
今月の表紙は東さくらこども園ぞう組の33人のお
友だち。先月行われた運動会では、年中さんの頃か
ら取り組んできた鼓隊を披露し、おうちの方にかっ
こいい姿を見せることができました。年長さんになっ
て約半年が経ち、困っているお友だちに優しく声を
かけて助けてあげるなど、周りをよく見て自分から
行動する姿が増えてきました。
今後も、様々な活動やお友だちとの関わりを通して、
考える力や思いやりの心を育んでいきたいです。
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❶柿とサツマイモは1～2cm角に切る。サツマイモ
は水にさらす。
❷サツマイモの水を軽く切り、電子レンジで柔らかくなるまで温める。 
❸ボウルに柿とサツマイモを入れ、ヨーグルト、はちみつ、塩、レーズン、ナッツ
を加えて混ぜる。
❹器に盛りつけて出来上がり！

継いだ農園を大切に守る
柿産地の活性化を目指して日々邁進！

編集発行 ：

発　　行 ：2022年11月1日

いび川農業協同組合
総務部企画管理課

大野町の秋の風物詩である柿を栽培する田宮陽二さん・理沙
さんご夫婦。昨年新規就農したばかりのお二人は、笑顔を大切
に、日々前向きな姿勢で作業に励んでいます。就農への思いや
今後の目標についてお話を伺いました。

祖母の柿農園を引き継いで
今年で就農2年目を迎えた田宮さんご夫婦。大野町かき振興
会に所属し、約90aのほ場で「早生富有」「富有」の栽培に取り組
み、主にJAを通じた市場出荷を行っています。お二人の柿農園
は、もともと理沙さんの祖母が長年大切に管理してきたもの。
せっかく守ってきた農園をなんとか残したいと当時勤めていた
会社を退職し、夫婦で農業への挑戦を決意しました。JAが主催
する柿帰農塾や勉強会に参加して栽培ノウハウを学んだり、先
輩農家からのアドバイスを積極的に取り入れながら知識と技術
の向上に励み、美味しい柿の安定出荷を目指しています。

ほ場を丁寧に管理する大切さ
暦に沿った基本に忠実な作業を心がけつつ、日々のほ場の変
化には特に気を遣っているという陽二さん。「昨年は園内で病気
が発生してしまい、収量が思うように上がらず、納得のいく結果
には及びませんでした。悔しい思いをしたと同時に、手間をかけ
て作業したことは必ず結果となって表れてくることを身に染みて
感じました。今年はその反省を活かして、小さな変化を見逃さな
いよう毎日の点検を欠かさず行い、ほ場の細かい部分まできち
んと観察するようにしています」と話します。作業は基本的に
2人で行っていますが、摘蕾や収穫などの忙しい時期は家族の力

を借りて作業を進めます。理沙さんの祖母も、毎日のように様子
を見に来て、的確なアドバイスを伝えてくれます。「家族の助け
があって、就農からここまでなんとかやれているので本当にあり
がたいです。祖母がこれまでこんな大変な作業をこなしていた
と思うと頭が上がりません。祖母が常々口にしている、周りの人
や柿の樹への感謝の気持ちを私も大切にしながら、作業に励ん
でいます」と理沙さんは笑顔で話してくださいました。

産地の発展に貢献したい
今後について、「祖母の大切な思いが込められている柿農園
なので、きちんと責任を持って管理し守っていくことはもちろ
ん、徐々に栽培面積を広げながら新しい品種の栽培にも積極的
に挑戦してみたいです。また、振興会の技術部員を務めさせてい
ただいているので、JAや農家の方と情報交換しながら柿産地を
盛り上げていけたら嬉しいです。県内外の多くの方に、大野の柿
はおいしいと思ってもらえるようこれからも頑張っていきます」
と目標を話してくださいました。

柿とサツマイモのヨーグルトサラダ

作
り
方

材
料（
2
人
分
）

柿 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1個
サツマイモ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．150g
プレーンヨーグルト．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．100g
はちみつ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．大さじ1
塩 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．ひとつまみ
レーズン．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．お好みの量
ナッツ（アーモンドやクルミなど）．．．．お好みの量

大野町下磯地区　ようちゃん農園　田宮 陽二さん（38歳）・理沙さん
たみや ようじ りさ
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金賞　方山 あずさ （八幡）
銀賞　羽賀 舞花 （大野）
銅賞　今西 咲智 （小島）
佳作　鈴木 晶陽 （大野）
　　　河野 翼 （宮地）

金賞　増田 知晃 （八幡）
銀賞　小林 歩華 （八幡）
銅賞　佐名 詠斗 （温知）
佳作　牛嶋 真唯 （揖斐）
　　　石田 全 （大野）

　本年もJAいび川小中学生書道・交通安全ポスターコンクールに多数のご出品をいただき、誠にありがとうございます。ここに、揖斐郡大会の上位入賞者を発表させていただきます。

揖斐郡
小中学生

［応募総数］書道：1,518点 / ポスター：290点　［後援］揖斐川町 / 大野町 / 池田町

書道の部

金賞　松原 あんな （北方）
銀賞　林 誠仁 （北）
銅賞　竹中 新 （八幡）
佳作　宮川 希奈 （北方）
　　　古田 理久 （大野）
　　　椎名 柊斗 （東）
　　　北 彩里 （中）
　　　林 蛍空 （八幡）
　　　髙﨑 千智 （池田）
　　　井上 碧陽 （池田）

金賞　渡邊 颯真 （北方）
銀賞　森田 絃暉 （清水）
銅賞　松浦 彩華 （大和）
佳作　牛嶋 真唯 （揖斐）
　　　中村 環那 （揖斐）
　　　富田 菜月 （揖斐）
　　　森岡 奈南 （揖斐）
　　　中島 輝竜 （大和）
　　　森 咲菜 （谷汲）
　　　小里 葉月 （東）
　　　松山 凛子 （西）
　　　鳥本 大翔 （西）
　　　牧村 明果 （中）
　　　内田 遥絆 （温知）
　　　大橋 空芽 （八幡）
　　　安藤 唯 （八幡）
　　　河瀬 亘輝 （八幡）

金賞　松野 湊 （揖斐）
銀賞　井川 葉奈 （北方）
銅賞　竹中 綸葉 （池田）
佳作　八幡 弦真 （揖斐）
　　　小森 愛七 （揖斐）
　　　橋本 紗良 （揖斐）
　　　成瀬 由里子 （大和）
　　　松浦 隆晟 （大和）
　　　立木 孝昌 （小島）
　　　林 想真 （小島）
　　　窪田 実和 （小島）
　　　竹中 颯佑 （大野）
　　　後藤 樹里葉 （大野）
　　　國枝 乃愛 （東）

　　　久保田 悠二朗 （西）
　　　松井 なつみ （北）
　　　宇野 絢翔 （南）
　　　勝 柚子香 （中）
　　　林 志穂 （池田）
　　　髙﨑 瑛斗 （池田）
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銀賞　若山 鈴 （谷汲）
銅賞　安藤 翠織 （八幡）
佳作　山田 結菜 （揖斐）
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　　　岩井 敦暉 （小島）
　　　八木 美遼 （大野）
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　　　長谷川 丈武 （谷汲）
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銀賞　若山 蓮 （谷汲）

銅賞　渡邊 花音 （北方）
佳作　牧村 魁士 （揖斐）
　　　細野 紗英 （揖斐）
　　　鳥居 百桃 （清水）
　　　五十川 陽菜 （大和）
　　　横井 俊太 （大和）
　　　髙田 夏逢 （小島）
　　　松久 由依 （大野）
　　　大塚 貫太 （西）
　　　青木 文音 （南）
　　　河合 音杏 （八幡）
　　　原 千晴 （池田）
　　　國枝 拓美 （池田）

金賞　森 春喜 （大野）
銀賞　小野 由衣伽 （北和）
銅賞　寺井 悠斗 （池田）
佳作　玉垣 奏一郎 （揖斐川）
　　　杉山 颯 （谷汲）
　　　山本 詩乃 （谷汲）
　　　森 開鷲 （大野）
　　　森 皆心 （大野）
　　　松久 晏和 （大野）
　　　西﨑 聖菜 （揖東）
　　　宇野 瑛翔 （揖東）
　　　牧村 苺華 （揖東）
　　　竹中 美里紀 （池田）
　　　竹中 葵結 （池田）
　　　道家 宏汰 （池田）
　　　安田 紗彩 （池田）
　　　坪井 香乃 （池田）
　　　田口 未悠 （池田）
　　　今井 暖乃 （池田）
　　　中村 栞 （池田）
　　　北村 実也 （池田）
　　　高根 千尋 （池田）
　　　木全 優慎 （池田）
　　　小林 夢依 （池田）

金賞　武藤 涼葉 （北和）
銀賞　清水 菜央 （池田）
銅賞　野﨑 楓禾 （谷汲）
佳作　森田 彩良 （揖斐川）
　　　松野 実来 （揖斐川）

　　　堀尾 瑠華 （揖斐川）
　　　山口 禎葉 （揖斐川）
　　　小森 夕菜 （揖斐川）
　　　細野 菜南 （揖斐川）
　　　立木 康尊 （揖斐川）
　　　河野 天翔 （大野）
　　　関谷 恒成 （大野）
　　　松原 由佳 （池田）
　　　竹中 凛 （池田）
　　　小林 侑純 （池田）
　　　鈴木 一未風 （池田）
　　　林 穂果 （池田）
　　　丹羽 陽菜乃 （池田）
　　　野原 希介 （池田）
　　　原 志桜里 （池田）
　　　冨田 幌菜 （池田）
　　　清水 咲綺 （池田）
　　　竹中 向日葵 （池田）

金賞　石榑 天音 （揖斐川）
銀賞　恩田 美空 （揖東）
銅賞　國枝 由侑 （池田）
佳作　宮内 晴基 （揖斐川）
　　　窪田 陽 （揖斐川）
　　　柴山 來奈 （揖斐川）
　　　岩田 朋華 （揖斐川）
　　　北川 聖真 （揖斐川）
　　　河村 実歩 （揖斐川）
　　　安藤 康貴 （揖斐川）
　　　岩井 心之介 （揖斐川）
　　　高橋 花 （揖斐川）
　　　小森 優奈 （北和）
　　　渡邊 花凛 （北和）
　　　植山 いろは （谷汲）
　　　加納 萌 （谷汲）
　　　岡部 夏実 （谷汲）
　　　森 颯希 （大野）
　　　岡田 陽菜 （大野）
　　　若原 彩乃 （池田）
　　　竹中 あかり （池田）
　　　國枝 史帆 （池田）
　　　橋本 奈穂 （池田）
　　　國枝 来子 （池田）

ポスターの部

金賞　興梠 妃香 （温知）
銀賞　長谷川 来夢 （南）
銅賞　須網 玲音 （温知）
佳作　市川 心音 （揖斐）
　　　國枝 那菜香 （小島）

金賞　牛嶋 美衣奈 （揖斐）
銀賞　八木 美遼 （大野）
銅賞　北川 祐久 （温知）
佳作　洞口 奈々美 （大野）
　　　馬渕 友梨 （温知）
　　　竹中 颯良 （八幡）

金賞　小森 望叶 （八幡）
銀賞　松久 昇平 （大野）
銅賞　小寺 希愛 （八幡）
佳作　久保田 丈尊 （養基）
　　　野村 祐太 （中）

金賞　小川 穂実 （温知）
銀賞　杉本 大知 （西）
銅賞　江竜 英孝 （大野）
佳作　市田 衣瑠菜 （清水）
　　　八木 佑樹 （大野）

［揖斐川町長賞］
野原 英里子 （揖斐川中学校3年）

金賞　安田 紗彩 （池田）
銀賞　櫻井 花連 （池田）
銅賞　若園 康誠 （揖東）

金賞　林 穂果 （池田）
銀賞　野村 百華 （揖東）
銅賞　窪田 咲耶 （池田）
佳作　林 真白 （揖東）

金賞　河村 由佳 （谷汲）
銀賞　八木 仁菜 （揖東）
銅賞　前野 秀汰 （揖東）

［大野町長賞］
森 春喜 （大野中学校1年）

［池田町長賞］
安田 紗彩 （池田中学校1年）

　小学一年生から毎年出品をしてき
たコンクールで、このような素晴らしい
賞をいただくことができて本当に嬉し
いです。
　今年は、所属するテニス部の活動が
忙しく、なかなか書道の練習時間を確
保することが難しい中で、文字の流れ
を大切にしながら集中して練習に取り
組みました。練習時間が3時間近くに
なる時もありましたが、とても充実し
た経験になりました。

