ブランド
確立に力
いちじく部会生産販売反省会・総会

高品質生産・
後継者育成に
連携誓う
お茶部会総会

ＪＡにじいちじく部会は平
年度総会を３月７日︑ＪＡ総

ＪＡにじお茶部会は平成

成 年度生産販売反省会並び
合会館アルカスで開きました︒

に総会を３月 日︑ＪＡのに
じ の 耳 納 の 里 で 行 い ま し た︒
年度産﹁とよみつひめ﹂は

年度は晩霜などの影響で計

年度を上回る販売実績となり

のの︑部会員の努力のもと前

よりやや小玉傾向となったも

で 最 優 秀 賞 ＝ 石 井 哲 雄 さ ん︑

産上位者として施設栽培の部

郎さんが就任︒また高品質生

改選を行い新部会長に相良光

を訴えました︒総会では役員

よるレベルアップをめざしま

した﹁茶生産性向上講座﹂に

若手育成とともに︑年間を通

応える茶生産︑次世代を担う

めました︒ 年度はニーズに

質生産に励みＰＲ活動にも努

画数量達成には至りませんで

ました︒市場関係者はにじ産

優秀賞＝末次誠さん︑露地栽

す︒今回︑お茶部会女性部が

したが︑困難な状況のなか良

を高く評価︒一層の安定出荷

培の部で最優秀賞＝岩瀬喜久

２月に行った研修会の内容を

梅雨明け以降の猛暑と乾燥に

▲うきは市煎茶品評会落札上位者を表彰。
右
から１位＝堀江豊久さん、
２位＝堀江祐次
さん、
３位＝堀江剛文さん

男さん︑優秀賞＝佐々木義久
さんを表彰しました︒
▲高品質生産上位者を表彰
（写真は末次誠
さん＝右）
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麦の質・量確保に重要な時

