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・好きです、農業。
・青壮年部のお米学習＆
西北山間地区（美郷町含む）産の新米出荷
今月の表紙／椎葉村

椎葉中央保育所のお友達

規模拡大と
繁殖・肥育の一貫経営を目指す

●全体運…気になることは少し様子を見て。
結論を急がないのが幸せの秘訣
（ひけつ）
。
金運は下旬から上昇。
お誘いの予感も
●健康運…朝は血圧のチェックから。散歩がお勧め 【幸運の食べ物】ユズ
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好きで す農 業 。

成一郎

東郷町山陰己

稲田

就農してから飼育方法など、試行錯誤を

ました。

の飼育について学び、卒業後すぐに就農し

業高校、農業大学校へ進学、農大校では牛

だったため、跡を引き継ぐつもりで高鍋農

飼育しています。もともと両親が繁殖農家

牛舎で親牛７頭、育成牛２頭、子牛４頭を

稲田さんは畜産歴３年。現在、自宅横の

（23）

重ねています。なかでも子牛のエサやりに

気を付けており、朝と夕方の一日２回、１
頭ごとの牛の状態に応じて量を調整してい
ます。
「セリ市で自分が大事に育てた子牛が高
値で売れた時は嬉しいです。次も良い子牛
を育てようという意欲につながります」と
笑顔で話す稲田さん。
現在は飼料用稲や稲わらの確保ため、農
大校の実習でお世話になった農家さんと共
に稲刈りを行っています。
「田植えや稲刈
りの時期は早朝のエサやりを終えたらそち
らを主に作業しています。他の田んぼにも

手伝いにいくので大忙しです」と話します。

就農して大変な事はなかなか休みが取れ

ないこと。就農当初から奥さんと二人三脚

で飼育しており、５ヶ月と２才の二人の子

どもがいる稲田さんは「なかなか遊びに出

かけられないので、牛舎の中を走りまわっ

たり、トラクターに乗せてあげたりして遊

んでいます」と話します。

また、青壮年部やヘルパー組合などにも

積極的に参加しており、農大校の時に培っ

た技術が役に立っています。

今後の目標を尋ねると「飼育面積を拡大

し、繁殖牛を 頭以上に増頭したい。また、

繁殖から肥育までの一貫経営をすることが

目標です」と意気込みを語ります。

●全体運…身辺がにぎやかに。頼まれ事が手に余りそうなら一緒にやってくれる人を探しましょう。
ペアの物がハッピー
●健康運…気持ちいいくらいの強さで足のつぼ押しを 【幸運の食べ物】
カボチャ
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60

さん

こんなに
刈ったよ!!

財光寺南小学校

６月に青壮年部の指導のもと、お米学習で植えた
もち米やコシヒカリの稲刈りが各小学校で行われま
した。
９月 日には寺迫小学校、 月７日には財光寺南
小学校、８日には塩見小学校でこれまで育ててきた
お米を収穫。子ども達は鎌の使い方や刈り方などを
部員に教わりながら、丁寧に稲を刈っていました。
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25

16

日知屋小学校

塩見小学校
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支店活動の一環として６月
に植えた稲が実り、 月 日
に稲刈りを行いました。
当日は、５年生 名が支店
職員の説明を聞きながら、鎌
を使いもち米の稲を刈りまし
た。稲刈りを終えた生徒は
「稲刈りまで雑草を抜くのが
大変だった。これから脱穀す
るのが楽しみ」と話しまし
た。

友達と協力して
稲を束ねたよ！

鎌を使うのが
難しい…

寺迫小学校

鎌を使って
上手に稲刈り

23

コンバインを
使って脱穀！

普通期米の
収穫をしました！

稲をまとめる
のが難しい…
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●全体運…部屋の中を整理整頓すると頭の中もすっきり。迷ったら掃除をするのがお勧めです。野菜たっぷりの食事で開運
●健康運…サウナや岩盤浴でじんわり汗をかいて 【幸運の食べ物】ホウレンソウ

昨年、
「特Ａ」を獲得した地区（美郷町含む）の
普通期米の出荷前検査が行われ、品質等を確認しま
した。検査は９月頃から各地で始まり、 月中旬ま
で続きます。
今年はトビイロウンカなどの害虫や気温の影響が
あり収量は少なく、品質も昨年には劣るものの、ま
ずまずの出来。営農指導担当者は「気温や害虫の影
響もあり、思うような等級のものが出ていないが、
極端に悪いものも出ていない。昨年同様、特Ａを獲
得できるといい」と期待を込めます。
美郷町では全体で約７３００袋の出荷を見込んで
おり、同町で収穫した新米は生産者直売所「八菜館」
や県内外で販売しています。

西北山間地区（美郷町含む）産のお米
（令和元年度 特A獲得）
が出荷開始しています!!
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●全体運…明るい兆しが見えています。遊びに行く計画を練りましょう。人生を楽しむ気持ちが幸せの呼び水に。映画観賞吉
●健康運…テーピングで症状が改善。予防にも効果あり 【幸運の食べ物】
リンゴ
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▲香りや品質、等級を確認する検査員
▲袋から検査米を取り出す検査員

このシールが目印！

ホウ素欠乏の要因になります。10月は１週間以
上、11月～２月は２週間以上降雨のない場合に、
10aあたり10tの灌水を実施しましょう。
《果樹全般》
土壌診断
不適正な土壌は、根の生育不良を引き起こし、
収穫後の樹勢回復を阻害します。収穫後は土壌診
断を実施し、適正な施肥や土壌改良を心がけま
しょう。

