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ＪＡで半自動移植機導入（ばれいしょ）
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１月 13 日（木）
、ＪＡ肝付吾平町本所２階会議室にて、生産者・くみあい食品・経済連・
ＪＡ約 15 名出席のもと、令和４年産加工用春ばれいしょ栽培研修会が開催されました。
令和４年産は生産者７名、面積 270 ａの栽培面積を計画しています。研修会では、経済
連野菜振興課より生産対策、防除の徹底と農薬の適正使用等の説明があり、くみあい食品担
当者より種子消毒から収穫までの栽培管理等の説明がありました。収穫されたばれいしょは、
くみあい食品へ出荷されます。くみあい食品は「つくるよろこび・売るよろこび・食べるよろこび」
のつながりを築くことを目的に、新たな加工食品づくりに取り組んでいます。
加工用春ばれいしょ（トミイチ）出荷用は、生産者８名、面積 415 ａとなりました。
今年の品種は「トヨシロ」で、５月〜６月にかけて収
穫されるばれいしょはポテトチップス等に加工され、全
国の消費者のもとに届けられます。
植え付けは２月２日より開始されました。
吾平町のばれいしょを多くの消費者に届けられるよう、
今後は害虫対策、特に病害対策については、各関係機
関の指導のもと徹底してまいります。

春ばれいしょ栽培講習会
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２月２日
（水）
、肝付町の藤井勇次さんの圃場にて、生産者 10 名とイセキ、ＪＡ７名が参加し、
「令和４年産加工用春ばれいしょ植付け講習会」が開催されました。
基腐病の影響により転作作物として、ＪＡではばれいしょを推進して４年目を迎えます。昨
年は、植付け機の導入が間に合わず生産者の方々には大変ご迷惑をおかけいたしましたが、
本年度は「令和２年度ポストコロナ農業生産体制革新プログラム事業」を活用し、半自動移
植機（植付け機）２台とミニハーベスタ１台を導入いたしました。
イセキの中山技術員より機械の操作、メンテナンス等の説明があり、その後植付けの実演
を行いました。初めて機械を操作される方や、昨年機械で植付けをされた方も久しぶりの操
作ということもあり講習会の開催を心待ちにされていました。
生産者を代表し、藤井勇次さんより「機械導入ありが
とうございました。一生懸命バレイショをつくります」と
あいさつをいただき、続いて今吉組合長より機械導入が
遅れた旨の説明があり、「基腐病の影響で生産者の方々
は大変ご苦労されているなか、少しでも所得向上に繋が
るよう支援していきますので、ばれいしょ栽培をがんばっ
てください。
」とあいさつがありました。
ばれいしょ植付け講習

今後も生産者の労力軽減・所得向上に努めてまいります。
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周年出荷体制確立！

新ごぼう出荷を祝う

12 月９日（木）
、大隅ごぼう団地管理組合（ＪＡそお鹿児島・ＪＡあおぞら・ＪＡ鹿児
島きもつき・ＪＡ肝付吾平町）は、鹿児島県経済連大隅野菜事業所（志布志市）にて、関
係機関約 80 名が出席して「令和３年度産大隅ごぼう団地新ごぼう出発式」を開催しました。
大隅ごぼう団地管理組合は、生産者 85 名、作付面積 69.4ha で、目標 550 ｔ、販売高
３億 1884 万円をめざしています。関東・関西・九州方面を中心に出荷され、新ごぼうは、
香りが良くて洗って出荷することで調理がしやすいと消費者からは好評です。
大隅ごぼう団地部会 新城会長は、「良質なごぼうをたくさん出荷しましょう」と生産者へ頑
張ろうコールがありました。ＪＡ肝付吾平町ごぼう部会においても、関係機関と一体となり、
周年出荷体制の確立と、更なる産地強化を図ってまいります。
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12 月 22 日（水）は、冬至。一年で最も昼間が短くなる日とされています。
この日を境に太陽が出てくる時間が長くなっていくため、かつて冬至は一年の始まりの日と
されていました。「冬至を境に運気も上昇する」と言われるほど冬至は大切な日とされ、運気
を最大限に上昇させる食材「かぼちゃ」は「運盛りの野菜」と言われています。
かぼちゃは他の野菜に比べて保存がきき、保存中の
栄養価の損失が少ないのが特徴です。
平成 15 年からＪＡでは施設慰問を行っており、今回
で 19 回目を迎えます。「冬至に入所者の皆さんへ吾平
町特産のかぼちゃを食べていただこう。
」と 12 月 16 日
（木）に吾平町内８施設へ届けました。
これからも地域に貢献し信頼されるＪＡをめざしてま
社会福祉法人陵北荘さんにて

