8p+ 表紙

JA筑前あさくら × JAにじ

INFORMATION
第２回
JA筑前あさくら・にじカップサッカー大会

世界へはばたけ！
夢はオリンピック

日程

平成28年７月9日 ・10日

場所

久留米市東部運動公園

白壁の町並み

チャンス！

まるかじり

秋号
No.2

2016.10
つづら棚田

優勝した福岡LEGEND・FCチーム

JA筑前あさくらとJAにじが
協力して、小学生を対象とし
たサッカー大会を開きまし
た。16チームが参加。ボール
を追いかけ走り回る選手の姿
に、観客から大きな拍手が送
られました。

I N FO R M AT I O N

PRESENT

プレゼント & アンケート

柿

山田堰

※写真はイメージです。

コミュニティー紙「まるかじり」はいかがでしたか？地域
のみなさまにより広く農業や JA を知っていただこうと、今
回は JA 筑前あさくら・JA にじが合同で発行を行いました。
アンケートにお答えいただいた方の中から抽選で 50 名様に
「JA 筑前あさくら・JA にじの自慢の逸品」をセットにして
プレゼント‼どしどしご応募ください。
締切り：2016 年 11 月 30 日（水）まで当日消印有効です。

宛先

〒839-1321 うきは市吉井町356-1
JAにじ総務課 FAX : 0943（75）4633
当選者の発表は、
商品の発送をもって代えさせていただきます。

※個人情報は商品の発送と今後の編集の参考の目的以外には使いません。

商品概要
預入期間

３年

預入金額

スーパー定期貯金・・・１００万円以上（１円単位）
大口定期貯金・・・・・・・１０００万円以上（１円単位）

くわしくは、最寄りのＪＡ窓口におたずねください

①今回の「まるかじり」の印象
②１番よかったコーナー・つくってほしいコーナー
③どこで「まるかじり」を知ったか
④JA に対する意見、要望
⑤加工品に対する意見・要望・アイデア
⑥住所 ⑦氏名 ⑧電話番号 ⑨年齢
※上記の①〜⑨を必ず明記の上、郵便またはFAXでお送りください。

発行元

個人の方

ア ン ケ ー ト

ご利用いただける方

人と自然の架け橋に。
JAにじ

JA筑前あさくら

〒838-8602 福岡県朝倉市甘木221-1
Tel（0946）22-1917／Fax（0946）22-1893
HP http://www.asakura-fk-ja.or.jp

JAにじ

〒839-1321 福岡県うきは市吉井町356-1
Tel（0943）75-4121／Fax（0943）75-4633
HP http://www.ja-niji.com/

6p+7p

ステージイベントも盛りだくさん！みんなで来てね〜♥

10月
11月

JAまつり in みわ

10月29日
9：00〜16：00
三輪支店敷地内
歌謡ショー、町田隼人らお笑い芸人トークショー、
カラオケ大会、牛乳早飲み大会、JA女性部員や青年部員、
職員によるバザー、金魚すくい、餅まきなど

三輪支店 0946-22-3800

足をのばせば♪ 大己貴神社、筑前町立大刀洗平和記念館など

JA収穫祭 in 夜須

11月5日 ・6日
9：00〜16：00（6日は15：00まで）
夜須支店敷地内
農機具・車両展示会など。６日はうどん、焼き鳥、綿菓子など、JA職員によるバザー、卵の販売も

夜須支店 0946-42-4111

足をのばせば♪ 當所神社、夜須高原記念の森など

東峰村秋まつり

11月6日
10：00〜15：00
宝珠山グラウンド
管内産黒毛和牛の販売（要整理券）、千人鍋、農産物品評会表彰、「九州プロレス」の試合、
ステージイベント、新米つかみ取り、木工体験コーナーなど

東峰村役場 0946-72-2313

足をのばせば♪ めがね橋、行者杉、岩屋湧水など

あさくらきてみん祭 in あまぎ

11月19日 ・20日
9：00〜16：00
JA本店敷地内、ピーポート甘木周辺
農産物・オリジナル加工品の販売、JA 女性部のバザー、餅まき、バター作り体験、ステージイベントなど。19日には、
みそのチャリティすくいどり、えとぴりかさんのステージ、20日には米のチャリティすくいどり、ビンゴゲーム大会など