麦穂揃い期講習会

適期管理で成果
につなげよう

者を表彰しました︒

うきは市煎茶品評会落札上位

進会入賞者を報告し︑ 年度

30

発表︒また 年度福岡県茶共

30

期となる穂揃い期の管理徹底

野菜のつくり手
育成へ

基礎講習会でサポート

をと︑ＪＡにじ麦部会は講習

会を４月２日︑ＪＡ吉井カン

した︒部会員１２０人が参加

トリーエレベーターで開きま

し︑久留米普及指導センター

穂揃い期の見極めによる適期

えての排水対策などを解説し︑

い期追肥の要点や雨量増に備

質な麦づくりにつながる穂揃

タンパク質含有率が上がり良

から主要管理と具体策を講義︒

▲夏野菜の基本管理を学ぶ参加者

対策の重要性を強調しました︒

ＪＡにじは夏野菜の栽培講

習会をＪＡの﹁にじの耳納の

里﹂研修室で開きました︒新

規栽培者や栽培希望者をサ

ポートし育成をはかる目的で︑

久留米普及指導センター野菜

係から︑土づくりから始めて

オクラ︑カボチャ︑キュウリ︑

スイートコーン︑ナスの基本

管理を講義︒良い土づくりに

何が必要かや連作障害の要因

とたい肥の役割︑排水対策な

ど︑野菜づくりのための環境

整備の大切さを学びました︒

管理に生かそうと聞き入る部会員

8 ● JANews

30

▲挨拶する相良新部会長
（左端）
ら新役員

30

12

30

30

▲

新たに６人
﹁元気大学﹂
開校
農の基礎から加工まで

園﹂で開きました︒今年度は

６人の新規生が加入︒ＪＡ生

活福祉課の中野担当の指導で

今年度第１回講座を４月６日︑

の 基 礎 か ら 学 ぶ﹁ 元 気 大 学 ﹂

までを学んでいきます︒初回

収穫︑さらに漬物などの加工

づ く り か ら 野 菜 の 植 え 付 け︑

全 人が︑来年３月まで︑土

ＪＡの﹁耳納の里ふれあい農

は野菜づくりの基礎知識を学

ＪＡにじは︑実習を通し農

▲里芋植付けを学ぶ新規生︵両端︶

活動の成果
を発表
農作業や料理など学習会での

いもなどの植え付けや夏野菜

た︒また﹁家の光﹂記事活用

部・グループ表彰を行いまし
自身が病気になり食の大切さ

本田節さんを招いた講演では︑

﹁ひまわり亭﹂の代表を務める

ＪＡにじは４月５日︑田主

２０１９年度の利用計画につ

用 高 実 績 に つ い て 報 告 し︑

栽培準備に汗を流しました︒

の成果を︑各地区代表者がＪ
に改めて気づき︑地元の伝統

丸グリーンパレスで田主丸地

区農産加工運営委員・連絡委

Ａにじとのつながりや女性部

食を残していきたいという思

お茶部会青年部

員合同会議を行い︑ 年度利

新茶の季節を迎えＪＡ役職

Ａにじお茶部会青年部は﹁お

知って味わってほしいと︑Ｊ

参加者は楽しく身体を動かし

会 で は﹃ 笑 い ヨ ガ ﹄ を 体 験︒

いて協議しました︒また研修
員に美味しいお茶の淹れ方を

耳納連山みそ

活動における体験談などを交

れ︑
﹁食﹂に対する熱い思いに
ふれた大会となりました︒

お茶の淹れ方
役職員に手ほどき

30

リフレッシュしました︒
▲正しいお茶の淹れ方を学ぼうと真剣なまなざし

茶の淹れ方教室﹂を４月８日︑

ＪＡ本店で開きました︒初の

試みで︑開会に当り右田組合

長は﹁急須でお茶を淹れる文

化を次世代につないでいかね

ば﹂と伝統継承に思いを込め

ました︒教室では湯冷ましの

時間から注ぎ方まで部員が実

演指導︒お茶青年部では淹れ

方教室第２弾も計画しており︑

堀江祐次代表は﹁次回は青年

と意欲を述べました︒

部が生産したお茶で行いたい﹂

挨拶する永松千代子会長

上げて現在に至るまでが語ら

いから﹁ひまわり亭﹂を立ち

Ｊ Ａ 女性組織５ 原則を唱和す
る参加者

え報告︑アグリキッズ３名が

ＪＡにじ女性部は３月 日︑
ＪＡ本店で家の光大会を開き
した︒熊本県で郷土料理の店

楽しい思い出を語ってくれま

んだあと︑さっそく農園で里

率や推進︑配達等について支

家の光大会

20

ました︒
﹁家の光﹂の購読普及

▲活動報告をするアグリ
キッズの長尾一慶さん

伝統の味
継承を

16

9
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▲

