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担い手確保着実に
「イチゴ」農作業体験を実施
ＪＡなす南ＨＰは
こちら

ＪＡなす南Facebookは
こちら

日︑那珂川町

した︒ＪＡ管内で就農を希望す
人が参加し︑イチゴの収穫

る新規就農希望者が対象で︑ ６
組
から出荷調整までの一連の流れ
を体験しました︒
同協議会は︑新規就農者支援
を目的に令和２年度にＪＡと行

農家として自立できるよう関係

支援体制を強化し就農希望者が

導の他︑居住地確保などの生活

です︒農業研修を通した技術指

﹁パック横から見た高さが均一

で︑考慮した詰め方が重要﹂

員らは﹁輸送時の車は揺れるの

りまで一連の流れを実施︒部会

格に合わせて調整し︑ラベル張

政が一体となって新設した組織

機関がトータルサポートをして
農作業体験会では︑ＪＡいち

する消費者に喜ばれる商品づく

とアドバイスし︑普段から意識

になるように並べるのがコツ﹂

ご部会員が一人一組ずつ担当に

りへの工夫を話しました︒

います︒

つき︑全ての作業工程を参加者

作業体験後の就農相談会では︑

▲いちご部会員㊨のアドバイスのもと収穫作業を体験する参加者

各組に入り︑参加者の話を聞
きながら不安や疑問を解消し
ました︒参加者らは︑初期費
用の他︑初心者でも扱いやす
い品種や管理方法などを質問︒
担当者らは︑より具体的なイ
メージをもってもらえるよう
パンフレット等を使って説明
し︑就農後のサポート体制も
万全で安心して就農できると
話しました︒
宇都宮市から参加した沖田
雄三さん︑恵子さんは﹁出荷
調整までの一連の流れが体験

