地域と JA を結ぶコミュニティー紙

NO.24
2014.7

時

間

場

所

17：00〜
にじの耳納の里駐車場

ベーコンエッグマフィン

めんたいフランスデニッシュ

米粉

ココアロール

米パン（食パン型）

ミニクロワッサン

ハイジのクリームチーズ

くるみパン（小）
米粉

玉入れ合戦参加者募集中!
時

間

場

所

17 時〜 18 時
イベントステージ前

たまごドーナツ

米粉

うぐいすパン

じゃがいもパン

米粉

米粉

ドライフルーツミックスパン
米粉

申 込 書 をＦＡＸま た は
各 支 店・本 店（企 画 情
報 課）ま で お 持 ち く だ
さい。
（※申込書は本店・
各支店にあります。）

米粉

メロンパン

豆腐ピタサンド

米粉のプチハムロール

お楽しみパン

米パン

米粉のピザ

ホットドック

三色サンド

アップルパイ

米粉

エッグカレーパン

あんぱん

ポテトサンド

米粉の食パン

人気№1のパンは…？

（正解は次のページに）

ＪＡにじ総務管理課 ☎０９４３-７５-４１２１
詳細は、http://www.ja-niji.com に掲載

お問合せ ＪＡにじ田主丸支店 ☎0943-72-2101

ＪＡにじ浮羽支店

夕涼み市

JAにじでは若い世代から熟年の
世代まで、家庭菜園を始めてみたい
という方を対象に「元気大学」の参
加者を募集します。植付けから収穫ま
での道のりをバックアップ致します。
JAにじ管内（旧浮羽郡）の豊かな
自然環境の中で、自分で育てた野菜を収穫し、味わってみて
はいかがですか。
募集要項

所 ＪＡにじ浮羽支店前広場及び

Ａコープうきは店駐車場

出店内容

JAにじ「元気大学」 随時
受付中!
参加者募集中!!

●生ビール●焼き鳥●かき氷●ヨーヨー釣り●わ
たがし●金魚すくい●うきはん茶・ジュース販売
●焼きそば●アメリカンドック●からあげ●たこ焼
き●地鶏の炭火焼き●輪投げ など
※ご家族お揃いでお越しください。

お問合せ ＪＡにじ浮羽支店 ☎0943-77-2121

対 象 者：野菜栽培のやり方はよくわからないが、家庭菜
園に意欲のある方
募集人員：20 名（定員になり次第、受付終了）
参 加 料：年間 10,000 円（個人別の実習菜園ほ場あり）
※但し、資材・肥料・種子代等は、実費負担
内
容：露地野菜全般の栽培と収穫指導（1 月、3 月を
除いて毎月 1 回開催）
開催時期

期 間：H.26.10月〜H.27.9月
回 数：全10回（1月・3月を除く）
時 間：9：00〜12：00
開催日：第 1 土曜
※期間、開催日、時間等については、作物の状況や天候
等で変更になることがあります。
問合せ先

JA にじ営農部営農企画課（担当：諌山・中野）
TEL0943-75-4200・FAX0943-75-4001

耳納の里ふれあい農園

全てJAにじ営農センターで購入できます！

（苦土石灰・化成肥料は家庭菜園に便利な小袋で販売しています。）

柿の木オーナー募集 !!
丹精込めて栽培した「安全・安心な柿の木」を
１本まるごと自分のものにし、青い空や緑の大
地を相手に心地よい汗をかいてみませんか！

初心者でも簡単！

※８月に入ってから種まきをしてください。

1.土づくり・種まき

プランター
（６０㎝×１７㎝）

①芽が出るまで毎日たっぷりと水やりを
する。
②本葉３〜４枚になったら良い苗の方を
残してもう一方を間引く。

レタスの種 １袋

苦土石灰 １袋

化成肥料 １袋

花と野菜の
土20ℓ １袋

営農センター吉井☎75-5121 営農センター浮羽☎77-8295 営農センター田主丸☎72-1150

①種まきの前日に種６つを取り出し、水につけておく。
（※余った種は乾燥剤（お菓子などに入っているもので
よい）と一緒にビンに入れて保存する）
「花と野菜の土」
から適量をポットに入れ、種を２粒ずつまき、うすく土
をかぶせる。残りの「花と野菜の土」をプランターにう
つし、苦土石灰をひと握りぐらい入れて混ぜておく。