畜産課

菊田

佳希

９月期児湯子牛セリ市も、コロナウイルス感染
拡大防止のため、セリ場内での購買者以外の入場
を規制して行われました。
セリ結果は、前回より約10,000円の値上がり
となりました。血統間、発育間、体形においては価
格差が多少開いていました。
徐々に気温が下がりはじめました。寒冷対策の
準備を行い、引き続き、感染・疾病の発生が無いよ
うにしましょう。
令和２年９月期児湯子牛市結果
（令和２年９月10日～11日）
児湯畜連平均価格（売却のみ・税込）
性別

単位：円、kg

価格

体重

単価

増体

雌

674,645

289

2,332

0.85

去勢

744,613

302

2,465

0.97

平均

713,613

296

2,407

0.91

寺迫地区平均価格（売却のみ・税込）
性別

単位：円、kg

価格

体重

単価

増体

雌

649,000

279

2,330

0.87

去勢

737,275

299

2,466

0.98

平均

707,850

292

2,423

0.94

畜産課

三樹

勇太

９月期東臼杵子牛セリ市は、新型コロナウイ
ルス感染拡大防止のため、検温体制を強化し開
催されました。セリ市結果は、前回より雌子牛で
10,161円、去勢牛で38,327円、全体で27,032
円の値上がりで終了しました。牛マルキンの発動
や、下物の価格が上昇したことが要因と考えられ
ます。
これからは、季節の変わり目となり、寒暖差が
ある時期になりますので、飼養管理の見直し、疾
病対策を心がけましょう。
令和２年９月期東臼杵子牛市結果
（令和２年９月17日～18日）
（売却のみ・税込）単位：円

雌平均価格 去勢平均価格

全頭平均

支

店

門

川

640,475

762,723

704,044

日

向

651,627

716,414

686,512

美々津

693,000

741,888

712,130

岩

脇

634,615

723,085

688,233

東

郷

625,460

749,870

708,400

西

郷

697,583

765,809

741,000

南

郷

656,333

734,250

708,277

北

郷

694,861

728,273

712,760

諸

塚

713,655

746,826

734,387

椎

葉

730,435

750,763

742,011

JA日向平均

681,378

742,764

716,699

市場平均

672,841

743,577

712,925

今年は、
口蹄疫終息宣言から10年目になります。
毎月20日は
「農場防疫の日」
です。
再度、
踏込消毒槽設置
や農場全体の防疫を確認しましょう。
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営農指導課

高浜

晃樹

《施設野菜》
今月から本格的に収穫が始まります。施設野菜
については、10月後半から夜温が下がり、草勢も
落ち着く頃になってきましたが、晴天が続くとハ
ウス内が乾燥気味になります。また、ハウスを閉
め込む時間も長くなるので、葉かび等の病害の発
生に注意しましょう。
◎温度管理
10月下旬からぐっと夜温が下がったので、暖
房機の準備を早めにしておきましょう。ハウス内
の温度は、午前中は25～28℃を目安に管理し、
午後は夕方にむけて徐々に16℃くらいまで下げ
ていきます。夜間は11～13℃くらいを保てるよ
うに管理します。
上記温度外で管理しますと、
ミニ
トマトでは疫病等の低温性病害をはじめとした
病害・障害が発生する危険性があるので注意しま
しょう。
◎灌水
ミニトマトなどは灌水量が多いと糖度が下が
る傾向がありますが、極端に水を切ると玉太りや
収穫回転が悪くなり減収となってしまいます。ま
た、根痛みを起こし土壌伝染性病害に感染してし
まう恐れがあるため、少量多回数の灌水に努めま
しょう。
◎追肥
窒素・リン酸・カリウムは植物の生育上、必要な
成分です。肥料は草勢に応じて畝肩・通路等に施
用、マルチを張るときに緩行性の肥料を施用しま
す。また、液肥の併用で草勢を維持しましょう。
《露地野菜》
11月に入ると気温も下がり、朝晩冷え込んで
霜が降り始めます。霜害にあうと作物の生育も悪
くなり収穫も遅れます。また、寒くなったとはいえ
病害虫の発生がまったく無くなる訳ではありま
せんので、日々の観察及び早期防除をお願いしま
す。あわせて、肥料切れにも注意し、必要に応じて
追肥を行い、健全な株に育てましょう。また、パオ
パオやビニール、防虫ネットなど被覆をすること
によって病害虫及び霜の被害を軽減することが
できます。
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中耕・土寄せ
◎中耕
定植時は軟らかい土でも灌水や降雨により次
第に堅くなってしまいます。すると、土壌中は酸欠
状態となり水の浸透性も悪くなります。そこで株
と株の間を、根を切らないように注意して軽く耕
します。これにより酸素や水分の補給・保持がで
きる土に戻ります。また、除草効果もあります。
◎土寄せ
ネギ・ダイコン・ニンジン・ブロッコリーなどは
通路や畝肩の土を株元へ移動させます。これは、
追肥を施用した後に行うことが多いのですが、株
の保護や固定に役立ちます。

省エネルギー対策
ポイントその１

ハウスの保温対策
①施設の点検、補修
②こまめな温度管理の実施
③多層被覆の実施
④防風ネットの設置
⑤ハウス内の地温の確保

ポイントその２

加温機内の保守・点検
①変温管理の実施
②温度ムラの改善
その他注意事項もありますが
対策をお願いします。

営農指導課

松木

知也

《へべす》
この時期に大きく剪定すると寒波による落葉
等の被害が発生し、収量が減る恐れがありますの
で、その心配がなくなる頃（２～３月が目安）に剪
定をオススメします。
《日向夏》
乾燥しすぎると表層根が枯死し、生理落果や

