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農家経営支援対策のお知らせ

当ＪＡ管内より５名が入賞
第37回「ごはんお米とわたし」作文・図画コンクール

（表紙紹介Ｐ６）



【雌子牛の部】

３月期子牛郡品評会

坂之下さん所有の「みどり」号、優等１席に輝く

ＪＡ宮崎経済連系統和牛枝肉共励会

奥野さん銀賞を受賞！！

　ＪＡ宮崎経済連系統和牛枝肉共励会が２月１９日、（株）ミヤ
チク高崎工場で開催されました。
　同共励会には、県内ＪＡより７０頭の枝肉が出品され、当ＪＡ
管内から奥野正道さんが銀賞に輝きました。

　奥野さんの枝肉は、ロース芯が厚く、肉どれの良い枝肉と講評
され、羽田経済連会長は「全共での宮崎牛日本一は世界一という
こと、産学官連携を図り商品のレベルを高め、ブランド確立に取
り組みます」と話されました。

　奥野さん出品の枝肉成績は、次の表のとおりです。

成 績 耳標番号 父 牛 母の父
母の

祖父
生年月日

枝　肉　成　績

枝肉重量 ロース芯
面積 バラの厚さ 等級 BMS皮下

脂肪厚
推定
歩留

銀　賞 0842157726 福之国 忠富士 茂福 H22.7.26 539.9 77 10.3 4.0 76.0 Ａ５ 12
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「みどり」号と坂之下さん

表彰を受けられる奥野さん



　平成２４年度は配合飼料や生産資材、燃油価格などの生産コストの高止まりや農畜物価格の低迷など組合

員の皆様の経営に大きな負担になっていることから、当ＪＡでは、昨年に引き続き農家組合員の皆様に下記

により経営支援対策を実施致しました。

　ＪＡこばやしは、「組合員の皆様に必要とされる」ことを基本目標に掲げ、ＪＡ事業を利用頂くことで使

命である「協同の力」「最大の奉仕」を実現してまいります。今後とも当ＪＡ事業への結集をお願い申し上

げます。

《支援対策の概要》
　1.配合飼料価格高騰対策　　　　　２９７５万円　　　　　

　　 子牛、肉牛、乳牛、豚の配合飼料（バラ・袋）の平成24年１月～12月の供給高に対してｔ当り概

　　　ね700円（税含）を支援

　 　（但し、販売系統利用率に応じて）

　2.繁殖素牛特別導入支援対策　　　１９８７万円　　　　　　　

　　 平成２４年２月から３月セリ市における特別導入対策（１頭５万円＋市町２．５万円）

　　 子牛セリ市平準化購買者対策（畜連の同事業によるＪＡ負担額）

　3.肥育農家特別対策　　　　　　　１１６４万円　　　　　

　　 肉牛販売手数料、経産肥育牛販売手数料の一部を支援

　　 （但し、飼料系統利用率に応じて）

　4.営農用燃油高騰対策　　　　　　２５０２万円　　　　　　

　　 営農用Ａ重油（平成２３年９月～平成２４年８月までの供給分）に対し、 当り２～５円を支援

　 　（但し、販売系統利用率、ハウスビニ－ル利用等に応じて）

　　 籾摺業、椎茸乾燥用の灯油について需要期の供給高に対し、 当り４円を支援

　5.畑作再生産振興対策　　　　　　２０２４万円　　　

　　 里芋、ごぼう等低市況の中で、再生産のできる買い取り価格での支援

　6.金融支援資金利子補給対策　　　１０１３万円　　　　

　　 口蹄疫・新燃岳の噴火活動対策資金、飼料・原油高騰対策資金、肉用肥育素畜導入資金等の利子

　　 を一部支援（平成２４年相当分）

　7.大口販売農家対策（公平化）　　　３６９万円　　　　

　　 「子牛」、「生乳」、「園芸・農産品」それぞれの単位におけるＪＡ販売高2000万円を超える部

　　 分に対して段階的に手数料の一部を支援

　　　

組合員の皆様へ

平成２４年度農家経営支援対策のお知らせ

支援総額   １億２０３４万円（税別）

※支援内容は、継続事業及び各事業直接費より支出したものを含んでおります。
※平成25年度においてＪＡ和牛更新対策（1頭5万円、特別導入対策1頭２万円）を実施致します。　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※お問合わせは、総合企画室まで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 　TEL　23-1313