▶パックの重さを規格に合わせる参加者ら

ました︒

検討してほしい﹂と力を込め

し︑管内での就農を前向きに

り相談し就農への不安をなく

目的に活動している︒しっか

長は﹁協議会は担い手確保を

会の会長兼ＪＡ髙野修営農部

いた﹂と話しました︒同協議

だった︒就農のイメージがつ

でき︑とても有意義な研修会

南那須地域新規就農者支援協議会

担い手 確 保 着 実 に﹁ イ チ ゴ ﹂農 作 業 体 験 を 実 施

月

南那須地域新規就農者支援対
策協議会は
27

でイチゴ農作業体験会を開きま

11

に指導しました︒パック詰めは

部会員と行政︑ＪＡ担当者らが

3

14

箱作りから行い︑実際の出荷規

▲就農相談で不安を解消
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月

日から

定期積立旅行

２泊３日の旅行で
名所を巡る

Ｊ Ａは

人が参加し︑各名所を巡

面に行きました︒管内から

内・小豆島・鳴門・姫路方

日︑定期積金旅行で瀬戸

12

美術館などを巡り︑観光や買

や小豆島の映画村︑大塚国際

参 加 者 ら は３ 日 間 で 姫 路 城

驚きの声があがりました︒ま

ルーズ﹂では︑潮流の迫力に

間近で見られる﹁うずしおク

る鳴門海峡の渦潮は圧巻で︑

り楽しみました︒

い物を楽しみました︒中でも

▲二十四の瞳の撮影地の映画村

回

回JA栃木県大会

組織活動が高評価
第

JA青壮年部は︑第

月

日︑JAビルで

▶選別ポイントを確かめる
市場関係者㊨と部会員ら

品質維持し信頼も確保

ねぎ部会

月
青壮年部は︑コロナ禍で活

で令和３ 年産秋冬ネギの出

日 ︑Ｊ Ａ 梨 ・ ト マ ト 選 果 場

Ｊ Ａねぎ部会は
動が制限される中でもできる

荷目ぞろえ会を開きまし

人が参加し︑品質と規格

は嬉しい︒今後もリーダーシ

め︑目立った病気もなく順調

3年産は天気に恵まれたた

の統一を図りました︒

ップを発揮し︑地域農業の発 展

に生育しています︒同部会の

呼びかけました︒

っかり目合わせをしよう﹂と

基本のため︑目ぞろえ会でし

特に問われる︒市場の規格が

きが悪い中︑出荷物の品質が

金子操部会長は﹁野菜の値動

に貢献したい﹂と話しました︒

してきたことが評価されるの

長は﹁部員一丸となって活動

に取組んできました︒佐藤部

事はないかと模索し︑除菌講

▲表彰状を受取った佐藤部長

た︒部会員や市場関係者ら

た︒

部長が表彰状を受取りまし

行った同大会内で︑佐藤剛

た︒

組織として表彰を受けまし

会表彰﹂で模範となる優良

栃木県大会﹁青年部・女性

32

習の開催など︑地域貢献活動

11

12

10

32

11

11

た︑参加者は﹁姫路おでん﹂

11

14

世界三大潮流の一つと言われ

などのご当地グルメやホテル
での割烹バイキングなど豪華
月に誕生日を迎える

なディナーを堪能︒２ 日目の
夕食で

ますので是非ご参加ください︒

旅行や各種イベントを開催し

皆さまにお楽しみいただける

を徹底し︑組合員や利用者の

Ｊ Ａでは今後もコロナ対策

お祝いしました︒

キが用意され︑参加者全員で

参加者にはサプライズでケー

11

12

トピックス

▲世界遺産の姫路城
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県内トップの
品質を目指す

月

いちご部会
Ｊ Ａいちご部会は
日︑令和4年産イチゴ﹁と
ちおとめ﹂﹁とちあいか﹂
の出荷目ぞろえ会を行いま
した︒部会員︑関係者ら
人が参加︒現物を見ながら
品質を確かめ︑選果基準を
申し合わせました︒

先進地へ視察
那珂川町ブランド米
研究会視察研修
那珂川町中山間地域活性
日︑群馬

日︑部会員のほ場で春

JA馬頭トマト部会は

馬頭トマト部会

病害虫に注意を

月

トマトの現地検討会を開き
ました︒部会員と塩谷南那
須農業振興事務所らが参加
し︑病害虫対策を中心に今
後の管理について学びました︒

同振興事務所の水野敏樹技
師は病害のなかでも黄化葉巻

月

県川場村で先進地視察研修

病に注意が必要だと説明︒水

化協議会は

を 開 催 し ま し た ︒Ｊ Ａ 管 内
の米生産者ら

▶剪定を行う石下副主幹㊥と
部会員ら

剪定のポイントを説明

日︑

果樹部会

月

部会員のほ場で梅とプラムの

JA果樹部会は
しく生育が抑制され減収に繋

人が参加し︑剪定のポ

要﹂と話しました︒

を明確にして切ることが重

剪定するときは今後の方向性

た︒石下副主幹は﹁若い木を

を説明しながら︑実演しまし

の石下康仁副主幹はポイント

塩谷南那須農業振興事務所

イントを学びました︒

会員

剪定講習会を行いました︒部
底しよう﹂と促しました︒

がる︒コナジラミ類の防 除を徹

ると︑茎葉が全体に黄化し著

野技師は﹁ウイルスに感染す

﹁４ 年産はやや小玉傾向だが

ま した︒

同部会の磯春美部会長は

18

人が参加し

品質は良い︒県内トップの品
質を目指し︑販売額２ 億円を

川場村は全国食味コンクー
ル５ 年連続金賞団体トリプル
Ａ称号を取得している先進地
です︒研修ではブランド米の
取組状況や株式会社﹁雪ほた
か﹂の運営について学びまし
た︒参加者は﹁川場村は規模
の小ささを活かした村づくり

24

11

▲ほ場の状態を確認する部会員ら

▲川場村ライスセンター
を見学する参加者ら

を行っている︒研修で学んだ

11

16

18

ことを今後に活かしたい﹂と
話しました︒

5
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11

15

34
▲サンプルを確かめる部会員ら

11

目標にする﹂と意気込みました︒

トピックス

大規模災害訓練の実施について

住宅ローン控除等税務申告セミナーの開催について

JAでは大規模災害に備え、下記の日程で訓練を
行います。ご迷惑をおかけしますが、ご協力をお
願いいたします。
◆日時：令和4年1月19日
（水）10時〜12時30分
◆場所：JA本店・各支店・事業所
福祉スタッフ募集について

税理士の先生から住宅ローン控除など確定申告
のポイントや節税対策についてアドバイスを受け
られます。お気軽にご参加ください。
◆日時：令和４年１月23日
（日）9時30分〜12時
◆場所：JAなす南本店２階 大会議室
◆申込先：本店ローンセンター
令和３年産米価下落対策資金について

