
直売所「ゆめ畑」農産物の店舗間輸送を開始 

 

 

 

ＪＡ筑紫は、４月３日から農産物直売所「ゆめ畑」

５店舗間で、生産者から預かった農産物の店舗間輸送

を始めました。これは、ＪＡ自己改革の一環。生産者

の出荷にかかる負担を軽減し、生産拡大を後押しする

ことで、農業所得の向上を目指します。 

店舗間輸送は、週３日。生産者が最寄りの直売所へ

持ち込んだ農産物を、配送担当のＪＡ職員がトラック

に積み込み１店舗目を出発。荷積と荷降ろしをしなが

ら、およそ２時間かけて４店舗をまわり、午前と午後

で往復します。 

これまで複数の店舗へ農産物を運び出荷していた

生産者は、店舗間輸送を利用することで、移動と出荷

にかかる時間やコストを削減。農作業に費やす時間を

確保できます。出荷者は「出荷の時間が削減されるの

で、生産を拡大していきたいです」と意気込みます。  

配送担当の職員は「生産者からお預かりした農産物

野菜を、大切に配送します」と話していました。  

 

新入職員決意を新たに 

 

ＪＡ筑紫は４月２日、筑紫野市のＪＡ本店で平成３

０年度新入職員入組式を行いました。決意を新たに式

に臨んだ１３人は、緊張した様子で辞令を受け取りま

した。  

新入職員代表の木下輝彦さんは「若さとチャレンジ

精神を持って、日々努力していきたいです」と、力強

く決意を表明。白水清博組合長は「決意した今の気持

ちを忘れず、仕事に責任を持って取り組んでほしい」

と新入職員を激励しました。 

 

食と農の大切さ学ぶ 「ちゃぐりん」寄贈 

 

 

 ＪＡ筑紫は４月３日、太宰府市役所で、家の光協

会発行の子ども向け情報誌「ちゃぐりん」２５冊を寄

贈しました。  

  ＪＡは、教育文化活動の一環として家の光３誌

の普及に取り組み、小学生には食と農の学習に役立つ

「ちゃぐりん」を幅広く読んでもらおうと、教育委員

会を通じて、毎月２５冊を２年間寄贈しています。  

  受け取った太宰府市の樋田京子教育長は「食育

は、子どもが成長していく中で重要なこと。この本を

通じて、食の大切さをしっかりと学んでほしいです」

と笑顔で話していました。ました。   

 



 

健全な苗届けます 

 

ＪＡ筑紫関連会社㈱ＪＡアグリサポート筑紫は、５

月２６日まで平成３０年産水稲苗の種子温湯消毒を、

ＪＡ筑紫本店横の育苗センターで行っています。初日

は、約 1680箱分の「夢つくし」種子を温湯消毒しま

した。温湯消毒は、水稲種子を袋詰めし、６０℃の湯

に１０分間浸します。薬品を使わずに、いもち病、ば

か苗病、イネ苗立枯細菌病などの病気や、イネシンガ

レセンチュウなどの害虫から種子を守る効果があり

ます。 

今年度は、約５万 4000箱分の種子を１３回に分け

て行う他、組合員からの申込み分を温湯消毒します。 

 

工事の無事を祈る 

 

ＪＡ筑紫は４月９日、那珂川町五郎丸で、やすらぎ

会館第２斎場の起工式を行いました。ＪＡ理事や役職

員、建設会社関係者など３７名が出席し、工事の無事

を祈りました。新会館は、建築面積 812．35㎡の平

屋建て。管内２つ目の斎場として平成 30年秋にオー

プン予定です。  

白水清博組合長は「組合員の強い要望で第２斎場を

建てることを決めました。地元の人に喜んでもらえる

ように運営していきたいです」と挨拶しました。 

 

無人ヘリ安全第一に 

 