　道を歩いている時に、スマホに夢
中で前を見ずに歩いている人を見か
けて、事故にあわないか心配になるこ
とがあります。そこで、前を向かずに
歩いたり運転したりする危険性をポ
スターで伝えようと思い描きました。
　スマホや車のライト以外の部分を
暗い色にして光を際立たせることで、
怖さを表現しようと頑張ったので、こ
のような賞をいただけてとても嬉しい
です。
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書道 交通安全ポスター コンクール

本審査の入賞作品は、フェスティバルの各会場に展示します ！

11月5日、6日

特
集

大野町内の小中学校の作品

大野
フェスタ＆

おおの木育フェア2022
11月12日、13日

池田町内の小中学校の作品

JAフェス
ティバル2022 池田会場

11月19日、20日

揖斐川町内の小中学校の作品

第6回いび
がわ産業フェスティバル

結果発表！

町長賞 書道の部
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金賞　方山 あずさ （八幡）
銀賞　羽賀 舞花 （大野）
銅賞　今西 咲智 （小島）
佳作　鈴木 晶陽 （大野）
　　　河野 翼 （宮地）

金賞　増田 知晃 （八幡）
銀賞　小林 歩華 （八幡）
銅賞　佐名 詠斗 （温知）
佳作　牛嶋 真唯 （揖斐）
　　　石田 全 （大野）

　本年もJAいび川小中学生書道・交通安全ポスターコンクールに多数のご出品をいただき、誠にありがとうございます。ここに、揖斐郡大会の上位入賞者を発表させていただきます。

揖斐郡
小中学生

［応募総数］書道：1,518点 / ポスター：290点　［後援］揖斐川町 / 大野町 / 池田町

書道の部

金賞　松原 あんな （北方）
銀賞　林 誠仁 （北）
銅賞　竹中 新 （八幡）
佳作　宮川 希奈 （北方）
　　　古田 理久 （大野）
　　　椎名 柊斗 （東）
　　　北 彩里 （中）
　　　林 蛍空 （八幡）
　　　髙﨑 千智 （池田）
　　　井上 碧陽 （池田）

金賞　渡邊 颯真 （北方）
銀賞　森田 絃暉 （清水）
銅賞　松浦 彩華 （大和）
佳作　牛嶋 真唯 （揖斐）
　　　中村 環那 （揖斐）
　　　富田 菜月 （揖斐）
　　　森岡 奈南 （揖斐）
　　　中島 輝竜 （大和）
　　　森 咲菜 （谷汲）
　　　小里 葉月 （東）
　　　松山 凛子 （西）
　　　鳥本 大翔 （西）
　　　牧村 明果 （中）
　　　内田 遥絆 （温知）
　　　大橋 空芽 （八幡）
　　　安藤 唯 （八幡）
　　　河瀬 亘輝 （八幡）

金賞　松野 湊 （揖斐）
銀賞　井川 葉奈 （北方）
銅賞　竹中 綸葉 （池田）
佳作　八幡 弦真 （揖斐）
　　　小森 愛七 （揖斐）
　　　橋本 紗良 （揖斐）
　　　成瀬 由里子 （大和）
　　　松浦 隆晟 （大和）
　　　立木 孝昌 （小島）
　　　林 想真 （小島）
　　　窪田 実和 （小島）
　　　竹中 颯佑 （大野）
　　　後藤 樹里葉 （大野）
　　　國枝 乃愛 （東）

　　　久保田 悠二朗 （西）
　　　松井 なつみ （北）
　　　宇野 絢翔 （南）
　　　勝 柚子香 （中）
　　　林 志穂 （池田）
　　　髙﨑 瑛斗 （池田）

金賞　牛嶋 美衣奈 （揖斐）
銀賞　若山 鈴 （谷汲）
銅賞　安藤 翠織 （八幡）
佳作　山田 結菜 （揖斐）
　　　中村 心寧 （揖斐）
　　　森田 惺愛 （清水）
　　　横井 健吾 （大和）
　　　宮川 凛々亜 （北方）
　　　岩井 敦暉 （小島）
　　　八木 美遼 （大野）
　　　大野 葵衣 （東）
　　　神田 彩音 （西）
　　　武藤 綾花 （西）
　　　髙橋 はるの （北）
　　　渡邉 澪 （温知）
　　　宮内 彩愛 （宮地）
　　　高原 日奈子 （池田）
　　　遠藤 蒼太 （池田）

金賞　井上 碧桜 （池田）
銀賞　玉垣 ももか （揖斐）
銅賞　松原 英里可 （宮地）
佳作　若園 萌衣 （揖斐）
　　　廣瀬 凱吏 （北方）
　　　小寺 叶華 （小島）
　　　長谷川 丈武 （谷汲）
　　　粟野 結子 （大野）
　　　安田 恵里加 （温知）
　　　八越 翠彩 （温知）
　　　髙橋 彩心 （温知）
　　　若山 幸大 （宮地）
　　　竹中 咲綾 （池田）
　　　髙﨑 美乃 （池田）

金賞　小森 菜々美 （揖斐）
銀賞　若山 蓮 （谷汲）

銅賞　渡邊 花音 （北方）
佳作　牧村 魁士 （揖斐）
　　　細野 紗英 （揖斐）
　　　鳥居 百桃 （清水）
　　　五十川 陽菜 （大和）
　　　横井 俊太 （大和）
　　　髙田 夏逢 （小島）
　　　松久 由依 （大野）
　　　大塚 貫太 （西）
　　　青木 文音 （南）
　　　河合 音杏 （八幡）
　　　原 千晴 （池田）
　　　國枝 拓美 （池田）

金賞　森 春喜 （大野）
銀賞　小野 由衣伽 （北和）
銅賞　寺井 悠斗 （池田）
佳作　玉垣 奏一郎 （揖斐川）
　　　杉山 颯 （谷汲）
　　　山本 詩乃 （谷汲）
　　　森 開鷲 （大野）
　　　森 皆心 （大野）
　　　松久 晏和 （大野）
　　　西﨑 聖菜 （揖東）
　　　宇野 瑛翔 （揖東）
　　　牧村 苺華 （揖東）
　　　竹中 美里紀 （池田）
　　　竹中 葵結 （池田）
　　　道家 宏汰 （池田）
　　　安田 紗彩 （池田）
　　　坪井 香乃 （池田）
　　　田口 未悠 （池田）
　　　今井 暖乃 （池田）
　　　中村 栞 （池田）
　　　北村 実也 （池田）
　　　高根 千尋 （池田）
　　　木全 優慎 （池田）
　　　小林 夢依 （池田）

金賞　武藤 涼葉 （北和）
銀賞　清水 菜央 （池田）
銅賞　野﨑 楓禾 （谷汲）
佳作　森田 彩良 （揖斐川）
　　　松野 実来 （揖斐川）

　　　堀尾 瑠華 （揖斐川）
　　　山口 禎葉 （揖斐川）
　　　小森 夕菜 （揖斐川）
　　　細野 菜南 （揖斐川）
　　　立木 康尊 （揖斐川）
　　　河野 天翔 （大野）
　　　関谷 恒成 （大野）
　　　松原 由佳 （池田）
　　　竹中 凛 （池田）
　　　小林 侑純 （池田）
　　　鈴木 一未風 （池田）
　　　林 穂果 （池田）
　　　丹羽 陽菜乃 （池田）
　　　野原 希介 （池田）
　　　原 志桜里 （池田）
　　　冨田 幌菜 （池田）
　　　清水 咲綺 （池田）
　　　竹中 向日葵 （池田）

金賞　石榑 天音 （揖斐川）
銀賞　恩田 美空 （揖東）
銅賞　國枝 由侑 （池田）
佳作　宮内 晴基 （揖斐川）
　　　窪田 陽 （揖斐川）
　　　柴山 來奈 （揖斐川）
　　　岩田 朋華 （揖斐川）
　　　北川 聖真 （揖斐川）
　　　河村 実歩 （揖斐川）
　　　安藤 康貴 （揖斐川）
　　　岩井 心之介 （揖斐川）
　　　高橋 花 （揖斐川）
　　　小森 優奈 （北和）
　　　渡邊 花凛 （北和）
　　　植山 いろは （谷汲）
　　　加納 萌 （谷汲）
　　　岡部 夏実 （谷汲）
　　　森 颯希 （大野）
　　　岡田 陽菜 （大野）
　　　若原 彩乃 （池田）
　　　竹中 あかり （池田）
　　　國枝 史帆 （池田）
　　　橋本 奈穂 （池田）
　　　國枝 来子 （池田）

ポスターの部

金賞　興梠 妃香 （温知）
銀賞　長谷川 来夢 （南）
銅賞　須網 玲音 （温知）
佳作　市川 心音 （揖斐）
　　　國枝 那菜香 （小島）

金賞　牛嶋 美衣奈 （揖斐）
銀賞　八木 美遼 （大野）
銅賞　北川 祐久 （温知）
佳作　洞口 奈々美 （大野）
　　　馬渕 友梨 （温知）
　　　竹中 颯良 （八幡）

金賞　小森 望叶 （八幡）
銀賞　松久 昇平 （大野）
銅賞　小寺 希愛 （八幡）
佳作　久保田 丈尊 （養基）
　　　野村 祐太 （中）

金賞　小川 穂実 （温知）
銀賞　杉本 大知 （西）
銅賞　江竜 英孝 （大野）
佳作　市田 衣瑠菜 （清水）
　　　八木 佑樹 （大野）

［揖斐川町長賞］
野原 英里子 （揖斐川中学校3年）

金賞　安田 紗彩 （池田）
銀賞　櫻井 花連 （池田）
銅賞　若園 康誠 （揖東）

金賞　林 穂果 （池田）
銀賞　野村 百華 （揖東）
銅賞　窪田 咲耶 （池田）
佳作　林 真白 （揖東）

金賞　河村 由佳 （谷汲）
銀賞　八木 仁菜 （揖東）
銅賞　前野 秀汰 （揖東）

［大野町長賞］
森 春喜 （大野中学校1年）

［池田町長賞］
安田 紗彩 （池田中学校1年）

　小学一年生から毎年出品をしてき
たコンクールで、このような素晴らしい
賞をいただくことができて本当に嬉し
いです。
　今年は、所属するテニス部の活動が
忙しく、なかなか書道の練習時間を確
保することが難しい中で、文字の流れ
を大切にしながら集中して練習に取り
組みました。練習時間が3時間近くに
なる時もありましたが、とても充実し
た経験になりました。

　道を歩いている時に、スマホに夢
中で前を見ずに歩いている人を見か
けて、事故にあわないか心配になるこ
とがあります。そこで、前を向かずに
歩いたり運転したりする危険性をポ
スターで伝えようと思い描きました。
　スマホや車のライト以外の部分を
暗い色にして光を際立たせることで、
怖さを表現しようと頑張ったので、こ
のような賞をいただけてとても嬉しい
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本審査の入賞作品は、フェスティバルの各会場に展示します ！

11月5日、6日

特
集

大野町内の小中学校の作品

大野
フェスタ＆

おおの木育フェア2022
11月12日、13日

池田町内の小中学校の作品

JAフェス
ティバル2022 池田会場
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揖斐川町内の小中学校の作品

第6回いび
がわ産業フェスティバル

結果発表！

町長賞 書道の部
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　清流7月号で募集を行いました文芸大会におきまして、地域の皆さまよりたくさんの
ご応募をいただき誠にありがとうございました。各部門の入賞・入選作品を発表いたします。

［審査員］ 宇野 佐巻 先生
［応募数］ 149句

最優秀句は、冬耕は秋の収穫
を終えた後の春の夢を見据え
ての作業であり、楽しい篤農
の一章です。優秀句は、農業
祭は心浮かれる祭りで、「実り
の秋」は心弾むものがありま
す。今回の文芸大会の開催
は、文芸を嗜む者にとってとて
も嬉しい限りです。

