
キャンペーン期間
2018年1月31日水まで

●お預け入れ金額２０万円以上１，０００万円未満
●個人で新規にお預けいただける方（普通貯金からの預け替えは対象）
　※既に当ＪＡにお預けいただいている定期貯金から、本商品に切り替えることはできません。

店頭表示金利のふゆとく定期（スーパー定期1年） ×

の方に選べるプレゼント!!ローンお申し込みふゆとく定期ご契約 または

Aコース

Aコース

Bコース

Aコース

Bコース

（20万円以上のお預け入れ・ローンお申込みでお選びいただけます。）

※ローン対象商品は、店頭にてご確認ください。※ローンはＡコースおよびＢコースから２個お選びいただけます。
※数に限りがございますので、商品がなくなり次第終了とさせていただきます。

1個
2個
3個
5個

20万円以上～50万円未満
50万円以上～100万円未満
100万円以上～300万円未満

300万円以上

お預け入れ金額
（1日当たり） 進呈数 選べる

プレゼント

および

※缶ドリンク、カップめんは1個単位となります。

お一人様 各1点まで

JAの缶ドリンク

ちょリス
バスタオル

ちょリス
レジカゴ用バッグ

ラップ 食器用
洗剤

Aコープ カップめん キャラメルコーン

（50万円以上のお預け入れ・ローンお申込みでお選びいただけます。）

ウインターキャンペーン実施中

お近くのＪＡ遠州中央 各支店まで
または、金融推進課  ☎0538-36-7039まで

お問合わせ先

※次回継続時は、継続時の店頭表示利率が適用されます。※中途解約された場合、当JA所定の中途解約利率が適用されます。 
※利息に20.315%（国税15.315%、地方税5%）が分離課税されます。

JAバンク静岡
冬の貯金キャンペーン「食の王国しずおか」わくわくプレゼント「食の王国しずおか」わくわくプレゼント

対象定期貯金をご契約の方の中から抽選で県下JAの農畜産物が当たる！！
さらにチャン

ス

＊ときめきネットワーク

予約注文
受付中！
12/8金まで

※写真はイメージです。餅以外の小物などは付属しません。

ＪＡ遠州中央「農協もち工房」謹製

真心込めたＪＡのおいしいお餅を、ぜひ、どうぞ
お餅

のし餅一升（約50切れ）1，830円（税込）

お近くのＪＡ遠州中央 各営農センター・経済店舗
または、資材課  ☎0538-36-7019まで

お問合わせ先

タテ約40㎝×ヨコ約30㎝に伸ばしたお餅に独自の加工
技術と専用カッターでスジ入れし、簡単に切れやすいよう
加工してあります。雑煮、お汁粉、焼き餅…あらゆる調理
方法に対応できます。

鏡餅 先着600個限定 3，270円（税込）
お正月定番の鏡餅。直径約15㎝と約12㎝の丸いお餅が
2段重ねになっています。

正 用月

［発行］	遠州中央農業協同組合
	 〒438-0086	磐田市見付3599-1
［編集］	広報課
	 ☎0538-36-7001　ＦＡＸ.0538-36-7101
［印刷］	株式会社アプライズ

JA遠州中央
QRコードリーダーがない場
合は「jaenchu@jdmw.jp」
へ空メール

携帯メルマガ
会員募集中！

登録はこちらから▼

なかまづくりコミュニティ
ＪＡ遠州中央の各支店や営農センターなどが、地域の皆さんを巻き込んで取り組む“食と農”
を基軸とした「なかまづくり活動」で、こんなことしました♪

※写真はイメージです。

「青森産りんごジュース」 「新米コシヒカリ」
または「アンパンマングッズ」 プレゼント!!

キャンペ－ン期間中、自動車共済のお見積りを取るだけで…

自動車共済
自動車保

険見直しのチャンス! !自動車保
険見直しのチャンス! !

お見積りキ
ャンペーン

好評につき

第2弾

※ご検討・ご契約にあたっては『重要事項説明書（契約概要）（注意喚起情報）』および『ご契約のしおり・約款』を必ずご覧ください。
※ご応募・ご提供いただいたお客様およびご家族情報は、ＪＡおよびＪＡ共済連事業および各種サービスの提供・ご案内・充実等の目的
以外には利用いたしません。また、ＪＡ共済は「個人情報保護方針」を定め、お客様に関する情報の保護に努めております。