2.苗づくり

育苗ポット
（９㎝）
３つ

3.植えつけ
①本葉４〜５枚になったら、ポットからあふれるぐら
いたっぷりと水をやる。
②①の土をくずさないようにポットから丁寧に取り出
し、1.の❶のプランターに20㎝間隔で植え付ける。

4.追肥
①植えつけ２〜３週間後とその半月後に、株元から少
し離したところに化成肥料を盃１杯ぐらい施す。

5.収穫 （11月〜 12月頃収穫できます。）
外側の葉から順次かき取りながら収穫

種

類

早生
富有柿

収穫時期

10 月中旬
11 月上旬

一本一口当り金額

一本当り最低保証
（着果数）

10,000 円
12,500 円
15,000 円
17,500 円
20,000 円

80 個
100 個
125 個
145 個
170 個

●予約本数に達した時点で、申し込みは終了させ
ていただきますので、お早めにお申し込みくだ
さい。
●耳納の里ふれあい農園は、JA にじ（協力うき
は市・うきは市商工会・うきは市観光協会）に
よる運営農園です。

問合せ先

JAにじ「にじの耳納の里」パン工房『むぎ畑』

《既卒者》
大卒…昭和63年4月2日以降に生まれた者
短大・専門学校卒…平成2年4月2日以降に
生まれた者
募集人数 若干名

〜

クリームパン

米粉

レタス

ＪＡにじグリーンセンター
（グリーンパレス田主丸西側）
特設会場設置!
一夜限りの

キッズダンス・フラダンス・カラオケ大会他
皆さまのご来場を心よりお待ちしています♪

用意するもの

募集資格 平成２７年３月卒業見込みの者

所

『ビア・ガーデン』

場

問合せ ＪＡにじ本店（企画情報課）
☎ ０９４３‐７５‐４１２１
（担当：坂本・後藤）
fax 0943-75-4633

手軽に楽しく♪家庭菜園

米粉

７月26日（土）17時〜20時

（土）
１７時〜２０時
開催日 ７月１９日

申込〆切

平成 27 年度新規総合職員を募集いたします。

応募〆切 平成２６年７月３１日
（木）
まで

（青年部・女性部・Ａコープうきは店協賛）

平成２６年８月２2日（金）
まで

辛口カレーパン

かっぱ祭り
場

●１チーム５人（男女問わない）で構成する。
●小学生のみのチームは必ず責任者が引率
をお願いいたします。
●当日は、１６時４０分までに受付テントで受
付をお願いいたします。
●応募多数の場合は先着順になりますのでお
早めにお申し込みください。（先着４０組）

片の瀬公園
（筑後川河川敷）

ＪＡにじ田主丸支店

開催日

申込み方法

クッキーシュー

8月24日㈰１９時半〜

JAにじ新規総合職員募集中!

問合せ先

チョコフランス

平成２６年

平成 27 年度

および既卒者

場所

チーズコーンクーペ

７月２８日㈪２０時〜

筑後川温泉
河川敷

田主丸花火大会

玉入れ合戦・ビンゴゲーム・大抽選会な
どのイベントや夜店が盛りだくさん！にじ
の耳納の里には、ブドウ・梨・桃など旬の
果物が勢ぞろい！
事前の申し込みが
ぜひご来場ください。
必要です！