いります。
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新ごぼう
９名の生産者で 518 ａの作付面積となりました。
９月１日より播種がなされ、10 月６日に終了いたしました。今年は台風の影響も
の影響
影響
響も
も
なく順調かと思われましたが、播種後の降雨が少なく生育遅れとなりました。
ました。
した
した。
た。
た
。
１月 17 日から収穫が始まり４月上旬まで収穫されます。
生産者・関係機関・ＪＡが一体となり栽培管理に努めてまいります。

そらまめ
10 月中旬より植え付けがされました。
生産者の日々の管理により順調に生育しています。病害虫防除を徹底し、良質なそらまめの栽培
そ ま
そらまめ
まめの栽培
栽
に取り組んでまいります。

ピーマン
野菜全般の価格安と燃油高騰で、厳しい経営環境が続いていますが、収量は順調で
収
収量
調
安定した出荷が続いています。一部、うどんこ病・斑点病の発生が見られますが、生
見られます
見ら
られ すが
すが、生
が、
産者は、安心・安全なピーマンを消費者に届けるため、日々の栽培管理の徹底を図り
管理の徹底
底を図り
ながら、収量アップに取り組んでいます。

なす
厳寒期に入り、出荷量が少ない状況でしたが、２月に入り徐々に出荷量も増えてきました。一部
ました
まし
の圃場では、コナジラミが発生しており適期防除に努めています。単価安で厳しい状況でしたが、
況でした
したが、
、
徐々
徐
に戻りつつあります。生産者は、安定生産に向けて毎日の栽培管理に努めています。

１月子牛セリ

開催日：１月18日〜20日
（３日間）

＜単位：円＞

性 別

頭 数

平均体重

最 高

１月

め す

41

279

1,165,000

489,000

最 低

平均価格

629,488
8

子牛セリ

去 勢

40

299

1,092,000

200,000

740,775
5

合 計

81

289

1,165,000

200,000

684,444
4

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！
売実施中！

平均価格68万４千円で高値取引
肝属中央家畜市場 子牛初セリ市

令和４年 初セリ

お知らせ

１月 18 日肝属中央家畜市場にて令和４年の初セリが開催さ
れました。
吾平町からは雌 41 頭・去勢 40 頭合計 81 頭が出品されま
した。先月と比較すると９千円高と高値で取引がされ、生産者
からも「安心した今後も高値を期待したい。
」との声が聞かれま
した。

水稲箱苗配布について

ＪＡ育苗センターでは、２月 25 日（金）の播種に向けて準備作業を進めています。
配布は３月26日
（土）頃からの予定ですので、田植え準備をよろしくお願いします。
また、申込みされてない方は、営農指導課（58-6513）まで申込みください。
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12 月 23 日（木）
、ＪＡ肝付吾平町本所２階会議室にて、生産者、大隅地域振興局、鹿
屋市吾平総合支所、共済組合、ＪＡ約 50 名出席のもと「令和３年産かんしょ基腐病被害
対策事業説明会」が開催されました。
令和３年度も基腐病の被害が甚大であり終息の兆しが見えないなか、大隅地域振興局
木村 浩司技術専門員より次期作に向けたさつまいもの栽培対策について説明があり、鹿
屋市吾平総合支所 柳井谷 晃志主任主事より本事業の概要等の説明があり、大隅地域振興
局 幸福 和彦技術専門員より事業の申請手続き等の説明がされ、最後に共済組合より収入
保険制度についての説明がありました。公募期限が１
月７日締切りということもあり、申請される生産者に
ついては年末で大変お忙しいなか、ご協力ありがとう
ございました。
令和４年度以降についても、圃場に病原菌を「持ち
込まない・増やさない・残さない」を基本対策に、生
産者の皆様が安心してさつまいもを生産できるよう、
関係機関と連携を密に図ってまいります。