甘木中央支店 0946-21-0350

足をのばせば♪ 平塚川添遺跡、キリンビール福岡工場など

11月23日㊗ 10：00〜15：00
三連水車の里 あさくら
女性部、職員によるバザー、餅まき、ガーデニング教室、ビンゴゲーム大会など

朝倉支店 0946-52-2111

12月

足をのばせば♪ 三連水車、共生の里 黒川 in 美術館など

JA感謝祭 in 東峰

12月11日
9：00〜16：00
東峰支店敷地内
豚肉の量り売り、鶏のから揚げ、海産物、新車の販売、衣料品、農機・ガス器具の展示販売、景品付き餅まきなど

東峰支店 0946-72-2221

足をのばせば♪ 小石原焼伝統産業会館、棚田親水公園など

杷木支店感謝デー

12月16日㊎・17日
9：00〜16：00
杷木選果場
生産資材・衣料品・農機・ガス器具などの展示販売、お楽しみ抽選会、JA女性部手作りの豚汁の無料配布（16日の先着100人）

杷木支店 0946-62-1023

足をのばせば♪ 原鶴温泉、道の駅原鶴ファームステーション バサロなど

に行こう

あさくらたぶるまつり あさくら感謝祭

そうだ！

実りの秋を迎えました。JA筑前あさ
くらでは今年も、さまざまなイベントを
管内各地で計画しています。農産物の
販売、ステージイベント、バザー、餅ま
きなど、楽しい企画が盛りだくさん。皆
さま、ぜひお越しください♪

農 業 まつ り

ASAKURA

第13回

もちまき
大盛況
！

JAにじ農業祭り
11月12日 ・13日
9：30〜15：30
にじの耳納の里

（うきは市吉井町福益130-1）

大人気イベント
「赤ちゃんハイハイレース」

柿をはじめ地元の特産品が大集合する「JA にじ農業
祭り」。たくさんの人にもっと食と農を身近に感じて頂
こうと、「朝採り野菜の詰め放題」「農産物品評会」な
どイベント満載でお待ちしています。他にも、「ビンゴ
ゲーム」や「農業○×クイズ＆ジャンケン大会」、毎年
大好評の「赤ちゃんハイハイレース」などたのしい催
し盛りだくさん！今年はＪＡ共済アンパンマン交通安全
キャラバンもやってくるよ♪

11月12日

11月13日

9：00 農産物品評会受付
9：30 開会
10：00 朝採り野菜の詰め放題
11：00 ＪＡ共済アンパンマン交通安全キャラバン
11：40 ブラスバンド演奏(浮羽究真館高校)
12：25 農業祭りセレモニー
12：55 もちまき
13：10 昭和学園高等学校バトン部
14：00 ＪＡ共済アンパンマン交通安全キャラバン
14：50 ビンゴゲーム
15：30 閉会

10：00
10：30
11：10
11：20
12：30
13：15
13：55
14：35
14：50
15：20
15：25
15：35

当日参加受付イベント

朝採り野菜の詰め放題
仮面ライダーエグゼイドショー
女性部活動報告
赤ちゃんハイハイレース
ブラスバンド演奏(浮羽工業高校）
農業○×クイズ＆ジャンケン大会
仮面ライダーエグゼイドショー
表彰（農産物品評会）
農産物ビンゴゲーム
あいさつ
もちまき
閉会

ミナミノカオリ100％使用のラーメン、うどん、
カレーの販売は10:00から！ おいしいよ♪

農産物品評会受付
12日

9：00〜

朝採り野菜の詰め放題
12日

・13日

10：00頃（9：30受付）

ビンゴゲーム
12日

・13日

14：50頃

13日

13：15頃

農業○×クイズ＆ジャンケン大会

JAにじ産のお米を使用
した吉野家の牛丼も販
売します。

※天候などにより中止またはプログラムを変更することがございます。予めご了承ください。
※祭り当日は渋滞など混雑が予想されますので、お早めにお越しください。また、乗り合わ
せでのご来場にご協力をよろしくお願いします。