※選考について
通常の審査基準の場合、選出基準
が分かりづらくなることから、他部門
と同様の基準で審査を実施いたし
ました。

［審査員］ 後藤 和朗 先生
［応募数］ 49句

芋の葉の水玉集め墨をする  池田  安田  修月

夕さりて連れ呼ぶらしき鹿の声  北和 岩間  芳泉
地下足袋や初霜に浮く麦を踏み  北和 丹後野  桜子
夏の雲影一村を覆うなり  小島 粟野  みねお

流星や思い悠久銀河澄む  小島 御田村  光女
涼風のメタセコイヤの湖北道  揖東 森  美知子
大根の輪切り煮込むやおでん鍋  北和 清水  亮鳴
秋晴れの今日の良き日に式あげる  小島 宮島  島月
枝豆の莢ぎっしりと休耕田  北和 志水  曲成
野かんぞう草に混じりて美しく  池田 二村  かず子
銀杏の夕陽に映える里の秋  久瀬 神谷  志東
災昼にすべて受け入れ座禅くみ  養基 坪井  春風
稲の秋黄金絨毯広がれり  大野 梅田  静花
送り火は焚かぬと決めて迎えけり  養基 山﨑  勇桜

生活の実感が籠った句を選ば
せていただきました。どの句も
日常生活の中での細やかな発
見や行動を素直に掬い上げ好
感が持てました。上位二句が
奇しくも「芋の葉の露」の句と
なりましたが、どちらも詩情が
あります。佳作三句も揖斐郡ら
しい句を選べました。

バイキング肉三日分スイーツも  大野 山本  八重子

有頂天自然の猛威思い知る  谷汲 谷乃  竹林
直売所野菜ニコニコいらっしゃい  北和 高橋  おばこ
農を継ぐといわず黙々動かす手  小島 藤田  晃子

食進み秋はベルトの穴替える  養基 山﨑  勇桜
田を預けリストラとするよい機会  池田 中野  きぬ子
つまみ食いあとに後悔血糖値  揖東 桑原  洞峰
ご祝儀の高値がついた柿二つ  北和 清水  亮鳴
初生りに早や先客と網を張る  北和 岩間  芳泉
畦のより太い大根ひとり生え  小島 内田  悟
農業も多角経営大型化  北和 丹後野  桜子
薄れゆく昔懐かし季節感  池田 五十川  楠山
給食を食べて応援する農家  北和 高橋  ねむ登
八十年農に魅せられきた至福  谷汲 河村  住夫

［締め切り］ 
11月24日（木）必着

1題につき2句まで。応募の際は住所・本名・雅号・管轄支店を明記してください。
文字は楷書ではっきりと書き、読みづらい漢字には振り仮名をつけて下さい。

［応募先］〒501-0693 揖斐川町上南方15番地 いび川農業協同組合 企画管理課「清流」文芸係まで

農業祭  実りの秋へ皆集う  北和 志水  曲成

農業祭  おにぎり配布列長い  小島 御田村  光女
もぐもぐ  寝牛反芻日が永い  北和 丹後野  桜子
冬耕  大地に息を吹きかける  久瀬 神谷  志東

冬耕  春へ備えて準備する  谷汲 河村  住夫
もぐもぐ  優柔不断黙り込む  北和 清水  亮鳴
農業祭  丹精の野菜が並ぶ  北和 岩間  芳泉
もぐもぐ  撮み食い一寸が旨い  久瀬 丸山  春吼
冬耕  暮れの鐘聞き鍬洗う  大野 梅田  静花
もぐもぐ  老いの入れ歯が噛み切れぬ  揖東 桑原  洞峰
冬耕  カラス舞い降りついてくる  北和 高橋  おばこ
農業祭  米の升売り人気ある  大野 細野  矩墨
農業祭  天下一品賞もらう  揖東 石原  ひな菊
もぐもぐ  試食会マスクが動く  池田 安田  修月

佳作

入選

［後援］公益財団法人岐阜県教育文化財団

総    評

優秀賞

佳作

入選

総    評

最優秀賞

優秀賞

冬耕  春の豊作夢に見る  小島 宮島  島月

最優秀賞 芋の葉の露触れ合いてころげける  谷汲 矢野  品子

［審査員］ 大島 凪子 先生
［応募数］ 51句

川柳は人間の暮らしを詠むも
のです。共感する句、教えられ
る句、反省する句、全部川柳で
す。そして川柳は意であり情で
あり知の句でもあります。最優
秀句は人品は一日にしてなら
ず、長年の経験の裏打ちが
あってこそを教えてくれます。

優秀賞

佳作

入選

総    評

最優秀賞 生きざまがその人柄を作り出す  揖斐 広瀬  弘子

谷汲の表参道に買い求む茂吉も目にした紅き梅干  谷汲 竹中  明子

幾度もホットケーキを焼いた日々壮年の子に戦のなかれ  池田東 溝口  悦子
チェリストの母娘の奏でる『ふるさと』に水底の村想い出しおり  北和 真下  まゆみ
カラス除けに張り巡らせしミシン糸をかき分け唐きび夫は捥ぎ来ぬ  養基 安藤  恵美子

米寿越え免許返納しても猶柿の畑で草むしる日々  揖東 桑原  洞峰
鳴く蝉の声に満身包囲され畑の草取りここまでとする  北和 富田  百合子
過疎化する農業如何とする術もなくてわが田を耕作委託  北和 清水  亮鳴
山びこは家の女房に良く似とるおーいと呼べばおーいと答える  小島 宮島  島月
採れたてにひと振りの塩それだけで胡瓜は甘露これに如くなし  揖斐 清王  富美子
代掻きの終わりて田植待つ水面風のあるらしさざ波光る  北和 岩間  芳泉
揖斐川の右岸左岸に幾個所も下り鮎焼く簗場賑わし  北和 丹後野  桜子
老一人ひねもす野良に出で立ちて暮鐘を聞けば心は和む  養基 山﨑  勇桜
土間淋し米積み置きて五六十袋遠き思い出義父何思う  池田 中野  きぬ子
大粒の小豆を選びて義母の炊く誕生祝いは決まって赤飯  揖斐 大野  由美子

［審査員］ 後藤 すみ子 先生
［応募数］ 49句

最優秀句作品の「三十キロの米」は、働き盛りの女性なら持てたであろう。「持たれず」に作者の思いが込められており、新
米の白さと黒い床の対比が印象鮮明な一首です。優秀賞作品は「茂吉」が効いています。佳作の三首はそれぞれ素材選
びの巧みな作品が揃いました。全ての投稿作品の特徴は働く歌が多いことであり、そこにリアリティがあります。

優秀賞

佳作

入選

総
評

最優秀賞 三十キロの袋持たれずこぼしたる新米は黒き床に散らばる 池田 松原 たえ子

JAいび川

06



　清流7月号で募集を行いました文芸大会におきまして、地域の皆さまよりたくさんの
ご応募をいただき誠にありがとうございました。各部門の入賞・入選作品を発表いたします。

［審査員］ 宇野 佐巻 先生
［応募数］ 149句

最優秀句は、冬耕は秋の収穫
を終えた後の春の夢を見据え
ての作業であり、楽しい篤農
の一章です。優秀句は、農業
祭は心浮かれる祭りで、「実り
の秋」は心弾むものがありま
す。今回の文芸大会の開催
は、文芸を嗜む者にとってとて
も嬉しい限りです。

※選考について
通常の審査基準の場合、選出基準
が分かりづらくなることから、他部門
と同様の基準で審査を実施いたし
ました。

［審査員］ 後藤 和朗 先生
［応募数］ 49句

芋の葉の水玉集め墨をする  池田  安田  修月

夕さりて連れ呼ぶらしき鹿の声  北和 岩間  芳泉
地下足袋や初霜に浮く麦を踏み  北和 丹後野  桜子
夏の雲影一村を覆うなり  小島 粟野  みねお

流星や思い悠久銀河澄む  小島 御田村  光女
涼風のメタセコイヤの湖北道  揖東 森  美知子
大根の輪切り煮込むやおでん鍋  北和 清水  亮鳴
秋晴れの今日の良き日に式あげる  小島 宮島  島月
枝豆の莢ぎっしりと休耕田  北和 志水  曲成
野かんぞう草に混じりて美しく  池田 二村  かず子
銀杏の夕陽に映える里の秋  久瀬 神谷  志東
災昼にすべて受け入れ座禅くみ  養基 坪井  春風
稲の秋黄金絨毯広がれり  大野 梅田  静花
送り火は焚かぬと決めて迎えけり  養基 山﨑  勇桜

生活の実感が籠った句を選ば
せていただきました。どの句も
日常生活の中での細やかな発
見や行動を素直に掬い上げ好
感が持てました。上位二句が
奇しくも「芋の葉の露」の句と
なりましたが、どちらも詩情が
あります。佳作三句も揖斐郡ら
しい句を選べました。

バイキング肉三日分スイーツも  大野 山本  八重子

有頂天自然の猛威思い知る  谷汲 谷乃  竹林
直売所野菜ニコニコいらっしゃい  北和 高橋  おばこ
農を継ぐといわず黙々動かす手  小島 藤田  晃子

食進み秋はベルトの穴替える  養基 山﨑  勇桜
田を預けリストラとするよい機会  池田 中野  きぬ子
つまみ食いあとに後悔血糖値  揖東 桑原  洞峰
ご祝儀の高値がついた柿二つ  北和 清水  亮鳴
初生りに早や先客と網を張る  北和 岩間  芳泉
畦のより太い大根ひとり生え  小島 内田  悟
農業も多角経営大型化  北和 丹後野  桜子
薄れゆく昔懐かし季節感  池田 五十川  楠山
給食を食べて応援する農家  北和 高橋  ねむ登
八十年農に魅せられきた至福  谷汲 河村  住夫

［締め切り］ 
11月24日（木）必着

1題につき2句まで。応募の際は住所・本名・雅号・管轄支店を明記してください。
文字は楷書ではっきりと書き、読みづらい漢字には振り仮名をつけて下さい。

［応募先］〒501-0693 揖斐川町上南方15番地 いび川農業協同組合 企画管理課「清流」文芸係まで

農業祭  実りの秋へ皆集う  北和 志水  曲成

農業祭  おにぎり配布列長い  小島 御田村  光女
もぐもぐ  寝牛反芻日が永い  北和 丹後野  桜子
冬耕  大地に息を吹きかける  久瀬 神谷  志東

冬耕  春へ備えて準備する  谷汲 河村  住夫
もぐもぐ  優柔不断黙り込む  北和 清水  亮鳴
農業祭  丹精の野菜が並ぶ  北和 岩間  芳泉
もぐもぐ  撮み食い一寸が旨い  久瀬 丸山  春吼
冬耕  暮れの鐘聞き鍬洗う  大野 梅田  静花
もぐもぐ  老いの入れ歯が噛み切れぬ  揖東 桑原  洞峰
冬耕  カラス舞い降りついてくる  北和 高橋  おばこ
農業祭  米の升売り人気ある  大野 細野  矩墨
農業祭  天下一品賞もらう  揖東 石原  ひな菊
もぐもぐ  試食会マスクが動く  池田 安田  修月

佳作

入選

［後援］公益財団法人岐阜県教育文化財団

総    評

優秀賞

佳作

入選

総    評

最優秀賞

優秀賞

冬耕  春の豊作夢に見る  小島 宮島  島月

最優秀賞 芋の葉の露触れ合いてころげける  谷汲 矢野  品子

［審査員］ 大島 凪子 先生
［応募数］ 51句

川柳は人間の暮らしを詠むも
のです。共感する句、教えられ
る句、反省する句、全部川柳で
す。そして川柳は意であり情で
あり知の句でもあります。最優
秀句は人品は一日にしてなら
ず、長年の経験の裏打ちが
あってこそを教えてくれます。

優秀賞

佳作

入選

総    評

最優秀賞 生きざまがその人柄を作り出す  揖斐 広瀬  弘子

谷汲の表参道に買い求む茂吉も目にした紅き梅干  谷汲 竹中  明子

幾度もホットケーキを焼いた日々壮年の子に戦のなかれ  池田東 溝口  悦子
チェリストの母娘の奏でる『ふるさと』に水底の村想い出しおり  北和 真下  まゆみ
カラス除けに張り巡らせしミシン糸をかき分け唐きび夫は捥ぎ来ぬ  養基 安藤  恵美子