NEWS & TOPICS

JA通信
▲初出荷を行う鈴木さん（右）

JA日向部会の活動や
JA日向管内のイベントを
お伝えします！

■ トレーニングセンター修了生が初出荷

 ９月１６日、昨年美々津のトレーニングセンターで

のは従業員のおかげ。初めての施設でまだ設備を使い

の研修を終え、就農した鈴木聖司さんが初出荷を迎

こなしてはいないが、
トレーニングセンターで学んだ技

え、門川選果場に夏秋ミニトマト
「TY千果」
１９０ｋｇを

術が役に立ってきている。今後は先輩農家に指導を仰ぎ

出荷しました。

ながら50t/23aを目標に栽培していく」
と意気込みを語

初出荷を迎えた鈴木さんは
「出荷までたどり着けた

ります。

■ 学校給食で地産地消
 日向市の小中学校を対象に、日向産ヘベスや、み

を学んでいるのでもっと勉強して、
また食べたい」
と話

やざき地頭鶏、宮崎牛を使ったメニューが提供され

し、同学園の三樹和幸校長は
「初等部では生産者の

ました。
これはコロナ禍で消費が低迷している農特産

方に講話をしてもらうが、実際に食べて味わって地域

物の消費拡大を目的に実施。

で作られているものをもっと知ってほしい。食を通して

 地頭鶏を食べた大王谷学園初等部の児童は
「地頭

地域の魅力を感じてもらいたい」
と話していました。

鶏は初めて食べておいしかった。授業で特産品のこと

▲大王谷学園中等部７年生

▲同学園初等部４年生

▲同学園中等部９年生

■ 彼岸に向けてシキミを
特設販売
 ９月１９日から４日間、八菜館ひゅ
うが店前に特設会場を設け、
シキミ等
を販売しました。当日は開場時間前か
ら来場客が訪れ、彼岸に向けてシキミ
やサカキなどを購入していました。
▲シキミ特設販売の様子

●全体運…強く出過ぎると問題発生の暗示が。一歩下がって寄り添う姿勢を見せて。驚くほどスムーズに進展して、びっくり
●健康運…専門家の助言を得てトレーニングを開始 【幸運の食べ物】
ジネンジョ
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■ ひなたGAP認証のヘベスを市長に贈呈

■ 美郷町で新たに和牛改良組合を設立

  ９月１７日、日向市役所でヘベス生産者６名が十

 ９月３０日、西郷ニューホープセンターで美郷町和

屋幸平市長にヘベスを贈呈し、新たに４名のヘベス

牛改良組合の設立総会が行われました。美郷町の和

生産者がひなたGAPの認証を受け、計６名になった

牛生産者は７０名。
これまで、美郷町は西郷、南郷、北

ことを報告しました。

郷それぞれの地区で部会を構成していましたが、美

 贈呈式では、ヘベスのシロップ漬けのサイダー割り

郷町管内和牛農家の和牛生産技術の向上と、会員相

やそうめん、ヘベスミルク寒天が用意され、十屋市長

互の親睦を図り、生産農家の所得増大を図ることを

は
「サイダーは甘酸っぱくておいしい。寒天もさわやか

目的に、同組合を設立しました。

な風味がする」
と試食。ヘベスの更なる販路拡大など

 同会には、和牛生産者３３名が出席し、規約や活動

について生産者と意見交換を行いました。

計画、収支予算、新役員選任などの議案が全て承認
され、藤本組合長から認定書が交付されました。その
後、美郷町の中山二郎獣医師が伝染病対策について
の講演を行いました。改良組合の初代組合長となっ
た沖田康之さんは
「今回の組合設立を機に町内３地
区の生産者がこれまで以上に協力し、美郷町産の子
牛の評価が高まるよう取り組んでいきたい」
と意気込
みを語りました。

▲十屋市長にヘベスを贈呈したひなたGAP認証者６名

▲藤本組合長から認定書を受け取る沖田組合長（右）
▲市長とヘベスについて話す生産者

■ 冬春ミニトマトの目揃え会を行いました。
 冬春ミニトマト専門部会は１０月６日に西郷の第２
センターで、
９日に門川選果場で冬春ミニトマトの目
揃え会を行いました。
 両日合わせて約４０名の生産者が参加。サマー千
▲議案を承認する組合員

果やサンチェリーピュアの出荷に向けて、色味や大き
さなど、出荷基準統一を確認しました。

①
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②

◀（写真①）
冬春ミニトマトの色味を確認する
部会員（西郷にて）
◀（写真②）
冬春ミニトマトの出荷基準を確認する
部会員（門川選果場にて）

●全体運…ラッキーな情報が飛び込んできそう。友人と共有すればよりハッピーに。おけいこ事や検定試験の勉強にツキ
●健康運…一緒に体を動かす仲間をつくると長続き 【幸運の食べ物】
スプラウト

大根の間引きと漬物作りをしました!!
JA日向デイサービスセンターでは、
様々な活動を行い、
その中の
「生き甲斐活動」
の一つとして、
園

芸活動を取り入れてます。
種まきから管理、
収穫、
最後に美味しく食べる取り組みを行っています。
今回は、
９月末に種を蒔いた大根の間引きを行い、
皆さんで手分けして間引いた大根の葉を使った
漬物を作りました。
「米の収穫が終わり、
新米と食べる大根の漬物は最高やがね」
「味噌をまぶしても美
味しいよ」
「冬は、
おでんが楽しみやね」
と、
大根の調理法で話も弾みます。
出来上がった漬物は皆さんで美味しくいただきました。

