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会津若松市

喜多方市

西会津町

柳津町

三島町

会津美里町

猪苗代町

猪苗代湖

下郷町

南会津町

昭和村
只見町

檜枝岐村

金山町

北塩原村

磐梯町会津坂下町
湯川村

❶

❷

❾

❸

❹

❽ ❼

❻

❺

9：00～17：00
9：00～15：00（冬季）
12月31日～1月3日
45台
0241-69-5586
下郷町湯野上
字五百地乙190-1

営

休
P

〒

藤の郷「よらっしぇ」

野菜 果実 米 肉
水産品 花 農産加工品 乳製品
酒類 林産品 惣菜 アイス

主　な
取扱品目

主　な
取扱品目

主　な
取扱品目

主　な
取扱品目

ＪＡ会津よつばでは、総合事業（信用・共済・指導・経済事業など）を通じて

「地域農業」・「地域の経済」を盛り上げていく仲間づくりを進めるため、これら

の事業・活動を利用し参加していただける「組合員加入促進活動」を実施し

ております。現在、ＪＡの各種事業をご利用いただいている方や、組合員の

ご家族で組合員になられていない方の新規加入をお願いいたします。

の協同組合 仲間になりませんか

　組合員に加入するには、1口1,000円からの出資が必要です。出資金は協
同組合が事業（協同活動）を行う元手となります。組合を利用される皆様
の意見を反映し、一人一人の要望により多く応えるための大切な資金と
なっています。

❶いろいろな事業でくらしをサポート
　貯金、ローン、共済など将来の備えをご提案します。農業に必要な栽培
技術指導や営農相談、購買事業や介護事業などもご利用いただけます。
❷配当金のお支払
　・出資額に応じた出資配当金をお受け取りになれます。
❸各種検診の受診料が優遇されます。
❹あなたの声をＪＡ事業・運営に反映することができます。

● 喜多方支店 0241-22-1713
● 喜多方中央支店 0241-22-1921
● 熱塩加納支店 0241-36-2131
● 北塩原支店 0241-22-1844
● 塩川支店 0241-27-7000
● 山都支店 0241-38-2131
● 高郷支店 0241-44-2331
● 西会津支店 0241-45-2351
● 奥川支店 0241-49-2201

● 田島支店 0241-63-1168
● 下郷支店 0241-67-2123
● 舘岩支店 0241-78-2124
● 伊南支店 0241-76-2201 
● 南郷支店 0241-72-2230
● 只見支店 0241-84-2211
● 檜枝岐支店 0241-75-2566

組合員・出資に関するご相談は、お気軽に最寄のJA各支店へ
いいで地区 

みなみ地区

● 会津若松支店 0242-22-1516 
● 会津若松支店北部店 0242-23-1500
● 湊支店 0242-93-2013
● 門田支店 0242-27-1790
● 北会津支店 0242-58-3311
● 磐梯支店 0242-73-2323
● 猪苗代中央支店 0242-72-1900
● 猪苗代東支店 0242-66-2111
● 河東支店 0242-75-2211

あいづ地区

● 坂下支店 0242-83-2411
● 若宮支店 0242-83-2208
● 金上支店 0242-83-2020
● 広瀬支店 0242-83-4555
● 柳津支店 0241-42-2216
● 三島支店 0241-52-2257
● 昭和支店 0241-57-3111
● 金山支店 0241-54-2011
● 高田支店 0242-54-3111
● 永井野支店 0242-54-2345
● 本郷支店 0242-56-2711
● 新鶴支店 0242-78-2141
● 湯川支店 0241-27-8221

みどり地区

通信
MI.DE.KU.NA.N.SYO
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食彩館うまかんべ!!
4月～11月  9：00～17：00／12月～3月  9：00～16：00
第1水曜日（ただし祝日の場合は営業）
30台　　0242-83-3827　　会津坂下町稲荷塚46