米寿越え免許返納しても猶柿の畑で草むしる日々  揖東 桑原  洞峰
鳴く蝉の声に満身包囲され畑の草取りここまでとする  北和 富田  百合子
過疎化する農業如何とする術もなくてわが田を耕作委託  北和 清水  亮鳴
山びこは家の女房に良く似とるおーいと呼べばおーいと答える  小島 宮島  島月
採れたてにひと振りの塩それだけで胡瓜は甘露これに如くなし  揖斐 清王  富美子
代掻きの終わりて田植待つ水面風のあるらしさざ波光る  北和 岩間  芳泉
揖斐川の右岸左岸に幾個所も下り鮎焼く簗場賑わし  北和 丹後野  桜子
老一人ひねもす野良に出で立ちて暮鐘を聞けば心は和む  養基 山﨑  勇桜
土間淋し米積み置きて五六十袋遠き思い出義父何思う  池田 中野  きぬ子
大粒の小豆を選びて義母の炊く誕生祝いは決まって赤飯  揖斐 大野  由美子

［審査員］ 後藤 すみ子 先生
［応募数］ 49句

最優秀句作品の「三十キロの米」は、働き盛りの女性なら持てたであろう。「持たれず」に作者の思いが込められており、新
米の白さと黒い床の対比が印象鮮明な一首です。優秀賞作品は「茂吉」が効いています。佳作の三首はそれぞれ素材選
びの巧みな作品が揃いました。全ての投稿作品の特徴は働く歌が多いことであり、そこにリアリティがあります。

優秀賞

佳作

入選

総
評

最優秀賞 三十キロの袋持たれずこぼしたる新米は黒き床に散らばる 池田 松原 たえ子

JAいび川

07



農業用廃ビニール・廃プラスチック回収のご案内

保有米の確保数量を確認しましょう

　米の収穫終盤を迎え、カントリーエレベーターをご利用いただいている皆さ
まへお知らせいたします。
　皆さまより搬入いただきました籾の調整が順次終了し、販売数量の確定に
あたり皆さまの保有米を優先確保いたしますが、例年年明けに保有米の余剰
販売申し込みがあります。年明け以降は売渡単価が減額しますので、皆さまが
申し込まれている保有米数量を今一度ご確認いただき、販売を希望される場
合はお早めに各営農センターへご連絡くださいますようお願い申し上げます。
（年明け以降の保有米販売は▲1,000円/俵超となりますのでご注意ください。）

揖斐郡農林産物品評会の開催について

はじまります！

　令和5年10月から、消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式（インボイス制度）が導入
されます。インボイス制度は農業者の皆さんにも大きな影響があります。

第第 2 回回
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事業者

「仕入税額控除」
できないので…
値下げしてくれませんか？

ＪＡ以外の集荷業者

免税事業者等

適格請求書発行事業者ではない

農産物等

普通の請求書
申し訳ないですが、
今後は適格請求書発行
事業者から買うので、
あなたとの取引は
止めようかな？

　「農協特例」の場合、「買い手」はJAが発行する一定の書類で「仕入税額控除」を行うため、その農産物を生産した
農業者が「適格請求書発行事業者」か否かは関係ありません。そのため、農協特例によって販売する場合について
は、農業者が適格請求書発行事業者でなくても、取引上不利にはならないので安心してください。

　ＪＡ以外の集荷業者や、農産物を直接取引する飲食店等の事業者は「買取」が一般的です。当然のこ
とながら「農協特例」は適用できません。「買い手」が適格請求書（インボイス）を必要とする「本則課税」
の事業者の場合、免税事業者等の適格請求書発行事業者ではない農業者が取引する際には、不利に
なる可能性も考えられますので留意してください。

（注）上記の「取引が不利になる可能性」は、あくまでも一般論としての「可能性」です。買い手側がどのような対応を考えるかは
個々の取引条件によりケースバイケースです。例えば、買い手側が「仕入税額控除が出来なくとも、どうしてもあなたの農産
物が欲しい」となれば、適格請求書発行事業者でなくとも取引上何ら不利になることはないでしょう。

適格請求書発行事業者
ではないけれど
取引上不利にならない！

ＪＡが発行する
一定の書類で
仕入税額控除できる

自分で適格請求書を
発行しなくてもＯＫ！

困る！取引が
不利になる
可能性
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GOOD!GOOD! GOOD!GOOD! 農協
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POINT!POINT!

発行元：JA新潟中央会「消費者インボイス制度導入による農業者への影響について」より

鈴木 智登志
 顧問税理士

税務相談会

11月30日 （水） 本店 10：00～15：00
12月7日 （水） 池田支店 10：00～15：00
12月14日 （水） 本店 10：00～15：00

お問い合わせ

JAいび川顧問税理士による相談会を実施いたし
ますので、お気軽にお申し込みください。インボイス制度

特設サイト

 JAいび川企画管理課
TEL 0585-23-1160

国税庁HP「消費税 知って
いますか？インボイス制度
（PDF／648KB）」より

回
収
対
象
物
品

● 農業用ビニール　● マルチ
● 肥料袋などの農ビ・農ポリ製品　● 水稲用育苗箱

※農薬の空容器回収はできません。1月に実施予定の廃棄農薬回収にて
　農薬空容器のご提出をお願いいたします。

回
収
方
法

①回収を希望される方は、口座届出印をご持参いただき、各支店・
出張所・営農経済センターでお申込みください。その際、回収を
希望する種類および推定の重量または容積をご報告ください（こ
の時点での持ち込みはできません）。

②後日、回収の日程や持ち込み方法をお知らせいたしますので、回
収当日に指定場所へお持ち込みください。

③代金は後日、口座からお引落しさせていただきます。

申込み期限 11月25日（金）

荷
姿

● ビニール、マルチなど、それぞれ同じ
種類のものを適当な大きさで結束
してください。肥料袋は肥料袋のみ
でまとめ、その他のものを混ぜない
でください。

● 育苗箱は10箱をひとくくりにしてく
ださい。

参考価格（税込）
● 農ビ・農ポリ 77円／㎏
● 育苗箱.........99円／㎏
● サンテナ .....242円／個
● その他 .........99円／㎏

お問い合わせ 担い手サポートセンター 営農課 ☎0585-45-9013

● 揖斐営農経済センター
　☎0585-22-0183
● 大野営農経済センター
　☎0585-32-3500
● 担い手サポートセンター
　☎0585-45-9013

保有米の適量確保のご協力願います。
お問い合わせ

出品について

出品単位
● 水稲うるち、もち玄米 【1升】
● 大豆、小豆、落花生、栗など 【1升】
● サトイモ、ダイコン、カブラ、
　ハクサイ、キャベツ、春菊、
　ホウレンソウ 【3本または3株】
● ニンジン、ゴボウ、ネギ 【5本】
● 柿など 【10個】

会場

申し込み

お問い合わせ

　揖斐郡内の組合員の皆さんを対象に「農林産物品評会」を開催します。
丹精込めて育てた農林産物をこの機会にぜひご出品ください。

第6回 いびがわ産業フェスティバル
【11月19日（土）・20日（日）】

11月16日(水)までにお近くの支店
または営農経済センターへのお申し込みが必要です。

11月18日（金）の午前9時から12時までに
揖斐川町地域交流センターはなももへご出品ください。
なお、出品物は引き取りとなりますのでご理解とご協力をお願いいたします。

担い手サポートセンター 営農課 ☎0585-45-9013

お  うし

牡羊座
おひつじ

3/21～4/19 4/20～5/20
牡牛座

● 全体運…上昇運です。少しずつ状況が整ってきますから、慌てず機を見ましょう。旅行やおけいこ事の計画を立てると◎
● 健康運…最近話題の健康法も試してみましょう
● 幸運を呼ぶ食べ物…ニンジン

● 全体運…目まぐるしくいろいろなことが飛び込んできますが発展運。時間の許す限り頼まれ事は引き受けて。連絡は小まめに
● 健康運…健康は食から。野菜たっぷりのメニューが◎
● 幸運を呼ぶ食べ物…柿　08
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申し込まれている保有米数量を今一度ご確認いただき、販売を希望される場
合はお早めに各営農センターへご連絡くださいますようお願い申し上げます。
（年明け以降の保有米販売は▲1,000円/俵超となりますのでご注意ください。）

揖斐郡農林産物品評会の開催について

はじまります！

　令和5年10月から、消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式（インボイス制度）が導入
されます。インボイス制度は農業者の皆さんにも大きな影響があります。
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農業者が「適格請求書発行事業者」か否かは関係ありません。そのため、農協特例によって販売する場合について
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　ＪＡ以外の集荷業者や、農産物を直接取引する飲食店等の事業者は「買取」が一般的です。当然のこ
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　ホウレンソウ 【3本または3株】
● ニンジン、ゴボウ、ネギ 【5本】
● 柿など 【10個】

会場

申し込み

お問い合わせ

　揖斐郡内の組合員の皆さんを対象に「農林産物品評会」を開催します。
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11月18日（金）の午前9時から12時までに
揖斐川町地域交流センターはなももへご出品ください。
なお、出品物は引き取りとなりますのでご理解とご協力をお願いいたします。
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JAいび川管内のニュース、イベントなどを紹介します

食と農のつながりを学ぶ
市橋保育園の園児らとおいしいカレーを作りました

　当JA八幡支店職員と地域住民で構成する八幡支店運営委員会は、食農教育活動を
通じた次世代や地域とのつながりを深めようと、管内にある市橋保育園で4月から野
菜の栽培体験に取り組んできました。「みんなでつくろう！いちはしカレー！！」をスロー
ガンに掲げ、園内で年長児11人とピーマン、ニンジン、トマト、ナスのプランター栽培と
バケツ稲作に挑戦しました。
　10月1日に親子料理教室を開催し、収穫した農作物を使ってカレーを作りました。園
児が保護者と一緒に野菜の皮むきや煮込む作業などを楽しみ、地場産食材がたっぷり
入った「いちはしカレー」が完成しました。参加した園児らは「カレーを作るのは初めて
だったけど、最後まで頑張って作った。おいしいカレーができて嬉しい」と笑顔で感想
を話してくれました。

八幡支店運営委員会
10 1/

　当JAは池田町で農業を営む（株）ふる里いびや地域住民
らと連携し、愛知県名古屋市の稲葉地こども園の園児ら
62人を招き、オクラの収穫体験を行いました。同社はこれま
で県内外の保育園を招いて収穫会を開いており、今回で
4回目の実施となりました。
　園児らは、同社が耕作放棄地を再生した約10aのほ場
で、職員らの力を借りながら袋がいっぱいになるまで収穫
を楽しみました。同社の森智明社長は「自然とのふれあいを
通じて、子ども
たちが食と農に
興味を持ってく
れたら嬉しい」
と話しました。

名古屋市の園児らが
オクラの収穫体験を楽しみました

池田町小寺地区
9 30/

　小島小学校3年生の児童36人が、社会科学習の一環で
よってみーな池田の見学を行いました。児童らは店内の生
鮮食材や加工品売場などを見学し、幅広いニーズに合わせ
て様々な商品が販売されていることを学びました。
　また、直売所の仕組みや特徴、商品の販売方法などにつ
いて職員に積極的に質問し、直売所について理解を深めま
した。

小島小学校の児童らが
直売所見学を行いました

よってみーな池田
10 3/

　大野町かき振興会は、柿「早秋」「太秋」の出荷を目前に
目ぞろえ会を行いました。生産者や市場関係者らが参加
し、同会の技術部員から着色ムラや日焼け果、傷の程度
など複数の選果基
準について説明を
受け、高品質出荷
に向けて意思統一
を図りました。

早秋・太秋の目ぞろえ会を
行いました

大野営農経済センター
9 24/

愛情たっぷり
おいしいカレーが
できました！

JAいび川の子どもたちへの食農教育活動に
興味がある・取り組んでみたい

保育園、幼児園の教育関係者の方は、
お気軽に最寄りの支店までお問い合わせください！

　当JA揖斐支店は、揖斐川流域の地産地消に親しみ、地域
の自然環境を保全する活動を広げようと、西濃環境NPO
ネットワークが主催する「第11回　アースデイIBIGAWA」
に出店しました。美濃いび茶やカキーマカレーなどを販売
し、来場者へ揖斐
郡産の農産物の魅
力を伝え交流を楽
しみました。