期 間／２０１７年10月2日月～２０１８年3月30日金

一度は
飲んでほしい！
ちょっと贅沢な
りんごジュース
（５本入り）

みんな大すき！
アンパンマン！

2017年産 新米
管内産コシヒカリ！
　　　（300ｇ）
　　　　※なくなり次第終了
　　　　　となります）

期間限定
送料込
2017年12月末まで若い茶樹から生まれた

力強い
一番茶新芽のみを使い、
強火で仕上げました。
高い香りと、

甘く渋みがあります。

食 と 農 で 地 域 を 元 気 に し ま す ！
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〒438-0086　磐田市見付3599-1
JA遠州中央　広報課「野菜 プレゼント」係
締め切り／２０１７年１２月２０日㈬（当日消印有効）
※当選者の発表は、発送をもって代えさせていただきます。
※ご提供いただいた個人情報は、ＪＡ遠州中央の広報活動以外に使用いたしません。

●次号は2月1日㈭発行予定です。

プレゼントコーナー
野菜の詰め合わせ プレゼント!

次号は
2月1日㈭
発行予定

はじめてみよう！！

女性部体験教室

内　容 日　程 場　所 会費 連絡先 定員

①こんにゃく作り 12/7（木）
午後１:３０～

広瀬生活センター
２階 600円位 ＪＡ豊岡店

☎0539-62-4446 16名

②おしゃれな寄せ植え作り 12/12（火）
午後１:３０～

ＪＡ袖浦支店
良心市内 3,000円位 ＪＡ竜洋支店

☎0538-66-2411 15名

③しめ縄飾り作り 12/22（金）
午後１:３０～

ＪＡ袖浦支店
良心市内 400円位 ＪＡ竜洋支店

☎0538-66-2411 15名

④正月用
　フラワーアレンジメント

12/26
（火）

午後１:３０～ 袋井ふれあい生活工房
3,000円位

ＪＡ袋井支店☎0538-42-4121 20名
午後６:００～ 広瀬生活センター２階 ＪＡ豊岡店☎0539-62-4446 30名

⑤ミニ門松作り 12/28（木）
午後１:３０～

ＪＡ袖浦支店
良心市内 1,500円位 ＪＡ竜洋支店

☎0538-66-2411 20名

⑥恵方巻き作り 1/27（土）
午前９：３０～

ＪＡ見付ふれあい
生活工房 500円 ＪＡ磐田北部営農センター

☎0538-38-0067 16名

※日程、内容等は都合により変更する場合があります。

　JA女性部では、管内各地でさまざまな体験教室を開いています。お試し感覚で参加してみませんか？
参 加 条 件／	JA遠州中央管内（袋井市・磐田市・浜松市天竜区・森町）在住、またはお勤めの方
募 集 期 間／	定員になり次第、締め切りとさせていただきます。
お申込み・お問合わせ／	下記の各地区女性部担当まで、お電話ください。
※ご予約いただいた方には後日、女性部担当から連絡いたします。

※写真はイメージです。

お得な情報
盛りだくさん

▲応募はこちら

お問合わせ先

冬のあたたかな贈り物

香りの丘 茶ピア　※ご注文は、メールまたはお電話にて茶ピアへ直接ご連絡ください。

 CHAPIA@enchu.ja-shizuoka.or.jp　☎0538-44-1903（平日8:30～17:00）

「野菜の栽培とプレゼントでファンづくり」by森地区4支店合同
　今年も支店運営委員と水田を利用した野菜作りを行ない、地元の

幼稚園児と一緒に収穫しました。収穫した野菜は、昨年同様、行政

と共同開催の農協祭でPRやプレゼントに活用したところ、皆さんか

ら大好評でした！“食と農”に特化したJAならではの活動を通じ、地

域の皆さんには少しでもJAを身近に感じてもらえればうれしいです。

「豊田南小と大豆栽培」by豊田支店
　豊田南小5年生と大豆栽培から豆腐作りまでを一緒に楽しんでい

ます。11月は、栽培のハイライトである収穫でした！カリカリになっ

た大豆を株ごと抜いて、畑からせっせと運びました。1月には豆腐

などを作る予定で、大豆が余すことなくいろいろな食べ物となるこ

とを理解し、食べることの大切さを感じてもらいたいです。

読者の中から抽選で「野菜の詰め合わせ」、ＪＡの直売所などで
利用できる「くみあい商品券」を各１０名の方にプレゼントします。
ご希望の方は、QRコードからの応募、またはハガキに①郵便番号②住所③氏名
④電話番号⑤年齢⑥JAへのご意見をご記入の上、下記宛先までふるってご応募ください。
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冬季限定プレミアム
強火荒仕上げ
¥2,100（税込）
●和紙缶150g×1缶