NIJI

4p+5p

景 色もごちそう

Haru

Patisserie &
Boulangerie

三連水車の里

秋のさんぽ 道

筑前の小京都・秋月から車で約 20 分。国道 386 号沿
いの栗田交差点そばにたたずむパンとスイーツのお店で、
フレンチテイストな外観にコック帽をかぶった犬の看板
が目印。パン常時約 40 種類、ケーキや焼き菓子約 30 種
類は、いずれも素材にこだわって手作りしています。人気
ナンバーワンは、
「きなこロールケーキ」。JA筑前あさくら
産 100％の小麦粉で作った薄力粉「筑前麦太郎」を生地に
使用。
しっとりとした生地と控えめで自然な甘さが特徴で
す。他 に も 旬 の 果 物 を ふ
んだんに使った彩り豊か
な「季節のフルーツタル
ト」も大人気。平日 17 時
以降は、お手頃な価格で
購入できるのもうれしい
サービス♪

田村和行店長

観光協会おススメ隠れスポット

杷木神社

「カフェ さくら」

（パティスリー・ブロンジェリー ハル）

素材にこだわった体に優しいスイーツ
作りを目指しています。今の季節は、
モンブランケーキがイチオシです！

あさくら

農産物直売所
「三連水車の里あさくら」内にある直営店、「カ
フェ さくら」では、朝倉産の旬の農産物を使った
ジェラートが目玉のひとつ。添加物、着色料を使
用せずに素材の持ち味を生かした手作りで、地元
で採れた果物や野菜のジェラートが常時 10 種類
ほどが並び、季節感を楽しめます。売れ筋はブド
ウと梨で、どちらも果実がそのまま入っており、
濃厚な味わいで大人から子どもまで大人気です。
江戸時代から受け継がれている地域の宝「三奈木
砂糖」や焼きなす、赤シソといった変り種も。冬は柿、ショウガ、柚子胡椒も楽しめます。
メニューはそ
の年や季節によって変わるため、足を運ぶたびに新しい味ときっと出会えるはず♥

朝倉郡筑前町栗田 1348‐4
☎（０９４６）２８-９７０８
営業時間 10:00 〜 19:00
定 休 日 月曜日

このジェラートをきっかけに、子どもたちが
野菜好きになってもらえたらとてもうれし
いですね。ちなみにわたしのおすすめは
イチジク味です♪
櫻木和弘館長

朝倉市山田 2192‐1
☎（０９４６）５２-９３００
営業時間 8:00 〜 18:00
（ただし、12 〜２月は 17:30 まで）
定 休 日 年末年始、
１、２月 第３木曜日

ここ杷木神社には、狛犬ならぬかわい
らしい「狛ウサギ」が奉納されています。
こ
の
「狛ウサギ」
には諸説があり、江戸時代に
活躍した杷木出身の俳人「篠崎兎城（しのざきうさぎじょう）
」の名前
にちなんだとされるものや、ウサギが子どもをたくさん産むことか
ら、子宝や子孫繁栄を祈願するためにまつられた…などなど。
ちなみ
に、神無月
（旧暦 10 月）
に日本の神々が出雲大社へ参集するなか、杷
木神社の祭神は１年中氏子
の安全と豊作を願って働き
続けているため、この地域
では 11 月を「神有月」と呼
んでいます。
本殿前の参道横
のケヤキは樹齢約 400 年
といわれており、
県天然記念
物にも指定されています。

今年の１１月１４日には、普段の満月と比
べて大きくて明るく見えるスーパームーンが
愛でられます。お参りを兼ねて、狛ウサギと
一緒にお月見でもどうぞ★
あさくら観光協会 事務局長

杷木神社

里川径一さん

朝倉市杷木池田 546

筑 後 川

天然酵母パン
か

る

か

炒飯酒家

や

コ

花留果家

観光協会おススメ隠れスポット

コ

カ

袋田不動尊

ラ

Cocokara

田主丸町森部にひっそりとたたずむパン屋「花留
果家」
。
コーヒーの香りと木のぬくもりあふれる店内
には国産の小麦と地元のフルーツや野菜を使ったパ
ンが並びます。
素材にこだわりがあるからこそ「素朴
なパン」
が多く、１番人気の食パンは乳製品・卵不使
用でシンプルな味わいが自慢です。
他にもかぼちゃパンや
いちじくくるみパン、季節限定の栗パンなど常に 15 種類
ほどを販売。
ランチは季節の地場野菜付き自家製ホットサ
ンド、手づくりのフルーツソースがかかったフレンチトース
ト、冬限定で地場産トマトを使ったビーフシチューが味わ
えます。
刈茅さん自ら焙煎し耳納山麓伏流水で淹れたコー
ヒーと一緒に心温まるひとときをお過ごしください。