あんドーナツ

平成２６年

場所

８月 30 日（土）

開催日 平成 26 年

筑後川温泉花火大会

日時

米粉

第17回 JAにじ納涼祭

日時

JA にじホームページ
http://www.ja-niji.com/

INFORMATION

JA にじ営農部営農企画課
（担当：諌山・中野）
TEL0943-75-4200
FAX0943-75-4001

不動の王者！

人気

情緒ただよう懐かしい白壁の町並みにたたず
むスイーツカフェ「ミエル」。中に入れば、昔な
がらの外観とは対照的にオシャレでモダンな空
間が広がります。店内には地元の旬の素材を盛
り込んだタルトと焼き菓子が並び、「できたて」
の香りをたのしめます。
「地元吉井町に、他にはない新しいスタイルの
お店を」と話すオーナーの中野さん。こだわり
は何と言っても〝鮮度〟です。使うのは地元の
新鮮な素材ばかりで、「素材の魅力を最大限に生
かすためにも素材と同等な鮮度でスイーツをつ
くりたい」と、タルトケーキはすべてその日の
朝に焼き上げたものばかり。常にできたてを味
わうことができます。
これからおススメなのは旬を迎えた地元特産
のいちじく「とよみつひめ」をふんだんに使っ （写真上）自然の光を取り入れたおしゃれな店内
た「とよみつひめのタルト」。ミエルオリジナル （写真下）国道 210 号線沿いにあります
のサクサクとしたタルト生地と、とよみつひめ
１周年を記念して７月13日（日）11時か
の甘みを生かした味わいが絶妙です。他にはな
ら20時まで店内でお召し上がりいただい
い「できたて」の味をおたのしみください。
たお客様に限り、サービス価格とさせて
鮮度が自慢の「フルーツタルト」と「もも」のタルト
いただきます。また、カフェメニューの
【定休日】 火曜日、第１・３月曜日
リニューアルも行いますのでぜひお越し
【営業時間】 ●１１:００〜１８:００ ●夜café（土曜日）１８:００〜２２:３０（２２:００ ラストオーダー）
ください。
※土曜日の夜caféでは、特別メニューをご用意しております。
【TEL ／ FAX】０９４３ー７５ー３８０２

地元のものでごあいさつ…
ＪＡにじおススメの

お中元

幸水梨２ｋ秀品３Ｌ６玉（化粧箱） ３，
３００円（７月２３日頃〜）
幸水梨５ｋ秀品（１２〜１４玉）
４，
６００円（７月２３日頃〜）
残暑見舞いにも

豊水梨５ｋ秀品（１２〜１４玉）
【特選】
ピオーネ１ｋ・２房
【特選】
ピオーネ２ｋ・４房
【特選】巨峰１．
５ｋ・３〜４房
【特選】巨峰２ｋ・５〜７房
【特選】巨峰３ｋ・7〜10房
残暑見舞いにも

【特別価格】巨峰１．
５ｋ・３〜４房
残暑見舞いにも

【特別価格】巨峰２ｋ・５〜７房
残暑見舞いにも

【特別価格】巨峰３ｋ・７〜１０房

ご注文・お問合せ先
ＪＡにじ 園芸流通課 外商係

４，
１００円（８月２４日頃〜）
３，
６００円（７月１１日頃〜８月１０日まで）
５，
７００円（７月１１日頃〜８月１０日まで）
３，
３００円（８月１日〜８月１０日まで）
４，
０００円（８月１日〜８月１０日まで）
５，
５００円（８月１日〜８月１０日まで）

6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月

きれいな水とおいしい空気・肥沃な土壌で育った
地元の農産物を使ってチャレンジしてみてください。
地元の米粉とフルーツでつくる

ロー ルケーキ

人気

人気

№2

中身に季節の
フルーツやジャムを
入れるのが
おススメです。

ベーコンエッグマフィン
次に人気なのは、ベーコンエッグマフィン。
地元産の米粉のマフィンにベーコンと卵、地元
の野菜をはさみました。大人気の米粉のマフィ
ンシリーズの中でも特に人気な理由はその値段
の安さにあります。食べごたえも十分です！

４，
５００円（８月１８日〜９月１０日まで）
作り方

❶型の内側にオーブンシートを敷いておく。
❷卵黄と卵白に分ける。卵黄に砂糖の半量を加え白っぽくなるまで混
ぜ、泡だて器を持ち上げた時に筋ができるまで泡立てる。
❸卵白は大きめのボウルに入れ、ツノが立つまで泡立て、残りの砂糖
を少しずつ加えて、もったりするまで泡立てる。
❹❷に❸を合わせ、バニラエッセンスを加えてなめらかになるまで混
ぜ合わせる。
❺❹にふるった米粉を加え、泡をこわさないようにサックリと混ぜ、
溶かしたバターを入れ、粉っぽさがなくなるまで底から生地を持ち
上げるようにサックリと混ぜる。
❻❺を❶の型に入れ、表面を軽くならし、190℃のオーブンで７〜８
分焼き上げる。
❼焼き上がったら裏返してオーブンシートをそっとはがして冷ます。
❽ホイップクリームやホイップクリームに小さく切った果物を混ぜた
もの、ジャム等を用意する。
❾❼が冷めたら焼き色のついた方を上にして、❽を全体にぬり手前か
ら巻き込む。巻き終わりを下にして落ち着いたら切り分ける。