アースデイIBIGAWAに
出店しました

パレットピアおおの
10 10/

　交通事故を減らし、安全・安心な地域づくりを目指そうと、秋
の全国交通安全運動に参加し啓発活動を行いました。揖斐警
察署主導のもと街頭指導所を開設し、ドライバーへ啓発チラシ
を手渡したほか、のぼり
旗や横断幕を掲げ、安
全運転やシートベルト
着用の徹底を呼びかけ
ました。

安全・安心な地域づくりを目指して
秋の全国交通安全運動に参加しました

揖斐警察署前
9 28/

地域の農業振興に貢献された
加納準一さんへ感謝状を贈りました

　長年にわたって生
活環境の整備や農業
用水の多面的機能の
発揮、地域農業の振興
に貢献され、揖東土地
改良区理事長を務め
た加納準一さんへ感
謝状を贈りました。堀尾茂之組合長からこれまでの功績に敬
意を表し、感謝状が手渡されました。

本店
9 15/ 活気ある支店運営を目指して

揖斐支店運営委員会会議を開きました

　揖斐支店運営委員会は、積極的に組合員の皆さまの
意見を取り入れ、活気ある支店運営を進めるため会議を
開きました。当JA常勤役員も参加し、今後の支店活動や
店舗再編計
画などについ
て意見を交わ
しました。

揖斐支店
9 28/

　当JAは、県内外の多くの方へ揖斐郡の農業の魅力につい
て紹介しようと、「ぎふアグリチャレンジフェアin名古屋」に
出展しました。新たに農業に挑戦してみたい方に向け、営農
課の職員が就農
に関するサポー
ト体制などを説
明しました。

就農希望者を応援！
ぎふアグリチャレンジフェアに参加しました

ウインクあいち
9 19/

6/22～7/22
蟹　座

● 全体運…中旬までは計画的に動けます。仕事や学習の時間を詰め込んで。下旬は自由な時間を楽しみましょう。外出も吉
● 健康運…体力アップの好機。ハードなメニューもOK
● 幸運を呼ぶ食べ物…ホタテ

● 全体運…好調運です。あなたの存在が難しい問題を解決に導き感謝されそう。笑顔と誠意が幸運の鍵。華やかな場にツキ
● 健康運…心の健康が最優先。カラオケで気分転換を
● 幸運を呼ぶ食べ物…ホウレンソウ

かに

双子座
5/21～6/21

ふた  ご
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JAいび川管内のニュース、イベントなどを紹介します

食と農のつながりを学ぶ
市橋保育園の園児らとおいしいカレーを作りました

　当JA八幡支店職員と地域住民で構成する八幡支店運営委員会は、食農教育活動を
通じた次世代や地域とのつながりを深めようと、管内にある市橋保育園で4月から野
菜の栽培体験に取り組んできました。「みんなでつくろう！いちはしカレー！！」をスロー
ガンに掲げ、園内で年長児11人とピーマン、ニンジン、トマト、ナスのプランター栽培と
バケツ稲作に挑戦しました。
　10月1日に親子料理教室を開催し、収穫した農作物を使ってカレーを作りました。園
児が保護者と一緒に野菜の皮むきや煮込む作業などを楽しみ、地場産食材がたっぷり
入った「いちはしカレー」が完成しました。参加した園児らは「カレーを作るのは初めて
だったけど、最後まで頑張って作った。おいしいカレーができて嬉しい」と笑顔で感想
を話してくれました。

八幡支店運営委員会
10 1/

　当JAは池田町で農業を営む（株）ふる里いびや地域住民
らと連携し、愛知県名古屋市の稲葉地こども園の園児ら
62人を招き、オクラの収穫体験を行いました。同社はこれま
で県内外の保育園を招いて収穫会を開いており、今回で
4回目の実施となりました。
　園児らは、同社が耕作放棄地を再生した約10aのほ場
で、職員らの力を借りながら袋がいっぱいになるまで収穫
を楽しみました。同社の森智明社長は「自然とのふれあいを
通じて、子ども
たちが食と農に
興味を持ってく
れたら嬉しい」
と話しました。

名古屋市の園児らが
オクラの収穫体験を楽しみました

池田町小寺地区
9 30/

　小島小学校3年生の児童36人が、社会科学習の一環で
よってみーな池田の見学を行いました。児童らは店内の生
鮮食材や加工品売場などを見学し、幅広いニーズに合わせ
て様々な商品が販売されていることを学びました。
　また、直売所の仕組みや特徴、商品の販売方法などにつ
いて職員に積極的に質問し、直売所について理解を深めま
した。

小島小学校の児童らが
直売所見学を行いました

よってみーな池田
10 3/

　大野町かき振興会は、柿「早秋」「太秋」の出荷を目前に
目ぞろえ会を行いました。生産者や市場関係者らが参加
し、同会の技術部員から着色ムラや日焼け果、傷の程度
など複数の選果基
準について説明を
受け、高品質出荷
に向けて意思統一
を図りました。

早秋・太秋の目ぞろえ会を
行いました

大野営農経済センター
9 24/

愛情たっぷり
おいしいカレーが
できました！

JAいび川の子どもたちへの食農教育活動に
興味がある・取り組んでみたい

保育園、幼児園の教育関係者の方は、
お気軽に最寄りの支店までお問い合わせください！

　当JA揖斐支店は、揖斐川流域の地産地消に親しみ、地域
の自然環境を保全する活動を広げようと、西濃環境NPO
ネットワークが主催する「第11回　アースデイIBIGAWA」
に出店しました。美濃いび茶やカキーマカレーなどを販売
し、来場者へ揖斐
郡産の農産物の魅
力を伝え交流を楽
しみました。

アースデイIBIGAWAに
出店しました

パレットピアおおの
10 10/

　交通事故を減らし、安全・安心な地域づくりを目指そうと、秋
の全国交通安全運動に参加し啓発活動を行いました。揖斐警
察署主導のもと街頭指導所を開設し、ドライバーへ啓発チラシ
を手渡したほか、のぼり
旗や横断幕を掲げ、安
全運転やシートベルト
着用の徹底を呼びかけ
ました。

安全・安心な地域づくりを目指して
秋の全国交通安全運動に参加しました

揖斐警察署前
9 28/

地域の農業振興に貢献された
加納準一さんへ感謝状を贈りました

　長年にわたって生
活環境の整備や農業
用水の多面的機能の
発揮、地域農業の振興
に貢献され、揖東土地
改良区理事長を務め
た加納準一さんへ感
謝状を贈りました。堀尾茂之組合長からこれまでの功績に敬
意を表し、感謝状が手渡されました。

本店
9 15/ 活気ある支店運営を目指して

揖斐支店運営委員会会議を開きました

　揖斐支店運営委員会は、積極的に組合員の皆さまの
意見を取り入れ、活気ある支店運営を進めるため会議を
開きました。当JA常勤役員も参加し、今後の支店活動や
店舗再編計
画などについ
て意見を交わ
しました。

揖斐支店
9 28/

　当JAは、県内外の多くの方へ揖斐郡の農業の魅力につい
て紹介しようと、「ぎふアグリチャレンジフェアin名古屋」に
出展しました。新たに農業に挑戦してみたい方に向け、営農
課の職員が就農
に関するサポー
ト体制などを説
明しました。

就農希望者を応援！
ぎふアグリチャレンジフェアに参加しました

ウインクあいち
9 19/

6/22～7/22
蟹　座

● 全体運…中旬までは計画的に動けます。仕事や学習の時間を詰め込んで。下旬は自由な時間を楽しみましょう。外出も吉
● 健康運…体力アップの好機。ハードなメニューもOK
● 幸運を呼ぶ食べ物…ホタテ

● 全体運…好調運です。あなたの存在が難しい問題を解決に導き感謝されそう。笑顔と誠意が幸運の鍵。華やかな場にツキ
● 健康運…心の健康が最優先。カラオケで気分転換を
● 幸運を呼ぶ食べ物…ホウレンソウ

かに

双子座
5/21～6/21

ふた  ご
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　大豆ほ場では、アメリカセンダングサ、タデ類、帰
化アサガオなどの雑草が良く見受けられます。これ
らの雑草は、収穫時に汚損粒の原因となるため、事
前に取り除いておきましょう。

　今年の大豆は8月上旬の大雨により湿害を受けたほ
場が多い状況です。収穫は大豆の茎葉の大半が黄化・
落葉し、茎を振ると莢内の豆が「カラカラ」という音がし
てから1週間後くらいが適期です。

● 収穫前に雑草の除去を ● 落葉後に収穫しましょう

揖斐郡内で栽培される小麦「イワイノダイチ」は、主にうどん用として流通しており、製粉業者から
品質の安定した1等麦の栽培が求められています。また、麦茶用で栽培されている大麦「さやかぜ」
は、毎年安定した収量とおいしさのため高いタンパク含量が要望されています。いずれも栽培暦
に準じた栽培を行い、次の点に注意して適切な栽培管理に努めましょう。

大豆

　近年、水田土壌の地力が衰えているように思われます。稲を含む農作物作りには、「土づくり」が欠かせません。
　一般に植物は、肥料の3要素である窒素（N）、リン酸（P）、カリウム（K）に加え17元素（※）の微量要素を必要とし
ます。そのため窒素、リン酸、カリウムを主成分とする化成肥料のみの施用では、年々その他の必要な成分が不足し
ていくので、適宜堆廐肥や稲わら等、有機物の投入、土づくり肥料を施用することにより、地力維持を図りましょう。
「石灰窒素」は稲わらの腐熟を促進する資材で、土壌中の腐植含量を増加させ、地力の維持や土壌物理性の改善に
役立ち、ジャンボタニシの防除としても効果があります。また水稲は特に珪酸分を必要とするので、「農力アップ」と
「けい酸加里プレミア34」などを継続的に使い、地力維持を心掛けましょう。
（※炭素、水素、酸素、窒素、硫黄、リン、カリウム、カルシウム、マグネシウム、鉄、ほう素、マンガン、銅、亜鉛、モリブデン、塩素、ニッケル）

● 持続可能な稲作のために

● 雑草対策

柿

● 播種と湿害対策
　排水対策と同様に、雑草対策も大切です。雑草の発
生は麦の生育を阻害するので、早めの対策が必要で
す。除草剤リベレーターフロアブルの使用時期は、播種
後から麦3葉期（雑草発生前～イネ科雑草1葉期まで）
に10a当たり60～80mlを水100ℓに希釈して散布し
ましょう。
　初期除草剤の効果が低かった場合は、雑草の発生
初期にハーモニーDF（10a当たり4～5kg散布）を使用
しましょう。ヤエムグラが多い場合は、アクチノールB乳
剤（10a当たり100～200mlを70～100ℓの水で希釈）
を使用します。

　小麦の播種は11月10日までに終了するようにし
ましょう。生育期間を通じて気をつけることは湿害
対策です。排水の良し悪しが、生育および収量に大
きく影響します。集中豪雨で滞水することも考慮し、
従来の額縁排水路に加え、ほ場の中央にも溝を作
り、必ず排水口につなげましょう。栽培期間中は定
期的に排水路の管理を行い、ほ場内に滞水しない
ようにしましょう。
　また、苦土石灰、ようりんによる土壌改良を行い、
小麦の基肥にはセラコートR25を10a当たり20kg
を施用しましょう。

　今年の富有柿の生育は、着色開始の引き金となる日平均気温23℃になった日が、9月20日（昨年9月
3日、おととし9月20日）となり、平年よりやや遅い状況となっています。また、肥大状況は平年より進んでいます。
　病害虫については、早秋で炭そ病が昨年発生した園や、湿度が高い園で発生しました。富有柿も、引き続き園内を
よく観察し、被害果を見つけたら園外へ持ち出し、土中に埋める等の対策をお願いします。

● 苗木の植え付け

麦類

　柿園が混み合って、風通しや日当たり、作業効率など悪くなっていませんか？
　日当たりが悪いと次年度生理落果が発生し着果不足になったり、風通しが悪いと病害虫の発生も多くなりま
す。柿の肥大や品質向上には、樹が
伸び伸び育ち、葉がお日様の恵みを
十分受けられるよう、適正な縮・間伐
と整枝・剪定をおこないましょう。こ
の冬、計画的に縮・間伐が進められ
るよう、実施する樹にあらかじめ目印
をつけておきましょう。