◆募集職種：ホームヘルパー
◆勤務先：JAなす南管内
（勤務内容・日時についてはご相談に応じます）
※介護職員初任者研修（ヘルパー２級）受講修了者
に限ります。
その他詳細は、
下記までお問い合わせください。
◆お問合せ：本店 生活福祉課（TEL 96-6176）

令和３年産主食用米の価格下落に伴い
販売収入減少した組合員をサポート
実質負担金利：年0.0％

ご融資金額：最高500万円
ご融資期間：５年以内

葬儀相談会の開催について

※ご融資金額は令和３年産主食用米の
価格下落による減収額の範囲内

◆日時：令和３年12月19日
（日）9時〜12時
◆場所：ＪＡなす南セレモニーホール
（那須烏山市神長578）
◆お問合せ：セレモニーホール（TEL 84-3821）

ＪＡバンクローン金利のお知らせ

マイカーローン 〜快適なカーライフを応援〜

休日年金相談会の開催について

◆日時：令和４年１月23日
（日）９時〜15時
◆場所：馬頭支店 （TEL 92-2711）
年金に関するお悩みを社会労務士に無料で相談
いただけますので、お気軽にご参加ください！
年金友の会

会員限定旅行の募集について

〜 茨城の歴史と食を満喫♪〜
◆旅行先：笠間稲荷神社と那珂湊おさかな市場他
◆旅行日：令和４年２月10日
（木）日帰り
◆旅行代金：お一人様8,500円
（税込み）
◆申込期限：令和４年１月14日
（金）
◆お問合せ：詳しくは会員宛チラシをご覧ください。
年金友の会の会員になると、楽しい旅行やイベント
にご参加いただけます。今、年金のお受取りをJAに
変更いただくと、最大3,000円分のギフト券をプレゼ
ントする「年金受取りサンクスキャンペーン」を実施
中です。まだ会員でない方は、ぜひこの機会にJAなす
南年金友の会の会員になってみませんか？

ウインターキャンペーン202１ 実施中！

期間中に下記のいずれかのお取引きを新たにい
ただいた方に、栃木県産こしひかりパックご飯を
プレゼントします！

◆とりあえず定期貯金コース
定期貯金30万円以上を新規資金でお預け入れいただ
いた方
◆しっかり資産運用コース
投資信託を新たにご契約いただいた方、または、追加購
入していただいた方
詳しくは、お近くの支店窓口へお問合せください。
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〈店頭基準変動金利：年1.65％〉
保証料別途 《基金協会保証型》

（※１）

年

（※２）

～

〈店頭基準固定金利：年1.80％〉
保証料別途 《基金協会保証型》

※令和３年10月１日から令和３年12月30日までのお申込みで、令和4年3月31日までに
お借入れの方。
※１ お借入れ金額500万円以上の場合 ※２ お借入れ金額500万円未満の場合
※３ 最大引下金利を適用するには、
ＪＡとのお取引に条件があります。

ネットマイカーローン

（三菱UFJニコス保証）
〜今すぐ、ネットでも仮申込できます!!〜

1.65

最大引下げ後金利（保証料込）

変動
金利

10年以内

※1

〜

店頭基準変動金利：年

1.95

※2

1.80

最大引下げ後金利（保証料込）

固定
金利

７年以内

2.45％

※1

〜

店頭基準固定金利：年

2.10

※2

2.60％

※令和３年10月１日から令和３年12月30日までのお申込みで、令和4年3月31日までに
お借入れの方。
※１ お借入れ金額500万円以上の場合 ※２ お借入れ金額500万円未満の場合
※３ 最大引下金利を適用するには、
ＪＡとのお取引に条件があります。

教育ローン 〜お子様の未来のために〜
固定金利もあります。

※令和３年10月１日から令和
３年12月30日までのお申込
みで、
令和４年３月31日まで
にお借入の方に限ります。

※各支店窓口において返済額の試算を行っております。
お気軽にご相談ください。

住宅ローン控除等申告セミナー・各種ローンに関する
お問合せは、本店ローンセンター（96-6160）
まで。

〒324-0513 栃木県那須郡那珂川町白久10 TEL0287-96-6150
URL.http://www.ja-nasuminami.or.jp