くるみパン（小）
ひそかに人気を集めているのがざくざくの
くるみがたくさん入った「くるみパン」。一
度に何個も買い占めるお客さんもいるとか。
こうばしいくるみの味がくせになり、一度食
べたらやみつき
になるかも⁉

￥60

￥130
レンジ派？
！
ン
パ
し
押
ち
オーブン派？
い
フ
ッ
スタ
豆腐ピタサンド

たけど…
選ばれなかっ

米粉の食パン

忙しい朝にうってつけの
食パン。もちっとこうばし
い米粉の食パンは「ご飯
もパンも食べたい…」そん
な朝にぴったりです。

（30 ㎝角の天パン１枚・１本分）
卵…中４個
砂糖…９０ｇ
バニラエッセンス…少量
溶かしバター…１５ｇ
米粉…９０ｇ
※パン工房「むぎ畑」でお買い求
めいただけます。
中身（ホイップクリームやフルー
ツなど）…適量

№3

こうばしさがたまらない…

米粉のマフィンシリーズの定番商品

材料

３，
５００円（８月１８日〜９月１０日まで）

JAにじ旬のフルーツ情報

￥120

旬 のレ シ ピコーナー

２，
９００円（８月１８日〜９月１０日まで）

ＴＥＬ ０９４３-７６-５５２０
ＦＡＸ ０９４３-７６-５５４０

やはり人気№１は地元の米粉を100％使った米パンです！
米粉独特のもっちり感とやさしい味わいが人気の秘訣。その
まま食べて豊かな風味をたのしむも良し、ジャムやバター、
スープをつけて食べても良し。ぜひ、一度お試しください。

ホットドック

あなたは

米粉のピタパンに豆腐ハンバーグと
レタスをサンド。和風ソースとマヨ
ネーズの味付けがくせになります。

１斤 ￥380

定番のホットドックに地元野菜をたっぷりはさみ
辛口のウインナーをのせました。ピリ辛のマス
タードとケチャップがほどよく効いたボリューム
満点の逸品です。

￥190

PRESENT
プレゼント&アンケート

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
ていただこうと年２回発行しております。アンケー
トにお答えいただいた方の中から抽選で 20 名様に
「JA にじ自慢の加工品とパン工房「むぎ畑」の商
品券」をプレゼント !! どしどしご応募ください。
締切り：8 月 2 日（土）当日消印有効です。
宛先

￥120

地 元 の 米 粉 を 使 っ た 定 番 人 気 の﹁米 粉 パ ン﹂や 地 元 農 家 の 朝 採 り 野 菜 を ふ ん
だんに使った調理パン︑あきのこない味わいが自慢の菓子パンなど豊富な種
類のパンが店頭に並ぶパン工房﹁むぎ畑﹂︒今回はその中から人気ベスト３の
パンとスタッフおすすめのいち押しパンをご紹介いたします︒

ミエル ー miel ー

№1 米パン（５個入り）

パン工房﹁むぎ畑﹂

オープンして１年目を迎えるスイーツカフェ「ミエル」
。地元特
産のフルーツを満載したミエルオリジナルのタルトケーキは、
他では味わえない鮮度にとことんこだわったスイーツです。

冷めてしまったパン、あなたはどう
していますか？パンをさらにおいしく
する方法をご紹介します。

電子レンジで
１０秒チン！
ふわふわとやわらかく
仕上がります。

オーブン・トースター
でこんがりと焼き色が
つくまで…
さくっと香ばしく仕上
がります。

にじの耳納の里ホームページ

（http://www.niji-mino-sat.or.jp/）と

Facebookで情報発信中！

ア ン ケ ー ト

①「まるかじり」でいちばん興味深いコーナーは？
1. パン工房「むぎ畑」
2. 地産地消の店
3. 旬のレシピ
4. お中元
5. 旬のフルーツ情報
6.information
7. 手軽に楽しく♪家庭菜園
②「まるかじり」の感想（載せてほしいこと等）
③住所 ④氏名 ⑤年齢 ⑥電話番号
※上 記 の①〜⑥を 必 ず 明 記 の 上、郵 便 ま た は
FAX でお送りください。

〒839-1321 うきは市吉井町 356-1 JA にじ企画情報課コミュニティー紙係
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。

