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JAふじ伊豆広報誌は
こちらからどうぞ

　あいら伊豆地区本部と伊東市の郷土史家・加藤好一さん
は４月22日に熱海市教育委員会、5月12日に伊東市教育
委員会に冊子「新ほっとふるさと」を寄贈しました。「新
ほっとふるさと」は合併前の広報誌で加藤さんが連載した
5年にわたる内容を冊子にまとめたものです。故郷の歴史
や文化に親しんでほしいと管内の小中学校へ贈呈しました。
各支店窓口でも配付中です。

　昨年度から女性部員を対象とした「スマホ教室」を開い
ています。この取り組みは「もっとスマホを安心して便利
に使っていただき、生活や女性部活動に役立ててほしい」
と始まりました。ドコモショップから講師を招き、部員は
基本的な使い方など、スマホを操作しながら学びました。
教室に参加した部員は「今まで分からなかったことができる
ようになって楽しかった」と話しました。
　講義は1回2時
間の７回のコース
で開いています。
今後も希望のある
支部で教室を開く
予定です。

　4月1３日から各店舗で夏野菜苗の販売
を始めました。店頭にはキュウリやトマト、
ナス、ピーマンなどの夏野菜の苗が並び、
苗を求めるお客様でにぎわいました。
　苗を購入されたお客様は「毎年ＪＡで夏
野菜の苗を購入しています。昨年はたく
さん収穫できてうれしかったです。今年も
たくさん収穫できるよう、頑張って育てま
す。」と楽しそうに話しました。

　4月21日、いで湯っこ市場でオーストラリア原産の花「テロペア」の販売が始ま
りました。テロペアは伊東市十足の組合員、大川繁幸さんが毎年出荷してい
ます。真っ赤な大輪の花を咲かせることや、水持ちがいいことから、非常に人気
がある花です。（5月中旬 販売終了）

夏野菜苗販売

たくさん収
穫できるよ

うに！

4/13
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　三の原野菜栽培トレーニング圃場修了式が
同圃場（伊東市富戸）で行われ、木村地区
営農販売課長から修了生の皆さまへ三の原ト
レーニング制度修了証明書が手渡されました。
　今回修了を迎えたのは、鈴木良治さん（宇
佐美）・古原正義さん（十足）・地曳洋輔さん
（大原）の３人です。
　鈴木さんらは、新規就農へ向け3年間、同圃場で土作りや畝作
り、防除などの基礎から農業技術を学び、１年目の秋ごろからは、
同圃場で栽培した農産物を「いで湯っこ市場」に出荷するなど、農
業者としてのスキルを身につけてきました。
　修了生の古原さんは「趣味の家庭菜園から本格的な農業にス
テップアップしたいと申し込んだが思った以上の経験が出来た。今
では値札に自分の名前が載った野菜を、お客さんが買ってくれる。
やりがいがありうれしい」と語りました。修了生のうち２人は新規就
農者として、自身の畑などで栽培を続け出荷していきます。

三の原野菜栽培
トレーニング生修了

　4月20日、いで湯っこ市場緑化部の田代静男会長をは
じめとする植木生産者の皆さまが伊東市立富士見保育
園の園児39人、さくら園の園児3人に鉢花とお菓子を
プレゼントしました。受け取った園児たちは「何色がいい
かな」とうれしそうに鉢花を見て喜んでいました。
　いで湯っこ市場緑化部では同園児たちをいで湯っこ
市場の植木コーナーに招待しお花見会を開催していま
したが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため開催
を見送り、その代わりに鉢花をプレゼントすることに
しました。

いで湯っこ市場緑化部が
保育園児へ鉢花
プレゼント

4/21
から

いで湯っこ市場
真っ赤な大輪「テロペア」販売

Aira  Hot Community

オーストラリア原産。水持ちがよく、真っ赤に大きく美しく咲く花。観賞用として人気。
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女性部スマホ教室開催中 「新ほっとふるさと」
熱海市・伊東市に寄贈［宇佐美・伊東・岡支部］
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あいら伊豆地区の情報満載！