~
「大根の漬物」
の作り方～
1.大根の葉を良く洗い、
水けをきる。
2.おけに塩と大根の葉を入れよくもみこむ。
3.汁がでてきたら、
汁ごとポリ袋へ入れ、
口を閉じ3日間冷蔵庫で寝かす。
4.再びおけに出し、
よく洗い完成。
＊そのままヘベスをかけても、
ご飯にかけて菜飯で食べても、
納豆に混ぜて食べても美味しいです！

令和２年12月30日㊌まで
対象者
預入期間１年の定期貯金を、10万円以上
お預入れのお客様で新規お預入れの方、
または組合員の方で増額してお書替の方
@よりぞう

先着

県下

12,000

1,000

名様

名様

～太陽からの贈り物～

お好きな
商品が
選べる！

でお預入れの方
でお預入れの方
※抽選権は最大3口です。
※抽選券は発行いたしません。
各JAの発売予定総(県下合計：25,300百万円)に到達次第、期間中でもあっても募集を締め切らせていただく場合がございますので,ご了承ください。

●全体運…楽しめる機会の多い良好運。ただ、
ちょっぴり口が軽くなりやすいのが玉にきず。お酒はほどほど。帰宅は早めに
●健康運…腹も身の内。適量が健康の秘訣 【幸運の食べ物】サトイモ
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ネポン製加温機
メンテナンス講習会実施！
10月14日、
美々津のJAファーム・トレーニングセンターに
て、
製造メーカーによるメンテナンス講習会を開催しました。
加温機は、
故障してしまうと簡単には替えがきかず、
作物に
大きな影響を及ぼす機械です。
講習会では、
今季、
稼働する時の
注意事項や、日頃のメンテナンスのポイントなどの説明があ
り、
参加したみなさんは真剣に耳を傾けていました。

価格や整備状況などのお問い合わせは、下記のところまで。
【問い合わせ先】農業機械センター ☎52-6213

2021年～2024年成人式ご予約受付中！

ＪＡ日向

レンタル振袖・紋付袴 展示会
ＪＡ展示会限定のスペシャル特典
（10万円以上の振袖をご契約いただいた方に限る。）

お支払いは成人式後で安心
２回目以降の振袖レンタル15年間何度でも1万円
（12/10～1/15は除く、送料、税別）

成人記念写真３ポーズプレゼント☆
プロカメラマンが撮影します！
当日のヘアメイク・着付け助成金1万円★
（ご自身でお近くの美容室のご予約をお願いします）

来年の成人式もまだ間に合う！
お振袖選びから前撮りまでその場でできます♪

11月28日（土）12時～17時
11月29日（日） 9時～15時
会場：JA日向 会館３階

【問い合わせ先】
JA日向
11

前撮り衣装・ヘアメイク着付け無料レンタル
卒業袴・二尺袖レンタル20%OFF
ブライダルクーポン10万円プレゼント
振袖ご成約の
みなさまに

足袋・肌着
プレゼント

振袖レンタルフルセット

55,000円～（税込）

本店資材課
〈担当：河野〉☎0982-55-2777もしくは、
各支店営農経済課まで

●全体運…計画を実行する好機到来。あなたの求めに応じて力を貸してくれる人も集まります。道具や服の新調がお勧め
●健康運…食べ過ぎたと思ったら体を動かして 【幸運の食べ物】ネギ

等が利用できない場合があります。最新の情報をご確認下さい。
シリーズ ふるさとめぐり

門川 門川町の写真がいっぱい！

とれたてひゅうが
日向

門川町観光協会では、門川
駅構内に門川町の魅力がたく
さんつまったギャラリーがあ
ります。
絶滅危惧種に指定され
ているカンムリウミスズメの
かわいらしい写真や早朝の漁
港の様子など、
門川町の魅力を写真１枚１枚から
感じ取ることができます。
また、
同協会内には門川
町に詳しいスタッフがおりますので、門川町民で
も「へぇー、そうなんだ」と思うような情報や素敵
な写真の裏話などが聞けて楽しいひとときが過
ごせます。
門川町のマスコットキャラクター
“かどっぴー親
子”
やそのモデルのカンムリウミスズメのTシャツ
やグッズも販売しておりますので、ぜひ一度お立
ち寄りください。
【問い合わせ先】
門川町観光協会 ☎57-4110
門川町門川尾末9246-2 JR門川駅構内

読書週間に合わせ
「秋のとしょかんまつり」を開催

▲昨年のブックバトン展示のようす

今年の「秋のとしょかんまつり」は、読書週間
に合わせて「雑誌・ブックリサイクル市」と「ブッ
クバトン展示」を行います。
雑誌・ブックリサイクル市では、お一人様10冊
まで雑誌や古本を無料でお持ち帰りいただけま
す。ブックバトン展示では、市内の小学生がおす
すめしたい本の紹介をしています。
【日程】11月３日（火）～11月29日（日）
※月曜日の休館を除く
【場所】市立図書館２階
詳しくは館内ポスターや図書館ホームページを
ご覧ください。
【問い合わせ先】日向市立図書館
☎54-1919

