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はじめにはじめに�

　農協改革の議論のなかに、「ＪＡが地域のインフラ機能を発揮することは本来の目的からか

け離れているため、生協や株式会社へ組織形態を見直すべきである。」といった意見がありま

したが、農村社会の実態とＪＡの存在価値を知らない考えと言えます。こうした農協改革の行

く末は、地域の維持・活性化の一翼を担っているＪＡの役割を喪失させるものであり、地方創

生ではなく、地方の崩壊につながってくると言わざるを得生ではなく、地方の崩壊につながってくると言わざるを得ませんません。�

　さて、地域では、家族経営を主体とする農業が行われ、農業にかかわる地域文化・伝統が地

域住民とともに継承され、道路・用水路の草刈り・改修など共同作業を通じた地域維持の取り

組みがこれまで営々と営まれてきました組みがこれまで営々と営まれてきました。�

　そうしたなかにあって、ＪＡは、品目部会や集落組織に基礎を置くことにより、ＪＡ事業や

ＪＡ運営の面において、地域と積極的な関わりを持ってきました。また、組織としてもそうで

すが、組織を構成する職員も、集落の一員として相応の役割を果たしてきました。その結果と

して、地域のなかで事業やサービスを提供するだけでなく、地域の一員として、ともに地域を

維持・活性化する重要なインフラとしての機能も発揮して維持・活性化する重要なインフラとしての機能も発揮してきましたきました。�

　残念ながら、昨今では、兼業農家、非農家の増加、高齢農家のリタイアなどにより、ＪＡを

媒介した地域との結びつきは弱体化している実態にありますが、東日本大震災でも見られたよ

うに地域のなかで、コミュニティの必要性がとみに高まりうに地域のなかで、コミュニティの必要性がとみに高まり、「絆」が見直されてきています絆」が見直されてきています。�

ここに、ＪＡに期待される役割・機能があり、再度、求めここに、ＪＡに期待される役割・機能があり、再度、求められようとしていると言えますられようとしていると言えます。�

　ＪＡは、農業所得の増大と農業生産の拡大に向け、これまで以上に取り組んでまいりますが、

一方では、地域のインフラとして、文化の継承や地域活動を通じて、地域の維持・活性化に現

に貢献していますに貢献しています。�

　ＪＡあいらならびにＪＡあいら女性部を中心に平成２　ＪＡあいらならびにＪＡあいら女性部を中心に平成２９年度に行った地域貢献活動・地域協９年度に行った地域貢献活動・地域協

同活動は以下のとおりです。多彩な活動が無償で、ほとんどがボランティア活動として実施さ

れていますれています。�

　そして、重要なことは、このような取り組みはＪＡあいらだけのものでなく、県内ＪＡ、全

国のＪＡで協同組合としてあたり前のように取り組まれて国のＪＡで協同組合としてあたり前のように取り組まれているという事実ですいるという事実です。�



柁城小学校食農教育　脱穀作業【加治木柁城小学校食農教育　脱穀作業【加治木】� かじき豊年まつりかじき豊年まつり【加治木【加治木】�

平成２９年度　地域貢献活動　活動内容一覧�

加　　　　　治　　　　　木�

参加部署参加部署� 連携組織連携組織� 実施日実施日� 活動内容活動内容� 実施場所実施場所� 対象者対象者�

地区名地区名�

�

女性部加治木支部女性部加治木支部� 永原小学校永原小学校� 5月14日�永原小学校エコカーテン永原小学校エコカーテン� 永原小学校永原小学校� 地域住民地域住民�

西部地域営農センター西部地域営農センター� 柁城小学校柁城小学校� 5月18日�
柁城小学校食農教育（水稲種まき、

手まき作業体験）手まき作業体験） �
柁城小学校柁城小学校�

柁城小学校柁城小学校�

５年生５年生�

西部地域営農センター西部地域営農センター� 柁城小学校柁城小学校� 6月12日�
柁城小学校食農教育柁城小学校食農教育（田植え綱（田植え綱を使を使

用しての手植え体験）用しての手植え体験）�
生産者圃場生産者圃場�

柁城小学校柁城小学校�

５年生５年生�

加治木統括支店加治木統括支店� 女性部加治木支部女性部加治木支部� 6月15日�年金支給日おもてなし年金支給日おもてなし� 加治木統括支店加治木統括支店� 来店者来店者�

西部地域営農センター西部地域営農センター� 柁城小学校柁城小学校� 9月19日�

柁城小学校食農教育柁城小学校食農教育（子供たち（子供たちが作が作

った案山子を田んぼに立てる体験、った案山子を田んぼに立てる体験、

稲の観察）稲の観察）�

生産者圃場生産者圃場�
柁城小学校柁城小学校�

５年生５年生�

西部地域営農センター西部地域営農センター� 柁城小学校柁城小学校� 10月 5日�
柁城小学校食農教育柁城小学校食農教育（鋸鎌での（鋸鎌での稲刈稲刈

りと掛け干し体験）りと掛け干し体験）�
生産者圃場生産者圃場�

柁城小学校柁城小学校�

５年生５年生�

加治木統括支店加治木統括支店� 女性部加治木支部女性部加治木支部� 10月13日�年金支給日おもてなし年金支給日おもてなし� 加治木統括支店加治木統括支店� 来店者来店者�

西部地域営農センター西部地域営農センター� 柁城小学校柁城小学校� 10月24日�

柁城小学校食農教育柁城小学校食農教育（足踏み脱穀機（足踏み脱穀機

やハーベスターを使っての脱穀作

業、唐箕での分別作業体験）唐箕での分別作業体験）�

生産者圃場生産者圃場�
柁城小学校柁城小学校�

５年生５年生�

加治木統括支店加治木統括支店� 女性部加治木支部女性部加治木支部� 12月15日�年金支給日おもてなし年金支給日おもてなし� 加治木統括支店加治木統括支店� 来店者来店者�

西部地域営農センター西部地域営農センター・

加治木統括支店加治木統括支店・加治木加治木

駐在駐在・女性部加治木支部女性部加治木支部�

女性部加治木支部女性部加治木支部� 12月23日�

かじき豊年まつり〈地元野菜販売・

体験コーナー体験コーナー（餅つき（餅つき・しめ縄しめ縄・リーリー

ス作りス作り・そば打ち）そば打ち）〉�

加治木駐在加治木駐在� 地域住民地域住民�

加治木統括支店加治木統括支店� 女性部加治木支部女性部加治木支部� 2月15日�年金支給日おもてなし年金支給日おもてなし� 加治木統括支店加治木統括支店� 来店者来店者�

経済部茶業センター課経済部茶業センター課� 竜門小学校竜門小学校� 2月27日�
竜門小学校お茶のおいしい淹れ方

教室教室�
竜門小学校竜門小学校�

竜門小学校竜門小学校�

５年生５年生�

加治木統括支店加治木統括支店� 女性部加治木支部女性部加治木支部� 4月14日�年金支給日おもてなし年金支給日おもてなし� 加治木統括支店加治木統括支店� 来店者来店者�



平成２９年度　地域貢献活動　活動内容一覧�

姶　　　　　　　　　　　良�

参加部署参加部署� 連携組織連携組織� 実施日実施日� 活動内容活動内容� 実施場所実施場所� 対象者対象者�

地区名地区名�

三船小学校食農教育ゴーヤ入り夏野菜カレー作り三船小学校食農教育ゴーヤ入り夏野菜カレー作り【姶良【姶良】� アンパンマンこどもくらぶアンパンマンこどもくらぶ【姶良【姶良】�

�
西部地域営農センター西部地域営農センター� 姶良有機部会姶良有機部会・生協生協� 4月2222日�

コープ親子スクールコープ親子スクール（玉ねぎの収穫体験（玉ねぎの収穫体験、

おにぎりや玉ねぎスープの振舞い）おにぎりや玉ねぎスープの振舞い） �
生産者圃場生産者圃場�

コープ組合員コープ組合員�

（消費者親子）（消費者親子）�

西部地域営農センター西部地域営農センター�

姶良統括支店姶良統括支店�

女性部姶良支部女性部姶良支部�

三船小学校三船小学校�
5月1313日�

三船小学校グリーンカーテン用ゴー三船小学校グリーンカーテン用ゴー

ヤ苗の定植、ヤ苗の定植、ネット設置ネット設置�
三船小学校三船小学校� 三船小学校生徒三船小学校生徒・先生先生�

姶良統括支店姶良統括支店� 建昌福祉会建昌福祉会� 5月2121日�
「アイラビュー踊り連「アイラビュー踊り連」としてとして�

「渋谷「渋谷・鹿児島おはら祭」鹿児島おはら祭」へ参加へ参加�
渋谷道玄坂渋谷道玄坂� 地域住民地域住民�

西部地域営農センター西部地域営農センター� 西姶良小学校西姶良小学校� 5月2222日�
西姶良小学校食農教育の実施西姶良小学校食農教育の実施�

（サツマイ（サツマイモの植付指導）モの植付指導）�
西姶良小学校西姶良小学校�

西姶良小学校西姶良小学校�

1・２年生、２年生、先生先生�

姶良統括支店姶良統括支店� 女性部姶良支部女性部姶良支部� 6月1515日�年金支給日おもてなし年金支給日おもてなし� 姶良統括支店姶良統括支店� 来店者来店者�

西部地域営農センター西部地域営農センター� 姶良有機部会姶良有機部会・生協生協� 6月2424日�

コープ親子スクールコープ親子スクール（生産者圃場での手植（生産者圃場での手植

え体験、え体験、餅つき体験、餅つき体験、有機野菜カレーの振舞有機野菜カレーの振舞

い、い、お米のクイズと学習、お米のクイズと学習、有機野菜の販売）有機野菜の販売）�

生産者圃場生産者圃場�

畜産研修センター畜産研修センター�

コープ組合員コープ組合員�

（消費者親子）（消費者親子）�

西部地域営農センター西部地域営農センター� 姶良有機部会姶良有機部会・生協生協� 7月 1日�

コープ親子スクールの実施コープ親子スクールの実施（田車押しに（田車押しに

よる草取り体験、よる草取り体験、田んぼやその周辺の生田んぼやその周辺の生

き物観察）き物観察）�

生産者圃場生産者圃場�

畜産研修センター畜産研修センター�

コープ組合員コープ組合員�

（消費者親子）（消費者親子）�

女性部姶良支部女性部姶良支部� 姶良市社会福祉協議会姶良市社会福祉協議会� 7月1313日�いきいきサロン交流会いきいきサロン交流会（講話（講話・意見交換会）意見交換会）�姶良中央公民館姶良中央公民館� 地域住民地域住民�

女性部姶良支部女性部姶良支部� 三船小学校三船小学校� 7月1919日�
三船小学校食農教育三船小学校食農教育（ゴーヤ入り夏野菜（ゴーヤ入り夏野菜

カレー作り）カレー作り）�
三船小学校三船小学校� 三船小学校６年生三船小学校６年生�

西部地域営農センター西部地域営農センター� 姶良有機部会姶良有機部会・生協生協� 8月2626日�

コープ親子スクールコープ親子スクール（案山子を作り田んぼ（案山子を作り田んぼ

へ設置、へ設置、稲の花の観察、稲の花の観察、バケツ苗の育て方バケツ苗の育て方

について生産者について生産者・ＪＡ職員との食農交流）ＪＡ職員との食農交流）�

生産者圃場生産者圃場�

畜産研修センター畜産研修センター�

コープ組合員コープ組合員�

（消費者親子）（消費者親子）�

姶良統括支店姶良統括支店� －� 1010月 1日�
クリーンクリーン・キャペーンキャペーン inin 重富海岸重富海岸（清（清

掃ボランティア）掃ボランティア）への参加への参加�
重富海岸重富海岸� 地域住民地域住民・学生学生�

姶良統括支店姶良統括支店� 女性部姶良支部女性部姶良支部� 1010月1313日�年金支給日おもてなし年金支給日おもてなし� 姶良統括支店姶良統括支店� 来店者来店者�

西部地域営農センター西部地域営農センター� 姶良有機部会姶良有機部会・生協生協� 1010月2121日�

コープ親子スクールコープ親子スクール（鋸鎌を使っての稲（鋸鎌を使っての稲

刈りと掛け干し体験、刈りと掛け干し体験、餅つき体験、餅つき体験、バケバケ

ツ苗の品評会、ツ苗の品評会、豚汁とおにぎり配布）豚汁とおにぎり配布）�

生産者圃場生産者圃場�

畜産研修センター畜産研修センター�

コープ組合員コープ組合員�

（消費者親子）（消費者親子）�

金融共済営業部金融共済営業部� ＪＡ共済連ＪＡ共済連� 1010月2525日�

アンパンマンこどもくらぶアンパンマンこどもくらぶ（西部）（西部）（保（保

育士によるアンパンマン体操、育士によるアンパンマン体操、足跡アー足跡アー

ト、ト、茶話会）茶話会）�

姶良市中央公民館姶良市中央公民館� こどもくらぶ会員こどもくらぶ会員�

西部地域営農センター西部地域営農センター� 姶良有機部会姶良有機部会・生協生協� 1111月 4日�

コープ親子スクールコープ親子スクール（脱穀機での脱穀、（脱穀機での脱穀、

ハガマでの炊飯、ハガマでの炊飯、おにぎりづくり、おにぎりづくり、簡易簡易

籾摺り籾摺り・簡易精米体験、簡易精米体験、バケツ苗の表彰式）バケツ苗の表彰式）�

生産者圃場生産者圃場�

畜産研修センター畜産研修センター�

コープ組合員コープ組合員�

（消費者親子）（消費者親子）�

姶良統括支店姶良統括支店� 女性部姶良支部女性部姶良支部� 1212月1515日�年金支給日おもてなし年金支給日おもてなし� 姶良統括支店姶良統括支店� 来店者来店者�

姶良統括支店姶良統括支店� Ａコープあいら店Ａコープあいら店� 1212月1717日�赤い羽根共同募金活動参加赤い羽根共同募金活動参加� Ａコープあいら店Ａコープあいら店� 地域住民地域住民・小学生小学生�

経済部茶業センター課経済部茶業センター課� 帖佐小学校帖佐小学校� 2月2727日�帖佐小学校お茶のおいしい淹れ方教室帖佐小学校お茶のおいしい淹れ方教室� 帖佐小学校帖佐小学校� 帖佐小学校５年生帖佐小学校５年生�

姶良統括支店姶良統括支店� 女性部姶良支部女性部姶良支部� 4月1414日�年金支給日おもてなし年金支給日おもてなし� 姶良統括支店姶良統括支店� 来店者来店者�

女性部姶良支部女性部姶良支部� Ａコープあいら店Ａコープあいら店� 5月1212日�おにぎり大作戦おにぎり大作戦� Ａコープあいら店Ａコープあいら店� 地域住民地域住民�

姶良統括支店姶良統括支店� 女性部姶良支部女性部姶良支部� 2月1515日�年金支給日おもてなし年金支給日おもてなし� 姶良統括支店姶良統括支店� 来店者来店者�

姶良統括支店姶良統括支店� 交通安全協会交通安全協会� 2月1414日�安全運転街頭バレンタインキャンペーン参加�蒲生高校前交差点蒲生高校前交差点� 地域住民地域住民・高校生高校生�

女性部姶良支部女性部姶良支部� くらし広報課くらし広報課�
毎月第２毎月第２�

月曜日月曜日�

ＪＡふれあいサロンＪＡふれあいサロン「かたいもんそ山田」「かたいもんそ山田」�

(ゲーム、ゲーム、歌、歌、体操、体操、健康チェック、健康チェック、昼食昼食 他)
新馬場公民館新馬場公民館� 地域住民地域住民�

女性部姶良支部女性部姶良支部� くらし広報課くらし広報課�
９月１日～９月１日～�

毎月１～２回毎月１～２回�

ＪＡふれあいサロンＪＡふれあいサロン「なぎさのサロン」「なぎさのサロン」�

(健康体操、健康体操、季節の歌、季節の歌、昼食、昼食、語らい語らい 他)
松原上公民館松原上公民館� 地域住民地域住民�



平成２９年度　地域貢献活動　活動内容一覧�

蒲　　　　　　　　　　　生�

参加部署参加部署� 連携組織連携組織� 実施日実施日� 活動内容活動内容� 実施場所実施場所� 対象者対象者�

地区名地区名�

姫おごじょ城下町をぶらり姫おごじょ城下町をぶらり【蒲生【蒲生】� 蒲生小学校・蒲生中学校グリーンカーテン【蒲生蒲生小学校・蒲生中学校グリーンカーテン【蒲生】�

蒲生統括支店蒲生統括支店�

西部地域営農センター西部地域営農センター・

蒲生統括支店蒲生統括支店�

女性部蒲生支部女性部蒲生支部�

蒲生統括支店蒲生統括支店�

女性部蒲生支部女性部蒲生支部�

蒲生統括支店蒲生統括支店�

西部地域営農センター西部地域営農センター

蒲生統括支店蒲生統括支店・蒲生駐在蒲生駐在�

女性部蒲生支部女性部蒲生支部�

蒲生統括支店蒲生統括支店�

蒲生統括支店蒲生統括支店�

蒲生統括支店・総務部蒲生統括支店・総務部�

女性部蒲生支部女性部蒲生支部�

女性部蒲生支部・女性部蒲生支部・�

蒲生小・中学校蒲生小・中学校�

Ａコープ蒲生店Ａコープ蒲生店�

女性部蒲生支部女性部蒲生支部�

蒲生小学校蒲生小学校�

女性部蒲生支部女性部蒲生支部�

蒲生小学校蒲生小学校�

蒲生小学校蒲生小学校�

女性部蒲生支部女性部蒲生支部�

女性部蒲生支部女性部蒲生支部�

女性部蒲生支部女性部蒲生支部�

4月14日�

5月11日�

5月12日�

6月15日�

7月 8日�

10月13日�

11月19日�

11月27日

28日�

12月15日�

2月15日�

3月 3日�

年金支給日おもてなし年金支給日おもてなし�

蒲生小学校・蒲生中学校グリーン蒲生小学校・蒲生中学校グリーン

カーテン用ゴーヤ苗の定植、ネッカーテン用ゴーヤ苗の定植、ネッ

ト設置ト設置�

おにぎり大作戦おにぎり大作戦�

年金支給日おもてなし年金支給日おもてなし�

蒲生小学校食農教育活動（ゴーヤ蒲生小学校食農教育活動（ゴーヤ

入り夏野菜カレー作り）入り夏野菜カレー作り）�

年金支給日おもてなし年金支給日おもてなし�

日本一大楠どんと秋まつり参加日本一大楠どんと秋まつり参加�

（牛肉の販売、野菜即売、卵のつ（牛肉の販売、野菜即売、卵のつ

かみどり）かみどり）�

蒲生小学校郷土料理伝承出前講座蒲生小学校郷土料理伝承出前講座�

（地産地消・がね、ねったぼ作り）地産地消・がね、ねったぼ作り）�

年金支給日おもてなし年金支給日おもてなし�

年金支給日おもてなし年金支給日おもてなし�

姫おごじょ城下町をぶらり姫おごじょ城下町をぶらり�

蒲生統括支店蒲生統括支店�

蒲生小蒲生小・中学校中学校�

Ａコープ蒲生店Ａコープ蒲生店�

蒲生統括支店蒲生統括支店�

蒲生小学校蒲生小学校�

蒲生統括支店蒲生統括支店�

蒲生小学校蒲生小学校�

蒲生小学校蒲生小学校�

蒲生統括支店蒲生統括支店�

蒲生統括支店蒲生統括支店�

蒲生総合支所周辺蒲生総合支所周辺�

来店者来店者�

蒲生小・中学生蒲生小・中学生�

地域住民地域住民�

来店者来店者�

蒲生小学校蒲生小学校�

２年生２年生�

来店者来店者�

地域住民地域住民�

蒲生小学校蒲生小学校�

５年生５年生�

来店者来店者�

来店者来店者�

女性部蒲生支部女性部蒲生支部� くらし広報課くらし広報課�
毎月第１毎月第１

火曜日火曜日�

ＪＡふれあいサロンＪＡふれあいサロン�

「迫地区サロンお茶飲み会」「迫地区サロンお茶飲み会」�

(ラジオ体操、健康体操、歌ラジオ体操、健康体操、歌  他)

迫地区いきいき迫地区いきいき�

交流センター交流センター�
地域住民地域住民�

地域住民地域住民�



平成２９年度　地域貢献活動　活動内容一覧�

溝　　　　　　　　　　　辺�

参加部署参加部署� 連携組織連携組織� 実施日実施日� 活動内容活動内容� 実施場所実施場所� 対象者対象者�

地区名地区名�

溝辺統括支店溝辺統括支店�

溝辺統括支店溝辺統括支店�

中部地域営農センター中部地域営農センター�

女性部溝辺支部女性部溝辺支部�

溝辺統括支店溝辺統括支店�

竹子小学校竹子小学校�

行政等行政等�

溝辺統括支店溝辺統括支店�

竹子活性化委員会竹子活性化委員会�

8月26日�

10月29日�

1月16日�

５月５月27日�

～28日�

竹子小学校除草作業の手伝いと竹竹子小学校除草作業の手伝いと竹

子地域米を使ったおにぎりや地元子地域米を使ったおにぎりや地元

のぶどう・なしの振舞いのぶどう・なしの振舞い�

みぞべ秋祭り参加（イベント・野みぞべ秋祭り参加（イベント・野

菜販売）菜販売）�

高齢者支援活動　ふれあい訪問高齢者支援活動　ふれあい訪問�

（高齢者宅へふくれ菓子、（高齢者宅へふくれ菓子、赤飯配布）赤飯配布）�

鹿児島大学生「農村民泊体験」へ鹿児島大学生「農村民泊体験」へ

の講師紹介、参加者への地元農畜の講師紹介、参加者への地元農畜

産物の提供産物の提供�

竹子小学校竹子小学校�

上床公園体育館上床公園体育館�

溝辺統括支店溝辺統括支店�

旧 ＪＡ竹子支所ＪＡ竹子支所�

ＰＴＡ会員ＰＴＡ会員、�

小学生小学生�

地域住民地域住民�

女性部溝辺支部女性部溝辺支部� くらし広報課くらし広報課�

４月１２日～４月１２日～�

毎月第２毎月第２�

水曜日水曜日�

ＪＡふれあいサロン「よいやんせＪＡふれあいサロン「よいやんせ」

（健康体操、歌、健康講話、昼食健康体操、歌、健康講話、昼食 他）�
溝辺統括支店溝辺統括支店� 地域住民地域住民�

地域住民地域住民�

学校保護者学校保護者・児童児童�

大学生、大学生、地域住民地域住民�

ＪＡふれあいサロン「よいやんせ」ＪＡふれあいサロン「よいやんせ」【溝辺溝辺】�

みぞべ秋祭り【溝辺みぞべ秋祭り【溝辺】� 高齢者支援活動　ふれあい訪問高齢者支援活動　ふれあい訪問【溝辺【溝辺】�



平成２９年度　地域貢献活動　活動内容一覧�

横　　　　　　　　　　　川�

参加部署参加部署� 連携組織連携組織� 実施日実施日� 活動内容活動内容� 実施場所実施場所� 対象者対象者�

地区名地区名�

高齢者支援活動（独居老人宅へふくれ菓子配布高齢者支援活動（独居老人宅へふくれ菓子配布）【横川横川】� ハッピーハロウインイベントの後援【横川ハッピーハロウインイベントの後援【横川】�

横川統括支店横川統括支店�

横川統括支店横川統括支店�

女性部横川支部女性部横川支部�

横川統括支店横川統括支店�

女性部横川支部女性部横川支部�

横川統括支店横川統括支店�

横川統括支店・横川統括支店・�

中部地域営農センター中部地域営農センター�

横川統括支店横川統括支店�

横川統括支店横川統括支店�

横川統括支店・横川統括支店・�

中部地域営農センター中部地域営農センター�

横川統括支店横川統括支店�

女性部横川支部女性部横川支部�

横川統括支店横川統括支店�

横川統括支店横川統括支店�

横川統括支店横川統括支店�

交通安全協会交通安全協会�

女性部横川支部女性部横川支部�

安良小学校安良小学校�

女性部横川支部女性部横川支部�

－�

大隅横川駅保存活用大隅横川駅保存活用�

実行委員会実行委員会�

大隅横川駅保存活用大隅横川駅保存活用�

実行委員会実行委員会�

交通安全協会交通安全協会�

女性部横川支部女性部横川支部�

大隅横川駅保存活用大隅横川駅保存活用�

実行委員会実行委員会�

横川警察署横川警察署�

－�

大隅横川駅保存活用大隅横川駅保存活用�

実行委員会実行委員会�

女性部横川支部女性部横川支部�

大隅横川駅保存活用大隅横川駅保存活用�

実行委員会実行委員会�

4月13日�

4月14日�

5月 2日�

7月 3日�

7月22日�

7月30日�

8月27日�

9月21日�

10月13日�

10月28日�

11月24日�

11月28日�

12月 3日�

2月15日�

3月～月～4月�

春の交通安全キャンペーン参加春の交通安全キャンペーン参加�

年金支給日おもてなし年金支給日おもてなし�

安良小みどりのカーテンエコプロ安良小みどりのカーテンエコプロ

ジェクト用レイシ苗植え付けジェクト用レイシ苗植え付け�

安良小学校にて女性部・小学生と安良小学校にて女性部・小学生と
一緒に緑のカーテン（ゴーヤの植一緒に緑のカーテン（ゴーヤの植
え付け）設置え付け）設置�

緑風園夏祭り参加緑風園夏祭り参加�

大隅横川駅「平和コンサート」大隅横川駅「平和コンサート」

参加参加�

大隅横川駅ビッグパンプンキン重大隅横川駅ビッグパンプンキン重

量コンテスト量コンテスト�

秋の交通安全キャンペーン参加秋の交通安全キャンペーン参加�

年金支給日おもてなし年金支給日おもてなし�

ハッピーハロウインイベントの後ハッピーハロウインイベントの後
援。ＪＡコーナー設置（事業案内援。ＪＡコーナー設置（事業案内
・焼肉の振舞い）・焼肉の振舞い）�

落語家を招いて「爆笑・体験・交落語家を招いて「爆笑・体験・交

通安全のつどい」開催通安全のつどい」開催�

高齢者支援活動（独居老人宅へふ高齢者支援活動（独居老人宅へふ

くれ菓子配布）くれ菓子配布）�

門松つくり（大隅横川駅・横川統門松つくり（大隅横川駅・横川統

括支店に設置）括支店に設置）�

年金支給日おもてなし年金支給日おもてなし�

ひな祭りイベント参加ひな祭りイベント参加（ダルマ雛（ダルマ雛、
年金友の会会員の作品を駅舎内へ年金友の会会員の作品を駅舎内へ
展示）展示）�

横川警察署横川警察署�

横川統括支店横川統括支店�

安良小学校安良小学校�

安良小学校安良小学校�

緑風園緑風園�

大隅横川駅・大隅横川駅・�

横川統括支店横川統括支店�

大隅横川駅大隅横川駅�

横川警察署横川警察署�

横川統括支店横川統括支店�

横川小学校横川小学校�

横川体育館横川体育館�

横川地区横川地区�

大隅横川駅・大隅横川駅・�

横川統括支店横川統括支店�

横川統括支店横川統括支店�

大隅横川駅大隅横川駅�

地域住民地域住民�

来店者来店者�

安良小学校安良小学校�

３年生３年生�

安良小学生安良小学生�

地域住民地域住民�

地域住民地域住民�

地域住民地域住民�

地域住民地域住民�

来店者来店者�

地域住民地域住民�

横川署管内住民横川署管内住民�

地域住民地域住民�

地域住民地域住民�

来店者来店者�

小中学生・小中学生・地域地域

住民住民�



平成２９年度　地域貢献活動　活動内容一覧�

栗　　　　　　　　　　　野�

参加部署参加部署� 連携組織連携組織� 実施日実施日� 活動内容活動内容� 実施場所実施場所� 対象者対象者�

地区名地区名�

栗野統括支店栗野統括支店� 行政等行政等� 9月 2日�
名水丸池感謝の夕べボランティア名水丸池感謝の夕べボランティア

参加参加�
丸池公園丸池公園� 地域住民地域住民�

栗野統括支店栗野統括支店� 女性部栗野支部女性部栗野支部� 2月15日�年金支給日おもてなし年金支給日おもてなし� 栗野統括支店栗野統括支店� 来店者来店者�

栗野統括支店・栗野統括支店・�

北部地域営農センター北部地域営農センター�
行政等行政等� 11月23日�

湧水町秋まつり参加　農林業生産湧水町秋まつり参加　農林業生産

者大会者大会 ＜ＪＡコーナー設置＞＜ＪＡコーナー設置＞�

・はじまるキャンペーンアンケー・はじまるキャンペーンアンケー

ト　ト　100名に、白ねぎ・キャベ名に、白ねぎ・キャベ

ツ配布ツ配布�

・アンパンマンぬりえコーナー　・アンパンマンぬりえコーナー　

子供子供50名にアンパンマングッズ名にアンパンマングッズ

配布配布�

・風船無料配布・湧水棚田米販売・風船無料配布・湧水棚田米販売�

・鹿児島黒牛肉試食販売・お茶試・鹿児島黒牛肉試食販売・お茶試

飲販売飲販売�

栗野中央公民館栗野中央公民館� 地域住民地域住民�

湧水町秋まつり【栗野湧水町秋まつり【栗野】�



吉松ゆかいな仲間の手づくり市【吉松吉松ゆかいな仲間の手づくり市【吉松】�

平成２９年度　地域貢献活動　活動内容一覧�

吉　　　　　　　　　　　松�

参加部署参加部署� 連携組織連携組織� 実施日実施日� 活動内容活動内容� 実施場所実施場所� 対象者対象者�

地区名地区名�

吉松統括支店吉松統括支店�

吉松統括支店・吉松統括支店・�

北部地域営農センター北部地域営農センター�

吉松統括支店吉松統括支店�

女性部吉松支部女性部吉松支部�

－�

－�

12月15日�

12月16日�

10月27日�

11月17日�

年金支給日おもてなし年金支給日おもてなし�

ゆかいな仲間の手づくり市参加ゆかいな仲間の手づくり市参加�

吉松ふれあいリヤカー市開催吉松ふれあいリヤカー市開催�

吉松統括支店吉松統括支店�

吉松統括支店前吉松統括支店前

駐車場駐車場�

吉松駅周辺吉松駅周辺�

来店者来店者�

地域住民地域住民�

地域住民地域住民�



平成２９年度　地域貢献活動　活動内容一覧�

牧　　　　　　　　　　　園�

参加部署参加部署� 連携組織連携組織� 実施日実施日� 活動内容活動内容� 実施場所実施場所� 対象者対象者�

地区名地区名�

年金支給日おもてなし【牧園年金支給日おもてなし【牧園】� 七夕づくり【牧園七夕づくり【牧園】�

中部地域営農センター中部地域営農センター�

牧園統括支店牧園統括支店�

牧園統括支店牧園統括支店�

牧園統括支店牧園統括支店�

牧園統括支店牧園統括支店�

牧園統括支店牧園統括支店�

牧園統括支店牧園統括支店�

金融共済営業部金融共済営業部�

牧園統括支店牧園統括支店�

中部地域営農センター・中部地域営農センター・�

牧園統括支店牧園統括支店�

牧園統括支店牧園統括支店�

牧園統括支店牧園統括支店�

女性部牧園支部女性部牧園支部�

女性部牧園支部女性部牧園支部�

女性部牧園支部女性部牧園支部�

女性部牧園支部女性部牧園支部�

女性部牧園支部女性部牧園支部�

女性部牧園支部女性部牧園支部�

女性部牧園支部女性部牧園支部�

－�

ＪＡ共済連ＪＡ共済連�

女性部牧園支部女性部牧園支部�

女性部牧園支部女性部牧園支部�

女性部牧園支部女性部牧園支部�

女性部牧園支部女性部牧園支部�

－�

4月 8日�

4月14日�

6月15日�

7月 8日�

8月 8日�

8月15日�

9月 1日�

1月30日�

10月 4日�

10月13日�

12月 9日�

12月15日�

2月15日�

3月 2日�

六観音祭参加（お茶のおもてなし）�

年金支給日おもてなし年金支給日おもてなし�

年金支給日おもてなし年金支給日おもてなし�

七夕づくり七夕づくり（支店・駐在への展示支店・駐在への展示）�

七夕かざり作成、支店七夕かざり作成、支店・駐在駐在・公共公共

施設施設（２ケ所）（２ケ所）へ展示へ展示�

年金支給日おもてなし年金支給日おもてなし�

霧島市道路清掃作業（草払い・空

き缶・ゴミ収集等）き缶・ゴミ収集等）�

アンパンマンこどもくらぶ（中部・

北部北部）（手づくりアルバム作り、（手づくりアルバム作り、

児童クラブの先生による絵本の読

み聞かせ、親子ふれあい運動、指

遊び）遊び）�

年金支給日おもてなし年金支給日おもてなし�

牧園おじゃんせ市開催（霧島茶・

鹿児島黒牛の焼肉の振舞い、女性

部によるぜんざいのおもてなし、

地元野菜の販売）地元野菜の販売）�

年金支給日おもてなし年金支給日おもてなし�

年金支給日おもてなし年金支給日おもてなし�

友愛訪問友愛訪問（高齢者宅へふくれ菓子、高齢者宅へふくれ菓子、

赤飯の配布）赤飯の配布）�

牧園寺原公園牧園寺原公園�

牧園統括支店牧園統括支店�

牧園統括支店牧園統括支店�

牧園統括支店・牧園統括支店・

牧園駐在牧園駐在�

牧園統括支店牧園統括支店・牧

園駐在園駐在・公共施設公共施設�

牧園統括支店牧園統括支店�

牧園統括支店付牧園統括支店付

近の市道近の市道�

牧園農村活性化牧園農村活性化

センターセンター�

牧園統括支店牧園統括支店�

牧園統括支店敷牧園統括支店敷

地内地内�

牧園統括支店牧園統括支店�

牧園統括支店牧園統括支店�

万膳加工施設万膳加工施設�

地域住民地域住民�

来店者来店者�

来店者来店者�

来店者来店者�

来店者来店者�

来店者来店者�

通行利用者通行利用者�

こどもくらぶこどもくらぶ�

会員会員�

来店者来店者�

組合員組合員・地域地域�

住民住民�

来店者来店者�

来店者来店者�

地域住民地域住民�



平成２９年度　地域貢献活動　活動内容一覧�

隼　　　　　　　　　　　人�

参加部署参加部署� 連携組織連携組織� 実施日実施日� 活動内容活動内容� 実施場所実施場所� 対象者対象者�

地区名地区名�

年金支給日おもてなし　隼人箸贈呈【隼人年金支給日おもてなし　隼人箸贈呈【隼人】� はだしのナイター運動会【隼人はだしのナイター運動会【隼人】�

隼人統括支店隼人統括支店�

隼人統括支店隼人統括支店�

隼人統括支店隼人統括支店�

隼人統括支店隼人統括支店�

隼人統括支店隼人統括支店�

金融共済営業部金融共済営業部�

隼人統括支店隼人統括支店�

女性部隼人支部女性部隼人支部�

隼人統括支店隼人統括支店�

隼人統括支店隼人統括支店�

女性部隼人支部女性部隼人支部�

女性部隼人支部女性部隼人支部�

Ａコープ隼人店Ａコープ隼人店�

女性部隼人支部・女性部隼人支部・�

国分女団連・行政等国分女団連・行政等�

女性部隼人支部女性部隼人支部�

ＪＡ共済連ＪＡ共済連�

女性部隼人支部女性部隼人支部�

Ａコープ隼人店Ａコープ隼人店�

女性部隼人支部女性部隼人支部�

－�

4月14日�

6月15日�

8月 9日�

8月18日�

10月13日�

11月10日�

12月15日�

12月16日

～17日�

2月15日�

毎週水曜日毎週水曜日�

年金支給日おもてなし年金支給日おもてなし�

年金支給日おもてなし年金支給日おもてなし�

小浜ふれあい市６周年記念大特価小浜ふれあい市６周年記念大特価

市（地元野菜やＡコープ商品の特売市（地元野菜やＡコープ商品の特売)

