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新國  雅丈さん
青年連盟協議会  会長

庄司  恵子さん
女性部協議会  会長

性 部女 青 連農
　JA会津よつばには、地域の女性が集う組織として女
性部があります。活動内容は、料理教室・手芸教室・野
菜市など支部によって様々です。また、地区をまたいだＪ
Ａ会津よつばとしての活動も増え、部員間の交流も深
まっています。女性の方は、どなたでも参加できます。私
たちと一緒に素敵な仲間を見つけませんか？

 くらしの支援課 ☎0242-85-6188問

　農青連とは、「農業協同組合青年連盟」のことです。会津
の農業を支える若者が集う組織です！農業を通して様々な
環境・文化・教育活動を行っています。学校での農業体験
支援や、地域イベントへの参加など、活動は多岐にわたりま
す。会津の農を、地域をもっと元気にしたいあなた！私たちと
一緒に活動しませんか？

 組織広報課 ☎0242-37-2450問

通信
MI.DE.KU.NA.N.SYO
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Smile.

JAファーマーズマーケット & あぐりかふぇC’S

「ですぞ」が口癖のお米の妖精ですぞ！からだ
は会津米、腕はきゅうり、おひげとおくちはし
いたけ、帽子はトマトでできていますぞ～♪わ
しはお絵かきも得意で、愛用しているアスパ
ラガス筆で会津の農の未来を描きますぞ～！
わしのしっぽは四つ葉のクローバーになって
いて、触るといいことが起こるかも…？なパ
ワースポット（？）ですぞ♪
色んなところに遊びに行くので、
出会ったらぜひお友達になって
ほしいですぞ～

い
ろ
ん
な
所
に

遊
び
に
行
き
ま
す
ぞ
!!

自己紹介
コメナルド画伯の

わしは
コメナルド画伯
　　　　　　ですぞ！

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

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］

主　な
取扱品目

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

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

〒

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･障がい者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

主　な
取扱品目

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

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

〒

主　な
取扱品目

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

〒

主　な
取扱品目

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

〒

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

みどり地区 いいで地区

みなみ地区

あいづ地区

おい いものし
たの いことし

に にこ こ

大集合!!

★★

★

JA直売所などで探してみてね♪

※取扱い品目のない直売所もあります。

会津の農産物を使った

６次化商品が
こんなにありますよ！



各地区のイベントを開催
充実した設備の会場

で

野菜販売はすぐ売り切れになるほど人気でした！

　１０月６日から8日の３日間、会津若松市にある直売所まんま～じゃでは、
11周年祭が行われました。県内外の提携している直売所や企業が集ま
り各地の特産物や、加工品が販売され多くのお客様で賑わいました。

まんま～じゃ周年祭あいづ
地区

　１１月１１日、河東文化産業祭に河東支店も参加しました。JAの河東支店前で
のイベントのほか、公民館前でお菓子の販売などを行い、多くのお客様にお越し
いただきました。女性部は手作りのおこわと餅を販売しました。

河東文化産業祭あいづ
地区

　１０月２７日、道の駅猪苗代イベント広場で、猪苗代町
では初となるＪＡまつりを開催しました。白虎隊剣舞やバ
ンド演奏など、イベント盛り沢山で、農青連と女性部が
連携して作ったチャリティー餅も大人気でした。

ＪＡまつり in 猪苗代町
（猪苗代中央支店・猪苗代東支店）

あいづ
地区

お茶の販売に足を止めるお客様

オールディーズバンド会
津のステージ

河東支店長  黒田　篤

女性部の野菜は売れ行き好調 業者の人とも会話が弾む

新米コシヒカリ100グラ
ム当てゲーム。

ピタリ賞は出るか？！

あったかい衣類の販売
。

　１０月２７日、磐梯支店でＪＡまつりを開催しました。当日は若干雨模様でしたが、
子どもからお年寄りまで、各イベントや模擬店を楽しみました。他にも、南ヶ
丘牧場の動物とふれあえるコーナーや、消防車・救急車の展示もありました。

磐梯支店ＪＡまつりあいづ
地区

支店長  小桧山 寿範

超難問で、全問正解
者は０！

お米品種当
て大会。

コメナルド画伯とたくさん遊びました

南ヶ丘牧場から来たヤギさんと

三島山菜加工場も参加！

　９月８日、会津美里町の高田カントリーエレベーターで、ＪＡまつりを開催しまし
た。来場者の皆様がゆっくりと座って過ごすことができるよう、テントとイスを
準備しています。職員・農青連・女性部などが作る模擬店も魅力ですね。