※写真はイメージです。

不動の王者！

人気

情緒ただよう懐かしい白壁の町並みにたたず
むスイーツカフェ「ミエル」。中に入れば、昔な
がらの外観とは対照的にオシャレでモダンな空
間が広がります。店内には地元の旬の素材を盛
り込んだタルトと焼き菓子が並び、「できたて」
の香りをたのしめます。
「地元吉井町に、他にはない新しいスタイルの
お店を」と話すオーナーの中野さん。こだわり
は何と言っても〝鮮度〟です。使うのは地元の
新鮮な素材ばかりで、「素材の魅力を最大限に生
かすためにも素材と同等な鮮度でスイーツをつ
くりたい」と、タルトケーキはすべてその日の
朝に焼き上げたものばかり。常にできたてを味
わうことができます。
これからおススメなのは旬を迎えた地元特産
のいちじく「とよみつひめ」をふんだんに使っ （写真上）自然の光を取り入れたおしゃれな店内
た「とよみつひめのタルト」。ミエルオリジナル （写真下）国道 210 号線沿いにあります
のサクサクとしたタルト生地と、とよみつひめ
１周年を記念して７月13日（日）11時か
の甘みを生かした味わいが絶妙です。他にはな
ら20時まで店内でお召し上がりいただい
い「できたて」の味をおたのしみください。
たお客様に限り、サービス価格とさせて
鮮度が自慢の「フルーツタルト」と「もも」のタルト
いただきます。また、カフェメニューの
【定休日】 火曜日、第１・３月曜日
リニューアルも行いますのでぜひお越し
【営業時間】 ●１１:００〜１８:００ ●夜café（土曜日）１８:００〜２２:３０（２２:００ ラストオーダー）
ください。
※土曜日の夜caféでは、特別メニューをご用意しております。
【TEL ／ FAX】０９４３ー７５ー３８０２

地元のものでごあいさつ…
ＪＡにじおススメの

お中元

幸水梨２ｋ秀品３Ｌ６玉（化粧箱） ３，
３００円（７月２３日頃〜）
幸水梨５ｋ秀品（１２〜１４玉）
４，
６００円（７月２３日頃〜）
残暑見舞いにも

豊水梨５ｋ秀品（１２〜１４玉）
【特選】
ピオーネ１ｋ・２房
【特選】
ピオーネ２ｋ・４房
【特選】巨峰１．
５ｋ・３〜４房
【特選】巨峰２ｋ・５〜７房
【特選】巨峰３ｋ・7〜10房
残暑見舞いにも

【特別価格】巨峰１．
５ｋ・３〜４房
残暑見舞いにも

【特別価格】巨峰２ｋ・５〜７房
残暑見舞いにも

【特別価格】巨峰３ｋ・７〜１０房

ご注文・お問合せ先
ＪＡにじ 園芸流通課 外商係

４，
１００円（８月２４日頃〜）
３，
６００円（７月１１日頃〜８月１０日まで）
５，
７００円（７月１１日頃〜８月１０日まで）
３，
３００円（８月１日〜８月１０日まで）
４，
０００円（８月１日〜８月１０日まで）
５，
５００円（８月１日〜８月１０日まで）

6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月

きれいな水とおいしい空気・肥沃な土壌で育った
地元の農産物を使ってチャレンジしてみてください。
地元の米粉とフルーツでつくる

ロー ルケーキ

人気

人気

№2

中身に季節の
フルーツやジャムを
入れるのが
おススメです。

ベーコンエッグマフィン
次に人気なのは、ベーコンエッグマフィン。
地元産の米粉のマフィンにベーコンと卵、地元
の野菜をはさみました。大人気の米粉のマフィ
ンシリーズの中でも特に人気な理由はその値段
の安さにあります。食べごたえも十分です！