　今月下旬から、苗木の植え付け適期です。5年後、10年後の柿園の姿を思い描いて、計画的に栽植、品種更新を
していきましょう。

富有の収穫期本番です。家庭選果をしっかり行い、消費者へ美味しい柿を届けましょう！

　カイガラムシが発生したほ場は、収穫時に多発生樹に印をつけておきま
しょう。休眠期に樹幹又部を中心に粗皮削りを行い、ハーベストオイルによ
る防除を行いましょう。また、炭そ病、落葉病が発生したほ場では、落ち葉の
処分や炭そ病の病斑がある枝の除去など、ほ場の清掃を徹底しましょう。

　樹幹害虫（ヒメコスカシバ、フタモンマダラメイガ）対策にも、冬場の粗皮
削りが有効です。

● 来年に備えて越冬病害虫（炭そ病、落葉病、カイガラ
　 ムシ類・樹幹害虫など）　対策を行いましょう。

● 日当たり・風通しの良い柿園づくりのために

水稲

カイガラムシが発生した樹に
印をつけておきましょう！

混み合っている樹 日当たり・風通しの良い樹

● 全体運…頑張るほど空回りしてしまうときはあるもの。肩の力を抜いてみて。視点を変えると意外な解決策に気付けるはず
● 健康運…チームでできる運動がお勧め。競技参加も吉
● 幸運を呼ぶ食べ物…ハクサイ

● 全体運…交友関係が広がり楽しめます。ただ、トラブルを持ち込んでくる人も。時にはNOとはっきり言うことも大切
● 健康運…規則正しい生活で健康をキープ。夜更かしは控えて
● 幸運を呼ぶ食べ物…ネギ8/23～9/22

乙女座
おと　め

獅子座
7/23～8/22

し　 し
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　大豆ほ場では、アメリカセンダングサ、タデ類、帰
化アサガオなどの雑草が良く見受けられます。これ
らの雑草は、収穫時に汚損粒の原因となるため、事
前に取り除いておきましょう。

　今年の大豆は8月上旬の大雨により湿害を受けたほ
場が多い状況です。収穫は大豆の茎葉の大半が黄化・
落葉し、茎を振ると莢内の豆が「カラカラ」という音がし
てから1週間後くらいが適期です。

● 収穫前に雑草の除去を ● 落葉後に収穫しましょう

揖斐郡内で栽培される小麦「イワイノダイチ」は、主にうどん用として流通しており、製粉業者から
品質の安定した1等麦の栽培が求められています。また、麦茶用で栽培されている大麦「さやかぜ」
は、毎年安定した収量とおいしさのため高いタンパク含量が要望されています。いずれも栽培暦
に準じた栽培を行い、次の点に注意して適切な栽培管理に努めましょう。

大豆

　近年、水田土壌の地力が衰えているように思われます。稲を含む農作物作りには、「土づくり」が欠かせません。
　一般に植物は、肥料の3要素である窒素（N）、リン酸（P）、カリウム（K）に加え17元素（※）の微量要素を必要とし
ます。そのため窒素、リン酸、カリウムを主成分とする化成肥料のみの施用では、年々その他の必要な成分が不足し
ていくので、適宜堆廐肥や稲わら等、有機物の投入、土づくり肥料を施用することにより、地力維持を図りましょう。
「石灰窒素」は稲わらの腐熟を促進する資材で、土壌中の腐植含量を増加させ、地力の維持や土壌物理性の改善に
役立ち、ジャンボタニシの防除としても効果があります。また水稲は特に珪酸分を必要とするので、「農力アップ」と
「けい酸加里プレミア34」などを継続的に使い、地力維持を心掛けましょう。
（※炭素、水素、酸素、窒素、硫黄、リン、カリウム、カルシウム、マグネシウム、鉄、ほう素、マンガン、銅、亜鉛、モリブデン、塩素、ニッケル）

● 持続可能な稲作のために

● 雑草対策

柿

● 播種と湿害対策
　排水対策と同様に、雑草対策も大切です。雑草の発
生は麦の生育を阻害するので、早めの対策が必要で
す。除草剤リベレーターフロアブルの使用時期は、播種
後から麦3葉期（雑草発生前～イネ科雑草1葉期まで）
に10a当たり60～80mlを水100ℓに希釈して散布し
ましょう。
　初期除草剤の効果が低かった場合は、雑草の発生
初期にハーモニーDF（10a当たり4～5kg散布）を使用
しましょう。ヤエムグラが多い場合は、アクチノールB乳
剤（10a当たり100～200mlを70～100ℓの水で希釈）
を使用します。

　小麦の播種は11月10日までに終了するようにし
ましょう。生育期間を通じて気をつけることは湿害
対策です。排水の良し悪しが、生育および収量に大
きく影響します。集中豪雨で滞水することも考慮し、
従来の額縁排水路に加え、ほ場の中央にも溝を作
り、必ず排水口につなげましょう。栽培期間中は定
期的に排水路の管理を行い、ほ場内に滞水しない
ようにしましょう。
　また、苦土石灰、ようりんによる土壌改良を行い、
小麦の基肥にはセラコートR25を10a当たり20kg
を施用しましょう。

　今年の富有柿の生育は、着色開始の引き金となる日平均気温23℃になった日が、9月20日（昨年9月
3日、おととし9月20日）となり、平年よりやや遅い状況となっています。また、肥大状況は平年より進んでいます。
　病害虫については、早秋で炭そ病が昨年発生した園や、湿度が高い園で発生しました。富有柿も、引き続き園内を
よく観察し、被害果を見つけたら園外へ持ち出し、土中に埋める等の対策をお願いします。

● 苗木の植え付け

麦類

　柿園が混み合って、風通しや日当たり、作業効率など悪くなっていませんか？
　日当たりが悪いと次年度生理落果が発生し着果不足になったり、風通しが悪いと病害虫の発生も多くなりま
す。柿の肥大や品質向上には、樹が
伸び伸び育ち、葉がお日様の恵みを
十分受けられるよう、適正な縮・間伐
と整枝・剪定をおこないましょう。こ
の冬、計画的に縮・間伐が進められ
るよう、実施する樹にあらかじめ目印
をつけておきましょう。

　今月下旬から、苗木の植え付け適期です。5年後、10年後の柿園の姿を思い描いて、計画的に栽植、品種更新を
していきましょう。

富有の収穫期本番です。家庭選果をしっかり行い、消費者へ美味しい柿を届けましょう！

　カイガラムシが発生したほ場は、収穫時に多発生樹に印をつけておきま
しょう。休眠期に樹幹又部を中心に粗皮削りを行い、ハーベストオイルによ
る防除を行いましょう。また、炭そ病、落葉病が発生したほ場では、落ち葉の
処分や炭そ病の病斑がある枝の除去など、ほ場の清掃を徹底しましょう。

　樹幹害虫（ヒメコスカシバ、フタモンマダラメイガ）対策にも、冬場の粗皮
削りが有効です。

● 来年に備えて越冬病害虫（炭そ病、落葉病、カイガラ
　 ムシ類・樹幹害虫など）　対策を行いましょう。

● 日当たり・風通しの良い柿園づくりのために

水稲

カイガラムシが発生した樹に
印をつけておきましょう！

混み合っている樹 日当たり・風通しの良い樹
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● 健康運…チームでできる運動がお勧め。競技参加も吉
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し　 し
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Woman Activity生き活きウーマン

秋～冬まきでは、寒さに強く、低温でも
よく伸びる品種「オシリス」（サカタのタ
ネ）、「伸兵衛」（タキイ種苗）など、特徴
のある品種では、葉に切り込みの多い
「冬ごのみ」（タキイ種苗）、寒締め栽培
向きには葉に縮みのある「雪美菜02」
（雪印種苗）などがあります。

月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

中間地

暖地

種まき 生育トンネル 収穫

栽培カレンダー

ホウレンソウは酸性土を
嫌うため、事前に1㎡当
たり苦土石灰150gを畑
全体に散布して、よく耕
しておきます。次に、1㎡
当たり化成肥料（NPK各
成分10％）200gと堆肥
2kgを土とよく混和して
おきます。

栽培床は平らになら
し、条間15cm、深さ
2cm程度のまき溝を
切り、1cm間隔に種
まきします。1cmくら
い覆土をし、たっぷ
りかん水します。

畑の準備1

1回目は発芽がそろったときに
込み合っている所を抜き取り、
その後、2、3回に分けて間引
き、1本立ちにします。マルチな
しの栽培では最終的に株間を
5、6cmにします。また、草丈
10～15cmの頃、1㎡当たり化
成肥料30gを追肥し、株元に
軽く土寄せします。

間引きと追肥5

種まき3

冬の寒さでおいしさアップ

園芸研究家　成松次郎

草丈25cmくらいを収穫の目安にしますが、30cm程度になって
もホウレンソウ本来のおいしさは変わりません。株元の根を鎌や
はさみで切り取り、枯れ葉を除いて200gくらいに束ねます。な
お、寒締め栽培は収穫2、3週間前にトンネルを開放し、寒さにさ
らします。葉が厚くなり、放射状に広がったら収穫します。

収穫6

幅70～80cm、高さ5～10cmの栽培床を作り、平らにな
らします。畑が乾燥しているときは、かん水して土壌水分
が適度な状態にしておきます。マルチ栽培では15cm間隔
の黒色穴開きシートを使います。

畝立て2

トンネル資材は有孔フィルム
を使用すれば日中は高温にな
らず、生育の徒長を防げます。

トンネルの被覆4

化成肥料

堆肥

15cm

70～80cm

5、6cm 5、6cm

ホウレンソウの生育適温は、15～20℃で冷涼な気候を好みます。
耐寒性は強いですが暑さには弱く、25℃以上になると生育が衰えます。

冬取りは栄養価が高く、甘味も増し最もおいしいです。中間地から暖地の作型となります。

9月23日に女性部大学9月講座「音楽鑑賞会」を谷汲
サンサンホールで行いました。マリンバ、ピアノ、二胡、
アルパの4つの楽器を演奏するアンサンブルグループ
「音の和」様を招き、「津軽海峡冬景色」や「川の流れの
ように」など馴染み深い曲を中心
に演奏していただきました。
参加した皆さんからは「楽器

のハーモニーがとても綺麗で癒
されました。素敵な演奏で自然と
笑顔になれました」と感想をいた
だきました。

女性部大学9月講座
音楽鑑賞会を開きました

JAいび川女性部は、協同の力を発揮し住みよい地域
社会づくりに貢献しようと、様々な活動に取り組んでい
ます。今年6月からは、SDGs（持続可能な目標）に関連
する取り組みの一つとしてアクリルたわしの制作を行
い、様々なデザインのたわしが約1250個集まりました！
地域の皆さんにもSDGs活動の輪を広げるため、フェス
ティバル3会場でアクリルたわしの無料配布を行いま
す。ぜひお立ち寄りください♪

JAいび川女性部SDGs活動
アクリルたわしをフェスティバルで
配布します！

マリンバの演奏を
体験しました。
初めてでドキドキ
しましたが、
楽しかったです！

デイサービスセンター清流の里では、9月17日に行っ
た敬老会で、近年増加している特殊詐欺の手口や注意
点を知ってもらおうと職員が詐欺の事例を寸劇で紹介
し、被害防止を呼びかけました。

特殊詐欺の被害防止を呼びかけました

元気に ライフ

介護事業だより

電話でのお金の話は
詐欺の可能性があるので十分注意しましょう。

10月5日、デイサービスセンター清流の里の職員
2名が揖斐川中学校1年生の総合学習の一環である
「職業講話」に参加しました。介護職に興味がある約
30名の生徒に向け、仕事内容ややりがい、仕事に就
いたきっかけなどを話し、介護職の魅力を伝えました。

揖斐川中学校で職業講話を行いました

認知症・介護の相談の場

認知症カフェのご案内
◆ 日時 11月18日（金）
  13時30分～15時

開催場所

住　　所

（0585）23-0155電　　話

訪問介護ステーション（デイサービスセンター清流の里）

揖斐川町三輪2439-1

※新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、開催を中止させていただく
場合がございますので予めご了承ください。

失語症カフェのご案内
◆ 日時 11月19日（土）
  13時30分～15時

おと わ

楽器の演奏に挑戦！

● 全体運…のんびり過ごせます。趣味の時間を充実させ創作活動に力を入れるのも良さそう。おいしいものを食べて運気アップ
● 健康運…記録更新のチャンス！準備運動はしっかりと
● 幸運を呼ぶ食べ物…カブ

