
　6月7日から伊東支店他4会場で、組
合員の皆さまを対象にした「生活習慣
病検診」が行われました。検診では、
中伊豆温泉病院の協力のもと、身長・
体重、血圧や問診をはじめ、がん検診
など自分のライフスタイルに合った検診
項目を選んで受診。今年度は78人が
受診し健康状態をチェックしました。

地域の皆さまに「あいさ
つ」で

笑顔と元気と活力をお
届け！

5/21
農作物栽培講座・
柑橘コース開催

生活習慣病検診実施

　「伊東市あいさつ運動」に各支店が参
加しました。朝7時３０分～8時までの３０
分間支店前で行いました。「笑顔であい
さつ　今日も出会えたその笑顔」等のの
ぼりを持ち大きな声であいさつを交わし
ました。

伊東市
あいさつ運動実施

Aira  Hot Community

１支店１協同活動・農業体験

あいら伊豆地区 ホットコミュニティー
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あいら伊豆地区の情報満載！

あいら伊豆地区本部ニュース 『あいら エリア］

 Aira   AreaNEWS

～組合員の皆さまとJAふじ伊豆 あいら伊豆地区をつなぐ地区版広報誌～

2022年8月1日発行

vol.2
8
2022

あいら伊豆
地区版広報誌

＋

JAふじ伊豆
ホームページ
◀編集発行／JAふじ伊豆　あいら伊豆地区本部　〒414-0001 伊東市宇佐美1808-1　TEL0557-48-9300　FAX0557-48-9623

　あいら伊豆蔬菜部会クッキングトマト部
（篠原憲部長）は６月20日、あいら伊豆営農
経済センターで、クッキングトマト「アイランド
ルビー」の目ぞろえ会を開き、部員９人やＪＡ
職員が参加しました。
　「アイランドルビー」はあいら伊豆地区が
ブランド化に向けて取り組んでいる調理用
トマトで、今年度は4.8トンの出荷を見込んで
います。
　目ぞろえ会では部員らが階級や規格、出荷
方法を確認した後、各会員が持ち寄った
「アイランドルビー」を規格別に仕分けし、
規格統一の徹底を図りました。出荷は6～９月
ごろまで行う予定です。

6/7
から

あいら伊豆地区での
ホットな地域交流のニュース！

［伊豆高原支店・下多賀支店・吉田支店・富士見支店］

伊豆高原
支店　

さつまい
も苗植え

付け体験
…池幼稚

園
富士見支店　さつまいも苗植え付け体験　　

南幼稚園富士見分園

下多賀支店　
野菜苗植え付け

体験…多賀小
学校

吉田支店　さつまいも苗植え付け体験…富戸小学校

吉田支店　さつまい
も苗植え付け体験…

吉田幼稚園

各支店で
農業体験を
行いました。

大きくなあ
れ！！

5/21
アイランドルビー
目ぞろえ会

7/1

地区本部・宇佐美支店

荻支店

営農アドバイザーが柑橘栽培の基礎について講義

アイランドルビーの品質を確かめる部員

中伊豆温泉病院の保健師から指導を受ける受診者

　営農販売課は5月21日に農作物栽培
講座・柑橘コースの開講式をあいら伊豆
営農経済センターで行いました。開講式
後には第１回講座を開き、同課の営農ア
ドバイザーが施肥・防除について講義を
行いました。
　同講座は、農業に意欲のある人や将来
就農を考えている人を対象に開講してい
ます。今年度の受講生は8人で、令和5年
３月までの間、講義と実習を交えて知識や
技術の習得を目指します。

かん　 きつ



■問合せ先：静岡県知事 (７) 第 10427 号   富士伊豆農業協同組合 不動産相談センター伊東店　〒414-0037 静岡県伊東市桜ガ丘 2-2-10  TEL:0557-37-7105

税理士による無料税務相談
相続税など税金のことでお悩みの方、
お気軽に不動産相談センターまで
お問い合わせください。
※税理士は常勤ではないため
　予約制となります。

Tel. 0577-37-7105問い合わせ先

不動産相談センター伊東店物件情報

Event Calendar

8
August

［ イベントカレンダー ］［ イベントカレンダー ］

焼きそばの麺 大特価
一袋3個入 149円（税込）
生ラーメン 一袋 73円

● 麺の日

「吉正」さん豆腐
全品30円割引

● 豆腐の日

● 焼きそば店頭販売

誰もが驚く
圧倒的なボリューム！
（都合によりお休みとなる場合がございます。）

● 玉子の日

あさぎり玉子
２６５円→２２０円（税込）

定休日 8月16日（火）

毎週月曜日

毎週木曜日

毎週土・日曜日

第2・第4水曜日
「あいら伊豆号」

・ 当座性貯金の入金・出金（手形・小切手の受入を除く）
　※現金出金限度額は５０万円
　※ＡＴＭの設置はございません。予めご了承下さい。

・ 定期貯金・定期積金掛金の受入
・ 通帳記帳、繰越
・ 通帳、証書、カード、印鑑の紛失等の受付
・ 公共料金、国税以外の税金納付　

マイナンバーカードの申請手続きを行政書士が無料でお手伝いします。お気軽にお越しください。

マイナンバーカード申請手続き

JASS-PORTいとう

時　間　8時30分～15時00分     
持ち物　マイナンバー通知カード富士見支店／８月１５日（月）　

エンジンルーム・タイヤ無料点検中

お問い合わせ先   0557-37-7147

AIRA IZU  INFORMATION

個人事業税の納期限（1期）は 納期限までに納めましょう。
静岡県熱海財務事務所
個人事業税担当  0557-82-90868月31日（水）です。

曜日 エリア

池 生涯学習センター
池会館

富戸コミュニティセンター富戸

9時30分～11時00分

13時00分～14時30分
月曜日

営業場所 営業時間
▶伊東エリア

曜日 エリア

静海 玖須美区温泉会館

経済流通センター
いで湯っこ市場富士見

9時30分～11時00分

13時00分～14時30分
水曜日

営業場所 営業時間
▶伊東エリア

曜日 エリア

富戸
伊東市富戸吉田
土地改良区

※午後の運行はありません–

9時30分～11時00分
木曜日

営業場所 営業時間
▶伊東エリア

曜日 エリア
※伊豆山地区は7月1日（金）より運行開始いたしました。

泉 熱海市立泉小・中学校

岸谷会館前 旧テニスコート伊豆山

10時00分～11時00分

13時00分～14時00分
火曜日

営業場所 営業時間
▶熱海エリア

正門上の職員駐車場

「毘沙門天芝の湯（伊東市芝町）」の駐車場

旧JAあいら伊豆富戸支店の駐車場
◆営業時間については、交通状況により若干変更となる場合もあります。
◆天候不順や車両の整備等の関係で運行を見合わせる場合もございます。
◆土日祝日・年末年始・お盆は運休致します。

運行スケジュールJAふじ伊豆 移動金融店舗

あいら伊豆地区本部 各支店　あいら伊豆号／携帯電話…Tel.080-1585-3037お問い合わせ先

A G U R I  F R I E N D S  S T A R T !

伊東支店・荻支店共同農業体験

始
動！

伊東支店・荻支店では5月28日に親子で農業体験ができる企画「あぐりフレンズ」を開催しました。

＊新型コロナウイルス感染症の状況・天候等により
  内容・スケジュールを変更させていただく場合もあります

2

3

4
5

農家さんの畑で
柑橘の摘果作業体験、スイカ割り

支店で夏野菜の販売（半日子ども店長体験）

ポンカン収穫体験、柑橘選果場の見学

8月中　木・金曜日　予定

落花生収穫体験
10月2日（日） ※予備日 ９日（日）

12月１1（日） ※予備日 18日（日）

昨年好
評だっ

た

「あぐ
りフレ

ンズ」
が

荻支店
も加わ

って

地域拡
大！

昨年好
評だっ

た

「あぐ
りフレ

ンズ」
が

荻支店
も加わ

って

地域拡
大！

今後の
スケジュール

親子8組 23人参加

くわの使い方がむずかし～

Go!

畝づくり体験・
落花生（おおまさり）
種まき体験

第１回目 1

2 3

営農アドバイザ
ーが説明

落花生の種
まき初めての畝づくり

新入職員の農業体験も同時開催！

■定 休 日：水曜日･日曜日・祝日　
■営業時間：平　日9時00分～18時00分
　　　　　     土曜日9時00分～16時00分（仲介）

駅近！ 北口徒歩約1分 陽当り良好    陽当り良好    敷地内ゴミステーション有り 陽当り良好    スーパー近く 駅・コンビニ近く  インターネット光回線使用料無料

2階中部屋・駐車場1台分付　敷1・礼1
50,000円／月家 賃

2階角部屋・駐車場1台分付　敷1・礼1
45,000円／月家 賃

1階角部屋・駐車場1台分付　敷1・礼1
55,000円／月家 賃

2階角部屋・駐車場2台分付　敷1・礼1
59,000円／月家 賃

1階中部屋・駐車場1台分付　敷1・礼1
59,500円／月家 賃

上多賀 2DK 和室6帖
洋室6帖
+DK　荻 3DK 和室6帖

洋室6帖×2
+DK6帖

洋室6帖×2
+DK5帖 玖須美 2K 洋室6帖×2

+K4帖宇佐美 2DK 川　奈 2DK 和室5帖
洋室6帖
+DK約9帖

第

第

回目

回目

第

第

回目

回目

8/10～16
休業

［お知らせ］

7月より運行開始

いちじく祭り
9月2日（金）～5日（月）

いちじくはその栄養素の多さから『不老長寿の果物』と呼ばれています。
・ペクチン（食物繊維の一種）
コレステロールの吸収をおさえ、
血糖値の上昇を抑制します。

・アントシアニン
高い抗酸化作用があり、動脈硬化や老化の原因と
なる活性酸素を取り除いてくれる作用があります。

・カリウム
体内の余分なナトリウムを排泄して、水分調整を行い
むくみの予防や血圧上昇を抑える働きがあります。

消化を助けてくれる働きがあります。    

・フィシン
消化を助けてくれる働きがあります。