営
休
P 〒

食彩館Ｅな！本郷
平日 9：00～16：00
土日祝日 9：00～12：00
毎月末の平日（月末が土日祝日の場合は営業）
30台　　0242-56-5539
会津美里町横堀下33

営

休
P

〒

［農業資材店舗併設］

vol.12018

野菜 果実 米 肉 水産品 花
農産加工品 乳製品 酒類 林産品 惣菜 アイス

野菜 果実 米 肉
水産品 花 農産加工品 乳製品
酒類 林産品 惣菜 アイス

❶

❷

主　な
取扱品目

旬菜館
8：30～13：00
日曜日　　15台
0242-33-7622
会津若松市神指町東城戸280

営
休 P

〒

❽

❸

❹

あぐりかふぇＣ’s
11：00～16：00
（ランチラストオーダー 14:00）
毎月第1･3水曜日　  30台
0242-24-5522　　会津若松市扇町49-2

8：30～17：00
9：00～16：30（1･2月）
第1水曜日（平日のみ）･年末年始
大型3台･普通車82台･障害者2台
0241-63-3055
南会津町田島宮本東41-1

営

休
P

〒

まちの駅
南会津ふるさと物産館

野菜 果実 米 肉 水産品 花
農産加工品 乳製品 酒類 林産品 惣菜 アイス

Smile.

野菜 果実 米 肉 水産品 花
農産加工品 乳製品 酒類 林産品 惣菜 アイス

主　な
取扱品目

まんま〜じゃ
9：30～18：00
毎月第1水曜日
240台　　0242-24-0831
会津若松市扇町49-1

営
休
P

〒

営

休 P
〒

❾

❼

野菜 果実 米 肉 水産品 花
農産加工品 乳製品 酒類 林産品 惣菜 アイス

主　な
取扱品目

いいでの四季 喜多方店

9：00～17：00
年末年始　　50台
0241-22-9100
喜多方市岩月町
喜多方渕の上151-7

営
休 P

〒

❻

野菜 果実 米 肉 水産品 花
農産加工品 乳製品 酒類 林産品 惣菜 アイス

主　な
取扱品目

いいでの四季 喜多方駅前店
11月～4月 9：00～13：00
5月～10月 9：00～17：00
年末年始  　10台
0241-24-5550
喜多方市町田下8243-2