天秤座
9/23～10/23 10/24～11/22

● 全体運…大逆転を起こすチャンス到来！うまくいっていないことがあるならてこ入れを。新発想が新しい道を開きます
● 健康運…得意な運動を楽しんで。友人を誘うのも◎
● 幸運を呼ぶ食べ物…リンゴ

蠍　座
さそりてん びん
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新型コロナウイルス感染症にかかる
入院共済金等のお支払いについて

組合員・利用者の皆様へ

お問い合わせ

本件に関するお問い合わせについては、下記にて承ります。

なお、個別のご契約内容（共済金の支払いに関する事項等）については、最寄りの支店へお問い合わせください。

午前９時から午後６時（月曜日～金曜日※）
午前９時から午後５時（土曜日※）0120-536-093 ※祝日を除きます。

22211120023

※JA共済ホームページ（https://www.ja-kyosai.or.jp/）においても、新型コロナウイルス感染症に関連した当会の取組みについて、随時最新の情報を掲載しておりますので、あわせてご確認ください。

JA共済
相談受付センター

受付時間電話番号

ポイント

1

65歳以上
の方

入院を
要する方

妊娠中
の方

重症化リスクがあり、新型コロナウイルス治療薬の投与または
新型コロナウイルス罹患により新たに酸素投与が必要な方

※令和4年9月25日（日）以前に新型コロナウイルス感染症と診断された方につきましては、重症化リスクにかかわらず、従前どおりのお取扱いといたします。

※検査日ではなく、診断日での判断となります。

診断日※

9月25日以前 9月26日以降
ケース

入院された場合

重症化リスクの高い方

上記以外の方
宿泊・自宅療養された場合
（特別取扱い）

お支払対象

お支払対象

お支払対象

お支払対象

お支払対象

お支払対象外

新型コロナウイルス感染症と
診断された場合の
お支払い範囲

「みなし入院」のお支払い対象者について

令和4年9月26日（月）以降、医師により「新型コロナウイルス感染症」と診断された方のうち、重症化リスクの高い以下の方とします。

　今般、政府より新型コロナウイルス感染症に係る発
生届の対象範囲について、令和4年9月26日（月）以
降は全国一律に「重症化リスクの高い方」に限定され
ることが公表され、あわせて療養の考え方についても
見直されることとなりました。

　今回の政府による措置等を踏まえると、重症化リス
クの高い方以外（医師による発生届の対象とならない
方）については「常に医師の管理下において治療に
専念する」状態との判断ができなくなることから、令
和4年9月26日（月）以降の「みなし入院」のお支払
い対象者について、見直すことといたしました※。

見直し後の
ご請求手続き
について

※今後、法令の改正等がなされた場合には、必要に応じて更なる
　対応を行う可能性があります。

重症化リスクの高い方

ポイント

2
ポイント

3
ポイント

4
「みなし入院」の取扱いを
開始した経緯について 今回の見直しの背景について

参考

　新型コロナウイルス感染症に罹患された皆さまに謹んでお見舞い申しあげますとともに、一日も早いご回復を
心よりお祈り申しあげます。
　ＪＡ共済では、令和２年4月から実施しております新型コロナウイルス感染症にかかる入院保障
の特別取扱い（以下「みなし入院」）のお支払い対象者について、令和4年9月26日（月）より、以
下のとおり見直します。
　何卒ご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。

　入院共済金等は、共済約款において「医師による治
療が必要」であり、「自宅等での治療が困難」なため、
「病院または診療所に入り」、「常に医師の管理下にお
いて治療に専念する」場合にお支払対象とする旨、定
めています。

　　令和2年4月当時、新型コロナウイルス感染症に罹
患され、病院または診療所への入院が必要な状態にも
関わらず、病床の逼迫等の事情により入院することがで
きない状況が発生したことを受け、JAいび川では、組
合員・利用者の「安心」と「満足」を提供するというJA共
済事業の使命のもと、医師等の管理下で宿泊施設や自
宅での療養を余儀なくされた場合も、「入院」と同等に
取り扱う特別取扱い（みなし入院）を開始いたしました。

　見直し後のご請求手続きにつ
きましては、「重症化リスクの高
い方であること」の証明が必要と
なります。本人確認書類や母子
手帳など、組合員・利用者あるい
は医療機関等の負担とならない
よう検討し、後日あらためて下
記JA共済ホームページ等にて
ご案内いたします。

■ 税務相談（開催時間：10時～15時）
開催日

11月30日（水）
12月7日（水）
12月14日（水）
12月21日（水）

会　場
本　　店
池田支店
本　　店
大野支店

2022年
10月

（10時～12時）■ 葬儀事前相談会
会　場

セレモニーホール池田
セレモニーホール池田

開催日
11月16日（水）
12月15日（木）

■ 年金相談（開催時間：9時～15時）
開催日

11月10日（木）
11月17日（木）
11月24日（木）
12月1日（木）
12月8日（木）
12月15日（木）
12月25日（日）

会　場
養基支店
久瀬支店
池田支店
揖斐支店
大野支店
八幡支店
本　　店

2022年
11月

※相談は無料です。
※税務・年金相談を希望される方は、事前に最寄り
の支店または開催店舗へ相談日時の予約申込み
をお願いします。
※税務相談は、前日までに予約がない場合、中止と
なりますのでご了承ください。

EVENT
SCHEDULE

INFORMATION

よってみーないび 
営業時間   9時～15時 定休日   毎週水曜日

お米の日毎月「8」がつく日

 11月11日（金）～13日（日）

11月25日（金）～27日（日）

12月9日（金）～11日（日）

12月23日（金）～30日（金）

セール

セール

セール

年末セール   

農林畜産物直売所 よってみーな大野
営業時間   9時～17時 定休日   第1火曜日

お米の日毎月「6」がつく日

11月11日（金）～13日（日）

11月25日（金）～27日（日）

12月9日（金）～11日（日）

12月23日（金）～30日（金）

セール  

セール

セール

年末セール   

農林畜産物直売所

よってみーな池田
営業時間   9時～17時 定休日   毎週水曜日

お米の日毎月「8」がつく日

11月11日（金）～13日（日）

11月25日（金）～27日（日）

12月9日（金）～11日（日）

12月23日（金）～30日（金）

セール

セール

セール

年末セール

農林畜産物直売所

農産物直売所
平日 10時～17時
土日祝日 9時30分～17時
毎週水曜日

11月11日（金）～13日（日）

11月25日（金）～27日（日）

12月9日（金）～11日（日）

12月23日（金）～27日（火）

26日（風呂の日）

セール

セール

セール

年末セール

お米の日   

道の駅池田温泉 営業時間

定 休 日

オートパル池田 営業時間変更のお知らせ 11月1日より営業時間を左記の通り変更させていただきます。
何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。

定休日　　月曜日日曜・祝祭日 10：00～15：00火～土曜日 9：00～18：00 オートパル池田
（池田町山洞6番地） お問い合わせ TEL 0585-44-1175

約4～5人前　　
宅配価格

18,252円（税込）

約3～4人前　　
宅配価格

15,660円（税込）

約2～3人前　　
宅配価格

11,340円（税込）

約5～6人前　　
宅配価格

24,300円（税込）
約3～4人前　　
宅配価格

18,900円（税込）

ご注文は各支店・
事業所窓口で承っております。 12月2日（金） ※詳しくは本紙の折り込み

　チラシをご覧ください。
ご注文締切日 12月29日（木）・30日（金）商品お届け日

● 全体運…問題は多くても、やるべきことは見えてきます。全て丸くは収まらないので取捨選択を。大切なことを優先して◎
● 健康運…疲れを感じたら足浴でリフレッシュ
● 幸運を呼ぶ食べ物…ヤマトイモ

射手座
11/23～12/21 12/22～1/19

● 全体運…交友関係が活発化。新しい情報も入ってきて新展開が見えてきそう。話し合いながら進める姿勢が好環境をつくります
● 健康運…発酵食品で健康増進。ぬか漬けやかす汁にツキ
● 幸運を呼ぶ食べ物…シュンギク

山羊座
や　ぎい　て
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新型コロナウイルス感染症にかかる
入院共済金等のお支払いについて

組合員・利用者の皆様へ

お問い合わせ

本件に関するお問い合わせについては、下記にて承ります。

なお、個別のご契約内容（共済金の支払いに関する事項等）については、最寄りの支店へお問い合わせください。

午前９時から午後６時（月曜日～金曜日※）
午前９時から午後５時（土曜日※）0120-536-093 ※祝日を除きます。

22211120023

※JA共済ホームページ（https://www.ja-kyosai.or.jp/）においても、新型コロナウイルス感染症に関連した当会の取組みについて、随時最新の情報を掲載しておりますので、あわせてご確認ください。

JA共済
相談受付センター

受付時間電話番号

ポイント

1

65歳以上
の方

入院を
要する方

妊娠中
の方

重症化リスクがあり、新型コロナウイルス治療薬の投与または
新型コロナウイルス罹患により新たに酸素投与が必要な方

※令和4年9月25日（日）以前に新型コロナウイルス感染症と診断された方につきましては、重症化リスクにかかわらず、従前どおりのお取扱いといたします。

※検査日ではなく、診断日での判断となります。

診断日※

9月25日以前 9月26日以降
ケース

入院された場合

重症化リスクの高い方

上記以外の方
宿泊・自宅療養された場合
（特別取扱い）

お支払対象

お支払対象

お支払対象

お支払対象

お支払対象

お支払対象外

新型コロナウイルス感染症と
診断された場合の
お支払い範囲

「みなし入院」のお支払い対象者について

令和4年9月26日（月）以降、医師により「新型コロナウイルス感染症」と診断された方のうち、重症化リスクの高い以下の方とします。

　今般、政府より新型コロナウイルス感染症に係る発
生届の対象範囲について、令和4年9月26日（月）以
降は全国一律に「重症化リスクの高い方」に限定され
ることが公表され、あわせて療養の考え方についても
見直されることとなりました。

　今回の政府による措置等を踏まえると、重症化リス
クの高い方以外（医師による発生届の対象とならない
方）については「常に医師の管理下において治療に
専念する」状態との判断ができなくなることから、令
和4年9月26日（月）以降の「みなし入院」のお支払
い対象者について、見直すことといたしました※。

見直し後の
ご請求手続き
について

※今後、法令の改正等がなされた場合には、必要に応じて更なる
　対応を行う可能性があります。

重症化リスクの高い方

ポイント

2
ポイント

3
ポイント

4
「みなし入院」の取扱いを
開始した経緯について 今回の見直しの背景について

参考

　新型コロナウイルス感染症に罹患された皆さまに謹んでお見舞い申しあげますとともに、一日も早いご回復を
心よりお祈り申しあげます。
　ＪＡ共済では、令和２年4月から実施しております新型コロナウイルス感染症にかかる入院保障
の特別取扱い（以下「みなし入院」）のお支払い対象者について、令和4年9月26日（月）より、以
下のとおり見直します。
　何卒ご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。

　入院共済金等は、共済約款において「医師による治
療が必要」であり、「自宅等での治療が困難」なため、
「病院または診療所に入り」、「常に医師の管理下にお
いて治療に専念する」場合にお支払対象とする旨、定
めています。

　　令和2年4月当時、新型コロナウイルス感染症に罹
患され、病院または診療所への入院が必要な状態にも
関わらず、病床の逼迫等の事情により入院することがで
きない状況が発生したことを受け、JAいび川では、組
合員・利用者の「安心」と「満足」を提供するというJA共
済事業の使命のもと、医師等の管理下で宿泊施設や自
宅での療養を余儀なくされた場合も、「入院」と同等に
取り扱う特別取扱い（みなし入院）を開始いたしました。

　見直し後のご請求手続きにつ
きましては、「重症化リスクの高
い方であること」の証明が必要と
なります。本人確認書類や母子
手帳など、組合員・利用者あるい
は医療機関等の負担とならない
よう検討し、後日あらためて下
記JA共済ホームページ等にて
ご案内いたします。