４，
５００円（８月１８日〜９月１０日まで）
作り方

❶型の内側にオーブンシートを敷いておく。
❷卵黄と卵白に分ける。卵黄に砂糖の半量を加え白っぽくなるまで混
ぜ、泡だて器を持ち上げた時に筋ができるまで泡立てる。
❸卵白は大きめのボウルに入れ、ツノが立つまで泡立て、残りの砂糖
を少しずつ加えて、もったりするまで泡立てる。
❹❷に❸を合わせ、バニラエッセンスを加えてなめらかになるまで混
ぜ合わせる。
❺❹にふるった米粉を加え、泡をこわさないようにサックリと混ぜ、
溶かしたバターを入れ、粉っぽさがなくなるまで底から生地を持ち
上げるようにサックリと混ぜる。
❻❺を❶の型に入れ、表面を軽くならし、190℃のオーブンで７〜８
分焼き上げる。
❼焼き上がったら裏返してオーブンシートをそっとはがして冷ます。
❽ホイップクリームやホイップクリームに小さく切った果物を混ぜた
もの、ジャム等を用意する。
❾❼が冷めたら焼き色のついた方を上にして、❽を全体にぬり手前か
ら巻き込む。巻き終わりを下にして落ち着いたら切り分ける。

くるみパン（小）
ひそかに人気を集めているのがざくざくの
くるみがたくさん入った「くるみパン」。一
度に何個も買い占めるお客さんもいるとか。
こうばしいくるみの味がくせになり、一度食
べたらやみつき
になるかも⁉

￥60

￥130
レンジ派？
！
ン
パ
し
押
ち
オーブン派？
い
フ
ッ
スタ
豆腐ピタサンド

たけど…
選ばれなかっ

米粉の食パン

忙しい朝にうってつけの
食パン。もちっとこうばし
い米粉の食パンは「ご飯
もパンも食べたい…」そん
な朝にぴったりです。

（30 ㎝角の天パン１枚・１本分）
卵…中４個
砂糖…９０ｇ
バニラエッセンス…少量
溶かしバター…１５ｇ
米粉…９０ｇ
※パン工房「むぎ畑」でお買い求
めいただけます。
中身（ホイップクリームやフルー
ツなど）…適量

№3

こうばしさがたまらない…

米粉のマフィンシリーズの定番商品

材料

３，
５００円（８月１８日〜９月１０日まで）

JAにじ旬のフルーツ情報

￥120

旬 のレ シ ピコーナー

２，
９００円（８月１８日〜９月１０日まで）

ＴＥＬ ０９４３-７６-５５２０
ＦＡＸ ０９４３-７６-５５４０

やはり人気№１は地元の米粉を100％使った米パンです！
米粉独特のもっちり感とやさしい味わいが人気の秘訣。その
まま食べて豊かな風味をたのしむも良し、ジャムやバター、
スープをつけて食べても良し。ぜひ、一度お試しください。

ホットドック

あなたは

米粉のピタパンに豆腐ハンバーグと
レタスをサンド。和風ソースとマヨ
ネーズの味付けがくせになります。

１斤 ￥380

定番のホットドックに地元野菜をたっぷりはさみ
辛口のウインナーをのせました。ピリ辛のマス
タードとケチャップがほどよく効いたボリューム
満点の逸品です。

￥190

PRESENT
プレゼント&アンケート

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
ていただこうと年２回発行しております。アンケー
トにお答えいただいた方の中から抽選で 20 名様に
「JA にじ自慢の加工品とパン工房「むぎ畑」の商
品券」をプレゼント !! どしどしご応募ください。
締切り：8 月 2 日（土）当日消印有効です。
宛先

￥120

地 元 の 米 粉 を 使 っ た 定 番 人 気 の﹁米 粉 パ ン﹂や 地 元 農 家 の 朝 採 り 野 菜 を ふ ん
だんに使った調理パン︑あきのこない味わいが自慢の菓子パンなど豊富な種
類のパンが店頭に並ぶパン工房﹁むぎ畑﹂︒今回はその中から人気ベスト３の
パンとスタッフおすすめのいち押しパンをご紹介いたします︒

ミエル ー miel ー

№1 米パン（５個入り）

パン工房﹁むぎ畑﹂

オープンして１年目を迎えるスイーツカフェ「ミエル」
。地元特
産のフルーツを満載したミエルオリジナルのタルトケーキは、
他では味わえない鮮度にとことんこだわったスイーツです。

冷めてしまったパン、あなたはどう
していますか？パンをさらにおいしく
する方法をご紹介します。

電子レンジで
１０秒チン！
ふわふわとやわらかく
仕上がります。

オーブン・トースター
でこんがりと焼き色が
つくまで…
さくっと香ばしく仕上
がります。

にじの耳納の里ホームページ

（http://www.niji-mino-sat.or.jp/）と

Facebookで情報発信中！

ア ン ケ ー ト

①「まるかじり」でいちばん興味深いコーナーは？
1. パン工房「むぎ畑」
2. 地産地消の店
3. 旬のレシピ
4. お中元
5. 旬のフルーツ情報
6.information
7. 手軽に楽しく♪家庭菜園
②「まるかじり」の感想（載せてほしいこと等）
③住所 ④氏名 ⑤年齢 ⑥電話番号
※上 記 の①〜⑥を 必 ず 明 記 の 上、郵 便 ま た は
FAX でお送りください。

〒839-1321 うきは市吉井町 356-1 JA にじ企画情報課コミュニティー紙係
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。

※写真はイメージです。

地域と JA を結ぶコミュニティー紙

NO.24
2014.7

時

間

場

所

17：00〜
にじの耳納の里駐車場

ベーコンエッグマフィン

めんたいフランスデニッシュ

米粉

ココアロール

米パン（食パン型）

ミニクロワッサン

ハイジのクリームチーズ

くるみパン（小）
米粉

玉入れ合戦参加者募集中!
時

間

場

所

17 時〜 18 時
イベントステージ前

たまごドーナツ

米粉

うぐいすパン

じゃがいもパン

米粉

米粉

ドライフルーツミックスパン
米粉

申 込 書 をＦＡＸま た は
各 支 店・本 店（企 画 情
報 課）ま で お 持 ち く だ
さい。
（※申込書は本店・
各支店にあります。）

米粉

メロンパン

豆腐ピタサンド

米粉のプチハムロール

お楽しみパン

米パン

米粉のピザ

ホットドック

三色サンド

アップルパイ

米粉

エッグカレーパン

あんぱん

ポテトサンド

米粉の食パン

人気№1のパンは…？

（正解は次のページに）

ＪＡにじ総務管理課 ☎０９４３-７５-４１２１
詳細は、http://www.ja-niji.com に掲載

お問合せ ＪＡにじ田主丸支店 ☎0943-72-2101

ＪＡにじ浮羽支店

夕涼み市

JAにじでは若い世代から熟年の
世代まで、家庭菜園を始めてみたい
という方を対象に「元気大学」の参
加者を募集します。植付けから収穫ま
での道のりをバックアップ致します。
JAにじ管内（旧浮羽郡）の豊かな
自然環境の中で、自分で育てた野菜を収穫し、味わってみて
はいかがですか。
募集要項

所 ＪＡにじ浮羽支店前広場及び

Ａコープうきは店駐車場

出店内容

JAにじ「元気大学」 随時
受付中!
参加者募集中!!

●生ビール●焼き鳥●かき氷●ヨーヨー釣り●わ
たがし●金魚すくい●うきはん茶・ジュース販売
●焼きそば●アメリカンドック●からあげ●たこ焼
き●地鶏の炭火焼き●輪投げ など
※ご家族お揃いでお越しください。

お問合せ ＪＡにじ浮羽支店 ☎0943-77-2121

対 象 者：野菜栽培のやり方はよくわからないが、家庭菜
園に意欲のある方
募集人員：20 名（定員になり次第、受付終了）
参 加 料：年間 10,000 円（個人別の実習菜園ほ場あり）
※但し、資材・肥料・種子代等は、実費負担
内
容：露地野菜全般の栽培と収穫指導（1 月、3 月を
除いて毎月 1 回開催）
開催時期

期 間：H.26.10月〜H.27.9月
回 数：全10回（1月・3月を除く）
時 間：9：00〜12：00
開催日：第 1 土曜
※期間、開催日、時間等については、作物の状況や天候
等で変更になることがあります。
問合せ先