炒飯をメインに中華の一品料理、宴会用の鉢盛な
どを、地元の完全無農薬の新米を使って提供。ラー
メンの脇役ではなく、あくまでも炒飯が主役と話す
オーナーの佐藤茂さん。どれだけ注文が入っても炒
飯の味を第一に、１度に２人前しか炒めないという
こだわりようです。その他オーナー自慢の一品料理もバラエティーに富んでおり、一度は味わい
たいメニューばかり。お酒もこだわりの日本酒から紹興酒まで、料
理とお好みに合わせてお楽しみいただけます。地元の方への感謝の
気持ちを忘れずによりよいものを提供していきたいと話す茂さん。
吉井町にお越しの際はぜひお立ち寄りください。あなたのお好みの
炒飯がきっと見つかるはずです。
★店内は１階と2階があり、
2階は25名の宴会スペースとなっています。
国道２１０号すぐそばで駐車場も完備。

自然豊かな田主丸で
ゆっくりくつろいでください
自家製ブドウ１００％の
ブドウジュースもあります。

刈茅博店長

久留米市田主丸町森部 952‐1
☎（０９４３）７３-３５４４
営業時間 10：00 〜 17:00
営 業 日 金・土・日曜日

どれもおいしくて『オススメは？』と
聞かれても迷ってしまいます。
１度きて召し上がってみてください！
佐藤朝香さん

うきは市吉井町若宮 56‐4
☎ ０９０-７４４３-８２１６
営業時間 11：30 〜 14：30
17：30 〜 23：00
（Ｌ．Ｏ 22：30）
定 休 日 火曜日

吉井町にある延寿寺の裏山
から続く林道を歩くと、真っ赤
な炎を背負った不動尊が現れ
ます。高さ 10ｍはあろうかと
いう迫力満点のこの不動尊、起
源は戦国時代、この地に在った
星野氏の筑後における主城、福
益城は、城の攻防でしばしば激
戦地となり、戦死者を悼む思い
と不動信仰により祀られたと
いわれています。意外と知られ
ていない観光スポット、ぜひ足
を運んでみてはいかがでしょ
うか。

知る人ぞ知るうきは市のパワース
ポットです。不動尊周辺の仏像の
表情にもぜひ注目を！
うきは市観光協会 事務局長

藤田豪太郎さん

うきは市吉井町福益

2p+3p

の
スタッフおすすめ

品
工
加
里
の
納
耳
の
にじ
グ！

筑 前 あさくらの 柿 のヒミツ
ＪＡ筑前あさくら管内は、全国有数の甘柿の産地で糖度が高くおいしいのが自慢
です。
全体の約半分を占める富有柿は１９８０年に日本農業賞を受賞し、
名実ともに
「日本一の柿の産地」
として認められました。
「柿が赤くなれば、医者が青くなる」
と

ＪＡにじの直売所「にじの耳納の里」で
お求めいただける加工品の中で、スタッフ
おすすめの加工品をご紹介します‼

言われるほど栄養価が高く健康食品としても非常に優れているといわれています。
筑後川流域の肥沃な大地と山の清流に恵まれ、太陽の恵みをいっぱい浴びてふっ
くらと大きく、
艶やかに育った
「JA筑前あさくらの柿」
をぜひ、
ご賞味ください！

ランキン

●柿カレンダー
9月

10 月

西村早生柿
早秋

一押し

11 月

松本早生柿
伊豆柿

1月

加工品紹介

柿の若葉をじっくりと乾燥加工させて作った清涼
飲料水。さわやかで香ばしい味が特徴です。
カゼ
の予防に効果があるといわれているビタミンCを
豊富に含んでいます♪

柿ジャム
柿の王様「富有柿」を角切りにし
ジャムにしました。
柿ならではの
食感と濃厚な風味が特徴でヨー
グルトにも相性バッチリです❤
※11月からの販売予定です

お買い求めは…
「中部営農センターきばる」
：朝倉市屋永 ☎（0946）21-0800
「旬菜ひろば とまと」
：筑前町東小田 ☎（0946）42-0437 など

ゆうパック

ギフトカタログ
「ゆうパック」
によ
る通信販売も扱っています。富有柿
は２Ｌサイズ36個入り、
Ｌサイズ42
個入り、
２Ｌサイズ18個入り、
Ｌサイ
ズ20個入りの４種類があり、
お歳暮