営

休 P

〒

❺

野菜 果実 米 肉
水産品 花 農産加工品 乳製品
酒類 林産品 惣菜 アイス

いいで地区

みどり地区

みなみ地区

あいづ地区

JAファーマーズマーケット
あぐりかふぇC’S&

ご加入と出資金について

組合員加入のメリット



猪苗代湖

昭和村

金山町

三島町

磐梯町
湯川村

柳津町 会津美里町

会津坂下町

西会津町

下郷町
只見町

南会津町

檜枝岐村

会津若松市

猪苗代町

喜多方市

北塩原村

カスミソウ

キュウリ
赤カボチャ

りんご

しいたけ

柿

リンドウ

乳牛

トマト

トマト

トマト

トマト

トマト

リンドウ

チェリートマト

キュウリ

キュウリ

キュウリ

乳牛

乳牛

肉豚

インゲン

りんご

アスパラガス

アスパラガス

肉牛

肉牛

肉牛

カラー

ひとめぼれ

里山のつぶ

里山のつぶ

コシヒカリ

コシヒカリ

コシヒカリ

天のつぶ

天のつぶ
ホウレン草

トルコギキョウ

トルコギキョウ

柿

イチゴ

カスミソウ

JA会津よつばの長谷川一雄組合長と芸人の三瓶さん。
JAとよしもとがタッグを組んでアピールする。

長谷川組合長と会津17市町村長がＰＲ

今年初めて結成した「会津よつばスマイルガールズ」が会津産品をＰＲ

管内のゆるキャラ集合。
JAの公式キャラクター

「コメナルド画伯」は真ん中。

会津
JA会津よつばと
管内17市町村合同トップセールス

の まつり薄　友喜さん 8月2～5日開催

　８月２日から５日にかけて、東京都のイトーヨーカドーアリオ西新井店で「会津の夏まつり」

を開催しました。管内17市町村と連携し、オール会津でＰＲするトップセールスで、今年で２

年目を迎えます。消費拡大や風評被害の払拭に加え、「会津ブランド」の確立をめざします。

　ＪＡ会津よつばや各市町村のブースには、各地の特産品が並び、多くの来場者でにぎわい

ました。

西会津町には、「一生に一度の
願いなら、なじょな願いもききな
さる」と伝わる大山祇神社や、
見つけられれば開運になる「隠
れ三猿」の彫刻が有名な鳥追
観音などがあります。また、炭火

焼きの車麩で作ったヘルシーな車麩ラスク、土壌分析で
ミネラルバランスを整えた土から採れた甘味のあるおい
しいミネラル野菜、イタヤカエデの樹液から作った珍しい
メープルサイダーなどたくさんの特産品があります。古くか
ら会津の霊地として親しまれ日本古来の風景を多く残す
日本の田舎、西会津へぜひお越しください。

西会津町長 遠藤 忠一さん
喜多方市は、福島県会津盆地
の北部に位置し、東に磐梯山、
北に飯豊山を望む豊かな自然
に恵まれ、「蔵とラーメンのまち」
として年間約180万人を超える
観光客が訪れる観光都市で

す。特産品には、本場喜多方のラーメンをはじめ、酒や味
噌、醤油等の醸造品、たまりせんべいなどがあります。良
質な水と肥沃な土壌で育まれた農産物には、東北有数
の産地であるグリーンアスパラガスやキュウリ、ミニトマト、
そばなどが有名です。歴史と食が彩る喜多方市へぜひ
おいでください。

齋藤 文英さん
会津坂下町は、稲作の盛んな
地域です。米の品質が良く、江
戸・明治時代から続く老舗の
酒蔵もあります。特産は、良質
な土地で栽培された米をはじ
め、アスパラ・トマト・ミニトマト・

きゅうりなどです。また、馬刺しの産地でもあります。他にも
味噌漬け、醤油をはじめ、さまざまな物産加工品がありま
す。中でも、会津坂下町では各飲食店が独自にアレンジ
した、冷し中華ではない、冷しラーメンが６０年以上前から
地元で愛されているソウルフードとして話題です。おいし
いものがたくさんの会津坂下町へ、ぜひお越しください。

三澤 豊隆さん
湯川村の基幹産業は農業で、
村の面積約16㎢のうち、7割
が農地となっています。中でも
水稲栽培が盛んで、湯川村産
のコシヒカリは、ふるさと納税等
で全国の方 に々食べられ、高い

評価をいただいております。ふるさと納税を寄附された方
を対象に、抽選で新米祭に合わせた「新米ツアー」にご
招待しております。また、「道の駅あいづ 湯川・会津坂下」
には、年間100万人を超える方が訪れ、地域交流拠点
として大いににぎわっております。会津に来た際には、ぜ
ひお立ち寄りください。

小椋 敏一さん
裏磐梯や五色沼がある北塩
原村は、四季を通じて訪れる人
を感動させる美しい自然に囲ま
れ、のどかな田園風景が広が
り、会津盆地を一望できます。
温泉を煮詰めて作る会津山塩

でも有名な情緒あふれる温泉がある北山・大塩地区や、
磐梯山がはぐくむ豊かな大地で栽培された大根、トウモ
ロコシなどの高原野菜が美味しい桧原地区、そして、神
秘的な湖沼群があり国内有数の高原リゾート地である
裏磐梯地区など、小さな村にたくさんの魅力が詰まって
いる北塩原村へ是非遊びに来てください。

会津坂下町長 湯川村長

長谷川 盛雄さん
奥会津にある金山町は、町内に
は「紅葉が美しいローカル線」
第１位に輝いたＪＲ只見線が走っ
ています。温泉資源が豊富で、
特に天然炭酸温泉は日本にわ
ずか0.6％しかない希少な温泉