▲

品評会上位入賞を果たしたい﹂

目的と重要性を説き︑土壌診

めざせ

した︒互いに現地を巡回して

土壌環境を整えることが品質・

断結果を基準に施肥し最適な

営農指導員全体研修

ＪＡにじは営農指導員の全

体研修会をＪＡのにじの耳納

の里研修室で開きました︒Ｊ

Ａグループ福岡担い手総合サ

ポートセンター上席技術主管

の木原繋幸氏が﹁土壌管理に

基づく適正施肥管理について﹂

収量の安定向上につながるこ

のテーマで講義︒土づくりの

も年２回ほど行っていく計画

とを強調しました︒

りました︒ＪＡカーネーショ

彼岸に向けた出荷が最盛とな

間電照取り入れを進め︑数量

よる安定出荷をはかろうと夜

確保につなげています︒

荷するカーネーションの産地︑

し︑さらにスムーズな生育に

てきめ細かな温度管理を徹底

よると︑冬場の高温対策とし

園芸指導販売課の上村担当に

た品質検査のもと出荷︒ＪＡ

本を︑共同選別体制で徹底し

期待を込めます︒

へ切磋琢磨していければ﹂と

合担当は﹁福岡のレタス振興

で︑ＪＡ園芸指導販売課の和

基礎から学んだ研修会

レベルアップ

課題や対策を情報交換︒今後

▲にじ管内の現地で概要などを説明するＪＡにじレタス
部会青年部の田中部長
（左）

ン部会は彼岸向けに約１０万

年間 品種２００万本を出

日︑初の産地交流を行いま

洗リーフ部会は３月

年部とＪＡみい大刀

Ａにじレタス部会青

売に生かそうと︑Ｊ

題を共有して生産販

他産地と成果や課

ＪＡみいとにじの部会

と意欲を語りました︒

枝数や葉層などを調査

福岡県茶生産組合連合会朝
倉支部による第１回茶生産性
向上講座が３月 日︑ＪＡに
じ管内などでありました︒初
の取り組みで︑浮羽町妹川地
区などを会場に同連合会の仁
田原事務局長が講義︒ＪＡに
じお茶部会員とＪＡ筑前あさ
くら管内の生産者らが参加し︑
枝数や葉層を測り︑土壌の硬
さなどを園地ごとに調査しま
した︒結果をもとに地域に即
した適正管理を見極めていく
方針で︑講座は来年３月まで
の古賀担当は﹁収量増が第１

全５回行います︒ＪＡ農産課
の目標︒県の技術指導員に管

福岡のレタス
振興へ切磋琢磨
ＪＡにじでは３月中旬︑春の

▲徹底した品質管理で高評価を得ているにじ産
カーネーション

▲

理の基準を仰ぎ成果につなげ︑

10 ● JANews

彼岸需要に対応
30

地域に即した技術見極めを
28

12

カーネーション上々出荷

茶生産性向上へ
年間講座

▲

年間売上げ 億円突破
ています︒

充実と知名度アップにつなげ

にじの耳納の里
ＪＡにじ﹁にじの耳納の里﹂
億円を突破しま
年 目 で︑

ＪＡと
ＪＡとの産地間提携を通じて品揃え
を充実

は３月 日︑
２０１８年度の売
上げが
し た︒２ ０ ０ ４ 年 ４ 月 に
オープン以来
今後も新鮮安全な地場産
の基地として ファン定着
をはかるとともに︑
﹁常に
組合員が出荷したいと 思
える店﹂づくりをめざし
ます︒また現在
産地間提携を結び特産交
流を行っており︑品揃え

ＪＡにじ﹁にじの耳納の里﹂

物客が自分で投入するしくみ

払機に表示された金額を買い

▲

新たにセミセルフレジを導入

て支払いにかかる待ち時間を
短縮することができます︒

しました︒同店スタッフが清
算のみを行い︑設置された支

伝統産地
﹁田主丸﹂産人気
提携直売所に植木苗木出店
ＪＡにじ﹁にじの耳納の里﹂
は３月 日と 日︑産地間提
携している大分県中津市にあ
るＪＡおおいたのファーマー
ズマーケット﹁オアシス春夏
秋冬﹂に特産の植木苗木を出
張販売しました︒
﹁全国に知ら
れる田主丸産の植木苗木を﹂
との要望で初めて行い︑柑橘
売り上げる人気でした︒

類やしだれ梅など１５０本を

田主丸産の植木苗木が並んだ
コーナー

理事会だより
︻平成 年３月

︻ 附議事項︼

日︵火︶開催︼

処理顛末報告書について

・第３ 四半期末随時監事監査

・内部監査規程の一部改正
について
・平 成 年度内部監査計画
︵案︶について
・中期経営計画について
・就業規則の変更について
・経理規程一部改正について
・余裕金運用方針について
・購買未収金償却及び購買未