味の競演
産地味わいセット
¥5,000（税込）　●200g×5袋
●茶ピアオリジナル/袋井/森/春野/天竜の各産地
※箱･包装なし

煎茶・深蒸し
銘茶詰合せ
¥3,000（税込）
●100g×２缶

の冬ギフト
茶ピアより、オススメの冬のギフトをご紹介。

お世話になった方 へ々の贈り物として、また、ご自分へのごほうびとして、
いつもと違うお茶でほっと一息つきませんか？



食と農で地域を元気にします！＊ときめきネットワーク

生産者の顔が見える JA農産物直売所安心安全

女  性部の組織活性化
　女性部は若いママ世代を呼び込もうと、女性大学「さぷりスクール」
を毎年開いています。全７回の講義で、みそ造りやお茶の淹れ方、そ
ば打ちなどの体験を通じ、女子力に磨きをかけています。子育てをす
る女性のために託児保育や仲間づくりを実施するなど若い世代の女性
が参加しやすいよう、サポートもしています。

　講習会のレシピは「シンプルで作りやすい」を

意識して考えています。どこの家庭にもある食材

を使い、複雑な工程も少ないので、皆さんに作っ

てもらいやすいものになっていますよ。講習会で

学んだことを思い出しながら、家庭でも料理に取

り組んでほしいですね。

JA女性部活動
私たちこんなことしてるんです！

一緒にやろうよ！

ファーマーズマーケット
見付どっさり市
磐田市見付3599-1
☎0538-36-7081
■営業時間／午前9:30〜午後6:00
■休　業　日／年始、盆明け

豊田東I.C
国道1号（磐田バイパス）

↓至磐田駅

加茂川
交差点

県道413号（旧国道1号）

　磐田市
●中央図書館

●中遠総合庁舎

見付どっさり市
（JA本店敷地内）

農産物直売所
あさば新鮮市
袋井市浅名1053
☎0538-23-7877
■営業時間／午前9:00〜午後5:00
■休　業　日／日曜日、年末年始、盆

●
浅羽中学校

●袋井市役所
　浅羽支所

JA浅羽北支店
●

あさば新鮮市

海老芋！
海老芋は、煮崩れしにくいので鍋物
やお雑煮に入れてもOK！お手頃価
格のご家庭用のほか、箱入りの贈
答用もご用意できますよ！

ミカン！
現在、地元で露地栽培された早生ミ
カンが並んでいます。今後は春にか
けて、糖度が高い「青島」や「はるみ」
も販売されますよ！

冷凍コーナーでは、ＪＡのイベント
で好評の“えび芋コロッケ”も年中
販売しています。

袋井温泉「和の湯」で毎月第2・4月
曜の午前11：00から正午まで、農
産物の出張販売を行なっています。

惣菜部の手作り弁当や惣菜が人
気です。「今日のお昼ごはんどう
しようかな」「もう一品欲しいな」と
いう時にどうぞ！

　同じ目的を持った幅広い年齢層の女性

が、地域ごとに集まって活動する組織が全

国ほとんどのＪＡにあり、「女性部」と呼ば

れています。今回は、JA遠州中央の女性

部活動を３つの観点から紹介していきます。
干し芋

キャベツ

もち

こちらも人気！

トマト
ダイコン

サツマイモ

こちらも人気！

治郎柿
切り花

シイタケ

こちらも人気！

にんじんパウンドケーキ 根菜のピクルス

講 習 会 で 作 っ た 料 理 の レ シ ピ を ご 紹 介 ！

［ 作り方 ］
①	ニンジンを厚さ３ｍｍのいちょう切りにして塩をふり、耐熱容器
にラップをして電子レンジ（５００ｗ）で３分間加熱し、みじん切
りにする。干しブドウはぬるま湯に10分浸し、水気をふいて
薄力粉をまぶす。