です。伊勢志摩サミットなどでテーブルウォーターとして採
用された「奥会津金山天然炭酸の水」は、天然の炭酸水
をボトリングした微炭酸のまろやかな口当たりが特徴です。
地域団体商標を取得し、町内限定栽培の「奥会津金山
赤カボチャ」、透明感が自慢のエゴマ油など、たくさんの加
工品もあります。金山町へぜひお越しください。

矢澤 源成さん
奥会津、三島町は日本で最も美
しい村連合に加盟しており、桐
や山ぶどうのつるなどを使った
工芸品が盛んです。古くから「会
津桐」の産地として知られ、町
内随所に桐が植えられており、

春には一斉に薄紫の花を咲かせます。また、近くの只見川
に沿ってＪＲ只見線が走り、四季折 の々風景を見ることがで
き、風光明媚な町です。冬には積雪が2メートルを超えるこ
ともある豪雪地域で、雪国ならではの民具作りの知恵や、
暮らしに根付く民俗行事が継承され、町民が守り継いで
きた文化を大切にする町づくりを展開しています。

金山町長 三島町長

舟木 幸一さん
昭和村には夏秋期栽培面積、
品質共に日本一の特産品カス
ミソウはもちろん、農家さんこだ
わりの木の子供原木しいたけ
もあります。そのほかにも、厳し
い冬の寒さを利用して作る、村

のおばあちゃん達手作り凍み餅揚げや、やみつき甘クル
ミなどなどどこか懐かしい、昭和村オリジナルな田舎の味
も大変逸品です。工芸品には奥会津昭和からむし織が
あり、村で栽培されたからむし織の全材料、苧麻を用い
て丁寧に人の手でつくられています。たくさんの方の目と
舌で体験してもらい、昭和村を知って頂けたら幸いです。

昭和村長 渡部 英敏さん
会津美里町は、会津地方のほ
ぼ中央に位置する、自然豊かで
歴史のある町です。町では、伝
統工芸品の会津本郷焼を販
売する「せと市」や、その年の豊
作を祈願する御田植祭、新鶴

ワインをたのしむ「ワイン祭り」など、さまざまなイベントを
行っております。農作物の栽培では、平野部では稲作が
盛んで、山沿いの地区ではブドウやそばなどの栽培が
盛んです。顔の部分が町の形になっている、町のキャラク
ター「あいづじげん」もお待ちしていますので、ぜひ会津
美里町に足をお運びください。

星　光祥さん
尾瀬の東北側の玄関口、檜枝
岐村です。群馬県のイメージが
強い尾瀬ですが、半分近くは檜
枝岐村にあります。他にも、燧ヶ
岳や会津駒ヶ岳など様 な々名山
への登山を楽しむことができ、江

戸時代から受け継がれてきた伝統芸能「檜枝岐歌舞伎」
は、毎年５月１２日と８月１８日、９月第１土曜日に上演されていま
す。特産品の岩魚味噌は、村産岩魚のほぐし身に会津味
噌を混ぜ合わせて仕上げた味噌で、第５２回全国推奨観
光土産品審査会で農林水産大臣賞を受賞した逸品で
す。檜枝岐村のイベントや特産をぜひお楽しみください。

会津美里町長

井関 庄一さん
赤べこ発祥の地でもある柳津
町には、約１,２００年の歴史を誇
る丑歳・寅歳生まれの守り本尊
である福満虚空藏菩薩圓藏
寺があり、県内外から多くの参
拝者に訪れていただいておりま

す。また、１月７日に行われる「七日堂裸まいり」や８月１０日に
行われる「霊まつり・稚児行列・流灯花火大会」なども有
名で、毎年テレビや新聞で報道されております。柳津町
の有名な食べ物としては、「あわまんじゅう」や「会津柳津
ソースカツ丼」がありますので、柳津町にお越しの際に
は、是非お召し上がりください。