NEWS Aira   Area

NEWS 1

NEWS 4

NEWS 2

NEWS 3

あいら伊豆地区本部ニュース 『あいら エリア］

 Aira   Area
あいら伊豆地区での
ホットな地域交流のニュース！

数量限定 

お早めに！

2022年6月1日 発行

テロペア

鉢花を渡す植木生産者

伊東市教育委員会に寄贈

熱海市教育委員会に寄贈

修了証明書を受取る修了生 ※撮影時のみマスクを外しています。



新規採用
職員紹介

　現宇佐美支店店舗前に、新店舗がオープンします。建物は鉄骨２階
建てで、１階は宇佐美支店、２階は地区本部です。
　照明は全灯ＬＥＤ、屋上には太陽光発電システムを設置するなど、環
境に配慮した設備の積極導入、ガス発電機を設置するなど災害時の対
応にも備えた店舗になります。

AIRA IZU  INFORMATION
Event Calendar

新店舗９月上旬 オープン予定

6/4～6/12  いで湯っこ市場緑化部

■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
■定 休 日：水曜日･日曜日・祝日　■営業時間：平日 AM9：00 ～ PM6:00　/　土曜日 AM9：00 ～ PM4:00( 仲介）

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 0557-37-7105 問い合わせ先

6
June

［ イベントカレンダー ］［ イベントカレンダー ］

宇佐美
単身者向け！  駐車場1台分付

1K

1階角部屋・駐車場1台分付　敷1・礼1

洋室10帖+K

42,000円／月家 賃

玖須美
陽当り良好    保、小、中学校近く

3DK

1階中部屋・駐車場1台分付　敷1・礼1

和室6帖×2
洋室6帖+K

60,000円／月家 賃

玖須美
陽当り良好    ペット可！ （小型に限る）

2階角部屋・駐車場1台分付　敷2・礼1
45,000円／月家 賃

　荻
陽当り良好    スーパー近く

2階角部屋・駐車場2台分付　敷1・礼1
59,000円／月家 賃

上多賀
駅・コンビニ近く  インターネット光回線使用料無料

1階中部屋・駐車場1台分付　敷1・礼1
59,500円／月家 賃

2K 和室6帖×2+K 3DK 2DK 和室6帖
洋室6帖+K

洋室6帖×2
和室6帖+K

不動産相談センター伊東店物件情報

● 地区購買課 ● 地区管理課

古代　龍
  ふる       よ りょう

いち早く自分の仕事を覚え、
農業の素晴らしさを知り、
地域に根ざした職員になります。

出身地／伊東市鎌田
趣味・特技／読書
性格／社交的、真面目
好きな言葉／情熱

JA職員
としての
〝抱負〟

JA職員
としての
〝抱負〟

丸山 智也
  まる     やま   とも       や

農業の振興に貢献できるよう
日々 成長し、信頼されるＪＡ職員に
なれるよう頑張ります。

出身地／伊東市宇佐美
趣味・特技／スポーツ
                （特にサッカー）
性格／責任感が強く真面目
好きな言葉／
今を戦えないものに
次とか来年とかを言う
資格はない

JA職員
としての
〝抱負〟

● 富士見支店

少しでも早く仕事を覚え、組合員の方々
から信頼される職員になります。　

● 地区営農販売課 ● 地区営農販売課

古屋 成悠
  ふる       や   みち     ひさ

営農アドバイザーとして、必要な資格を
確実にとり、生産者の力になれるように
努力します。

出身地／熱海市青葉町
趣味・特技／
サバイバルゲーム
性格／穏やか
好きな言葉／感謝

JA職員
としての
〝抱負〟

山口 翔梧
  やま     ぐち しょう      ご

まだ何もわかりませんが、いち早く業務を
覚え、戦力になれるよう頑張ります。

出身地／伊東市八幡野
趣味・特技／旅行
性格／素直
好きな言葉／感謝

JA職員
としての
〝抱負〟

● 伊東支店 ● 伊東支店

三好　翔
    み       よし     かける

地域の人々が安心して暮らせるように、情報提供や、
不安なことについて相談に乗り、元気よく接して、
信頼してもらえる職員になります。
そのために、あいさつ、礼儀、マナーをしっかりします。