はだしのナイター運動会参加はだしのナイター運動会参加�

年金支給日おもてなし年金支給日おもてなし�

アンパンマンこどもくらぶ（東部）アンパンマンこどもくらぶ（東部）

（手づくりアルバム教室、栄養士（手づくりアルバム教室、栄養士

による絵本読み聞かせ、茶話会）による絵本読み聞かせ、茶話会）�

年金支給日おもてなし年金支給日おもてなし�

Ａコープ創業祭（そば・からいもＡコープ創業祭（そば・からいも

もち振舞い）もち振舞い）�

年金支給日おもてなし年金支給日おもてなし�

小浜ふれあい市の開催（地元野菜小浜ふれあい市の開催（地元野菜

やＡコープ商品販売）やＡコープ商品販売）�

隼人統括支店隼人統括支店�

隼人統括支店隼人統括支店�

旧 小浜支所小浜支所�

隼人町営グランド隼人町営グランド�

隼人統括支店隼人統括支店�

サン・あもりサン・あもり�

隼人統括支店隼人統括支店�

Ａコープ隼人店Ａコープ隼人店�

隼人統括支店隼人統括支店�

旧 小浜支所小浜支所�

来店者来店者�

来店者来店者�

地域住民地域住民�

地域住民地域住民�

来店者来店者�

こどもくらぶこどもくらぶ�

会員会員�

来店者来店者�

地域住民地域住民�

来店者来店者�

地域住民地域住民�



平成２９年度　地域貢献活動　活動内容一覧�

霧　　　　　　　　　　　島�

参加部署参加部署� 連携組織連携組織� 実施日実施日� 活動内容活動内容� 実施場所実施場所� 対象者対象者�

地区名地区名�

高齢者福祉活動（独居老人・女性部ＯＢへお弁当配布高齢者福祉活動（独居老人・女性部ＯＢへお弁当配布）【霧島】島】� 老人ホームにて踊り披露【霧老人ホームにて踊り披露【霧島】島】�

霧島統括支店・霧島統括支店・�

東部地域営農センター東部地域営農センター�

霧島統括支店霧島統括支店�

霧島統括支店霧島統括支店�

霧島統括支店・霧島統括支店・�

女性部霧島支部女性部霧島支部�

女性部霧島支部女性部霧島支部�

女性部霧島支部女性部霧島支部�

霧島統括支店霧島統括支店�

霧島統括支店霧島統括支店�

－�

－�

交通安全協会交通安全協会�

－�

－�

－�

交通安全協会交通安全協会�

交通安全協会交通安全協会�

7月22日�

7月25日�

9月26日�

11月10日�

12月 6日�

12月 9日�

12月14日�

4月 7日�

霧島神宮駅周辺清掃活動霧島神宮駅周辺清掃活動�

霧島神宮参道等の松保全作業参加霧島神宮参道等の松保全作業参加�

秋の交通安全キャンペーン参加秋の交通安全キャンペーン参加�

高齢者福祉活動（独居老人・女性

部ＯＢへお弁当配布）部ＯＢへお弁当配布）�

老人ホームにて踊り披露老人ホームにて踊り披露�

老人ホームにてそば打ち老人ホームにてそば打ち�

事故多発に伴う「霧島セーフティ

ーウェーブ作戦」参加ーウェーブ作戦」参加�

春の交通安全キャンペーン参加春の交通安全キャンペーン参加�

霧島神宮駅周辺霧島神宮駅周辺�

霧島神宮霧島神宮�

霧島給食センター前霧島給食センター前�

霧島統括支店霧島統括支店�

霧島地区霧島地区�

霧島地区霧島地区�

霧島中学校前霧島中学校前�

霧島給食センター前霧島給食センター前�

駅利用者・地域駅利用者・地域

住民住民�

地域住民地域住民�

ドライバードライバー�

地域住民地域住民�

地域住民地域住民�

地域住民地域住民�

女性部霧島支部女性部霧島支部�  くらし広報課くらし広報課�

５月２０日～５月２０日～�

毎月第３毎月第３

土曜日土曜日�

ＪＡふれあいサロン「鶴と亀」ＪＡふれあいサロン「鶴と亀」�

（健康体操、（健康体操、歌、歌、健康講話健康講話 、昼食昼食 他）他）�
川北公民館川北公民館� 地域住民地域住民�

ドライバードライバー�

ドライバードライバー�



平成２９年度　地域貢献活動　活動内容一覧�

国　　　　　　　　　　　分�

参加部署参加部署� 連携組織連携組織� 実施日実施日� 活動内容活動内容� 実施場所実施場所� 対象者対象者�

地区名地区名�

ＪＡふれあいサロン「下井フレンドサロン」健康作り体操ＪＡふれあいサロン「下井フレンドサロン」健康作り体操【国分【国分】� 第53回霧島国分夏まつり総踊り参加【国分回霧島国分夏まつり総踊り参加【国分】�

国分統括支店国分統括支店�

国分統括支店国分統括支店�

国分統括支店・国分統括支店・�

東部地域営農センター東部地域営農センター�

国分統括支店・国分統括支店・�

東部地域営農センター東部地域営農センター�

国分統括支店国分統括支店�

国分統括支店・国分統括支店・�

東部地域営農センター東部地域営農センター�

国分統括支店・国分統括支店・�

東部地域営農センター東部地域営農センター�

国分統括支店国分統括支店�

国分統括支店・国分統括支店・�

東部地域営農センター東部地域営農センター�

国分統括支店・国分統括支店・�

東部地域営農センター東部地域営農センター�

－�

女性部国分支部女性部国分支部�

青葉小学校青葉小学校�

行政等行政等�

女性部国分支部・女性部国分支部・�

行政等行政等�

交通安全協会交通安全協会�

青葉小学校青葉小学校�

女性部国分支部女性部国分支部�

行政等行政等�

交通安全協会交通安全協会�

5月24日�

6月15日�

6月20日�

7月14日�

7月16日�

9月21日�

10月 3日�

10月13日�

11月 4日�

～ 5日�

4月 5日�

国分駅前ロータリーの花壇へ花植え国分駅前ロータリーの花壇へ花植え�

年金支給日おもてなし年金支給日おもてなし�

青葉小学校食農教育（田植え体験）�

2017年錦江湾クリーンアップ作戦年錦江湾クリーンアップ作戦

参加参加�

第53回霧島国分夏まつり総踊り参加�

霧島セーフティーウェーブ作戦参加霧島セーフティーウェーブ作戦参加�

青葉小学校食農教育青葉小学校食農教育（稲刈り体験）（稲刈り体験）�

年金支給日おもてなし年金支給日おもてなし�

霧島ふるさと祭霧島ふるさと祭2017参加（鹿児島参加（鹿児島

黒牛・地元野菜・霧島茶の紹介と

販売）販売）�

春の全国交通安全運動・春の地域

安全運動に伴う　「霧島セーフテ

ィーウェーブ作戦」参加ィーウェーブ作戦」参加�

国分駅前国分駅前�

国分統括支店国分統括支店�

生産者圃場生産者圃場�

下井海水浴場下井海水浴場�

国分シビックセ国分シビックセ

ンター周辺ンター周辺�

国分山形屋前国分山形屋前�

青葉小学校水田青葉小学校水田�

国分統括支店国分統括支店�

国分シビックセ国分シビックセ

ンターおまつりンターおまつり

広場広場�

国分山形屋前国分山形屋前�

駅利用者・地域駅利用者・地域

住民住民�

来店者来店者�

青葉小学校青葉小学校�

５年生５年生�

地域住民地域住民�

地域住民地域住民�

ドライバードライバー�

青葉小学校青葉小学校�

５年生５年生�

来店者来店者�

地域住民地域住民�

女性部国分支部女性部国分支部� くらし広報課くらし広報課�

４月３日～４月３日～�

毎月第毎月第1・3

月曜日月曜日�

ＪＡふれあいサロン「下井フレン

ドサロン」ドサロン」(健康作り体操、レクレ健康作り体操、レクレ

ーション、茶話会ーション、茶話会 他)