柳津町長

檜枝岐村長 大宅 宗吉さん
南会津町は首都圏から会津
地方への玄関口の町です。特
産品には、「南郷トマト」「会津
田島アスパラ」などの野菜、「リ
ンドウ」「カスミソウ」などの花
き、そして冷涼な気候で栽培さ

れた「そば」などがあります。２０１７年４月に東武鉄道の新
型特急リバティが運行を開始し、これまで以上に首都圏
から南会津町へアクセスが良くなり快適に訪れることが
できるようになりました。秋には毎週のように新そばまつり
や各種イベントが開催されますので、山 に々広がる紅葉
を楽しみながらぜひお越しください。

南会津町長

菅家 三雄さん
只見町は新潟県との県境にあ
る、豊かな森林資源に恵まれ
た日本屈指の豪雪地帯です。
町の中央を流れる伊南川や只
見川の清らかな流れと、琵琶
湖よりも広大で面積の９４％を占

める豊かな森林資源に恵まれており、その中心は規模や
原始性で国内随一といわれているブナなどの自然林で
す。２０１４年６月、その豊かな自然と人 が々共存するモデル
地域としてユネスコ・エコパークに登録されました。まさに
日本の自然の中心地として、只見町は「自然首都・只見」
をキャッチフレーズに掲げています。

只見町長 星　 學さん
会津の南に位置する「下郷町」
は、いで湯と渓谷の町とも言わ
れ、塔のへつりや湯野上温泉
があります。そのほか、皆様もご
存知の大内宿や大自然があふ
れた観音沼森林公園があり、

これらの観光地は標高約700メートルに位置し、暑い夏
には避暑地として、寒い冬には趣深い雪景色を楽しめま
す。下郷町には「プレーンヨーグルト」、「じゅうねん味噌」
などの特産品があります。じゅうねん味噌を使用した、郷
土料理の「しんごろう」も人気です。下郷町にきて、美しい
風景や、おいしい特産品をぜひお楽しみください。

室井 照平さん
会津若松市で生産されている
数 の々農産物は、会津盆地特
有の気候と地形を活かし、そし
て生産者の努力により、高品質
で美味しいと高い評価を受けて
おり、自然の恵みを活かした農

業が行われています。平成30年は会津戦争終結から
150周年を迎える節目の年です。本市では幕末から平成
までの、会津の歴史的意義の再認識を図る機会とし、
様 な々取組みを行っています。会津若松市で会津の食、
歴史や文化を堪能していただき、温泉でゆっくり過ごして
はいかがでしょうか。極上の会津へぜひお越しください。

五十嵐 源市さん
名峰磐梯山のふもとにある磐
梯町は、日本名水百選に認定
された磐梯西山麓湧水群を有
する、名水の町です。町の作物
はミネラルをバランスよく含ん
だ名水を利用し、優れた栽培

環境の中で大切に栽培されています。特にお米の「里山
のつぶ」は、粒が大きくしっかりとした食感です。よく噛ん
で、お米の甘味を感じてください。また、ノンアルコールで
砂糖不使用の“あまさけ”は磐梯町産米を１００％使用して
おります。どちらもおすすめです。歴史と豊かな自然にあ
ふれた磐梯町へ、ぜひお越しください。

下郷町長

会津若松市長

前後　公さん
猪苗代町では、福島県オリジナ
ル銘柄米「天のつぶ」を猪苗
代町独自の栽培マニュアルに
よる栽培を行った「いなわしろ
天のつぶ」の販売を行っていま
す。粒が大きく、厚く、粘り気が

少ないのが特徴のお米で、アラブ首長国連邦、アゼル
バイジャンなど、海外へも輸出している猪苗代町のブラ
ンド米です。首都圏で販売することはあまりないので、この
機会にぜひみつけたらご賞味ください。また、猪苗代町
産あやこがね大豆を使用した味噌や、珍しいなつはぜを
使った商品なども特産品として有名です。

猪苗代町長

磐梯町長

喜多方市長 北塩原村長

※市町村長の在職は平成30年8月現在
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