とぴっくす
ＪＡこばやし管内の出来事

魅力ある百笑村を目指す！！

　２月1５日、農産物直売所「百笑村」（西水流豊会
長：会員数３１４人）の平成２４年度第１１回定期
総会が道の駅「ゆーぱるのじり」で開かれました。
　開会で、西水流会長は「百笑村で買うものは間違
いないと言われるよう魅力ある直売所を目指します」
とあいさつ。消費者に発行するポイントカードの入

会者も１万人を超え、地産地消など地域に根ざした
農産物直売所を目指します。
　総会は、牧本正市さんを議長に選任し、すべての
議案が原案どおり承認されました。
　席上では、長年にわたり「百笑村」の販売に尽力
された功労者３名に対しの表彰も行われました。

農産物直売所「百笑村」第1１回定期総会

総会であいさつする西水流会長

原点に返り小清水米を守ろう！！

　高原町小清水米栽培研究会（有水耕治会長）は、
２月１４日、当ＪＡ高原支所２階で西諸県農林振興

局や高原町、ＪＡの関係者らが出席して、２４年度
の総会を開催しました。
　開会で有水会長は「高原町のブランド米として、
消費者からの信頼を守り続ける為にも栽培基準など
原点に返り、安全・安心な小清水米を提供していき
ましょう。」とあいさつされました。

　総会では、黒木可也さんを議長に選任し、提出さ
れたすべての議案が原案どおり承認されました。ま
た今回は、役員改選が行われ、会長に森山孝一さん、
副会長に江田支征さんが選任されました。

高原町小清水米栽培研究会総会

新会長に選任された森山孝一さんのあいさつ

農耕神事で五穀豊穣を祈願

　２月１８日、高原町の狭野神社で、県の無形民俗
文化財に指定されている苗代田祭「ベブがハホ」が
行われました。
　「ベブがハホ」とは、江戸時代から同神社に伝わ
る農耕神事。当日は、あいにく雨模様の天候でしたが、
祭りを楽しみにしていた多くの来場者で賑わいました。
　祭保存会の皆さんが、顔に墨を塗り田植えの準備
をする田人（たびと）や親方にふんし登場。西諸弁
でのユニークな掛け合いなどで会場を沸かせる中、「ベ
ブよ～」の掛け声で木彫りのベブ（牛）が現われて
の代かき作業や、種もみ入りの籠を頭に乗せたハホ（妊
婦）も登場し、神職が種もみを蒔き五穀豊穣を祈願
しました。

狭野神社苗代田祭「ベブがハホ｣

神職による種モミ蒔きで豊作を祈願

品質の良いイチゴが揃った品評会

　２月１２日、小林市いちご生産部会（中山建男部
会長）は、小林集送センターでイチゴ品評会を行い
ました。
　「さがほのか」が多数出品された品評会は、小林
市役所農業振興課の技師等による審査の結果、西支
所管内の木佐貫信一さんのイチゴが金賞に選ばれま
した。
　審査講評では「形状や揃い、糖度、食味、色、艶
等を重点に行いました。今年も着色が良く糖度の高
いいちごが揃い、生産者の皆さんの努力の成果が伺
えました。十分な管理を
行い、品質の良いイチゴ
を出荷してください。」
と話されました。
　入賞者は次の方々です。
　　　　　　　（敬称略）
【金賞】
　木佐貫　信一（西支所）
【銀賞】
　時任　　實　（北支所）
【銅賞】
　丸尾　義盛　（北支所）

小林市いちご生産部会



とぴっくす
ＪＡこばやし管内の出来事

全体研修会で地域の農業振興を図る

　高原町認定農業者会（中別府裕二会長）は、２月
８日、同町ほほえみ館神武ホールで全体研修会を開
催しました。
　当日は、会員や行政・ＪＡの関係者ら２００名が
参加。中別府会長は「農業振興を図るために、担い
手の中心となる私たちが、農村社会の維持と発展に

努めましょう。」と話されました。
　研修会では、農業キングの酒井昌信社長が「農機
レンタル活用による生産コストの削減について」、
ＮＨＫ宮崎放送局の百野文氏が「食は金なり、宝な
り～『宮崎を食べよう』が教えてくれたこと～」と
題しての講演が行われました。

