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ＪＡなす南Facebookは
こちら

今年も！

ＪＡ管内では「みなみちゃん南瓜」と「中山
かぼちゃ」を栽培しています。みなみちゃん南
瓜はハート型の断面とホクホクとした食感、濃
厚な味わいが特徴。中山かぼ ちゃは楕円形で
果皮は濃い緑色。果肉はオレンジ色でサツマ
◀初出荷を行う部会員︵中山かぼちゃ部会︶

イモのような甘味が ある品種で す。両品種と
も管内特産品で消費者から好評で、市場から
高い評価を受けています。
ＪＡみなみちゃん南瓜部会は７月８日、那須
烏山市のＪＡ梨・トマト選果場で令和４年産み
なみちゃん南瓜の出荷目ぞろえ会を開きまし
た。部会員や関係者ら22人が参加。完熟具合
や出荷方法を確認し、出荷規格を統一しまし
た。
４年産は例年通り生育順調で す。ＪＡ担当
者は「ブランドを守るためにも未熟果に注 意
し、完熟収穫を徹底してほしい」と話し、今年
は猛暑で日差しが 強いため、日焼け果に気を

ぼ ちゃの出荷目ぞろえ会を行いました。部会

付けるよう注意を促しました。初出荷を７月15

員や関係者ら20人が参加し、完熟具合や傷の

日に迎え、初日は190箱（２㌧）を出荷しまし

大きさなど出荷規格を確認。交配後収穫日数

た。越雲徹部会長は「順調に収穫して出荷して

を55日に統一しました。

いきたい。ブランド品を栽培する生産者が一人
でも多く増えて欲しい」と話しました。

４年産は例年通りの 作柄で す。部会員と市
場関係者らは現物を手に取り、出荷規格の基

ＪＡ中山かぼ ちゃ部会は７月19日、那須烏

準について意見を交わしました。ブランドの名

山市のＪＡ烏山婦人の家で令和４年産中山か

に恥じない品質・品位を念頭に置き、誰もが納
得いくカボチャを出荷 することを申し合わ せ
ました。同部会は７月25日から出荷を開始。
初日は89箱（約900㌔）を出荷するなど順調
な滑り出しです。佐藤正宏部会長は「中山かぼ
ちゃは煮物や天ぷらにして食べるのがおすす
め。新鮮なうちに１ヶ月以内を目安で食べてほ
しい」と話しました。
ＪＡでは「かぼちゃ産地育成事業」で補助金
を設け ています。特産品であるみ なみちゃん
南瓜と中山かぼ ちゃの新規栽培・規模拡大を
推進しています。詳しくは、営農部園芸販売課

▲規格を統一する部会員ら（みなみちゃん南瓜部会）

までお問合わせください。
お問合わせ先

営農部園芸販売課

TEL９６−６１７０
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営農情報
とりたて野菜直売所
今月のオススメ!!

「カボチャ」
カボチャは野菜の中でもトップクラスのビタミンE
含有量を誇ります。脂質と一緒に摂ることで吸収率
があがるので、かぼちゃサラダなどおすすめです！
那須烏山市初音７番地５
（烏山支店構内） TEL：84-0731
【営業時間】月〜金 ８時30分〜13時 土 ８時〜12時

各組織で総会を開催
年度切り替えにあたり、生産部会をはじめ各種組織において定期
総会を開きました。７月の開催結果は以下の通りです。

７月29日

いちご部会

磯

春

美

（敬称略）

ライスセンターを利用するとこんなメリットがあります！
ＪＡでは
「農業者の所得増大」
「農業生産の拡大」
の取組みの 1 つとして、管内 2 ヶ所にライスセンターを設置しています。

ライスセンター（米）の利用料金
利用料例
荷受量 1,000㎏
⇒ 利用料：23,000円
荷受水分 22％

1,000㎏×23円＝23,000円

生産者Ｂ

●メリットその３ お預かりした米をまと
めて調製するため、出荷時の品質は高等
級になり品質が安定します！

生産者Ａ

●メリットそ の１ 乾 燥 調 製・袋 詰 め 作 業
全てをＪＡで行い、時間短縮・人件費削減
ができます！
●メリットその２ 乾燥機・籾摺り機・計量
器を用意する必要がなく、修理費もかか
りません！