収金利息の減免について

ス・プログラムについて

・平成 年度コンプライアン

・マネロンおよび反社にか
かる規程類の改正・制定

について
・信用事業運営体制のあり方
について
・Ｊ Ａ統一ローンの貸出要綱
の制定および一部改正につ
いて
・貸出金等利益相反取引︵１
件目︶について
・貸出金等利益相反取引︵２
件目︶について
・Ｊ Ａにじ米穀共同計算基本
要領に基づく重要事項の決
定について
・担い手支援課の新設に伴う
業務分掌および職務権限表
の改正について
・通所介護事業所・介護予防
通所介護事業所および介護
予防通所サービス・元気向
上通所サービス運営規程の
変更について

ＪＡにじは２０１９年度の

在感を発揮するために︑自ら

年度いっぱいＪＡ各所に掲示︒

かけています︒職場目標は今

グローバル化の波に埋もれる

役職員が共有して自らの目標

動き変革につなげようと呼び

ことなく︑地域の営農・暮ら

実現をめざします︒

職場目標を
﹁動く﹂
としました︒

し両面のよりどころとして存

ＪＡが自己改革を進めるなか︑

▲自己改革への思いを込めた
2019年度職場目標「動く」

17

26

2019年度に誓い新た

16

12

10

31

31

31

改革へ自ら
「動く」

15
10

は︑ 支 払 い 時 の 混 雑 解 消 へ︑

▲セミセルフレジで支払いを済ませ
る来店者

12 26

にじの耳納の里
セミセルフレジ導入

で︑従来の２人制ポスに比べ

混雑解消へ

11

JANews ●

▲

のあまおう︑キウイフルーツ

冷菓や
メニューに
キウイと
﹁あまおう﹂加工作業

ＪＡにじでは︑
６次化商品に
向けた加工作業をキウイフ

じの耳納の里﹂で行いました︒

にじ﹁耳納の里ふれあい農園﹂

るまでを作業︒冷凍処理した

皮やヘタを取り除いて冷凍す

ト﹂に︑あまおうは﹁あまお

を掘り出し︑出荷前の調整

田中部会長が実際にごぼう

▲

ごぼうを掘り出し出荷まで
の作業や調理法を説明する
田中部会長︵左︶

であり︑福岡市などから 人

県産

ました︒ＪＡごぼう部会の

うアイス﹂や飲料ブランド専

メニュー拡大へ
レストラン料理長ら産地訪問

らおうという試みが４月２日︑

労 が あ る こ と︑ 大 き さ に

長は﹁出荷までに多くの苦

産の特徴を説明︒後藤料理

作業に手間がかかること

ＪＡ管内でありました︒県産

よって色んな食べ方がある

外食事業者に産地を訪問し

振興に向けた福岡県の取り組

など興味深かった﹂と訪問

や︑水はけの良い砂地栽培

みで︑福岡市のホテル﹁グラ

の手応えを語りました︒今

で品質良く︑香り高いにじ

ンドハイアット福岡﹂内︑レ

回の視察は新メニュー検討

発見しメニューに生かしても

ストラン﹁ザマーケットエフ﹂

に生かされる計画です︒

てもらい県産食材の魅力を再

田主丸町のごぼう畑を見学し

の後藤料理長ほかスタッフが︑

▲▼作業に追われるフルーツ愛好会

を使った安全性や素材感たっ
ぷりの味わいが評価されたの
ではと話します︒

畑って楽しい
Ｎツアーふれあい農業体験

ＪＡ女性部フルーツ愛好会が︑

まおう﹂
は４月９日︑
ＪＡの
﹁に

ルーツは３月 日︑
イチゴ﹁あ

が２月 日と３月２日︑ＪＡ

都市部消費者収穫体験

28

キウイは﹁キウイシャーベッ

収穫しました︒

指導でジャガイモやレタスを

を見学し︑ＪＡ生活福祉課の

が参加︒
ＪＡ園芸流通センター

50

▲ジャガイモ堀りを楽しむ参加者

自慢の６次化
商品ＰＲ

４月 日までの期間中︑家庭
向け料金プラン契約中であれ
ば応募できます︒キャンペー
ンの賞品は
﹁地元の食材を使っ
たもの﹂
がテーマの一つとなっ

23

特産冷菓
九電キャンペーン賞品に

ントサービスで︑
３月１日から

した︒
﹁Ｑピコ﹂は同社のポイ

キャンペーン賞品に選ばれま

コでステキな賞品プレゼント﹂

が︑九州電力︵株︶の﹁Ｑピ

シャーベット﹂の詰め合わせ

ま お う ア イ ス ﹂ と﹁ キ ウ イ

ＪＡにじが販売する冷菓
﹁あ

▲賞品に選ばれたあまおうアイスとキウイシャーベット

ており︑ＪＡ管内産１００％

門店の季節限定メニューなど

にも使われます︒

12 ● JANews

30

『家の光』で
より豊かな生活を
協同や助け合いのたいせつさを伝える記事、
ＪＡ
自己改革関連記事などもタイムリーにわかりや
すく掲載！今すぐ役立つ実用記事が毎月満載で
す。女性部を始め様々な活動に活用できます。

2019年JAにじオリジナルカレンダー
2018年JAにじオリジナルカレンダー
2018年JAにじオリジナルカレンダー

絵画コンクール入賞作品紹介
テーマは「ふるさとで育った農産物」。
２０１８年の夏休み
に管内１６小学校の５年生を対象に絵画作品を募集し、応募
いただいた中からＪＡ賞１２点、
入賞２４点を選定しました。
ＪＡ賞１２点でＪＡにじオリジナルカレンダーを作成していま
す。
入賞作品については毎月２点ずつ広報誌でご紹介します。
今回は５月の入賞者です。

ዊႮዊቇᩞ

ῳߣࠪࠨࠡߣ࠻ࠢ࠲

と

ጊ⩿ߐࠎ

を

読もう!!

᳓ಽዊቇᩞ

↰ᬀ߃

ዊᕶᐔߐࠎ

くわしくはＪＡにじ生活福祉課（☎７５‐４１３４）まで

2019年

月号
青年部かわら版 5

ここでは、ＪＡにじ
青年部が日頃行っている活動を
紹介していきます。

3

３ＪＡ青年部合同農業経営学習会

ＪＡにじ︑くるめ︑みい青年部で開催しました︒
各青年部盟友の圃場を訪問し︑視察・意見交換を行いまし
た︒参加した盟友 からは︑仕事の取り組み方や︑苦労 する事な
ど多岐にわたる質問が飛び交い充実した学習会となりました︒

27
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集落座談会開催方法の変更について

ゴールデンウィークの
ATMコーナーご利用時間のお知らせ
ＪＡにじをご利用いただきありがとうございます。
2019年のゴールデンウィーク中のＡＴＭの稼動状
況は、下記のとおりでございます。

2019年
設置場所

設置場所
住
所

吉井支店

うきは市
吉井町
352-1

もっと女性参画！

より
開催時間 全会場19：00
世界を輝かせる女性たち
日程

参集地区

６月 ３日（月）

うきは市

9：00〜21：00

６月 ４日（火）
６月 ６日（木）

うきは市
浮羽町
朝田584-1

久留米市
田主丸支店 田主丸町
豊城8-1

◎全会場に役員および部長が出席します。

9：00〜19：00

ゆめマート
吉井町
うきは
千年153
浮羽支店

4月27日（土）〜
5月6日（月）

例年、
各集落の公民館等で開催しておりました集落座談会において、
『座談会の在り方』や
『業務報告書』
について、
検討すべきではないか等
の意見を頂戴し、
検討・協議した結果、今年度については以下の通り開
催することになりました。
御足労おかけしますが、
各会場までお越しいただきますようお願い
申し上げます。

６月 ７日（金）

9：00〜19：00

9：00〜19：00

御幸・姫治

浮羽地区

浮羽支店

大石・山春・山北
千年・江南

吉井地区

６月１０日（月）

開催場所

本店

福富・吉井
船越・水分・田主丸

６月１１日（火） 田主丸地区

川会・柴刈

６月１２日（水）

竹野・水縄

田主丸支店

家族で囲む

大皿おせち

多数の組合員の皆様のご参加をよろしくお願いいたします！

ゴールデンウィーク営業時間変更について
4/26㊎ 4/27㊏ 4/28㊐ 4/29㊊ 4/30㊋ 5/1㊌
営農センター吉井

通常
8:00〜18:00

5/2㊍

通常
通常

営農センター田主丸 8:00〜18:00

8:30〜17:00

休業

8:30〜17:00

通常
8:00〜18:00

日祝営業
8:00〜18:00

通常
7:00〜19:00

休業

土曜営業

通常
7:00〜19:00

通常
7:00〜20:00
休業

通常
6:30〜21:00

休業

通常
8:30〜17:00

休業

通常
8:30〜17:00

休業

通常
8:30〜17:00

休業

通常
8:30〜17:00

通常
8:30〜17:00

通常
8:30〜17:00

休業
通常
8:00〜17:00

にじの家
にじの家うきは

日祝営業
8:00〜18:00

通常
6:30〜21:00

田主丸ＳＳ

車両整備工場

休業

通常
7:00〜20:00

うきはＳＳ

通常

通常
8:00〜18:00

8:30〜17:00

通常
8:00〜18:00

通常
9:00〜18:00

農機センター 8:30〜17:00 8:30〜12:00

5/7㊋

8:30〜17:00

にじの耳納の里

通常
8:30〜17:00

5/6㊊

休業

通常営業

ガス業務

5/5㊐

8:30〜17:00

園芸流通センター

パルＳＳ

5/4㊏

休業

8:30〜17:00

営農センター浮羽 8:00〜18:00

5/3㊎

通常
8:00〜17:00
通常

歯科診療所きらら 9:00〜18:00

18 ● INFORMATION

休業

通常
8:00〜17:00
休業

休業

通常
8:00〜17:00
通常
9:00〜18:00

①児童ポルノ事犯の自画撮り被害を防止しましょう

うきは警察署
生活安全課
76-5110

（ ねー ）

安心やnet
うきは

身近な犯罪・交通事故の発生状況
（H31年3月中）
うきは署 自転 オート 自動
車上・部品
性犯罪 合計 交通事故
侵入盗
管内
車盗 バイ盗 車盗
ねらい

2019.May.Vol.277

3月中

0
（±0）0
（±0）0
（±0）0
（−1）3
（＋3）0
（±0）3
（−1）95
（−13）

吉井町

0

0

0

0

3

0

3

33
（−6）

浮羽町

0

0

0

0

0

0

0

19
（−5）

田主丸町

0

0

0

0

0

0

0

43
（−2）

※ 交通事故件数については、物件事故・人身事故を合計したものです。
※（ ）内は前年同期比です。

5

JAにじのイベントカレンダー

May 2019
春の大売り出し
（営農センター田主丸）
（〜2㊍）

1

発行／にじ農業協同組合 編集／総務課 情報係

年金友の会パークゴルフ大会
（浮羽地区）

16

年金友の会パークゴルフ大会
（吉井地区）

17

年金友の会パークゴルフ大会
（田主丸地区）

21

ＪＡにじ青色申告会

30

理事会

農機センター5月のお休みについて
休

業

3㊎・4㊏・5㊐・6㊊・12㊐・19㊐・26㊐
午後から休業
11㊏・18㊏・25㊏

無料

JAにじの

1人で悩まず、
まず相談を

相談は、♯９１１０（警察相談専用電話）
または最寄りの警察署まで

2020年度
JAにじ新規総合職員募集

野外焼却は、
「廃棄物の処理及
び清掃に関する法律」で原則禁
止されていますが、禁止の例外
とされている焼却を行う場合は、
火災にならないよう火の取扱い
には十分な注意をお願いします。