麦刈りシーズンを前に、４月９日からＪＡ筑紫無人

ヘリ防除作業部会が「イチバンボシ」と「チクゴイズ

ミ」の防除作業が始めました。平成 30年度麦防除作

業の面積は約 212ha。作業は、麦刈り前の５月上旬

まで続きます。今年度から、新型機１機を更新。従来

のものに比べ性能が上がり、搭載できる農薬量が増え

たため、作業効率が良くなりました。また、従来のヘ

リより騒音を軽減できます。  

 ＪＡの担当職員は「基本を忠実に守り、安全第一で

防除作業を行って欲しいです」と話していました。 

 

ＪＡ筑紫軟弱野菜部会が総会 

ＪＡ筑紫軟弱野菜部会は４月 10 日、平成 29 年度ＪＡ筑紫軟弱野菜部会総会を開きました。部会員

５名と市場関係者、福岡市園芸振興協会、那珂川町役場職員、ＪＡ職員など 12名が参加しました。  

  総会では、適正施肥による土づくりや、農薬の適正な使用方法を徹底。関係機関と連携し、高品質な

農産物の生産に努め、市場での評価向上に繋げることを確認しました。 

 



 

農業の実践力を学ぶ 

 

福岡県農業大学校は４月 11日に入学式を開き、養

成科生 42名、研修科生 18名の合計 60名が、新た

なスタートをきりました。 

同校は２年間の養成科と、１年間の研修科の２つの

科があります。隣接する福岡県農林業総合試験場、県

内各地にある普及指導センターなどと連携しながら、

農業の実践力、指導力を身に付けます。  

新入生の門出を祝おうと、保護者や在校生、農業大

学校職員、ＪＡ福岡県中央会役職員など来賓らが参

加。川口進校長が「高い目標を持って技術や知識を身

につけ、将来のために貴重な時間を過ごしてほしいで

す」と、式辞を述べました。 

 

水稲播種式を行いました 

 

ＪＡ筑紫と㈱ＪＡアグリサポート筑紫は４月 11

日、本店の育苗センターで、平成 30年度水稲播種（は

しゅ）式を行い、健全な水稲苗の育苗と、作業の安全

を祈りました。 

品種は、「夢つくし」「元気つくし」「ヒノヒカリ」。

今年度はおよそ５万 5,500 箱を播種し、出荷する予

定です。温湯消毒をし、催芽させた水稲の種子をまき、

発芽室で３日間、緑化室で３～５日間管理。25～30

日間の育苗期間を経て、農家に届けます。  

白水清博組合長は「今年も、組合員の期待にこたえ

て立派な苗をつくってほしいです」と話しました。 

 

料理番組で旬のキャベツをＰＲ 

 

TVQ 九州放送の番組「ごちそうマエストロ」が、

４月 12日にＪＡ筑紫農産物直売所ゆめ畑大野城店で

番組収録を行いました。「この季節１番おいしい食材」

をテーマに、九州各地の生産者を訪ねる料理番組で、

人気お笑いトリオ「ロバート」の馬場裕之さんと秋山

竜次さん、リポーターの上野敏子さんが大野城店を訪

問しました。 

組合員の城戸一郎さんが育てた旬のキャベツを使

い、特設キッチンで３品のレシピを調理。城戸さんは、

旬のキャベツならではの、みずみずしい美味しさを

PR し、出演者と一緒に料理を試食しました。  

 収録の様子を見学した来店客は「収録を見学して、

美味しそうに料理をしていたので、キャベツを使って

料理してみようと思いました」と話していました。  



 

経済担当職員の意志を統一 

 

ＪＡ筑紫は４月 12日・13日に、JA営農センター

で経済担当職員を対象に、平成 30年度経済担当職員

研修会を開き、２日間で計 95名が参加しました。  

中期３ヵ年計画に沿った経済事業を進める上で、職

員の意思統一と経済に関する知識向上が目的。平成

29 年度の経済事業実績報告と 30 年度経済事業目標

の確認、営農生活部各課から今年度の具体的な取り組

み事項などを説明しました。  

 萩尾博経済担当常務は「事業内容をしっかりと理

解し、組合員の期待に応えることが出来るよう努めて

ほしいです」と話していました。 

 

担い手へ農協法改正・自己改革を説明 

 