ၕᑴ䈽ᩏᩮⱬ䈾

事業説明会に参加された生産者の皆さん

తᑴ⛭⦍㫹ᣒత

１月 17 日（月）、和牛登録審査が家畜集合センターにて行われました。
14 ヵ月齢から 30 ヶ月齢未満の牛が対象で、今回は審査場 16 頭、臨検７頭の審査を行
いました。審査はまず体高・胸囲・胸深・尻長・かん幅などの測尺し栄養度（牛の栄養状態）
の判定を行い、牛の発育状態を確認します。そして、審査標準に沿って、各審査項目（体
積・均称・品位・資質・乳徴など）の評価を行い、点数化していきます。
和牛登録審査とは、登録規程並びに登録取扱方法に基づき、生後 29 ヵ月未満の繁殖牛
に対して行い、一定の資格条件を満たせば「登録証明書」が発行されます。
今回の結果、いずれも発育良好で素晴らしい牛ばかりでした。今後も畜産関係機関と連
携し、和牛登録と改良・育成技術の向上の推進を図ります。次回の審査は【第１期】令和
４年４月 15 日（金）、45 頭受審予定です。

お知らせ

でん粉甘藷出荷申込みについて

作付けしたさつまいもをでん粉工場に出荷するには、６月までにでん粉工場との契約が
必要です。でん粉工場との事前の売渡契約を結んだうえで、毎年７月までに国へ申請しな
ければなりませんので、でん粉原料用さつまいもとして出荷を予定されている方は、早め
の申込みをお願いします。詳しくは、営農指導課販売担当までお問い合わせください。
【お問い合わせ】 営業指導課（販売） 58-6513
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組合員資格等のご確認について
ＪＡ肝付吾平町では、組合員の資格について確認をしています。
１

正組合員の方で離農された、若しくは一年間に農業に従事する日が 90 日に満たなく

なった方
２

正・准組合員の方でお住まいが変わられた方

３

正・准組合員の方で結婚等により氏名が変わられた方
※上記に該当する方は、組合員資格等の変更手続きが必要となりますので、誠にお手
数ですが、本所

企画管理課にて手続きいただきますよう、お願いいたします。

《 正組合員の方 》
・10 アール以上の土地を耕作する個人で、その住所又は経営に係る土地・施設が当組合
の地区内にある方
・一年のうち 90 日以上農業に従事する個人で、その住所又は従事する農業に係る土地・
施設が当組合の地区内にある方
《 准組合員の方 》
・当組合の地区内に住所を有する個人で、この組合の事業を利用することが適当と認めら
れる方
・当組合と貯金・貸付・共済・購買・販売等の取引を１年以上継続して受けている当組
合の地区内に勤務地を有する個人で、引き続き当組合の事業を利用することが適当であ
ると認められる方
・当組合と購買・販売等の取引を１年以上継続して受けている当組合の地区外に住所を
有する個人で、引き続き当組合の事業を利用することが適当であると認められる方
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農業用廃プラスチック類の分別徹底のお願い
農業用廃プラスチック類の処理については、不法投棄や野
焼き、野積みの防止、リサイクルによる資源の有効活用の観点から、吾平町廃プラスチック類
適正処理協議会では生産者、関係機関の協力をいただきながら、年４回の回収を実施し、適
正処理を推進しています。
回収された廃プラ類は、引取業者の工場で種類ごとに分別され、その後、細かく裁断、土
を落とすための水洗い、熱処理などコストをかけて再生品が作られています。
安全、かつ、スムーズに積込み作業を行うためにも農業用廃プラスチック類の分別徹底に
ご協力をお願いします。
※農業用廃ビニールは産業廃棄物に該当するため野外での焼却はできません。