焼却後は完全に

【日程】2019年

6月4日（火）

吉井支店 ☎75ｰ5111

6月5日（水）

浮羽支店 ☎77ｰ2121

確認しましょう！

問合せ先
JAにじ総務課 TEL 0943−75−4121
http://www.ja-niji.com/にも掲載

お越しの際は下記のものをご持参ください。
より具体的な相談ができます。
◆年金加入記録のお知らせ…
「ねんきん特別便」
「ねんきん定期便」
◆年金手帳または
基礎年金番号通知書
（ご本人・配偶者）
◆年金証書
（ご本人・配偶者）
…受給中の方
◆雇用保険被保険者証
◆厚生年金基金加入員証…
加入されたことがある方
◆年金請求書
（みどりの封筒）
…届いている方
◆認印 など

久留米広域消防本部

浮羽消防署

草 を差し上げます

筑後川では、堤防の機能保全を図るため、
河川堤防などに繁茂する
雑草の伐採を行っています。
伐採した草を梱包し、希望者にお渡しします。
1回目 5月中旬〜6月中旬
2回目 9月上旬〜9月下旬
●条件
現地まで取りに来られる方、
営利目的でない方
●刈草提供箇所 筑後川沿いに、のぼり旗(黄色)を
設置しています。
●申込・問合せ 筑後川河川事務所 吉井出張所
TEL 0943-75-2300

31
月 日 付︾

3

31

職員退職のお知らせ

︽ 平成 年

正明 ︵園芸指導販売課︶
︵農産課︶
陽一
︵ 吉井 支店 ︶
恭子
枝 里 香 ︵ 吉井 支店 ︶
︵ 吉井 支店 ︶
知弘
︵ 浮羽 支店 ︶
結花
千春 ︵ふれあい課︶

編
集
後
記

毎月９日は防火の日

●除草期間

山村
矢永
松尾
田代
相良
森部
伊藤

グリーンマーク

朝 陽 が ま ぶ しい 季 節 ︒ピ
ンク 色の 山 肌 がいつの 間に
か 新 緑に 変 わ り まし た ︒新
年 号﹁ 令 和 ﹂が 発 表 され︑お
札も 新 しいデ ザインに 変 わ
る というニュースが 流れ︑
５
００円 札や 聖 徳 太 子のお 札
が 懐 か し く ︑時 代の 流 れの
速さに少し とま どいを 感じ
てしまうほどです︒様々な出
会いや思い出を大切に︑今ま
で 以 上にこれか らの時 間 を
大 切に 過ごしていき たいな
と思います︒
︵光︶

「にじ」広報誌は、森林保護のため、
再生紙を使用しています。

6月6日（木）

田主丸支店 ☎72ｰ2101

火が消えたことを

「人と自然の架け橋に」
をモットーに地域に密着
した職場でともに働きましょう！

年金相談会

（午前９時〜
午後４時まで）

…

野外焼却による
火災に注意！
！

受験資格
2020年3月卒業見込みの者
および既卒者
《既卒者》
大学・短大・専門学校卒業後
概ね5年以内の者
募集人数
10名程度
受付期間
6月1日
（土）〜 6月7日
（金）
１次試験
2020年6月17日（月）
２次試験
7月上旬実施予定

これから年金を受け取られる方、
すでに年金を受け取られている方も、年金に関すること
はどんなことでもご相談ください。

４月25日発行

〒839ー1321 うきは市吉井町356−1 TEL 0943ー75ー4121 FAX 0943ー75ー4633

15

②JKビジネスにひそむ危険を知ってください

「JA にじだより」は森林資源保護のため再生紙を使用しています。

出発日

2019年7月3 日
（水）
旅行代金 おとなお1人様

268，
000円

2名1室利用
福岡空港発着

INFORMATION ●

19