下井公民館下井公民館� 地域住民地域住民�

ドライバードライバー�



平成２９年度　地域貢献活動　活動内容一覧�

福　　　　　　　　　　　山�

参加部署参加部署� 連携組織連携組織� 実施日実施日� 活動内容活動内容� 実施場所実施場所� 対象者対象者�

地区名地区名�

「ふくやまるしぇ」あおぞら市【福山「ふくやまるしぇ」あおぞら市【福山】� 牧之原三地区合同七草祝賀会【福山牧之原三地区合同七草祝賀会【福山】�

福山統括支店福山統括支店�

福山統括支店福山統括支店�

福山統括支店福山統括支店�

福山統括支店福山統括支店�

福山統括支店福山統括支店�

福山統括支店福山統括支店�

福山統括支店福山統括支店�

福山統括支店福山統括支店�

女性部福山支部女性部福山支部�

女性部福山支部女性部福山支部�

女性部福山支部女性部福山支部�

福山高校福山高校�

女性部福山支部女性部福山支部�

自治会自治会�

女性部福山支部女性部福山支部�

女性部福山支部女性部福山支部�

4月14日�

6月15日�

10月13日�

10月28日�

12月15日�

1月 7日�

2月15日�

毎月第２毎月第２

土曜日土曜日�

年金支給日おもてなし年金支給日おもてなし�

年金支給日おもてなし年金支給日おもてなし�

年金支給日おもてなし年金支給日おもてなし�

福山高校文化祭コラボ「ふくやま

るしぇ」あおぞら市開催るしぇ」あおぞら市開催�

年金支給日おもてなし年金支給日おもてなし�

牧之原三地区合同七草祝賀会（七

草祝いプレゼント贈呈）草祝いプレゼント贈呈）�

年金支給日おもてなし年金支給日おもてなし�

高齢者福祉活動（独居老人見守り

活動）活動）�

福山統括支店福山統括支店�

福山統括支店福山統括支店�

福山統括支店福山統括支店�

福山高校福山高校�

福山統括支店福山統括支店�

福山公民館福山公民館�

福山統括支店福山統括支店�

福山地区管内福山地区管内�

来店者来店者�

来店者来店者�

来店者来店者�

福山高校・地域福山高校・地域

住民住民�

来店者来店者�

自治会児童自治会児童�

来店者来店者�

地域住民地域住民�



平成２９年度　地域貢献活動　活動内容一覧�

本　　　　　　　　　　　所�

参加部署参加部署� 連携組織連携組織� 実施日実施日� 活動内容活動内容� 実施場所実施場所� 対象者対象者�

地区名地区名�

ＪＡあいら女性まつりＪＡあいら女性まつり 「みんな！みんな！ おいで祭り」【本所おいで祭り」【本所】� ちゃぐりんスクーちゃぐりんスクール2017（販売体験）販売体験）【本所【本所】�

移動金融車「移動金融車「 I ♡ Raちゃん号」ちゃん号」運行開始【本所運行開始【本所】� エコファッションショーエコファッションショー【本所【本所】�

女性部女性部（加治木（加治木・姶良姶良・

蒲生支部）蒲生支部）�

ＪＡあいら　本所ＪＡあいら　本所�

ＪＡあいら　本所ＪＡあいら　本所�

ＪＡあいら　本所ＪＡあいら　本所�

ＪＡあいら　本所ＪＡあいら　本所�

ＪＡあいら　本所ＪＡあいら　本所�

ＪＡあいら　本所ＪＡあいら　本所�

姶良市社会福祉協議会姶良市社会福祉協議会�

女性部・行政・女性部・行政・中央中央

会・他ＪＡ会・他ＪＡ�

ＪＡ共済連ＪＡ共済連�

女性部女性部�

姶良有機部会姶良有機部会・経済連経済連�

女性部・Ａコープ・女性部・Ａコープ・

国分中央高校国分中央高校�

－�

7月13日�

10月30日�

11月19日�

12月 2日�

年６回年６回�

年７回年７回�

3月28日�

いきいきサロン交流会いきいきサロン交流会�

（講話・意（講話・意見交換会）見交換会）�

エコファッションショー開催エコファッションショー開催�

ＪＡ共済アンパンマン交通安全キ

ャラバン（交通マナーやルールの

学習、反射インク使用のキャラク

ター（あいらちゃん）印刷学童用

傘配布）傘配布）�

ＪＡあいら女性まつりＪＡあいら女性まつり�

「みんな！「みんな！おいで祭り」おいで祭り」�

営農塾営農塾2017（土づくり、病害虫対（土づくり、病害虫対

策、は種・定植・管理収穫等の基

礎学習・実習）礎学習・実習）�

ちゃぐりんスクールちゃぐりんスクール2017の開催の開催�

（農作業体験、収穫体験、販売体

験他）験他）�

移動金融車「移動金融車「 I ♡ Raちゃん号」ちゃん号」�

運行開始行開始�

姶良中央公民館姶良中央公民館�

加音ホール加音ホール�

みそめ館みそめ館�

姶良中央家畜市場姶良中央家畜市場�

ＪＡあいら管内ＪＡあいら管内�

ＪＡあいら管内ＪＡあいら管内�

ＪＡあいら管内ＪＡあいら管内�

地域住民地域住民�

地域住民・女性地域住民・女性

部・他ＪＡ部・他ＪＡ�

ＪＡあいら管内ＪＡあいら管内、

乳幼児を中心と乳幼児を中心と

した家族した家族�

地域住民地域住民�

地域住民地域住民�

ＪＡあいら管内ＪＡあいら管内

小学生・保護者小学生・保護者�

地域住民地域住民�




