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Aira  Hot Communityあいら伊豆地区での
ホットな地域交流のニュース！

１支店１協同活動・農業体験
［下多賀支店・伊東支店・荻支店・吉田支店・伊豆高原支店］

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～
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NEWS 1

　11月10日に、静岡第一テレビの番組「ごちそうカントリー」のロケが熱海市下多賀地区の師岡誠
さんの畑で行われました。今回の放送は特産「ダイダイ」を紹介。師岡さんの畑で収穫の様子や佐藤亮
営農アドバイザーによるダイダイ生産への取り組みを撮影した後、下多賀支店で女性部がダイダイを
使った料理を紹介。今回の撮影の様子は11月20日に放送されました。

NEWS 2

NEWS 3

伊豆太陽地区
女性部と交流会
伊豆太陽地区
女性部と交流会
　11月17日にあいら伊豆地区と伊豆太
陽地区の女性部役員が交流会を行いま
した。
　交流会では、伊豆太陽地区管内の
支店や直売所をおとずれ視察や買い物を
楽しみました。意見交換会では、お互い
に活動内容や課題について情報共有を行
いました。参加した役員は「他地区の話
を聞くことができて良かっ
た」と楽しそうに話しまし
た。昼食は伊豆太陽地区
の手作りお弁当をおいしく
いただき交流を深めました。

伊東支店が相続・遺言信託セミナー開催
相続は早めの準備を！！
　伊東支店は11月26日に、支店の利用者を対象にした相続・遺言
信託セミナーを行いました。相続相談は年々増え、先に知っておき
たかったなどの要望を受け、今回開催しました。
　講師は資産相談課・金融相談課職員が務め、相続の基礎知識や
相続対策を学びました。参加者からは「わかりやすい説明で参加し
て良かった」と大変好評でした。今後も定期的に開催する予定です。

NEWS 4

いきいき美容
～終活イベント生前遺影撮影会～
　11月27日に、葬祭センター伊東ホールで「いきいき美容
～終活イベント 生前遺影撮影会～」を行いました。
　完全予約制で募集し、管内にお住まいの19人の方が
参加しました。当日は、プロのヘアメイクアーティストに
よる化粧の後、プロカメラマンによる撮影が行われました。
参加者は「化粧も髪の毛もきれいにセットしてもらえて
うれしい。参加してよかった。」と話しました。

［吉田支店］富戸小学校［荻支店
］栄光保

育園

［荻支店］荻幼稚園
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11/26

11/27

さつまいもの収穫体験を行いました！

［伊豆高原
支店］八幡野

幼稚園

［伊豆高原支店］池幼稚園

［吉田支店］
吉田幼稚園

［伊東支店］旭小学校

［下多賀
支店］多賀

幼稚園

ごちそうカントリーで「ダイダイ」が紹介されました

意見交換会で情報交換を行う女性部役員意見交換会で情報交換を行う女性部役員

相続の基礎を説明する職員相続の基礎を説明する職員

プロカメラマンに写真を
撮ってもらう参加者
プロカメラマンに写真を
撮ってもらう参加者

ダイダイを使用して調理する女性部員ダイダイを使用して調理する女性部員

ダイダイを収穫後に選別をする師岡さんダイダイを収穫後に選別をする師岡さん

豚肉のダイダイソース添え豚肉のダイダイソース添え

［下多賀支店］多賀小学校



「清美」と「ポンカン（中野3号）」の交配種で、
果実の頭部がこぶのように膨らんでいるのが
特徴です。外皮は手でむきやすく、ポンカン
同様の良好な食味で親しまれる品種です。
ちなみに「不知火」の中で糖度13度以上、
酸度1％以下のもののみが「デコ

ポン」と呼ばれます。

不知火
（しらぬひ）

2月～3月

不動産相談センター伊東店物件情報不動産相談センター伊東店物件情報
■お問い合わせ先：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

陽当り良好 初期費用軽減！ 

2階中部屋・駐車場1台分付　敷0・礼0
50,000円／月家 賃

岡 2K
陽当り良好 敷地内ゴミステーション有り

1階角部屋・駐車場1台分付　敷1・礼1
40,000円／月家 賃

和6帖×2
K4帖

和6帖×2
K 玖須美 2K

陽当り良好 家族向け 保、小、中学校近く！

2階中部屋・駐車場1台分付　敷1・礼1
62,000円／月家 賃

和6帖×2
+洋6帖×1
+DK6帖

玖須美3DK
陽当り良好

2階角部屋・駐車場1台分付　敷1・礼1
45,000円／月家 賃

川奈 2DK
和室5帖
+洋室6帖
+DK約9帖

陽当り良好、LED照明付
エアコン2台付冷蔵庫付洗濯機付

1階角部屋・駐車場2台分付　敷2・礼0
55,000円／月家 賃

富戸 2DK和室6帖+洋室6帖
+DK7.5帖

■定 休 日：水曜日･日曜日・祝日　
■営業時間：平　日 9時～18時
　　　　　     土曜日 9時～16時（仲介） JASS-PORTいとう

0557-37-7147

給油にはＱＲコード
決済使えます！

お問い合わせ先

営農アドバイザー 今が 旬

「青島」の枝変わりとして昭和50年に山
田壽太郎氏により発見されこの名がつけ
られました。「青島」よりも小ぶりなＳ～Ｍ
サイズが主流で、甘みと酸味のバラ
ンスが良く、濃厚な甘みと風味が

特徴の品種です。

寿太郎みかん
2月 「不知火」と同じく「清見」と「ポンカン

（F-2432）」の交配種ですが、「不知火」よりも
少々小ぶりでこぶのような見た目の特徴もあ
りません。しかし味わいは「不知火」に負け
ず劣らず、「ポンカン」より酸味も感じら
れますが、しっかりとした甘みが濃

厚な品種です。

はるみ
2月～3月

「日向夏」の自然交雑実生として発見さ
れた品種で、果実の底にリング状のでこ
ぼこがあるのが特徴です。「日向夏」
よりも穏やかな酸味としっかりとした
甘みで、全体的に爽やかな味

わいの品種です。

はるか
2月～4月

第１回入学式☆
大人の遠足～みかん収穫体験

★ランチ交流会

12/12

開校！
熱海市・伊東市にお住まいの20～50代の女性を対象に募集し、第6期生として6人が入学しました。

ＪＡふじ伊豆女子大学  あいら伊豆キャンパスＪＡふじ伊豆女子大学  あいら伊豆キャンパス

入学式

宇佐美 鈴木園
で収穫体験

青島ミカンの収穫方法を学び実際に収穫しました。

みんなで楽しくランチ！
交流を深めました。

農家レストラン（
風の詩）でランチ

交流会

2
No.

椿・梅まつり
開催
椿・梅まつり
開催

いで湯っこ市場緑化部

　寿太郎みかんは、甘みの強い品種
で、収穫直後でもおいしいですが、約
2ヵ月間貯蔵することで酸度が抑えられ
て、味が濃くまろやかな味わいを楽しめ
ます。店頭での販売期間は短いですが、
ぜひご賞味ください！

営農アドバイザーおすすめ！

旬の柑橘類は、
いで湯っこ市場で販売中！

税理士による
無料相談

※税理士は常勤ではないため
　予約制となります。

相続税など税金のことでお
悩みの方、お気軽に不動産
センターまでお問い合わせ
ください。

Tel. 0577-37-7105
お問い合わせ先
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　　  おすすめ旬情報 ●営業時間／9時～16時
●定休日／第三火曜日

営農アドバイザー
佐藤 亮
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蔬菜部会クッキングトマト部　メンバー募集
一緒に「アイランドルビー」を作ってみませんか?
現在、生産拡大に向けてクッキングトマト「アイランドルビー」の
生産者を募集しています。皆さん、「アイランドルビー」で熱海、
伊東の農業を盛り上げていきましょう！
ご興味ある方、先ずはお気軽にお電話ください。

入学式であいさつをする
西野学長

入学式であいさつをする
西野学長

土

日

2こんにゃくづくりこんにゃくづくり第

回目 1月1月

6夏野菜料理教室夏野菜料理教室第

回目 6月6月

4葬祭マナー講座第

回目 3月3月

8フラワーアレンジメント
・卒業式

第

回目 9月9月

3エコせっけんづくり第

回目 2月2月

7ライフプランセミナー第

回目 7月7月

5農GIRL☆体験第
回目 5月5月

1入学式☆大人の遠足第

回目 11月25日（金）11月25日（金）

①カリキュラムを通じて仲間づくりをしよう　
②自分のやりたい事を発見しようハピ・カレの目的 ③生活上必要な知識を養おう　　

④食の安全・安心への意識を高め、手作りで家族の健康を守ろう
⑤地産地消を心がけ、地元の農業を守ろう

あいら伊豆営農経済センター
地区営農販売課、担当山口まで

Tel.0557-45-6585

お問い合わせ先