美郷 『パン屋 りょう』がオープンしました！
10月３日、
石峠レイクランド内に
「パン屋りょう」
をオープンしました。
国産小麦と地
元の食材を中心に、
安全安心なパン作りを心がけています。
商品は、
やわらかいソフト
系のパンから本格的なハード系のパンまで幅広く揃え、
自家製酵母を使ったパンもご
ざいます。
パンの種類がいちばん揃っている時間は、
11時半頃です。
やわらか食パン、
椎茸カレーパン、
どっしりラ
イ麦パンなどが人気です。
また、
移動販売もしております。
どうぞよろしくお願いいたします。
【店舗営業日】
土日月火
【移動販売日】
木金
※移動販売先は、
毎月のカレンダーをご確認ください。
《Instagram#パン屋りょう》
【定休日】
水
【問い合わせ先】
美郷町西郷田代5812番地1 ☎60-1724
●全体運…あちこち引っ張り出されて忙しくなりそう。ただ、人の輪の中にはラッキーなご縁が。音楽鑑賞はいい気分転換に
●健康運…ハードな運動もいいですが、一押しはダンス 【幸運の食べ物】
ズワイガニ
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おことわり：新型コロナウイルス感染防止のため、ご紹介した施設
椎葉 ぶん文Bunレビューキャンペーン！
ぶん文Bunレビューキャンペーンは、
「どなたでも」
参加・投稿できる読書活性化・
感想シェア企画です。
手順は以下のとおりとなります。
①ぶん文Bunで心ゆくまで楽しむ
ぶん文Bunの蔵書等
（一般図書・漫画・視聴覚資料等なんでもOK）
を館内閲覧でも貸出でも、
ゆっくり楽
しんでください。
②レビューを書き、
投稿する
ぶん文Bunのカウンターに置いてある
「ぶん文Bunレビュー原稿用紙」
、
もしくは公式WEBサイトの
「レ
ビュー投稿用フォーム」
から、
200字以上の感想をお寄せください。
③レビューのシェアを楽しむ
投稿されたレビューは、
ぶん文Bunでの掲示やぶん文Bun／Katerieで展開するWEB媒体への掲載を
行うことがあります。
ご自身のレビューが掲載されるのをお楽しみいただくと同時に、
ほかの方のレビュー
を読むこともお楽しみください。
④キャンペーン特典がうれしい！
レビュー数に応じて、
素敵なオリジナルグッズやぶん文Bunの場づくりに関わるチャンスをご用意して
います。
ただし、
特典の受取り・実施等については、
椎葉村図書館
「ぶん文Bun」
へお越しいただき直接お渡
しできる方のみ対象とさせていただきます。
椎葉村図書館
「ぶん文Bun」
（椎葉村交流拠点施設Katerie内）
【開館時間】
日曜～火曜 9:00～17:00
木曜～土曜 9:00～21:00
※毎週水曜は休館日
【問い合わせ先・所在地】
椎葉村大字下福良1829-57 ☎67-2177

諸塚

原木椎茸はいかがですか？

諸塚村特産品販売所
「もろっこはうす」
では、
特産加工品はもちろん、
旬の野菜や花など、
諸塚村産の品
物が数多く販売されています。
諸塚村と言えば
「しいたけ
（ナバ）
」
。
今年も質の良い原木椎茸が出そろい始めました。
今やしいたけは料
理の主役として、
煮てよし！揚げてよし！焼いてよし！と、
料理のレパートリーも広がります。
生しいたけが余った時には、
スライスして乾燥させれば、
長期保存もでき、
みそ汁の具などに手間なく使
うことが出来ます。
軸の部分も捨てずに、
千切りしてきんぴらにしたり、
みじん切りにしてハンバーグのタ
ネに混ぜたりなど、
食感が楽しめ、
余すところなく使えます。
今シーズンも諸塚村産しいたけを堪能してみませんか？
【問い合わせ先】
諸塚村特産品販売所
「もろっこはうす」 ☎65-0264
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●全体運…やりたかったことへと道が開けます。やる気をアピールしてください。リーダー役を頼まれたら引き受けて◎
●健康運…無理をしないのが一番。枕選びが重要 【幸運の食べ物】柿