神武ホールで行われた高原町認定農業者研修会

森さん最優秀賞を受賞

　２月２０日、シーガイアコンベンションセンター
で平成２４年度宮崎県酪農家大会が行われ、当ＪＡ

管内から小林市北西方の森潤一郎さんが乳質改善共
励会の最優秀賞を個人の部で受賞されました。
　同共励会は、生乳取扱いの改善を図ることで、乳
質を向上し、牛乳の市場価値を高めることが目的。
森さんは、昨年も最優秀賞を獲得、２年連続での表
彰となりました。

 森さんは「連続受賞を励みに、消費者ニーズに合っ
た、高品質で安全・安心な生乳生産に努めます」と
話されました。また、小林市細野の吉留貴之さんも
入賞されました。

宮崎県酪農家大会

２年連続で最優秀賞を受賞された森さんご夫妻

宮日農業技術賞受賞祝賀会

　２月２１日、宮日新聞農業技術賞を受賞された小
林市酪農青年女性連絡協議会（黒木英教会長）の受
賞祝賀会が市内で行われました。
　当日は、同協議会の皆さんや畜産関係者、行政、
ＪＡ等から約６０人が出席。畜産部門での受賞を祝
いました。

景観美化の貢献や食育活動などでの、酪農の普及拡
大活動が評価されたもので、同協議会のさらなる飛
躍に期待を寄せられました。
　黒木会長は「この受賞を励みに、強い酪農経営を
目指し、不撓不屈の精神で賞に恥じぬよう努めます。」
と話されました。

小林市酪農青年女性連絡協議会

祝賀会であいさつされる黒木会長

地域の安全・安心にＡＥＤを設置

 高原町認定農業者会

応急処置用に設置
されたＡＥＤ

　ＪＡ共済連宮崎より、
平成24年度交通事故対
策事業の一環としてＡ
ＥＤ（自動体外式除細
動器）４台が、当ＪＡ
に寄贈されました。
　今回ＡＥＤが設置さ
れたのは、当ＪＡ東・
西・北・須木支所の4
カ所。地域の皆様が当
施設をご利用中に心臓
発作などを起こされた
場合、応急処置用にご
利用いただけるもので、
心臓発作後の生存率向
上に役立ちます。
　設置支所の職員は、
ＡＥＤの使用方法を含む救命講習を受講しています
ので、まさかのときには、お気軽に職員へご連絡く
ださい。
　本所、高原・野尻支所にも設置してあり、地域の
安全・安心に取り組んでまいります。

 ＪＡ共済平成24年度交通事故対策事業

ふ とう  ふ  くつ



『おめでとうございます』当ＪＡ管内より５人が入賞『おめでとうございます』当ＪＡ管内より５人が入賞
「ごはん・お米とわたし」作文・図画コンクール
　ＪＡグループが、主食であるお米の大切さを認識してもらい、ごはん食の重要性への理解を深
めてもらおうと、小・中学生を対象に毎年実施しているものです。

第３７回「ごはん・お米とわたし」作文・図画コンクール

ごはんぢゃワン

表紙紹介

　今月の表紙は、図画の部で金賞を受賞された東方小学校６年の坂之下
峻弥さんとクラスメートの皆さんです。
　東方小学校では、学校の実習田で食育活動によるお米づくりを実施し
ています。地域や保護者の協力のもと、田植えや稲刈り、餅つきなどの
体験学習を行い、お米学習に取り組んでいます。

温谷　真子さん　

金賞に選ばれておどろき
ました。とてもうれしい

です。

金　賞 坂之下　峻弥さん　

ぼくの絵が選ばれて、

大変うれしいです。

金　賞

今西　海月さん　銅　賞 山中　碧さん　銅　賞 中谷　愛梨さん　銅　賞



　２月７日、平成２５年度ＬＡ(ライフアドバイザー［共
済普及専任指導員]）の進発式を当ＪＡ本所にて行いました。
　ＬＡやＪＡ共済連宮崎県本部など約４０人が出席し、早
期達成に向けて参加者全員でガンバロー三唱を行い、スタ
ートダッシュを誓いました。坂下栄次組合長は「相互扶助
の理念のもと、組合員や地域住民の皆さんの生命と財産を
守る共済の提供に努め、全力で頑張ってほしい」
と激励しました。