■ 税務相談（開催時間：10時～15時）
開催日

11月30日（水）
12月7日（水）
12月14日（水）
12月21日（水）

会　場
本　　店
池田支店
本　　店
大野支店

2022年
10月

（10時～12時）■ 葬儀事前相談会
会　場

セレモニーホール池田
セレモニーホール池田

開催日
11月16日（水）
12月15日（木）

■ 年金相談（開催時間：9時～15時）
開催日

11月10日（木）
11月17日（木）
11月24日（木）
12月1日（木）
12月8日（木）
12月15日（木）
12月25日（日）

会　場
養基支店
久瀬支店
池田支店
揖斐支店
大野支店
八幡支店
本　　店

2022年
11月

※相談は無料です。
※税務・年金相談を希望される方は、事前に最寄り
の支店または開催店舗へ相談日時の予約申込み
をお願いします。
※税務相談は、前日までに予約がない場合、中止と
なりますのでご了承ください。

EVENT
SCHEDULE

INFORMATION

よってみーないび 
営業時間   9時～15時 定休日   毎週水曜日

お米の日毎月「8」がつく日

 11月11日（金）～13日（日）

11月25日（金）～27日（日）

12月9日（金）～11日（日）

12月23日（金）～30日（金）

セール

セール

セール

年末セール   

農林畜産物直売所 よってみーな大野
営業時間   9時～17時 定休日   第1火曜日

お米の日毎月「6」がつく日

11月11日（金）～13日（日）

11月25日（金）～27日（日）

12月9日（金）～11日（日）

12月23日（金）～30日（金）

セール  

セール

セール

年末セール   

農林畜産物直売所

よってみーな池田
営業時間   9時～17時 定休日   毎週水曜日

お米の日毎月「8」がつく日

11月11日（金）～13日（日）

11月25日（金）～27日（日）

12月9日（金）～11日（日）

12月23日（金）～30日（金）

セール

セール

セール

年末セール

農林畜産物直売所

農産物直売所
平日 10時～17時
土日祝日 9時30分～17時
毎週水曜日

11月11日（金）～13日（日）

11月25日（金）～27日（日）

12月9日（金）～11日（日）

12月23日（金）～27日（火）

26日（風呂の日）

セール

セール

セール

年末セール

お米の日   

道の駅池田温泉 営業時間

定 休 日

オートパル池田 営業時間変更のお知らせ 11月1日より営業時間を左記の通り変更させていただきます。
何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。

定休日　　月曜日日曜・祝祭日 10：00～15：00火～土曜日 9：00～18：00 オートパル池田
（池田町山洞6番地） お問い合わせ TEL 0585-44-1175

約4～5人前　　
宅配価格

18,252円（税込）

約3～4人前　　
宅配価格

15,660円（税込）

約2～3人前　　
宅配価格

11,340円（税込）

約5～6人前　　
宅配価格

24,300円（税込）
約3～4人前　　
宅配価格

18,900円（税込）

ご注文は各支店・
事業所窓口で承っております。 12月2日（金） ※詳しくは本紙の折り込み

　チラシをご覧ください。
ご注文締切日 12月29日（木）・30日（金）商品お届け日

● 全体運…問題は多くても、やるべきことは見えてきます。全て丸くは収まらないので取捨選択を。大切なことを優先して◎
● 健康運…疲れを感じたら足浴でリフレッシュ
● 幸運を呼ぶ食べ物…ヤマトイモ

射手座
11/23～12/21 12/22～1/19

● 全体運…交友関係が活発化。新しい情報も入ってきて新展開が見えてきそう。話し合いながら進める姿勢が好環境をつくります
● 健康運…発酵食品で健康増進。ぬか漬けやかす汁にツキ
● 幸運を呼ぶ食べ物…シュンギク

山羊座
や　ぎい　て
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裏ページの応募ハガ
キに必要項目をご記
入の上、ポストへ投
函してください。

9月号の答え

ご解答は
裏ページの
解答欄へ

応募方法

出
題
／
ニ
コ
リ

タ
テ
の
カ
ギ

A B C D E

ツ キ ミ ザ ケ

●林  智美さん （揖斐川町）
●矢野  宗治さん （揖斐川町）
●池端  裕美さん （揖斐川町）
●梅田  静子さん （大野町）
●石原  健司さん （池田町）

応募総数　118通（うち正解者数118通）
9月号の当選者

クイズ正解者の中から抽選で５名様に
図書カード（1,000円分）をプレゼント！

・・・・・・・・・・・・・・・・・14，866人
・・・・・・・・・・19億62百万円
・・・・1,670億94百万円
・・・・・・・・182億91百万円
・・・・2,903億54百万円
・・・・・・・・・・12億27百万円
・・・・・・・・・・・・7億32百万円

組 合 員 数
出 資 金
貯 金 高
貸 出 金
長 期 共 済 保 有 高
購 買 品 取 扱 高
販 売 品 取 扱 高

理事会報告

第5回 理事会（2022年9月22日）
JAいび川の概況 （2022年9月末現在）

協議事項

報告事項
編集者のつぶやき

　秋も深まり、肌寒い日が増えてきました。これか

らが旬の富有柿は、果肉がジューシーで柔らか

く、お子様からご年配の方まで食べやすい柿です。

「柿が赤くなると医者が青くなる」ということわざ

があるほど、栄養豊富な柿。たくさん食べて元気

いっぱい過ごしましょう！私も

たくさん食べるぞー♪（朝田）

第1号議案 オートパル池田 営業時間の見直しについて

第2号議案 理事との利益相反取引の承認について

第3号議案 出資口数の減少について

第4号議案 育児介護休業法の改正に伴う「育児休業規程」「介
護休業規程」の一部変更について

第5号議案 令和4年度上半期地区総代会の開催について

以上の事項を承認可決しました。

① 委員会報告

② 第10次中期経営計画の進捗状況報告

③ 令和4年産主食用米及び水田活用米穀の出荷契約状況報告

④ 令和4年産 米概算金単価の設定について

⑤ 令和4年産米の買取価格について

⑥ 次世代総点検運動の取り組みについて

⑦ 8月末事業概況報告

⑧ 8月末収支状況報告

国民年金・厚生年金など

年金のお受け取りは
JAが便利です

山﨑 良明さん（77歳）
　　 良子さん（74歳）

あきよし

よしこ

揖斐川町 / 養基支店管内

「2012年の岐阜清流国体でカヌー競技の運営に携
わったことをきっかけに、揖斐川町カヌー協会の理事
長として競技の発展に努めています。昨年行われた東
京オリンピックには、カヌー競技の競技役員として参加
させていただきました。貴重な経験ができたことに感
謝しています。また、豊かな心を養うために生涯学習の
必要性を感じ、30代から『視聴覚教育』『生涯スポー
ツ』の振興に取り組んできました。これからも地域のた
めに様々な活動に挑戦していきたいです」と良明さん。

「母親がやっていたのをきっかけに始めた、いろいろ
な色のビーズを使ってお花を作る『アメリカンビーズフ
ラワー』を25年ほど続けています。現在、講師も務めて
おり、月に2回教室を開いています。教室に参加してく
れる皆さんとお話しする時間がとても楽しいです。趣味
のゴルフは、体も心もリフレッシュすることができ、良
い気分転換になっています。健康に気を配りながら、こ
れからも元気に過ごせたら嬉しいです」と良子さん。

キリトリ線 キリトリ線
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 1 11月3日は文化の日。＿＿天皇の誕生日でもあります
 2 浅草寺の表参道入り口に立つ雷＿＿
 4 カップルが組むことも
 5 11月23日は＿＿感謝の日。国民の祝日です
 6 不審に思う気持ち。＿＿の念を抱く
 8 牛や馬に与える餌のこと
11 眼科で視力＿＿を受けた
13 マラソン選手に沿道から飛ぶことも
14 クラブを持ってコースを回ります
15 兵庫県の＿＿市は子午線のまちとして知られています
17 イースター島にある巨大な石像
19 根拠のないうわさ話
21 木々が空中に伸ばすもの

ヨコのカギ

関わる人を
大切にしながら、
兄弟仲良く健やかに
成長していってね！

いつも笑顔でおちゃめな陽くん。アンパンマンが大好きです。ダンスが得意で、お気に入りの動画を流す
と、音楽に合わせて楽しそうに披露してくれます。幼児園で覚えたお誕生日の歌やきらきら星も上手に歌うこ
とができます。そんな陽くんが最近興味深々なことは、車！いろいろな車の名前や特徴を覚えて、お気に入り
の車を指さして教えてくれます。
今年３月に生まれた蒼くん。落ち着いた穏やかな性格で、あまり泣くことが無いそう。陽くんが側にいる

と、とても嬉しそうな表情をみせます。フルーツの離乳食がお気に入りで、おいしそうにもぐもぐ食べます。

揖斐川町 / 北和支店管内

クロスワードを解いて
Ａ→Ｅの二重ワクの
文字を順に並べると
1つの言葉ができます。

好きな言葉は
『情熱があれば、
人生は何時でも
青春である』です！

蒼くん
（0歳）

次男
あおい

陽くん
（2歳）

長男
ひなた

プレゼントが当たる！

● 全体運…頭の中では成功の絵が描けていても現実は厳しいと実感する場面がありそう。丁寧なコミュニケーションを心がけて
● 健康運…体調管理は計画的に。検診の予定も立てて
● 幸運を呼ぶ食べ物…サツマイモ

水瓶座
1/20～2/18 2/19～3/20

● 全体運…ちょっと驚く出来事に遭遇しそう。誤解もあるようなので、できるだけ事実のみを簡潔に述べるようにしましょう
● 健康運…疲れを感じたら早めに就寝。睡眠が味方
● 幸運を呼ぶ食べ物…ユリ根

魚　座
うおみずがめ
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今月の表紙は東さくらこども園ぞう組の33人のお
友だち。先月行われた運動会では、年中さんの頃か
ら取り組んできた鼓隊を披露し、おうちの方にかっ
こいい姿を見せることができました。年長さんになっ
て約半年が経ち、困っているお友だちに優しく声を
かけて助けてあげるなど、周りをよく見て自分から
行動する姿が増えてきました。
今後も、様々な活動やお友だちとの関わりを通して、
考える力や思いやりの心を育んでいきたいです。

112022

Vol.332

特集1

料金受取人払郵便

〈切手不要〉

4007

岐阜中央局
承 認

抽選で5名の方に図書カード
1,000円分をプレゼント！

差出有効期間
2024年3月
31日まで

揖斐郡小中学生

書道・交通安全ポスターコンクール結果発表！

特集2 JAいび川 文芸大会

11/30まで
（消印有効）

A B C D E

締切

11月号の答え

0120-215-522

JAカード紛失・盗難【盗難・紛失専用ダイヤル】

※フリーダイヤルにおかけの際は、お間違い
のないよう番号の確認をお願いします。
（携帯電話登録済の方含む）

こちらへ
ご相談ください

営業時間内は
最寄りの支店にご連絡下さい

キャッシュカード・通帳の場合

0120-159-674
ＪＡカード一体型の場合

当紙は再生紙を使用しています。

JAいび川
ホームページでも旬の情報を紹介しています。

https://www.jaibigawa.or.jp

0120-258931
ジ コ は ク ミ アイ

交通事故に遭われた時は

0120-182571

LPガスに関する緊急時の連絡先
JA監視センター（JA全農）

0120-54-4145

葬祭のお問い合わせ JA葬祭
JA葬祭コールセンター

0120-481-536
健康介護ホットライン

090-7046-0358
車の故障の場合は

休日・
夜間の
場合

困った時
心配な時 24時間受付・年中無休

JA Card

JAいび川広報紙

揖斐郡揖斐川町上南方15番地

いび川農業協同組合
総務部企画管理課 行

郵 便 は が き

5 0 1 0 6 9 0

ご応募いただいた方の個人情報はクイズの抽選及び本広報紙作成の
目的以外には使用致しません。

ご 住 所

電話番号

お 名 前

〒

（　　　 歳）

（　　　　  ）　　　　　ー

キ
リ
ト
リ
線

キリトリ線 キリトリ線

山
折
り

キリトリ線に沿って切り取り、中心を山折り、裏面をのり付けしてご応募ください

ご意見・ご要望をお聞かせください

● あなたの組合員区分にチェックしてください

● 揖斐郡の農業、農家さんへの応援メッセージ

● JAいび川の事業、店舗等に対するご意見・ご要望

正組合員 准組合員