●梨、栗スイーツ特集を見て、私も
気になったドライフルーツ、ゼリー
を食べたくなってきました！食欲
の秋だから太るのは仕方ないと割

大橋絵理さん）

り切って思いっきり食べたいです。
（諸塚
♪運動の秋や読書の秋とも言います
が、季節限定のスイーツなどを見ると

●今年の米作、異常気象に加えて、

つい手がでてしまいますね。

●みかん農家の山本さん。おいし

鹿・ 猪 の 被 害 で 大 変 で し た 。 そ れ

おたよりキャッチ

いみかんをいつも買っています。

ごはんはおいしくいただきます。

にコロナで気分もすぐれず、でも

（日向
（諸塚

お父さんの時代からのファンです。

♪お父さんの代からファンだなんて、

♪今年はいろんなことが重なって落ち

黒木春美さん）

当時からいままで変わらずにおいしさ

込みがちですが、新米を食べて元気に

甲斐初朗さん）

を維持されているんですね。

乗り切りましょう！

● 梨・ 栗 ス イ ー ツ 特 集 が 良 か っ た

●「好きです農業」を読んで、農業
で生計をたてていくのは大変です

です。まぜとろ栗プリンを食べて

八尋亮輔さん）

お便りお待ちしています！

些細なことでもかまいません。

★お便り募集中です！

る食感がおすすめの一品です。

♪プリンおいしそうですよね！とろけ

（福岡県

みたいと思いました。

が、山本正和さん頑張ってくださ
い。八菜館に行って山本さんのみか

黒木眞沙子さん）

んを見つけて買って食べたいと思
います。
（日向

♪取材の帰りにいくつかみかんをいた
だいたのですが、とてもおいしかった
です。私も八菜館で購入します！

家族の健康
入浴で体を癒す

徐々に気温が下がり、農作業で
も朝夕は寒さを感じることもある
でしょう。
そんな寒さを癒してくれるのが
入浴です。シャワー浴だけではな
く、やはり湯につかって温まるこ
と が お 勧 め で す。 湯 に 入 る と、 ま
ず温まる、つまり温浴効果があり
ま す。 そ し て、 血 行 が 良 く な り ま
す。 体 の 隅 々 ま で、 酸 素 や 栄 養 分
を届けてくれるのは、血管の中を
流れる血液です。各部位で生じた
老廃物を回収してくれるのも血液
です。
血管を流れる血液は体内の大事
なライフラインです。血行が良く
なると、血液によって全身に豊富
な酸素や栄養が届けられ、老廃物
はスムーズに運び去られます。体
調管理に温泉を活用するのも良い
方法です。各地の温泉ごとにさま

健康科学アドバイザー● 福田千晶

ざまな効能があります。自宅のお
風呂でも、炭酸入りの入浴剤を入
れれば、血管が適度に刺激されて
血行が良くなります。
湯につかることで、水圧のマッ
サージ効果もあります。水の圧力
によって、腕や足にも軽い圧力が
か か り、 血 行 を 助 け て く れ た り、
むくみを解消してくれたりします。
農作業などで同じ姿勢を続けてい
たために、疲れた筋肉も水圧で癒
されます。入浴後に足が軽くなっ
ていることが実感できるでしょう。
水は浮力もあるので、陸上で立っ
たり座ったりしているときに体を
支えている筋肉も、水や湯の中で
は 小 さ な 力 で 体 を 支 え ら れ ま す。
つまり、入浴中は筋肉もホッとで
きる時間となり、癒し効果が倍増
されます。
夜は寝る 分くらい前に体温を
上げておくと寝付きやすくなりま
す。体が温まりそれが冷えていく
と眠りやすいので、睡眠の悩みの
ある人も、夜のゆったり入浴はお
勧めです。この時期は４０度程度
のぬるま湯につかってリラックス、
夜はぐっすり眠りたいですね。入
浴後は水分補給を忘れずに。

90
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●全体運…頑固な態度が人間関係をこじらせる原因に。話をよく聞けば和解のきっかけがつかめます。発想の転換が大事
●健康運…リズミカルな運動にツキ。ラジオ体操も◎ 【幸運の食べ物】ニシン

タテのカギ
1 さらさらと落ち続ける時計もあります
3 新婚家庭には満ちあふれていそう。
――太りしちゃう人もいるかな

6 朱肉がセットされたケースに入れることも
8 「Rの付かない月（5～8月）に食べるな」と言われる貝
9 京都の町家は――が狭いうなぎの寝床
11 グラウンドをならす道具です
12 文系とよく対比されます
13 この商品は――パフォーマンスがいいね
15 鍛えて日本刀などを作ります
17 髪を刈り込むときに使います
19 旅行のこと。――シューズ
20 こたつで丸くなりたいニャ

２重マスの文字をＡ→ F の順に並べてできる
言葉はなんでしょう？
1

6

11

15

19

B
2

16
E
7

9

13

ヨコのカギ
1
2
3
4
5

サツマイモで作る洋風の焼き菓子
東がトン、北がペイなら南は

14
D

布団や枕などのこと

17
F

12

10

『万葉集』にはたくさん収められています
漢字で書くと「背黄青鸚哥」。
ペットとしてよく飼われている小鳥です

7
10
14
16
18

3

板を用いることが多い練り製品

4

20

A

箒（ほうき）と一緒に働きます
おうし座のプレアデス星団の和名。『枕草子』にも出てきます

18

8

5

いかつい――構えをした刑事

C

天下の回り物です

ハガ キまた はＥメール（ 携 帯 電 話メールも含む ）で、
①今月号のクイズの答え、②住所、③氏名、④年齢、⑤電
話番号、⑥広報誌「ＪＡひゅうが」や、
ＪＡ・農業に対するご
意見ご感想を書いてお送りください。

11月号の

クイズの答え

●あて先／〒883-8501 日向市鶴町１-３-12
ＪＡ日向 クロスワードプレゼント係
●メールアドレス：j a - h y u g a @ p o e m . o c n . n e . j p
携帯電話で読み込みが
できます。

11月25日（水）

●締切／令和２年
本誌に関するご意見・ご感想をご記入下さい。

10月号の答えは

『ヒメリンゴ』
でした！

おたよりキャッチへの掲載

可

不可

ご記入いただいた個人情報およびご意見ご感想は、
本誌編集にのみに利用させていただきます。
支店窓口にても受け付けます。
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９月号の当選者