≪ＬＡ紹介≫
　ＪＡ共済は、皆さまに最良の生活総合保障を提供しお役に立ちたいと考えています。私たちＬＡがいつで
　もお伺いしますので、お気軽にご相談ください！！

共済のことなら私たちＬＡにお任せください。共済のことなら私たちＬＡにお任せください。

契約保全キックオフ大会
　２月２０日、当ＪＡ本所で平成２５年度の共済契約保全キッ
クオフ大会を行いました。
　当ＪＡの７支所の支所長や担当者らが参加、契約保全活動に
向けた解約防止などに努めます。当ＪＡの前田喜輝常務理事は「窓
口での保全事務処理がスムーズに行えるよう、丁寧かつ迅速に
対応をしてほしい」と話しました。
　当日は、共済契約の解約・失効防止に向けた取り組み強化や
ＣＳ（顧客満足度）向上に役立つビデオ上映などの研修が行わ
れた後、ガンバロー三唱で意思統一を確認しました。

ＪＡ共済



土づくりについて水 稲水 稲

　良質・良食味米生産にむけて、下
記の点に留意し、土づくりを行いま
しょう。
●堆肥は、ふん尿臭がなく、黒～黒
　褐色になって原型をほとんど認め
　られないものを使用しましょう。
施肥量は、1,000Kｇ/10ａが目安で
す。なるべく早めに散布し耕運し
ましょう。

●ケイカル、ようりん等の土づくり
　資材を施用しましょう。
　施用することにより、根の活力が
　後期まで維持され、葉が直立し稲
　体を丈夫にします。また、丈夫に
　なることで病害虫への抵抗性が増し、
　到伏しにくくなります。
●15ｃｍ以上の作土層を確保するため、
　深耕を実施しましょう。
●レンゲ等の緑肥やイタリアンライ
　グラス等の前作がある場合には、
　窒素分を考慮し、基肥を減らしま
　しょう。
　多肥は、倒伏及び食味低下の原因
　になります。　　　　　　　　　
　

　　　　《水稲担当：
押川　五男》

繁殖牛の分娩事故防止について

　分娩予定日１ヵ月前になると分娩室に移動しますが、多頭飼養に
なると余裕のある分娩室が必要です。母牛をお産のストレスから解
放するため、充分な敷きワラで清潔に保ち、ゆとりを持たせること
がストレスの軽減と事故防止対策につながります。
　乳房のはりや陰部肥大による軟便で次第に牛が落ち着かなくなる
など、母牛の動作の変化を良く観察し、お産には必ず立ち会って分
娩時に備えましょう。お産は正常か異常かの判断を早く見極めるこ
とが大切で、難産の原因は母牛によるものと、胎児によるものとが
あります。また最近では陣痛が弱くて気づくのが遅れ、事故につな
がるケースも多くありますので注意して下さい。また難産の判断と
して次のような症状のある場合は、獣医師へ連絡することをお勧め
します。
　　①　足で腹部を蹴る
　　②　始まりのおりものに出血が多い。
　　③　一度大きくなった乳房が縮小している。
　　④　陣痛が始まって２～３時間が経過しても胎児がでる兆候が
　　　　ない。また陣痛が弱くなる。
　　⑤　第１破水後、１時間以上経過しても胎児が出る気配がない。
　　⑥　出産予定日よりも１０日以上遅れている。
●お産後の確認、観察
　分娩直後に母牛は子牛に付いている粘液等を舐めて拭き取ります
が、母牛が舐めない場合は、子牛にフスマ等を振りかけて舐めさせ
ます。それでも舐めない時は体温低下を防ぎ、子牛の呼吸を刺激す
るため体をタオルで拭いてあげましょう。お産後３～４時間後に排
出される胎盤などは、母牛が食べない
よう取り除きを行ってください。

　　　　　　　

和 牛和 牛

営農情報

平均価格46万６千円

２月期子牛セリ市風景
(単位：頭、円)

《和牛担当：
西立野　義人》
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計画的な作付けを!!

　石川早生・中生種・京いもの植付
が始まります。計画的な作付けを行
うことが大切です。
●品質向上対策として
　① 種子芋の計画的な更新
　② 輪作年限（中４年）の遵守
　③ 乾燥時期の積極的な灌水
　④ 適期収穫の厳守

　⑤ 水田の場合排水の良い所
　⑥ 排水がよく保水力のある圃場
　⑦ 耕土の深い圃場
　⑧ 連作地でない圃場

●土壌消毒
・テロン、ＤＤは植付10～15日前
　までに、10ａ当り20 使用
・ネマトリンエースは植付前まで
　に、10ａ当り25㎏使用
・ラグビーＭＣ粒剤はセンチュウ
　類、コガネムシ類幼虫に効果が
　確認されています。植付前まで　   
　