出身地／伊東市富戸
趣味・特技／バドミントン
性格／陽気
好きな言葉／レギュラー満タン
　　　　　　　現金で　
JA職員
としての
〝抱負〟

大川 玲奈
  おお     かわ    れい      な

出身地／伊東市鎌田
趣味・特技／音楽を聴くこと
性格／マイペース
好きな言葉／一期一会

● 下多賀支店 ● 下多賀支店

岡本 理菜
  おか    もと     り　　 な

少しでも早く仕事を覚えて職場の先輩方
や窓口を通じて組合員や地域の方に信頼
される職員になります.

出身地／熱海市伊豆山
趣味・特技／音楽をきくこと
性格／負けず嫌い
好きな言葉／
努力は人を裏切らない

JA職員
としての
〝抱負〟

殿岡 正吉
  との     おか しょう    きち

組合員、地域の方々、職員に信用され頼ら
れる職員になります。

出身地／伊東市川奈
趣味・特技／
ゲーム  ハンマー投げ
性格／穏やか
好きな言葉／頑張る

JA職員
としての
〝抱負〟

あいら伊豆地区

一生懸命頑張ります！！

伊豆澤 佑奈
    い        ず       さわ   ゆう       な

出身地／伊東市
　　　　玖須美元和田
趣味・特技／御朱印巡り
性格／おだやか
好きな言葉／有言実行

● 荻支店

お客様を第一に考え、地域の方々から
愛される、信頼される職員を目指します。

植松 智之
      うえ     まつ   とも      ゆき

出身地／伊東市大原
趣味・特技／ボウリング
性格／元気
好きな言葉／何とかなる

JA職員
としての
〝抱負〟

● 吉田支店

ご来店くださるお客様の待ち時間を
減らすべく、素早く正確な仕事を目指し
ます。それに加えて、将来は親しみやすい
職員になります。

岩田　匠
      いわ       た   たくみ

出身地／伊東市富戸
趣味・特技／読書・音楽
性格／温和
好きな言葉／失敗は成功の基

● 伊豆高原支店

自分の学んできた農業の知識や経験を
生かしつつ組合員の皆さまや地域の
方に、また東部地域全体に貢献できる
職員になれるよう頑張ります。　

佐々木 希望
    さ        さ        き   の ぞ み

出身地／伊東市末広町
趣味・特技／
畜産業務（搾乳・牛の飼養）
性格／ひたすら明るい
　　　大雑把
好きな言葉／
ダイエットは明日から

● 宇佐美支店

自分になら安心して任せられると思って
もらえるよう、信頼されるために、お客様との
コミュニケーションを大切にしていきます。

横山 裕二
      よこ     やま   ゆう      じ

出身地／伊東市荻
趣味・特技／野球
性格／明るい
好きな言葉／全てのことに感謝

窓口職員として、お客様に信頼していただけるように
笑顔でミスなく、一生懸命頑張ります。
少しずつ確実に仕事を覚えていきながら一つ一つの
仕事を丁寧にこなしていきます.

JA職員
としての
〝抱負〟

New face introduction

JA職員
としての
〝抱負〟

JA職員
としての
〝抱負〟

JA職員
としての
〝抱負〟

皆さま
よろしくお願い
いたします！

New face
introduction

［あいら伊豆地区本部 宇佐美支店］

※完成イメージ図

あじさい祭り・植木大売出し 開催

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。）

今月のおすすめ

● 玉子の日

あさぎり玉子
２６５円→２２０円（税込）

そのままゼリー

This month's food

（税込）

定休日 6月21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

伊豆みかん 伊豆だいだい 伊豆いちじく