平兵衛酢ポン酢を
プレゼントいたします！
日向
日向
東郷
南郷
北郷

長友 和美さん
寺原喜久代さん
原田トミ子さん
柏木 良子さん
矢野 良子さん

舞奈 さん

日向小町

橋口

日知屋

お仕事は？

南郷

わか だ

若田
①さかな・スイカ
②エルサ（アナ雪）の真似
③エルサ・カナヲ（鬼滅の刃）

り

お

れ

な

る

か

莉緒ちゃん（７歳）

インテリア雑貨を販売している店で雑貨
の営業・販売をしています。

①桃
②自転車
③歌手

趣味や休日の過ごし方は？

自分の好きな雑貨や商品を見るだけでス
トレス発散になります。販売員として、他の
店舗の内装や陳列方法などを見ていい刺
激を受けています。

怜奈ちゃん（３歳） ①ミルク・かぼちゃ
②歌ってもらうのが

琉花ちゃん（７ヶ月） 好きです

①好きな食べ物

②好きな遊び・得意なこと

③将来の夢

これからの目標は？

◎ 若田 勇正さん、沙織さんのお子さん
ご両親から
ひとこと

入社５年目となり指導する立場でもありま
す。自分自身もっと成長して頼られる先輩に
なれるように日々精進していきます！

人にやさしく自分の気持ちに素直に育って
欲しいです。姉妹仲良くね。

シキミ部会
（末永 敏幸 部会長）

16

日向市鶴町一丁目三番一二号

末永部会長
部会の高齢化も進んでおり、
若手生産者でも兼
業農家が多くなってきている。
現在シキミの需要が高まっているときだけで
なく、
常時、
同程度の供給が出来るように冷蔵保
管し、
提供する取り組みを試験的に行っており、
購入者の希望に答えられるような出荷を行える
ようにしたい。これからも部会全体でJA日向管
内のシキミを盛り上げていきたい。

ＪＡ日向

同部会は約100名で構
成されており、美郷町、東
郷、美々津、諸塚村でシキ
ミを栽培しています。
また、宮崎で行われる「花の展示品評会」への
出品や、シキミ生産者大会の開催、彼岸に向け
ての出荷目揃え会を行っています。出荷先はお
もに岡山県や山口県などの県外市場です。

８  ８  ３ ８  ５  ０  １

「クロスワードプレゼント」係宛

63 円切手を
貼って下さい。
又は JA 日向
窓口へ

温で育った野菜は０～５度で保

温度・湿度に配慮して

家庭菜園で取れた野菜を上手
存するのが良いでしょう
（図１）
。

野菜の保存・貯蔵
に保存しましょう。土地の気候
に合った方法で貯蔵すれば、野

園芸研究家●成松次郎

［土中貯蔵］
ダイコン、ニンジンは土を付
けたまま葉を切り落とし、深さ
㎝の穴に斜めに寝かせて

キ ャ ベ ツ、 ハ ク サ イ は、 株 を

ト イ モ、 サ ツ マ イ モ は、 排 水 の

おき、土を掛けます（図３）
。サ

～

ぴったり並べ、わらや落ち葉で

良い所に深さ

［畑や庭での保存］

す。 温 度 や 湿 度 に 気 を 付 け て、
覆い、その上にむしろを掛けて

ります。サトイモでは芋を崩さ

菜を長く利用することができま
野菜ごとに一手間かけた保存を
お き ま す。 雪 の 多 い 地 方 で は、

ないように逆さにいけます。サ

㎝程度の穴を掘

しましょう。
ビニールなどで屋根掛けします

ツマイモは成り首を付けたまま

［屋内での保存］
（図２）
。

所で乾燥を防ぐことがポイント

ら掘り上げなくても、土を厚く

サトイモは、温暖地では畑か

けします（図４）
。ショウガの貯

て、上にビニールシートで雨よ

温度変化の少ない納屋や冷暗
で す。 キ ャ ベ ツ、 ハ ク サ イ は 水

掛けておけば、十分に冬越しが

㎝くらいに盛り土をし

分の蒸発を防ぐため新聞紙に包

蔵温度は
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り高いので土中深くにいけます。

～

度と他の野菜よ

できます。

埋め、

60

み、段ボール箱に入れておきま
す。 ダ イ コ ン、 ニ ン ジ ン は 穴 開
きポリ袋になどに入れて立て掛
けておきます。
芋類は陰干ししてから、発泡
スチロールのとろ箱に入れてお
きます。
冷蔵庫で保存する場合は、ホ
ウレンソウなどの葉物はポリ袋
に入れ、立て掛けておくのが原
則です。保存温度は葉物など低

●全体運…視野の広がりが新たな展開をもたらします。
思い付きは試してみる価値あり。
海外からの情報を小まめにチェック
●健康運…彩りの良い食事が健康長寿を導きます 【幸運の食べ物】エビイモ
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ています。
普通期米は「ヒノヒカリ」
「コ
シヒカリ」
「地元米」
「うなま米」
などを取りそろえています。
食欲の秋に地元で収穫した
新米をぜひご賞味ください。

７月下旬頃から早期米、10月
中旬頃から普通期米の新米を
八菜館で販売しています。
特集でも掲載していますが、
令和元年度に特Aを獲得した西
北山間地区に含まれる美郷町
のお米も徐々に販売が始まっ

30

30

新米

今月のおすすめは

八菜館人気商品紹介
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【出荷状況や詳細等のお問合せ】八菜館ひゅうが店 ☎56-0831または
ひむか彩館 ☎0120-52-3178（フリーダイヤル）
ホームページ http://himuka.ja-miyazaki.jp/

プリエールからのお知らせ

いつまでも形に残る「感動のメッセージ」

オリジナル会葬礼状
言葉と映像で紡ぐ「こころのかたち」

オリジナル想い出DVD

一番大切なのは偲ぶ葬儀の
大小ではありません。

一番大切なのは偲ぶ思いの
伝え方です。

突然の別れに言葉に出来な
い程の思いを今までにお世
話になったたくさんの方々
へお伝えする …

プリエールは、
ご遺族さまの伝えたい想い
のお手伝いをいたします。

おひとり、おひとりの
人生という物語があります。

プリエールだからできる

協同サービスからのお知らせ

ファミクリをヨヤクリ！2020

予約でお得なファミマのクリスマスケーキ
☆詳しくは店頭のカタログをご覧ください !!