ＪＡ筑紫は、筑紫野市の JA 本店で同市の認定農業

者31名を対象に、理事の構成などの農協法改正やJA

自己改革、今後の地域農業振興について説明を行いま

した。認定農業者に JA 自己改革などの内容の周知を

図り、農業の担い手として取り組んでもらうことが目

的です。JA 自己改革の内容を記したリーフレットな

どを使い、正しく理解してもらおうと説明しました。  

今後も随時、各認定農業者に、農協法改正や JA 自

己改革の周知、地域の農業振興の活性化に向けた取り

組みを呼び掛けていく予定です。  

参加した認定農業者は「地域の農業振興に貢献出来

るよう、積極的に取り組んでいきたい」と話しました。  

 同日に、筑紫野市認定農業者連絡協議会は、平成

29 年度認定農業者連絡協議会総会を開催。平成 30

年度の活動報告や、今年度の活動計画・予算など全４

議案が承認されました。 

 

女性部通常総会を開きました 

 

ＪＡ筑紫女性部は４月 19 日、筑紫野市の JA 本店

で第 45回 JA 筑紫女性部通常総会を開きました。部

員とＪＡ役職員など 192 名が参加し、平成 29 年度

の活動報告や今年度の活動計画・予算など全４議案が

承認されました。ふれあいの旅参加者率や検診受診率

などを基に、積極的に活動している上位３支店へ表彰

が行われました。 

 



平嶋正幸さん グランドチャンピオン受賞 

 

福岡県肉用牛生産者の会は、４月 19日に太宰府市

の JA 全農ミートフーズ㈱で共励会を開きました。JA

筑紫肥育牛部会の平嶋正幸さんが最高位のグランド

チャンピオンに輝きました。  

共励会は、ブランド牛「博多和牛」や、福岡牛の飼

養管理技術や品質の向上を目的に年３回開かれます。 

今回は、57頭の黒毛和牛が出品。平嶋さんの枝肉は、

枝重量 568kgで、肉質等級は A5、脂肪交雑（BMS）

はナンバー12でした。  

受賞した平嶋さんの息子・健太郎さんは、優勝カッ

プを受け取り「愛情込めて育てた牛が受賞して嬉しい

です。次回の共励会でも良い成績を残せるように頑張

りたいです」と喜びを語りました。  

★共励会のその他の受賞者は以下の通りです。  

金賞＝㈲三宅牧場（ＪＡ筑紫） 

銀賞＝㈱堀内牧場（ＪＡ筑前あさくら） 

マーケット・ニーズ賞＝江口正博（三池干拓肥育部会） 

 

全店舗で登校中の児童を見守る 

 

ＪＡ筑紫は、４月 12日～28日まで、「ふれあい活

動」の一環で、登校中の児童を見守る「春の JA 筑紫

交通安全運動」を全店舗で行いました。期間中、店舗

周辺の通学路に職員が立ち、地域ボランティアらと共

に児童の登校を見守りました。活動には、JA 筑紫の

マスコットキャラクター「ちくしんぼー」と「ゆめっ

ぴー」も参加。児童は、職員やボランティア、キャラ

クターに笑顔で元気よく挨拶をしました 

JA 企画管理部の井上淳一部長は「昨今、小学生が

巻き込まれた事故や犯罪が多く報道されています。地

域に貢献したいです」と話しました。  

 

ゆめ畑大野城店 ９周年大感謝祭 

 

JA 筑紫農産物直売所ゆめ畑大野城店は４月 21 日

と 22 日の２日間、「９周年大感謝祭」を開き、店内

はイベントを待ち望んだ買い物客で賑わいました。  

地元野菜や米の特価販売の他に、女性部員による大

野城市の郷土料理「ぼっかけ」の無料試食会など、様々

な企画で買い物客を楽しませました。   

利用者は「農産物が安く買えて嬉しいです」と笑顔

で話していました。 



 

ＪＡ筑紫アスパラガス部会が販売促進イベント 

 