●種子消毒
　［ 石川早生・中生種 ］
　パダンＳＧ水溶剤300倍、トップ
　ジンＭ水和剤500倍に30分浸漬
　［ 京いも ］
　トップジンＭ水和剤200～500倍
　に20～30分浸漬

※農薬・除草剤については、必ず使
　用基準をお守りください。

≪さといも担当：
片ノ坂　秀明≫に、10ａ当り20～30㎏１回使用

ゴーヤゴーヤ

●定植準備
１、圃場は、排水良好であり、灌水
　 出来る圃場を選定ください。
２、センチュウの被害が予想され
　 る為、定植２ヶ月前にテロン
　　消毒を行ってください。
＊期間がない所は、ネマトリンエ
　ース等で消毒してください。
３、地温確保の為、早めに畝立て

　 マルチ張りを行ってください。
＊地温の目安は１８℃以上です。

●定植後
　１、播種より３５～４０日を目安
　　 に準備して下さい。
　＊特に老化苗は、活着も悪く、生
　　育に大きな影響があります。
　２、定植後は、根じめ灌水を行い
　　 活着促進を図りますが、水温
　　 は出来れば１８℃以上が望
　　　ましいです。
　３、霜害予防でのトンネル被覆や
　　 乾燥時期のマルチ内乾燥対策
　　　をしましょう。
　＊特にトンネル被覆は灌水出来

　　ないので灌水チューブを利用
　　すると良いです。

●収穫
　１、果実肥大期は、こまめに灌水・
　　 追肥をして下さい。
　２、肥大に日数がかかり、黄果の
　　 危険性が高くなる為、適期収
　　 穫を行いながら、連続での着
　　　果は避けましょう。

≪ゴーヤ担当：
　柿木　健太≫

適期・適切な管理を！！

平成25年３月後期/４月前期　青果物受入計画一覧表



【 職 員 の う ご き 】【 職 員 の う ご き 】

【正　職　員】
下　村　達　也　　野尻統轄支所　営農経済課　兼　　　　　　　　野尻統轄支所　営農経済課
　　　　　　　　　園芸農産部　農産課　椎茸担当　　　　　
梅　木　　　真　　金融共済部　融資保全課　　　　　　　　　　　高原統轄支所　金融共済課
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　共済普及専任指導員
川　平　典　生　　金融共済部　貯金為替課　　　　　　　　　　　高原統轄支所　金融共済課
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　共済普及専任指導員
有　島　一　成　　経済部　生産資材課　　　　　　　　　　　　　北支所　共済普及専任指導員
仁　科　智　至　　高原統轄支所　金融共済課　　　　　　　　　　高原統轄支所　営農経済課
　　　　　　　　　　　　　共済普及専任指導員　　　　　　　　　　　　　（資材）
新　田　年　生　　高原統轄支所　金融共済課　　　　　　　　　　経済部　生産資材課
　　　　　　　　　　　　　共済普及専任指導員
末　岡　孝　幸　　野尻統轄支所　金融共済課　　　　　　　　　　中央支所　共済普及専任指導員
　　　　　　　　　　　　　（貸付）
福　留　健　一　　西支所　（貸付）　　　　　　　　　　　　　　中央支所　共済普及専任指導員
石　川　秀太郎　　野尻統轄支所　金融共済課　　　　　　　　　　野尻統轄支所　金融共済課　
　　　　　　　　　　　　　共済普及専任指導員　　　　　　　　　　　　　（貸付）
大　山　直　樹　　北支所　共済普及専任指導員　 　　　　　　　 西支所　（貸付）
吉　元　梨　沙　　北支所　（貯金）　　　　　　　　　　　　　　経済部　組織生活課　
谷　山　健太郎　　中央支所　共済普及専任指導員　　　　 　　　 金融共済部　貯金為替課
有　尾　義　成　　高原統轄支所　営農経済課　　　　　　　　　　北支所　（資材）
　　　　　　　　　　　　　（資材）　　
横　山　弘　房　　経済部　組織生活課　　　　　　　　　　　　　管理部　職員課付　（農協講習所出向）