ᠾಅဇࡑἩἻỉѼ૾ඥᴾ
ϛϨʀϜϩοʀϑʀγϫϧρϕ



ˠԥௗ͠༁̴̖̎̾ɼ߶͠༁̴̐̎̾
ˠಋͣࡒ࣯ΝϐϠͶ͢ͱɼ ϴॶ݃ͤΖ



ʀͲ͘ΖݸΕౖΏ͵ʹΝঈͤڊΖɽʤਓۜ͵ʹҡ͗ࠠ͢͵͏Γ͕͑͢͏بΉͤɽʥ
 ℩⇽⇊⇷⇹طK㻌

℩‒ Ꮔ‒ ૰‒ ᘥ‒ K㻌

℩ᒁ‒ ረ‒ K㻌





ሷࣅࣃࣉࡣ⣙㸯㹫ษ᩿ࡋࠊ⤖᮰ࡍࡿࠋ ىΓ͑Ͷ॑ɼ݃ͤΖɽ

 ℩‒ ∃‒ ⇩‒ ⇮‒ K㻌

℩‒ ᠾᕤ∂⇮∑K

ͱളΖ͖ɼྋୀͶΉͳΌΖɽ
ˠྋୀͶͺɼྋୀҐͺΗ͵͏ɽ

℩‒ ‒ ⇥‒ ∙‒ ⇕‒ K㻌





Νਭજ͏͢ɼୀͶΉͳΌΖɽ

॑ͱɼΉͳΌΖɽ

㹼ὀព㡯㹼

இ͢ɼ݃ͤΖɽ

〜注意事項〜
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上記の写真を参考に「分別」・「２ヶ所結束」の徹底をお願いします。
⌧ᆅ࡛ศู➼ࡢసᴗ
状態の悪い持込みは、現地で再分別等の作業をお願いする場合がございます。
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１．トラが旅行に行くときに持っていく楽器といえば何。
答え：トラベルだから

ベル

２．ドラマや映画に必ず出てくるトラってどんなトラ。
答え：エキストラ

͙̯̈́ͭ
൮͈ఘௌ
̠̺̹̓̽
̱̠̥́͡ȃ
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⟤㉿๋ᐔ㗿⧎Ἣ㧜㧚㧜㧜
１月８日（土）
、吾平中学校付近の姶良川で、かのや市商工会・鹿屋市吾平総
合支所・ＪＡ肝付吾平町が協賛して、「美里あいら祈願花火
2022」が開催されました。
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、令和３年度
美里あいら夏祭りが中止となり、夏祭り企画委員会は、コロナ
に負けるな、そして地域を元気にしようと夏祭りに代わるイベ
ントとして「美里あいら祈願花火 2022」が計画されました。
コロナ対策のため、密集・密接にならないように、無告知
で開催されましたが、地域の皆さまからは「元気が出た。目
の保養になった。川面に映る花火はとても優雅だ。とてもきれ
いだ。
」等嬉しい声を聞くことができました。
ＪＡ肝付吾平町では、これからも地域に貢献し信頼される
サプライズ花火イベント

ＪＡをめざしてまいります。

ⱬ䈻ᗍతಘಮ౸ಋᷦ→㱛⛱⬪ᘋᎃ
11 月 17（日）
、大牟礼集落にて大牟礼里山を愛する環境保全協議会

田野辺益雄会長が

中心となり、大牟礼集落の皆さんと鹿屋市農地整備課・産業建設課、大隅地域振興局農村
整備課、水土里ネット鹿児島約 25 名が集まりふるさと探検が実施されました。
地域にある農地や土地改良施設の機能強化・保全に向けた点検を行うとともに、ふるさと
を守り育てていくため、『いつも住んでいて見慣れている風景や農地、集落内をみんなで一緒
に地図を持って「いいところ」や「直したいところ」を点検し、その意見をもとに地域の将来
像（夢）を考えましょう』ということが目的とされています。
参加者は、２コースに分かれ集落の点検を行い、鶴峰西地区ふれあいセンターへ移動して、
現状把握・点検項目をまとめ集落点検マップの作成を行い、コースのリーダーがマップの発
表を行いました。
参加者からは、「いつも車で通っている道が、集落の歴史を聴きながら歩くことで大牟礼集
落の歴史を感じた。荒れ地の活用はできないか。小学生からはひまわりがきれいだ。高齢
者が多いので、道路に椅子を設置した
らいいと思います。
」等いろいろな意見
が出されました。
そして、12 月 15 日（水）
、鶴峰西
地区ふれあいセンターにて、２回目の
ふるさと探検の意見交換会が開催され、
大牟礼集落の未来像をみんなで語り合
大牟礼里山を愛する環境保全協議会