JA 筑紫アスパラガス部会は、農産物直売所ゆめ畑

大野城店で販売促進イベントを行いました。 旬のア

スパラガスを PR し、多くの消費者に味わってもらお

うと、部会員が来店客に試食をふるまい、おすすめの

調理方法などを説明。試食を味わった来店客が、アス

パラガスを買う姿が多く見られました。  

アスパラガスを買った利用者は「とても美味しかっ

たです。試食の時に食べた胡麻和えやベーコン巻きを

自宅でも作りたいです」と笑顔で話しました。  

JA 農業振興課の担当職員は「イベントでは、部会

員自身がアスパラガスの美味しさを直接 PR できま

す。また、消費者は生産者の顔を見て農産物を購入で

き、双方から好評です。今後も続けていきたいです」

と話していました。  

アスパラガス部会は、定例会や圃場巡回、目合わせ

会を定期的に行い、高品質なアスパラガスの生産に一

丸となって取り組んでいます。 

 

夏芽アスパラガスに向けて 部会員で圃場確認 

 

JA 筑紫アスパラガス部会は、筑紫野地区でアスパ

ラガスのハウス巡回を行いました。春芽アスパラガス

をより高品質な生産するために、栽培管理や病害虫の

発生状況などを確認。部会員、福岡普及指導センター、

JA 農業振興課職員ら 13 名が参加し、互いの栽培方

法などを熱心に情報交換しました。   

参加した部会員は「お互いの状況を確認でき、とて

も参考になりました。夏芽アスパラガスの出荷に向け

て、より高品質な春芽アスパラガスを出荷していきた

いです」と意気込んでいました。  

春芽アスパラガスの生育は、暖かい日が続いたため

順調。収量は昨年に比べ 150％増え、病害虫の被害も

少ないです。今年の春芽アスパラガスの収量の目標は

12t。夏芽アスパラガスと合わせて 30tを目指してい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 



麦出荷者部会が総会 

 

JA 筑紫麦出荷者部会は、JA 物流センターで、第８

回 JA 筑紫麦出荷者部会通常総会を開きました。部会

員と福岡普及指導センター、行政関係者、JA 職員な

ど 48名が参加。平成 29年度ＪＡ筑紫麦出荷者部会

麦作共励会の表彰式もあわせて行いました。  

表彰式で、はだか麦の部(４ha以上・未満)と小麦の

部(４ha以上・未満)で、各優秀賞・優良賞計８名を表

彰。受賞者は、「麦は管理を徹底するほど生育が良く

なる。30 年産も最後まで気を抜かず、安全第一で頑

張りましょう」と部会員に呼び掛けました。  

29 年産麦は、小麦が１等Ａランク、はだか麦が１

等Ｃランクとなりました。30 年産は、はだか麦「イ

チバンボシ」約 130ha、小麦「チクゴイズミ」約１

73haを作付し、順調な生育です。   

 

野菜を大切に育てて 

 

JA 筑紫二日市支店と二日市東出張所は、支店管内

の４つの小学校に、野菜苗 733 本と生産資材を贈り

ました。JA が取り組む「ふれあい活動」の一環で、

児童達に食と農の大切さを伝えるため、７年前から行

っています。  

27 日は筑紫野市立天拝小学校に、トマト苗やキュ

ウリ苗など計 157本と肥料を贈りました。活動には、

小学２年生と、校区内の区長を務める皆さんや職員が

参加しました。「綺麗な実がつくように大切に育てて

下さいね」と、野菜苗を笑顔で児童へ手渡しました。 

 

生タケノコ３０ｔ 集荷 

 

JA 筑紫は、４月２日から４月 29 日まで、本店で生

タケノコの集荷を行い、集荷量は約 30ｔとなりました。

303名の生産者が生タケノコをＪＡへ出荷。大・中・小・

外・穂先の規格別に分け、加工業者に出荷しました。集

荷は管内の中山間地の活性化や竹林整備を目的に取り

組み、今年で９年目。 タケノコは、近年「国産」の需

要が高まっているため、研修会や座談会などで出荷を組

合員に呼び掛けています。  

ＪＡ筑紫農業振興課の職員は「今年は、集荷の前半で

雨が降り、生育が良かったため、例年よりも出荷が増え

ました。後半は生育が伸び悩んだが、去年より出荷者が

40 名ほど増えたおかげで、平年並みの収量でした」と

話していました。 

 


