

毎日たくさん食べているお米、何でも知っていると思
うかもしれない。実は知らないことがあるはず、お米の
ことどれくらい知っているかな？

߅☨ࠢࠗ࠭
Ｑ１．一粒の種もみ（お米）か

Ｑ２．稲を育てる他に

Ｑ ３． ご 飯 を 中 心とした、

ら、約何粒のお米ができるでしょ

も水田は私たちの役に

健康的な栄養バランスの取

うか。

立っています。どんな

れた食事を何と言うか。

1．540 粒

ことかな。

1．一汁三菜

2．1,400 粒

1．水をためてダムの

2．腹八分目

代わりになる

3．2,400 粒

3．懐石料理

2．台風を防ぐ
解答．３番

2,400 粒

3．気温を高くする

解 答． １ 番

ご 飯、 汁 物、

大中小の３つのおかずの献

お茶碗 1 杯のお米は約 2,400 粒
一粒の種もみでお茶碗１杯分の

解答．１番

水をため

お米が実ります。

てダムの代わりにする。

立。バランスの取れた昔な
がらの献立。
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河川愛護会 《姶良川清掃作業》
３月 21 日（日）午前８時 30 分より恒例の姶良川ボランティア清掃作業が行われました。
小濱昭二会長より「きれいな川を維持するために
は、自分たちの手で守るということが大切です。
皆さんのボランティア活動に心から感謝しま
す。」とあいさつがありました。
当日は約 40 名が参加し、刈払機・鎌等を持ち寄っ
て大根花の刈取作業が行われ、ＪＡ役職員も一緒
に汗を流しました。これからも地域貢献と信頼さ
れるＪＡをめざしてまいります。

大根花の清掃作業をする河川愛護会員

ㄘද⛎ᴤᚲߢ߽,#&&1ࠞ࠼ࡐࠗࡦ࠻
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会員の皆さまにおかれましては、日頃より JADDO カードをご利用いただき、誠にありがと
うございます。
現在、多くの方にご利用いただいております JADDO カードですが、農協給油所でもご利用
できます。当 JA では、給油又は洗車、軽整備等を含めまして JADDO カードをご提示された
場合、組合員の方は 2 ポイント、員外の方は 1 ポイントの来店ポイントが付与されます。さ
らに、レギュラー・ハイオク・軽油の給油の際は、現金会員価格となり、お得となっております。
また、当 JA の JADDO カードポイントにつきましては、下記の加算基準となっております。
なお、一部の取引につきまして JADDO カードをご提示いただかなくとも、名寄せ手続きを
行っていただければ、JADDO カードに自動でポイントが付与されます。ご不明な点がござい
ましたら、農協本所企画管理課までお問合せください。
今後とも、ＪＡＤＤＯカードのご理解とご利用並びにＪＡの組合員加入をよろしくお願いします。
問合先

企画管理課

ＴＥＬ

５８−６５１１

吾平町猟友会 会員募集
吾平町でも農地・住宅地を含め、獣（イノシシ、タヌキ、カラス、サル）等の増加により被
害が頻繁に報告されています。吾平町の基幹産業である、甘藷・かぼちゃ・水稲・牧草等の被
害額が増加しています。駆除活動に吾平町猟友会の有志メンバーが精力的に活動していますが、
会員減少により、活動に支障が出てきています。ぜひ、活動の趣旨をご理解いただき、自分の
農地を守るために、狩猟免許を取得してみませんか。手続き書類は、吾平町猟友会へ連絡くだ
さい。
今年も７月に狩猟免許試験が開催され、６月中旬頃に申込み等の手続きが必要となります。
連絡先：吾平町猟友会会長

町頭孝志

ＴＥＬ

５８−５４５６
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「鷹山塾」を終了して

購買課主任：末次慎也

私は、鹿児島県農業協同組合中央会が主催するＪＡ戦略型
中核人材育成研修「鷹山塾」（ようざんじゅく）の第 12 期塾
生として、令和２年９月から令和３年２月までの半年間の研
修を受講させていただきました。
「鷹山塾」という名称の由来は江戸時代の人物である「上杉
鷹山」の鷹山から引用しています。この「上杉鷹山」という
人物は、17 歳で藩主になり、当時その藩は膨大な借金を抱え
領民が苦しんでいたところ、これを乗り越えるため自ら模範
を示し、鍬を取り、耕して節約に努め、その後、養蚕・織物・
修了証書を手に