いました。
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アルミ地金の高騰でアルミ製品が大幅な値上げになります
して
ヘ交渉 特価で
カ
ー
メ
数を超 た。
限定台 られまし
仕入れ
限定台数が完売しましたら通常価格になります

春の農業資材 早期予約販売

通常価格32,000 円

通常

通常

限定
特価

限定
特価

通常価格62,800 円

通常価格69,800 円

通常価格62,900円

申込受付期限

※苗棚収納棚は掲載以外の大型農家様向けの規格も、お取り扱いがございます。詳しくは

お問合せ先 JA肝付吾平町購買課

０９９４−５８−５０５０ 2022 年 3 月 31 日 ( 木 ) まで
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頭の体操

この達成感
クセになるかも。



かぜ予防の対処法


年空気の乾燥や寒さでかぜをひきやすい季節になりました。

  



 

 






「のどに違和感がある」
「鼻がムズムズする」とか、かぜかな〜？





と思いながら「これくらい大丈夫！」と思っていませんか？
様子をみておくことで重症化するケースもありますので、早い段









階での対処をオススメします。

  

「かぜかな？」と思ったら…
（1）睡眠



12 月号の解答

発熱すると水分が失われ脱水状態になりやすいため、常温の水
や経口補水液などがオススメ





















かぜ予防に効果のある５つのポイント !!

小百合

第十五回理事会︵十二月二十四日︶

小田

①固定資産取得について

鹿児島厚生連病院
医療安全管理室

②その他

予防につながります。元気が一番 !!

第十六回理事会︵一月二十四日︶

基本的なことですが、日々の積み重ねがかぜ

①米穀共同計算基本要領に伴う共

⑤歯磨き：口腔内の雑菌を除去してくれます

同計算の生産について

④水分補給：のどや鼻の粘膜を潤します

②固定資産取得について

③マスク：のどや鼻の粘膜を保湿します

③高額貸出金について

②手洗い：石鹸を使って丁寧に洗う

④その他

①うがい：口の中の細菌を減らします
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第十四回理事会︵十二月十三日︶

（3）十分な水分補給











① 職 員 従 業 員に対 する年 末一時 金

おかゆやスープ、栄養価が高く消化のよいものがオススメ











支給について

（2）食事で栄養











②固定資産取得について

分な睡眠が大切











③その他











かぜのひき始めは、身体の免疫力が低下しているのでまずは十

(12)

確定申告はじまります！
今年も確定申告が２月 16 日（水）から始まります。
証明書の発行につきまして、ご不明な点がございましたら企画管理課までご連絡ください。
（TEL 58-6511）
◎申告期限・納付期限
税

目

当

初

申告所得税

令和４年３月 15 日（火）

個人事業者の消費税

令和４年３月 31 日（木）

３月〜４
３月
〜４月の行事予定
日

月

火

水

木

2

3/1

金

3

土

4

5

11

12

年金友の会員デー

6

7

8

9

10
年金友の会員デー

13

14

15

16

17

オートパル展示会

18

19

25

26

年金友の会員デー

オートパル展示会

ふれあい訪問日
子牛せり市

20

21

22

23

24

春分の日

27

年金友の会員デー

28

29

30

31

2

4/1

年金友の会員デー

3

4

5

6

7

8

9

15

16

年金友の会員デー

10

11

12

13

14
年金友の会員デー
ふれあい訪問日

✬㓸ᓟ⸥

梅のつぼみもほころ びは

じめ︑春の訪 れを 感じる季

節となりました︒

新 型コロナウイルス感 染

症 も 全 国 的にも 鹿 児 島 県︑

鹿 屋 市において︑爆 発 的な

感 染 と なってお り︑ 未 だに

収束の目途が不透明な状況

です︒

お 互いに 三 密 を 回 避 し︑

消毒を徹底して感染防止に

努めましょう︒

農作業等が本格化し︑農

業機械を使用する作業が増

えてきます︒農 業 機 械を使

用の際は︑安 全 確 認を行い

ながら︑事 故 防 止に努 めて

ください︒

暦の上では春ですが︑ま

だ ま だ 寒い日 が 続 き ま す︒

健 康 管 理 には 充 分 留 意 さ

れ︑農 作 業 等 頑 張ってくだ

さい︒