荷受量 1,000㎏
⇒ 利用料：13,000円
荷受水分 15％

1,000㎏×13円＝１3,000円

（税抜価格）

８月中旬
ナ

８月の

出荷カレンダー

ス

中山かぼちゃ
みなみちゃん南瓜
ミョウガ
梨
（幸水）
梨
（豊水）
アスパラガス
春

菊

キュウリ
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８月下旬

９月上旬

９月中旬

令和５年度職員採用（高卒）について

◆採用予定者数：５人程度
◆受験資格：高校卒業（見込みを含む）以上で、平成
５年４月２日から平成17年４月１日までに生まれ
た方で、令和５年４月以降、那須烏山市、那珂川
町またはその近郊に居住する方。
◆筆記試験日：９月21日
（水）
◆願書締切日：９月14日
（水） 必着
◆お問合わせ先：総務部総務人事課（TEL96-6150)
詳しくは、
ＪＡなす南ＨＰをご覧ください。

経済店舗臨時休業について

休日年金相談会の開催について
◆日時・場所：①８月28日（日） 烏山支店
②９月25日（日） 馬頭支店
両日とも９時〜15時
◆お問合わせ先：烏山支店（TEL83-2111）
馬頭支店（TEL92-2711）

休日ローン相談会の開催について

◆日時：８月28日（日） ９時〜16時
◆場所：烏山支店
◆お問合わせ先：烏山支店（TEL83-2111）

JAバンクローン金利のお知らせについて

棚卸に伴い、下記日程において経済店舗は臨時休
業となります。
ご迷惑をおかけ致しますが、
ご理解とご協
力をお願い致します。
◆臨時休業日：８月31日
（水）
◆対 象 店 舗：南部経済店舗、北部経済店舗

住宅ローン 〜マイホーム計画をサポート〜
（標準金利3.55％） （標準金利3.25％） （標準金利3.00％）

一般団信
保障付

福祉スタッフ募集について
①◆募集職種：介護員
◆勤務先：デイサービスセンターえがお
②◆募集職種：介護支援専門員(ケアマネジャー)
◆勤務先：ＪＡ本店 生活福祉課
③◆募集職種：調理員
◆勤務先：デイサービスセンターひまわり
お問合わせ先：ＪＡ本店 経済部
生活福祉課
（TEL96-6176）

三大疾病
保障付
９大疾病
補償付

◆日
◆場

７

0.85 1.15
（※１）

◆日 時：９月29日
（木）
◆場 所：那須小川ゴルフクラブ
◆対象者：ＪＡなす南年金友の会会員
（年金振込予約者を含む）
◆参加費：1,000円 ※当日の朝、受付時に支払い
◆プレー費：5,300円 （昼食・ソフトドリンク飲み放題）
セルフプレー ※ホールアウト後に個人精算
◆申込先：ＪＡなす南各支店にお問合わせください。
◆申込締切：９月５日（月）
※先着20組（80名）になり次第終了

那須南農業協同組合

引下げします。
※令 和４年７月１日
から令和４年９月
30日までのお申込
みで、令和５年３月
31日までにお借入
の方に限ります。
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◆申込先：ＪＡなす南各支店にお問合わせください。
◆申込締切：８月25日
（木）

令和4年8月20日発行

三大疾病

1.70
1.60
1.45

マイカーローン 〜快適なカーライフを応援〜

※駐車場は福祉センター南側になります

№281

0.625
0.725

一般団信

（団信掛金分0.1％含む）

時：９月22日
（木） 午前８時受付開始
所：小川総合福祉センターゲートボール場
（那珂川町小川1065）

第１４回ＪＡなす南年金友の会
ゴルフ大会の開催について

引下げ条件
５項目該当の場合

当初変動金利

第14回ＪＡなす南年金友の会
ゲートボール大会の開催について

0.85 0.75 0.70
0.95 0.85 0.80
1.10 1.00 0.95

年

1.00 1.30

（※２）

～

（※１）

年

〈店頭基準変動金利：年1.65％〉
保証料別途 《基金協会保証型》

（※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４年７月１日から令和４年９月30日までのお申込みで、
令和４年12月30日までの
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。
各支店窓口において返済額の試算を行なっております。お気軽にご相談ください。

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

〜

1.95

〈基準：年2.45％〉

※2

1.80

最大引下げ後金利（保証料込）

固定
金利

７年以内

※1

〜

2.10

※2

〈基準：年2.60％〉

※令和４年９月30日までのお申込みの方。
※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。

〒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