製塩・和紙・漆などの新たな産業の開発を興し、藩財政の立
「なせば成る、なさねば
て直しに全力で取り組んだ人物です。

成らぬ何事も、成らぬは人のなさぬなりけり」という一節はこの鷹山の言った言葉です。
鷹山塾の講義内容は、課題や分析に対しグループ討議・発表を繰り返し行う研修や、様々
な大学教授や農協運動の第一人者である八幡正則氏など多くの外部講師から講義を受け、
とても濃い内容となっています。どの講義もとても心に響くもので、研修で学んだことを
今後、確実に業務に活かせていけるよう吾平町の農業・地域の発展のため尽力していきた
いと思います。

(10)

ƣƚ۟܌ʦˎː
地域の部会に在籍している職員が、部会での活動内容や、イベント等の情報を発信する「ＪＡ地
域だより」です。
今回は、令和３年３月１日（月）より、新たに配信されている「吾平山上陵案内動画」の紹介です。
皆さんは、吾平山上陵の案内動画をご覧になったことはあるでしょうか？
吾平山上陵の案内動画は、吾平山上陵の総合案内所にあるモニターにて放映されています。今回、
その動画が新たに撮り直され新設されました。新・吾平山上陵案内動画は、吾平山上陵の語り部で
ある前村悦子さんの案内のもと編成されており、映像・内容ともに前回の動画より一新されており
ます。また、外国人観光客向けに英語の字幕も入っています。
今回の新・吾平山上陵案内動画の制作は、吾平山上陵の神話や、それに関わる吾平の歴史、また、
前村悦子さんによる語り部を後世に伝
えることを目的として行われました。
吾平山上陵が歴史的な場所とは分かっ
ていても、実際は知らないことばかり
です。この動画は YouTube でも視聴で
きますので、興味のある方は下記のＵ
ＲＬよりアクセスしてみてください。
こういった活動は、吾平町という町
を、次世代の子供たちに残すために大切な活動です。全世界は 2030 年までに達成しなければなら
ない 17 の目標「ＳＤＧｓ〜持続可能な開発目標」を掲げており、ＪＡグループが行うすべての事
業活動は、「ＳＤＧｓ」の目標達成に直接的に関与していると考えています。また、行政や各協同
組合等と連携を強化することで、目標達成に向けた取り組みを進めてまいります。

ᄖოႣⵝደᩮႣⵝ ήᢱ߅Ⓧࠅታᣉਛ
建築塗装は悪徳な業者や、有名メーカーだけど
価格が非常に高価など、中々施工できずにいる方
がいらっしゃると思います。我が家の塗装をお考
えの方は、ぜひ

安心安全・納得価格の
ＪＡで、無料お見積もりを !!
問合先：購買課

ＴＥＬ５８−５０５０
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スズキセニアカー



２月号の解答

2

1

鹿児島厚生連病院 診療部︵耳鼻咽喉科︶
牧 瀬 高 穂

正しい耳そうじをご存じですか？
今回は耳の穴と耳そうじについて︑お話をしたいと思います︒
耳の穴︵ 外 耳 道︑がいじどう︒一番 奥に鼓 膜があります︶
の表面は︑体の表面と同じで︑皮膚と分泌腺と毛︵耳毛︑じ
もう︶が存在します︒外耳道の古くなって脱落した皮膚や分
泌物の塊が︑耳あか︵耳垢︑じこう︶の正体です︒耳垢は外
耳道の外側三分の一にしか溜まらないようにできています︒ま
た︑耳垢には外耳道の皮膚を保護する作用があるので︑取り
すぎは禁物です︒
したがって︑耳そうじは︑耳の穴の外側三分の一ぐらい︵入
口から ㎝ 程度︶を 週間に 回程度きれいにするだけで十
分です︒お風呂上りに綿棒を使って優しくそうじするのがお
すすめです︒
耳そうじは気持ちがよい︵耳の神経を刺激することで気持
ちよくなるようにできています︶のでついつい頻回にしがちで
すが︑耳そうじのし過ぎが耳の病気の原因となることがある
ので気をつけましょう︒