1食当たり約242kcal

ＪＡ筑前あさくら販売開発課

（０９４６）
２３-２２１６

クラッカ ーに 載 せ て
オードブル、または全体
を混ぜ合わせてパンに挟
んだり、いろいろな場面
でお楽しみください♥

●材料（2人分）
柿………………1個
カボチャ………150g
サツマイモ……150g

ドレッシング
ヨーグルト………小さじ2
マヨネーズ………大さじ1・1/2
粒マスタード……小さじ1
塩 ………………少々

｛

●作り方
（1）
柿、
カボチャ、
サツマイモは2〜3cm角に切る
（2）
カボチャは甘さを引き出すため、
少量の塩
（材料外）
を振る
（3）
カボチャとサツマイモはゆっくり加熱すると甘味が増すので、
10〜15分ほど蒸す
（4）
ドレッシングの材料を合わせておく
（5）
器に
（3）
と柿を盛り付け、
ドレッシングを掛けて出来上がり★

柿直売所
ＪＡ筑前あさくら朝倉柿選果場内

至甘木

国道

38

大分自動車道

6号

す♪ギフト用や規格外品を集めた
自宅用があり、
店内では試食も行っ
ています。
全国各地への発送も承っ
ています。
午前９時〜午後４時。
●お問い合わせ

（０９４６）
５２-３３１９

4

2

フリーズドライ
ほうれん草スープ

朝倉 IC
直売所
JA筑前あさくら
朝倉かき選果場

三連水車

至杷木

※朝倉 IC 降りて
右折後すぐ
筑後川
浮羽バイパス

にじ管内田主丸産のほうれん草を100％
スープと具材にも使用。着色料など加えな
い本来の鮮やかな色とまろやかな味わい
が楽しめます。

5

トマトカレー

3

にじ産の苺「あまおう」を
100％原料に、酸化防止剤
を使わないあまおう本来の
鮮やかな色と、香り高い味
わいををお楽しみください。

耳納連山みそ

にじ産大豆を始
め地場産を使い昔
ながらに仕込ん
だ、麹の香り高い
手づくりみそ。贈り
物にも人気の定番
みそです。
ミネラル
分の多い塩を使っ
た「いそしお」、
「な
みじお」、
「あわせ」
があります。

6

あまおうワイン

にじ産トマト
「桃
太郎」
と、
具材に地
元の銘柄豚「耳納
いっーとん」を使
用。
トマトの酸味と
銘柄豚の旨みが相
性抜群です。

ほうれん草カレー

冬摘みの甘みが
のった田主丸産ほ
うれん草と、具材
に地元の銘柄豚を
使用。旬の味わい
たっぷりの贅沢な
カレーです。

こんなものもあります !!
人気の耳納連山
みそを原料につく
りました。麹の香
りが生きたみそ本
来の美味しさが、
いつでも手軽に味
わえます。

比良松
交差点

の産地直売所では10月中旬〜１月
下旬まで新鮮な柿を販売していま

にじ産「桃太郎」
トマトを１００％使用。着
色料や香料を使わず素材本来の酸味と甘
みが楽しめる、
リピーター続出の人気商品
です。

◎フリーズドライみそ汁

至田主丸

などの贈答用にも人気です♪

フリーズドライ
トマトスープ

柿・カボチャ・サツマイモの秋色サラダ

「富有柿」
を遠赤外線で乾燥
加工。濃縮された柿の甘味
と風味と味わいを、
そのまま
閉じ込めました。噛めば噛
むほど甘味が広がり食べる
と次が欲しくなる一品です★

柿茶

1

冷蔵富有柿

太秋

柿ちっぷ

お問い
合わせ

12 月

富有柿

◎フリーズドライぶた汁
風味豊かなみそ
汁に、柔らかく旨
みたっぷりの地場
産銘柄豚入り。お
腹もこころもあっ
たまる一品です。

◎肉みそ筑水男児・おやじ
地元銘柄豚「耳納いっーとん」を使用した肉みそ。炊き
たてのご飯、
おにぎりの具、
ラーメンなどと一緒にぜひ！

にじの耳納の里
住 所

うきは市吉井町福益１３０‐１
お問い合わせ

（０９４３）
７５‐８１１１