【日向塩見店】☎0982-50-1516 【東郷やまげ店】☎0982-50-7133

表紙の子供たち
椎葉中央保育所(椎葉村)
椎葉中央保育所のさくら組さん８名は、おにごっ
こや芝生で草スキーをするのが大好き。いまは発表
会のためになわとびや折り紙などそれぞれ得意な事
を伸ばしてしています。
先生は８人が仲良く楽し
く過ごしてほしいと願って
います。

理事会だより
第７回理事会が 10 月２日に開催されました。
議案
①監事監査改善指示書の回答について
②固定資産（門川支店営農資材倉庫）の取得及び建
設委員会の設置（案）について
報告
①令和２年度施設再編の進捗状況について
②令和２年度第２四半期決算監事監査の結果について
③令和２年度 JA 共済コンプライアンス点検の結果について
他
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JA日向からのお知らせ

令和２年度 JA日向施設再編について
令和３年１月 22 日（金）の営業をもって、以下の施設を閉鎖いたします。長年にわたるご
愛顧に対し心より感謝申し上げます。
今後も、組合員・利用者の皆様のお役にたてるよう努めてまいりますので、変わらぬご愛
顧を賜わりますようお願い申し上げます。

閉鎖する施設

業務を引き継ぐ施設

① 草川支店（金融店舗・ATM）

① 門川支店

② 草川給油所

② 門川給油所

③ 岩脇購買店舗

③ 資材センター

④ 南日向給油所

④ 財光寺給油所・美々津給油所

※北郷入下購買店舗は、令和３年１月 22 日をもって JA による店舗運営を終了します。
現在、経営承継候補者と協議中です。

協同サービスからのお知らせ
10月に引き続き11月も!!

JA日向グループ 各給油所にて
タイヤキャンペーンを実施中です
車種に応じた、安全・安心の国産タイヤを取りそろえています
乗用車の４台に１台は空気圧不足と言われています。月に１度、空気圧点検をおすすめします。
無料にてタイヤ安全チェックを実施していますので、お気軽にお声掛けください。

編集後記
少しずつイベントなどが再開し
ていますが、次はインフルエンザ
の季節になり、これからも油断で
きませんね。
各小学校の稲刈りの取材では、
毎年子供たちが鎌を使って手で刈
るのですが、最初は恐る恐る鎌を
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行事予定
使っていたのに少し経つと刈るス
ピードがどんどん上がっていたの
には驚きました。私も稲刈りをした
ことはありますが、手で刈ったこと
はないので機会があれば挑戦して
みたいと思います。ふ

11/19
11/21
11/28
〃

秋の農機展示会（～20日）
JA日向杯小学生バレーボール大会
レンタル振袖前撮り会（～29日）
JA日向杯小学生サッカー大会
（～29日）
12/2 理事会

※新型コロナウイルス感染防止のため、
変更する場合がございます。

今回は

女性部の 南郷支店★
レシピ紹介♪

家の光大会 出品料理
材料
○里いもほっこり
・里いも 450g ・椎茸 小３枚 ・鹿ミンチ 50g
・青こしょう １本 ・塩 少々 ・ごま 少々 ・あげらく天 適量
・椎茸もどし汁 大４
A
（さとう 45ｇ、
しょうゆ 大３、
みりん 大１）
○じゃがいもほっこり
・じゃがいも 450g ・椎茸 小３枚 ・鹿ミンチ 50g
・青こしょう １本 ・塩こしょう 少々 ・あげらく天 適量
・お好みソース 適量 ・パン粉 適量

作り方

ジビエとナバのほっこりいも
Point

低カロリー・高タンパク・鉄分豊富で
美容と健康に最適な鹿肉を使った料
理。南郷にジビエ加工場ができ、安
全安心な鹿肉が手に入りますので、
ぜひご利用ください。

○里いもほっこり
① 椎茸と鹿ミンチをもどし汁に塩少々を加えたもので煮る。
最後に青こしょうを加える。
② 里いもを蒸してつぶす
③ ①で②を包みまるめ、あげらく天をまぶし油で揚げる。
④ Aを合わせ、煮たものに③をからませてごまをかける。
○じゃがいもほっこり
※①は「里いもほっこり」と同じ
② じゃがいもを蒸してつぶす
③ 蒸したじゃがいもに塩を加え、②の具を包み丸める。
④ ③をあげらく天を水でといたもの、パン粉の順にくぐらせ、油で揚げる。
⑤ お好みソースをかける

東郷

寺原美智子さん
平成12年から田舎饅頭やチーズ饅頭、油味噌、
山菜おこわ、
クッキーなど加工品11種類を八菜館
に出荷している寺原さん。
配達や仕込みなどは旦那さんと娘さんに手
伝ってもらいながら、
主に一人で作っています。
「
『みっちゃんだんご』
と愛着を持って呼ばれて
いるので、これからも美味しい饅頭やお団子を
作っていきたい」
と話します。

JAと組合員をつなぐ情報誌
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