耳寄りなそうじのお話



























































































この達成感
クセになるかも。
頭の体操

りㄭ㮽ஜᐽᖱႎ


 






  
  






 


1

℡５８－６５１５
オートパル
問合先

セニアカーは、買い物や散歩など日常の移動手段として
ご利用いただける「ハンドル形電動車いす」です。動くス
ピードは、最高で時速６㎞と早足の速さとほぼ同じです。
メーカー希望小売価格 368,000 円

運転免許を返納したら、
次の乗りものは。
＊電気で動きます
＊手軽に操作できます
＊歩道を通行します
＊運転免許はいりません

興味のある方は、是非オートパルまで！！

ℂળ㮼㯤㯦

第一回理事会︵三月十二日︶
①職員・従業員に対する年度末手当に
ついて
②令和三年度内部統制システム基本方
針運用状況進捗計画︵案︶について
③令 和 三 年 度 不 祥 事 未 然 防 止 対 策
︵案︶について
④一組 合 員︵同一人 自 身︶に対 する信
用供与等の最高限度額について
⑤一員 外 者︵同一人 自 身︶に対 する信
用供与等の最高限度額について
⑥同一人に対する信用供与等の最高限
度額について
⑦地方公共団体に対する信用供与等の
最高限度額について
⑧貸出金利率の最高限度について
⑨借入金の最高限度について
⑩余裕金の運用方針と運用方法について
⑪その他

第二回理事会︵三月三十日︶
① 令和二年度資産自己査定結果について
②令和二年度一般貸倒引当金の計上に
ついて
③令和二年度における固定資産減損会
計について
④令和二年度における税効果会計につ
いて
⑤令和二年度決算について
⑥剰余金処分案について
⑦リスク評価書の一部改正について
⑧その他

(12)

お知らせ

ゴールデンウィークのＡＴＭ稼働予定

平素は当組合をご利用いただきまして誠にありがとうございます。
ゴールデンウィークは当ＡＴＭを以下の日程で稼働いたします。

稼働時間

5 月 1 日（土）

5 月 2 日（日）

5 月 3 日（月）

5 月 4 日（火）

5 月 5 日（水）

7:00 〜 20:00

7:00 〜 20:00

7:00 〜 18:00

7:00 〜 18:00

7:00 〜 18:00

休止日はありませんが、お引出し等をお早めにご準備いただきますようお願い申し上げます。
ご不明な点は金融課（貯金）へお問い合わせください。
問合先

金融課（貯金）ＴＥＬ５８- ６５３８

５月〜６月の行事予定
５月
〜６月の行事予定
日

月

5/2

9

火

水

3

4

5

憲法記念日

みどりの日

こどもの日

10

11

12

木

金

6

土

7

8

14

15

21

22

年金友の会員デー

13
年金友の会員デー

16

17

18

19

20

事業報告会

年金友の会員デー
ふれあい訪問日
子牛せり市

23

24

25

26

27

28

29

4

5

11

12

第 15 回通常総代会 年金友の会員デー

30

31

2

6/1

3
年金友の会員デー

6

7

8

9

10
年金友の会員デー

✬㓸ᓟ⸥

かな風が吹く季 節となりま

した︒

早期水稲の植え付けも終

了 し︑ 春の温 かい陽 気とと

もに順調に生育しています︒

今 後は︑ 甘 しょの植 え付

け︑ ソラマメ・ 春 か ぼ ちゃ

の出 荷など︑ 忙しい時 期を

迎えました︒

新 型コロナウイルス感 染

症においては︑ 本 県の感 染

者 数は４ 月に入り一定 程 度

抑 え ら れている ものの︑ 未

だ終息の目途が不透明な状

況です︒

これからも感 染 防 止のた

めに 三 密 の回 避 と 手 指 消

毒︑ソーシャルディスタンス

を守っていきましょう︒

季 節の変わり目は体 調を

崩しやすい時 期です︒ 健 康

管 理に充 分 留 意されるとと

もに農作業時の安全管理対

策 を 行い︑ 農 作 業 等 頑 張っ

てください︒