②	ボウルにⒶを合わせてふるいにかけて入れ、泡だて器で空気
を含ませるように混ぜる。

③	別のボウルにⒷを入れ、油と水分が分離しないように混ぜ、
ニンジンを加えて混ぜる。

④	②に③を流し入れて混ぜ、干しブド
ウも加えてさらに混ぜる。

⑤	④をパウンド型に流し入れ、１８０℃に
予熱したオーブンで１０分間焼いたら
取り出し、表面縦に、深さ１ｃｍの切
れ目を入れて、さらに２０～３０分焼く。

［ 作り方 ］
①	レンコンは厚さ５ｍｍの半月切りにする。
ほかの野菜は、８ｍｍ角の長さ約５ｃｍ
の棒状に切る。

②	すべての野菜を沸騰している湯に入れ
てひと煮立ちさせ、ザルにあげ水気を
切る。

③	鍋にⒶを入れて火にかけ、煮立ったら
火を止めて冷ます。

④	③にすべて
の野菜を入
れ、漬けお
く。漬ける
時間はお好
みで。

料理のポイント♪

オーブンは十分に
予熱し、パウンド型
にクッキングシート
を敷きましょう！

料理のポイント♪

③が少し温かいう
ちに野菜を漬ける
と、味がしみ込み
やすくなります！

［ 材 料 ］　（6人分）
●ゴボウ	 ……… ７５ｇ
●レンコン	………２２０ｇ
●ニンジン	 ……１００ｇ
●ダイコン	………１５０ｇ

●ローリエ	…………１枚
●赤唐辛子	………１本
●粒コショウ	…… １５粒
●水	………… ２００ｍｌ	 Ⓐ
●酢	………… ２００ｍｌ
●ハチミツ	 …… ７５ｍｌ
●塩	…… 小さじ１．５弱

［ 材 料 ］　（１８×７×６ｃｍのパウンド型）
●ニンジン	 …………… １００ｇ
●干しブドウ	……………… ７０ｇ
●薄力粉	……………… 小さじ１
●塩	……………………… 少々

●薄力粉	……………… １１０ｇ
●全粒粉	………………… ３０ｇ
●アーモンドパウダー	 …… ３０ｇ
●ベーキングパウダー	… 大さじ1/2	 Ⓐ
●砂糖	………………… 大さじ４
●シナモンパウダー	…… 小さじ１
●塩	……………………… 少々

●米油	……………………６０ｍｌ	
Ⓑ

●無調整豆乳	………… １００ｍｌ

JA
の
担

当職
員に聞きました！

どんな
ところ？

1
女性部では
どんな活動をしているの？
地域の女性たちでつくるサークルのような活動で
す。お料理や手芸、体操やダンスなど、好きな
人同士が集まって、それぞれグループで活動する
ほか、食農体験学習や福祉ボランティアなど、地
域との交流もしています。仲間づくりやＪＡの各施
設が利用できるのも魅力の一つです。料理と健
康に関する活動は、どの年代の女性も関心が高
いですよ。

Q
A

女性部には
誰がいるの？
JA管内（袋井市、磐田市、浜松市天竜区、
森町）にお住まいか、お勤めの方が参加し
ていて、2017年度は２,７５２人の部員が、
地域ごと１１支部に分かれて活動をしていま
す。さらに、支部の中でも細かい地域ごと
に分かれてグループ活動を行ない、中には
若い世代（フレッシュミズ）が中心になって活
動しているグループもありますよ。

Q
A

料  理と健康にまつわる活動
　料理と健康にまつわる活動は、部員からも関心が高いです。講師に
栄養士やプロの料理人を招いた、料理の講習会などを開き、ＪＡ管内
の食材を使った調理実習も行ないます。

ＪＡ遠州中央　営農企画課　　☎0538-36-7014
★�ＪＡでは、初めての方でも気軽に参加していただける「女性部体験教室」を開いていま
す。詳しくは裏面をご覧ください。

女性部参加条件

ＪＡ遠州中央管内（袋井市、磐田市、浜松市天竜区、森町）にお住まい、ま
たはお勤めの女性。

JA営農企画課 女性部事務局
山下 良子

JA女性部
村松 惠美子委員長（袋井支部）

み

んな
興味津 ！々

ココが
人気！

2
　若い世代の女性が興味を持って参加してくれるのはうれ

しいですね。多くの人が参加しやすいよう、新しいことを

柔軟に取り入れ、活動を通じて「楽しい」という心のおみ

やげを持ち帰ってくれる、魅力ある女性部をつくっていき

たいです。

JA静岡厚生連　遠州病院
健康管理課　管理栄養士
 中根 ひろみさん

レタス！
ここ森町特産のレタスが、店頭に並
んでます。サラダなど生食が多いと
思いますが、チャーハンやコンソメ
スープに入れてもおいしいですよ！

農産物直売所
森の市
周智郡森町森1731-2
☎0538-85-0831
■営業時間／午前9:00〜午後6:00
■休　業　日／年末年始、盆

●

JA森支店

遠州森駅

戸
綿
駅

●
サステン

太田
川

森町役場
●

天竜浜名湖鉄道

森の市

ぜひお試
し

ください
！

マ
マ
た

ちも
一緒にやろうよ！

さぷり
スクール
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こんなことにも関係してるんです！
　料理講習会では、ＪＡ管内で収穫された安全で安心な農産物を使用することで、
地元食材を身近に感じるとともに、食生活を見直す機会になっています。さらにこ
の取り組みは、地産地消にもつながり、地域農業への貢献にもなっています。

実は！