高田支店ＪＡまつりみどり
地区

支店長  仙波  新英
農青連の餅つきは、子どもたちも参加

職員のたこ焼きは売り切れるほど人気

民謡歌手の永峯恵さんと
一緒に歌うステージ

　１１月３日、下郷町の下郷営農経済センター選果場でJAまつりが行われまし
た。ティッシュ積み競争、ビンゴ大会などのイベントがあり、たくさんの来場者で
にぎわいました。また、女性部による郷土料理のしんごろう販売も行われました。

下郷支店ＪＡまつりみなみ
地区

支店長  廣野  純一

たくさん積みあがりました！

ドローンの展示や
実際に操作するコーナーもありました

　１０月２７日、新鶴支店の特設広場でＪＡまつりを開催しました。毎年、１０トン
トラックで特設ステージをつくり、ミニライブなどのイベントを行っています。射
的やくじは子どもたちに大人気で、つきたて餅のふるまいも好評でした。

新鶴支店ＪＡまつりみどり
地区

支店長  板橋  奎一郎

ゲーム・くじは子どもたちに大人気

意外と楽しい味噌す
くい

　１１月３日～４日の両日、さゆり公園で第３３回西会津ふるさとまつりが
開催され、西会津支店･営農経済センター、女性部西会津支部、青
年連盟西会津支部が出店協力しました。広い公園で多彩なイベント、
地元グルメが充実。

西会津ふるさとまつりいいで
地区

特設ステージで盛会な
開会式や歓迎イベント

青年連盟の模擬店
子どもたちに人気だ

った

西会津支店のブース

秋の行楽日和でにぎわった

　１１月１１日、金山町の御神楽館において、西部地区の金山・昭和・三島支店
合同のＪＡまつりが開催されました。３支店で持ち回りの開催としているので、雰囲
気が毎年変わります。来年の会場は三島町となります。

西部地区ＪＡまつり（金山・昭和・三島支店）みどり
地区

おやじバンドの生演奏が響く会場広場 餅の振る舞い
大好評だった

豚汁

　１１月１０日と１１日の両日、喜多方市の押切
川公園で、ふれあいきたかた農業まつりが開
催されました。会津牛や地元産の農産物の
販売が行われました。またステージでは、JA
公式キャラクター「コメナルド画伯」と喜多方
市のゆるキャラ「みんべぇ」がじゃんけん大会
を行い、大変盛り上がりました。

ふれあいきたかた農業まつり
（喜多方支店・喜多方中央支店・塩川支店・熱塩加納支店・高郷支店・山都支店）

いいで
地区

喜多方中央支店長  田崎  真子喜多方支店長  飯野  俊二

熱塩加納支店長  奈須  満弘塩川支店長  中森　晃

山都支店長  川原田  シゲ子

金山支店長  小沼  康弘

昭和支店長  齋藤  正雄

三島支店長  青木  正幸

高郷支店長  武藤  常雄

西会津営農経済センター長
安部  新一

動物と触れ合
える

コーナーもあります

お米の品種当てゲームもありました

　１１月１１日、北塩原支店でＪＡまつりを開催しました。会場では、女性部の作っ
たお餅や豚汁が無料で配られました。また、ゲームコーナーやバザー、ドロー
ンを使った農薬散布の実演など、イベント盛り沢山でした。

北塩原支店ＪＡまつりいいで
地区

支店長  大熊  好信

ドローンに
ついて説明

株式会社コハク盛岡営業
所の職員が、

　１１月３日、湊町の基幹集落センターで行われた町の文化祭で、湊支店は、
農産物品評会とお米銘柄当てクイズを開催しました。文化祭では、演奏会・ダ
ンス・人形劇・地元保育園児や中学生の作品展など、楽しみがいっぱいでした。

湊町文化祭あいづ
地区

お米銘柄当てクイズ。
なんと全問正解者が！！！

AIZU塾の白虎隊剣舞。

かっこいい！！

大きく作るぞ～！

コメナルド画伯も

おじゃましました

会津若松支店長  高橋  和男

ハイチーズ！

わしと
じゃんけんですぞ！

パトカー体験コーナー
近くの湊公民館駐車

場には、

昼には即売会も行われ、
フロアに展示された野菜は完売しました

湊支店長  石田  義徳

訪れた組合長もにっこり
愛情たっぷりのお餅と豚汁に、

ドローンを使った農薬散
布の実演

青木真一さんのミニライブ
作曲家・ミュージシャ

ン

　１１月4日、湯川支店前でＪＡまつりを開催しました。職員が腕によりをかけた模
擬店が並びました。お昼過ぎには、完売の模擬店もありました。大正琴やよさこ
いなど、華やかなステージ発表もあり、会場に華を添えました。