JA にじ営農部営農企画課（担当：諌山・中野）
TEL0943-75-4200・FAX0943-75-4001

耳納の里ふれあい農園

全てJAにじ営農センターで購入できます！

（苦土石灰・化成肥料は家庭菜園に便利な小袋で販売しています。）

柿の木オーナー募集 !!
丹精込めて栽培した「安全・安心な柿の木」を
１本まるごと自分のものにし、青い空や緑の大
地を相手に心地よい汗をかいてみませんか！

初心者でも簡単！

※８月に入ってから種まきをしてください。

1.土づくり・種まき

プランター
（６０㎝×１７㎝）

①芽が出るまで毎日たっぷりと水やりを
する。
②本葉３〜４枚になったら良い苗の方を
残してもう一方を間引く。

レタスの種 １袋

苦土石灰 １袋

化成肥料 １袋

花と野菜の
土20ℓ １袋

営農センター吉井☎75-5121 営農センター浮羽☎77-8295 営農センター田主丸☎72-1150

①種まきの前日に種６つを取り出し、水につけておく。
（※余った種は乾燥剤（お菓子などに入っているもので
よい）と一緒にビンに入れて保存する）
「花と野菜の土」
から適量をポットに入れ、種を２粒ずつまき、うすく土
をかぶせる。残りの「花と野菜の土」をプランターにう
つし、苦土石灰をひと握りぐらい入れて混ぜておく。

2.苗づくり

育苗ポット
（９㎝）
３つ

3.植えつけ
①本葉４〜５枚になったら、ポットからあふれるぐら
いたっぷりと水をやる。
②①の土をくずさないようにポットから丁寧に取り出
し、1.の❶のプランターに20㎝間隔で植え付ける。

4.追肥
①植えつけ２〜３週間後とその半月後に、株元から少
し離したところに化成肥料を盃１杯ぐらい施す。

5.収穫 （11月〜 12月頃収穫できます。）
外側の葉から順次かき取りながら収穫

種

類

早生
富有柿

収穫時期

10 月中旬
11 月上旬

一本一口当り金額

一本当り最低保証
（着果数）

10,000 円
12,500 円
15,000 円
17,500 円
20,000 円

80 個
100 個
125 個
145 個
170 個

●予約本数に達した時点で、申し込みは終了させ
ていただきますので、お早めにお申し込みくだ
さい。
●耳納の里ふれあい農園は、JA にじ（協力うき
は市・うきは市商工会・うきは市観光協会）に
よる運営農園です。

問合せ先

JAにじ「にじの耳納の里」パン工房『むぎ畑』

《既卒者》
大卒…昭和63年4月2日以降に生まれた者
短大・専門学校卒…平成2年4月2日以降に
生まれた者
募集人数 若干名

〜

クリームパン

米粉

レタス

ＪＡにじグリーンセンター
（グリーンパレス田主丸西側）
特設会場設置!
一夜限りの

キッズダンス・フラダンス・カラオケ大会他
皆さまのご来場を心よりお待ちしています♪

用意するもの

募集資格 平成２７年３月卒業見込みの者

所

『ビア・ガーデン』

場

問合せ ＪＡにじ本店（企画情報課）
☎ ０９４３‐７５‐４１２１
（担当：坂本・後藤）
fax 0943-75-4633

手軽に楽しく♪家庭菜園

米粉

７月26日（土）17時〜20時

（土）
１７時〜２０時
開催日 ７月１９日

申込〆切

平成 27 年度新規総合職員を募集いたします。

応募〆切 平成２６年７月３１日
（木）
まで

（青年部・女性部・Ａコープうきは店協賛）

平成２６年８月２2日（金）
まで

辛口カレーパン

かっぱ祭り
場

●１チーム５人（男女問わない）で構成する。
●小学生のみのチームは必ず責任者が引率
をお願いいたします。
●当日は、１６時４０分までに受付テントで受
付をお願いいたします。
●応募多数の場合は先着順になりますのでお
早めにお申し込みください。（先着４０組）

片の瀬公園
（筑後川河川敷）

ＪＡにじ田主丸支店

開催日

申込み方法

クッキーシュー

8月24日㈰１９時半〜

JAにじ新規総合職員募集中!

問合せ先

チョコフランス

平成２６年

平成 27 年度

および既卒者

場所

チーズコーンクーペ

７月２８日㈪２０時〜

筑後川温泉
河川敷

田主丸花火大会

玉入れ合戦・ビンゴゲーム・大抽選会な
どのイベントや夜店が盛りだくさん！にじ
の耳納の里には、ブドウ・梨・桃など旬の
果物が勢ぞろい！
事前の申し込みが
ぜひご来場ください。
必要です！

あんドーナツ

平成２６年

場所

８月 30 日（土）

開催日 平成 26 年

筑後川温泉花火大会

日時

米粉

第17回 JAにじ納涼祭

日時

JA にじホームページ
http://www.ja-niji.com/

INFORMATION

JA にじ営農部営農企画課
（担当：諌山・中野）
TEL0943-75-4200
FAX0943-75-4001