【特定職員】
岡　元　　　隆　　金融共済部　共済課　　　　　　　　　　　　　高原統轄支所　金融共済課
　　　　　　　　　　　　　交通事故相談センター　　　　　　　　　　　　　共済普及専任指導員
大久保　知　輝    経済部　事業課　　　　　　　　　　　　　　　経済部　事業課　高原ＳＳ
　　　　　　　　　　　　　野尻自動車整備センター
平　川　　　浩　　中央支所　共済普及専任指導員　　　　 　　　 金融共済部　共済課
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　交通事故相談センター

平成２５年２月１日辞令

氏　　名 新　　　　　　　　任 旧　　　　　　　　任

農作業中の事故防止

　県内ではトラクターによる死亡事故が多発し

ています。農作業も労働であり、事故を減らす

ために「労働災害を防止する意識」を高めまし

ょう。草刈り作業中の急斜面での滑落、トラク

ターの横転、コンバインの巻き込み等で死傷す

る事故が全体的に多くなっています。

＊トラクターの転倒事故から身を守る３つ
　のポイントを同時に行いましょう。
1．道路走行はブレーキペダルを連結

2．安全フレームの取り付け　　

3．シートベルトの着用

＊安全第一で、農作業中の事故を
　なくしましょう。



◎先月号の答え
　　　　「ヒナマツリ」

正解者の中から３名の方に記念品を
プレゼントいたします。

■応募要領
　ハガキまたはFAX(23-7802)に、ク
　イズの答え・住所・氏名・年齢、
　イラスト、ご意見、ご要望、身近
　な出来事等ありましたらご記入の
　上、下の宛先へお送りください。

■宛先
　〒886-8520
　小林市細野1321番地
　ＪＡこばやし管理課

■締切り日
　３月25日の消印まで有効

■「あったかおたより」への掲載
　ご意見、ご要望、身近な出来事等
　は、おたよりコーナーで紹介して
　おりますが、匿名を希望される方
　はその旨をお書きください。

＊当選は、記念品の発送をもって発
　表に代えさせていただきます。

　　二重マスの文字をＡ～Ｅの順に並べて
　　できる言葉は何でしょうか？

１　新１年生を迎える行事

２　下半身を切り落としたような形の

　大きな魚

３　侍が出てくる時代――

４　一万円札に描かれています

６　映画「ジョーズ」に出てくる魚

８　トンボの幼虫です

10　妙なる琴の――が聞こえる

13　左ハンドルのものも多いですね

15　美食家のものは肥えている

17　義理の両親と――の両親

19　歯車のこと

ヨコのカギ

あったかおたよりあったかおたより
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３月の訪問日配布文書
　訪問日の主な配布文書は次のとおりです。配布文書
数が多くなっておりますが、申し込み忘れ等のないよ
うお願いします。

【申込書関係】
　◆水稲育苗用シルバービニール・ポリトウ
　　予約申込書

【お知らせ・チラシ等】
　◆平成２５年度稲作こよみ
　◆使用残農薬回収のお知らせ
　◆農業資材(平喜商事)チラシ
　◆春資材早期予約購買（ゴウハラ）チラシ
　◆五月人形・鯉のぼりチラシ
　◆きもの＆ファッションフェスタチラシ
　◆オイル大特価セールチラシ
　◆「営農とくらしの展示会」来場粗品引換券
　◆

お問い合わせ ： ＪＡこばやし組 織 生 活 課／TEL23-1314
　　　　　　　　　　　　　　高原統轄支所／TEL42-5350
　　　　　　　　　　　　　　野尻統轄支所／TEL44-1002

呉服（振袖・訪問着・留袖・小紋着尺・帯・
喪服・襦袢他）や婦人服、小物等多数取り
揃えております。

営農とくらしの展示会営農とくらしの展示会営農とくらしの展示会営農とくらしの展示会
201３年

４月６日（土）・７日（日）

　≪２日間開催≫　≪２日間開催≫

農業機械、肉、新鮮野菜など
多数を展示即売!!

開催時間
場    所  西諸畜連
開催時間
場    所  西諸畜連

生活コーナー
「おたのしみ抽選会」

生活・食料品を買って
素敵な賞品をゲット!!

抽選補助券４枚（お買上500円毎に

１枚進呈）で１回抽選出来ます。

大・中・小農業機械　　　　 新鮮野菜、椎茸、生活・食料品

自動車、カー用品、　　　　 ＪＡ青年部「焼鳥」

ガス器具                  ＪＡ女性部「うどん・おにぎり」

生産資材（畜産・農産・園芸）