湯川支店ＪＡまつりみどり
地区

支店長  中島  徹也

今年リニューアルした大判焼き 新品種の米を食べ比べ

買った金額に応じた抽選券で

豪華賞品が当たる！

　１１月３日、会津坂下町にある坂下本店で４支店合同の支店まつり
を開催しました。職員、農青連、女性部などの出店に加え、毎年コ
ンサートや大道芸ショーなども行っています。天気にも恵まれ、たくさ
んの方にご来場いただき大賑わいとなりました。

2018ＪＡまつりinばんげみどり
地区

職員特製ふるまい豚汁は毎年大好評 ふわふわのわたあめ

あぐりマンも子どもたちに
大人気

　１０月２７日、会津美里町の本郷支店で、ＪＡまつりを開催しました。本郷のＪＡ
まつりの特徴は、毎年カラオケ愛好会の方がステージに立って歌を披露してく
れることです。寒い中でも、熱いステージで盛り上がりました。

本郷支店ＪＡまつりみどり
地区

支店長  鈴木　智

大釜で作られたふるまい豚汁 マイクを持って盛り上げました
民謡ショーでは、女の子

も

様々 な味のお餅を用意しました！
お餅の販売。

　１１月３日、南会津町の町の駅ふるさと物産館で収穫祭を開催しました。地元
幼稚園による太鼓の演舞などが披露され、たくさんの来場者でにぎわいました。
また、○×ゲームや、トマトジュース早飲み対決などが行われ、盛り上がりました。

田島支店ＪＡまつりみなみ
地区

支店長  室井  良久

園児による太鼓の披露

トマトジュースの早飲
み対決

「里山のつぶ」の試食会を開催！

　１０月２8日、只見町のJA只見支店前でJAまつりを開催しました。農青連で焼き鳥
の販売や女性部による玉こんにゃくの販売など、その他にもおいしいものがたくさ
ん販売されました。また餅つきも行われ、来場者の方にお餅がふるまわれました。

只見支店ＪＡまつりみなみ
地区

支店長  馬場  克夫

餅つきの様子。子どもも大人も本気です

つきたてのお餅をプレゼント

　１０月２１日、南会津町南郷地区の南郷営農経済センターで、南郷
トマトまつりを開催しました。地域の人はもちろんのこと、県外や首
都圏から来る方もいらっしゃいました。南郷トマトの早食い対決や、
利きトマトジュースなど様 な々
イベントが行われました。

南郷トマトまつり
（南郷支店・伊南支店・舘岩支店・檜枝岐支店）

みなみ
地区

たくさん用意したトマトが

1時間で完売しました。

南郷トマトの早食い対決！

南郷トマトジュースを
当てられるかな？

　１１月３日、柳津町の柳津ふれあい館前で、ＪＡまつりを開催しました。天候に
も恵まれ、多くの来場者でにぎわいました。特に、大道芸によるバルーンショー
では、踊りながらのパフォーマンスに子どもたちが大興奮していました。

柳津支店ＪＡまつりみどり
地区

支店長  長谷川  伸

バルーンショーでいろいろ
作ってもらったよ

つきたてのふるまい餅
には

行列ができました

今年初の試み、豆つかみ競争 豚汁のふるまいも人気でした

若宮支店長  小林　修坂下支店長  五十嵐   尚

広瀬支店長  板橋 幸一郎

金上支店長  長尾　武

伊南支店長  馬場　浩行南郷支店長  五十嵐  義房

舘岩支店長  小勝  サト子

檜枝岐支店長  橘　政一

西会津支店長  五十嵐  國広

まんまーじゃ店長  白川  達則

あいづ地区本部長
古川俊裕

猪苗代中央支店長
五十嵐　仁

猪苗代東支店長
福地　勉

想像以上に難しいです
お米１合当てゲーム

。

　JA会津よつばは、地域の皆さまの身近なＪＡとなれるよう、様々なイベントを

行ったり、参加協力したりと、地域の活性化に取り組んでいます。特に、JAまつりは

毎年開催しており、平成30年は9月から11月にかけて、管内各地で特色ある取り

組みが行われています。組合員の方はもちろん、地域の皆さまにも参加いただける

イベントです。地域によって内容も様々ですので、お住まいの地域だけでなく、他

の地域にも足を運んでみてはいかがでしょうか？！

JAまつり


