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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。�

　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、近年多発している自然災害等

に対する復興活動でも見られる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、

「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。�

　ＪＡあいら並びにＪＡあいら女性部を中心に平成３０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。�

　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で取り組まれているという事実です。�

�



平成３０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�

永原小学校卒業式　紅白餅贈呈【加治木永原小学校卒業式　紅白餅贈呈【加治木】� 柁城小学校食農教育　稲刈り・かけ干し体験【加治木柁城小学校食農教育　稲刈り・かけ干し体験【加治木】�

�

永原小学校卒業式への紅白餅贈呈永原小学校卒業式への紅白餅贈呈�3月22日�永原小学校永原小学校� 永原小学校永原小学校� 卒業生�女性部加治木支部女性部加治木支部�

柁城小学校食農教育（水稲種まき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）�
5月29日�柁城小学校柁城小学校� 柁城小学校柁城小学校�

柁城小学校�

５年生・先生５年生・先生�
西部地域営農センター西部地域営農センター�

柁城小学校食農教育（田植え綱を柁城小学校食農教育（田植え綱を

使用しての手植え体験）使用しての手植え体験）�
6月26日�柁城小学校柁城小学校� 生産者圃場生産者圃場�

柁城小学校�

５年生・先生５年生・先生�
西部地域営農センター西部地域営農センター�

永原小学校運動会永原小学校運動会 姶良音頭・おは姶良音頭・おは

ら節指導ら節指導�

9月 8日�

9月15日�
永原小学校永原小学校� 永原小学校永原小学校� 永原小学校生徒永原小学校生徒�女性部加治木支部女性部加治木支部�

柁城小学校食農教育（子供たちが柁城小学校食農教育（子供たちが

作った案山子を田んぼに立てる体作った案山子を田んぼに立てる体

験、稲の観察）験、稲の観察）�

9月19日�柁城小学校柁城小学校� 生産者圃場生産者圃場�
柁城小学校�

５年生・先生５年生・先生�
西部地域営農センター西部地域営農センター�

秋の交通安全運動進発式秋の交通安全運動進発式�9月21日�姶良警察署姶良警察署� イオンタウン姶良イオンタウン姶良�地域住民�加治木統括支店加治木統括支店�

柁城小学校食農教育（鋸鎌での稲柁城小学校食農教育（鋸鎌での稲

刈りと掛け干し体験）刈りと掛け干し体験）�
10月12日�柁城小学校柁城小学校� 生産者圃場生産者圃場�

柁城小学校�

５年生・先生５年生・先生�
西部地域営農センター西部地域営農センター�

柁城小学校食農教育（足踏み脱穀柁城小学校食農教育（足踏み脱穀

機やハーベスターを使っての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）作業、唐箕での分別作業体験）�

10月30日�柁城小学校柁城小学校� 生産者圃場生産者圃場�
柁城小学校�

５年生・先生５年生・先生�
西部地域営農センター西部地域営農センター�

ＰＴＡバザー餅つき応援ＰＴＡバザー餅つき応援�11月25日�永原小学校ＰＴＡ永原小学校ＰＴＡ� 永原小学校永原小学校� 地域住民�加治木統括支店加治木統括支店�

かじき豊年まつり開催〈地元野菜かじき豊年まつり開催〈地元野菜

販売・体験コーナー（餅つき・し販売・体験コーナー（餅つき・し

め縄・リース作り・そば打ちめ縄・リース作り・そば打ち)〉�

12月22日�女性部加治木支部女性部加治木支部� 加治木駐在加治木駐在� 地域住民�

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�

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



平成３０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� 対象者�

地区名地区名�

山田小学校みどりのエコカーテン設置【姶良山田小学校みどりのエコカーテン設置【姶良】� 年金支給日おもてなし【姶良年金支給日おもてなし【姶良】�

コープ親子スクール（玉ねぎの収穫
体験、おにぎりや玉ねぎスープの振
舞いと生産者との交流会）�

4月28日�姶良有機部会姶良有機部会・生協生協� 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�

山田小学校　緑のエコカーテン設置�5月11日�
女性部姶良支部　　女性部姶良支部　　
山田小学校山田小学校�

山田小学校山田小学校� 山田小学校生徒山田小学校生徒�
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�

三船小学校　緑のエコカーテン設置�5月11日�
女性部姶良支部女性部姶良支部�
三船小学校三船小学校�

三船小学校三船小学校� 三船小学校生徒三船小学校生徒�
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�

西姶良小学校食農教育（サツマイモ
の植付指導）�

5月25日�西姶良小学校西姶良小学校� 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�

西部地域営農センター西部地域営農センター�

コープ親子スクール（生産者圃場で
の手植え体験、餅つき体験、有機野
菜カレーの振舞い、お米のクイズと
学習、有機野菜の販売 他）�

6月23日�姶良有機部会姶良有機部会・生協生協�
生産者圃場生産者圃場�
畜産研修センター研修センター�

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�

コープ親子スクール（田車押しによ
る草取り体験、田んぼやその周辺の
生き物観察）�

6月30日�姶良有機部会姶良有機部会・生協生協�
生産者圃場生産者圃場�
畜産研修センター研修センター�

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�

三船小学校食農教育（ゴーヤ入り夏
野菜カレー作り）�

7月14日�三船小学校三船小学校� 三船小学校三船小学校�
三船小学校三船小学校�
６年生６年生�

女性部姶良支部女性部姶良支部�

コープ親子スクール（案山子を作り
田んぼへ設置、稲の花の観察、バケ
ツ苗の育て方について生産者・ＪＡ
職員との食農交流)

8月25日�姶良有機部会姶良有機部会・生協生協�
生産者圃場生産者圃場�
畜産研修センター研修センター�

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�

コープ親子スクール（鋸鎌を使っての
稲刈りと掛け干し体験、餅つき体験、
バケツ苗の品評会、豚汁とおにぎり配布)

10月20日�姶良有機部会姶良有機部会・生協生協�
生産者圃場生産者圃場�
畜産研修センター研修センター�

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�

コープ親子スクール(脱穀機での脱穀、
ハガマでの炊飯、おにぎりづくり、
簡易籾摺り・簡易精米体験、バケツ
苗の表彰式)

11月17日�姶良有機部会姶良有機部会・生協生協�
生産者圃場生産者圃場�
畜産研修センター研修センター�

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�

グラウンドゴルフ親睦大会グラウンドゴルフ親睦大会�11月17日�グラウンドゴルフ協会グラウンドゴルフ協会� 姶良市総合運動公園�年金受給世代年金受給世代�姶良統括支店姶良統括支店�

第34回横川町職場職域対抗駅伝競走
大会参加「食と農を守る・JAあいら
チーム」�

2月24日�行政等行政等� 横川町横川町� 霧島市職域霧島市職域�姶良統括支店姶良統括支店�

ＪＡふれあいサロン「かたいもんそ
山田」(ゲーム・歌・体操・健康チエ
ック・昼食 他）�

毎月第２毎月第２�
月曜日月曜日�

ＪＡあいら助けあい
組織「てんとう虫」「てんとう虫」�

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�

ＪＡふれあいサロン「なぎさのサロ
ン」(後期高齢者と前期高齢者の健康
手助け・健康体操・季節の歌・昼食・
語らい 他）�

30年1月～
31年2月　
毎月1～2回�

ＪＡあいら助けあい
組織「てんとう虫」「てんとう虫」�

松原上公民館松原上公民館� 地域住民地域住民�女性部姶良支部女性部姶良支部�

年金支給日おもてなし年金支給日おもてなし�年金支給日年金支給日�女性部姶良支部女性部姶良支部� 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�



平成３０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� 対象者対象者�

地区名地区名�

蒲生小学校食農教育　ゴーヤ入り夏野菜カレー作り【蒲生蒲生小学校食農教育　ゴーヤ入り夏野菜カレー作り【蒲生】� 年金支給日おもてなし【蒲生年金支給日おもてなし【蒲生】�

姫おごじょ城下町をぶらり開催姫おごじょ城下町をぶらり開催�

蒲生小・中学校　緑のエコカーテ蒲生小・中学校　緑のエコカーテ

ン設置（ゴーヤ植え）ン設置（ゴーヤ植え）�

漆小学校　緑のエコカーテン設置漆小学校　緑のエコカーテン設置�

（ゴーヤ植え）（ゴーヤ植え）�

蒲生小学校食農教育蒲生小学校食農教育�

（ゴーヤ入り夏野菜カレー作り）（ゴーヤ入り夏野菜カレー作り）�

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（牛

肉の販売、野菜即売、卵のつかみ肉の販売、野菜即売、卵のつかみ

どり）どり）�

蒲生小学校郷土料理作り（地産地蒲生小学校郷土料理作り（地産地

消の野菜・新米を使ったガネと芋消の野菜・新米を使ったガネと芋

のねったぼ作り・包丁を使ってののねったぼ作り・包丁を使っての

野菜の切り方指導）野菜の切り方指導）�

ＪＡふれあいサロン「迫地区おＪＡふれあいサロン「迫地区お茶

飲み会」（ラジオ体操・健康体操・飲み会」（ラジオ体操・健康体操・

歌 他）�

年金支給日おもてなし年金支給日おもてなし�

3月 3日�

5月 9日�

7月13日�

7月14日�

11月18日�

11月29日�

～30日�

毎月第１毎月第１�

火曜日火曜日�

年金支給日年金支給日�

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�

漆小学校漆小学校�

蒲生小学校蒲生小学校�

蒲生小学校蒲生小学校�

蒲生小学校蒲生小学校�

JAJAあいら助けあいあいら助けあい

組織「てんとう虫「てんとう虫」�

女性部蒲生支部女性部蒲生支部�

蒲生統括支店周辺蒲生統括支店周辺�

蒲生小学校　　　蒲生小学校　　　

蒲生中学校蒲生中学校�

漆小学校漆小学校�

蒲生小学校蒲生小学校�

蒲生小学校蒲生小学校�

蒲生小学校蒲生小学校�

迫地区いきいき交迫地区いきいき交

流センター流センター�

蒲生統括支店蒲生統括支店�

地域住民地域住民�

蒲生小・中学校蒲生小・中学校

生徒生徒�

漆小学校生徒漆小学校生徒�

蒲生小学校蒲生小学校�

２年生２年生�

地域住民地域住民�

蒲生小学校蒲生小学校�

５年生５年生�

地域住民地域住民�

来店者来店者�

蒲生統括支店・西部地域

営農センター・総務部�

女性部蒲生支部・総務女性部蒲生支部・総務

部・西部地域営農セン部・西部地域営農セン

ター・蒲生統括支店ター・蒲生統括支店�

女性部蒲生支部・蒲生女性部蒲生支部・蒲生

統括支店・西部地域営統括支店・西部地域営

農センター・総務部農センター・総務部�

女性部蒲生支部女性部蒲生支部�

西部地域営農センター・

蒲生統括支店・蒲生駐在�

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�

蒲生統括支店蒲生統括支店�



平成３０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�

ＪＡふれあい感謝祭ＪＡふれあい感謝祭 i n みぞべ【溝辺みぞべ【溝辺】� 竹子小学校食農教育　餅つき【溝辺竹子小学校食農教育　餅つき【溝辺】�

ＪＡふれあい感謝祭ＪＡふれあい感謝祭 i n みぞべ開みぞべ開

催（ステージイベント、果物・霧

島茶販売、組合員加入促進、地域

住民との交流等）住民との交流等）�

竹子小学校食農教育竹子小学校食農教育�

（野菜の種まき）（野菜の種まき）�

竹子活性化イベント「竹子ふるさ竹子活性化イベント「竹子ふるさ

とウォーク」運営協力とウォーク」運営協力�

みぞべ秋祭り参加みぞべ秋祭り参加�

（イベント・野菜販売）（イベント・野菜販売）�

竹子小学校食農教育竹子小学校食農教育�

（郷土料理作り）（郷土料理作り）�

竹子小学校食農教育竹子小学校食農教育�

（餅つき）（餅つき）�

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

（高齢者宅へかつおみそ、赤飯の（高齢者宅へかつおみそ、赤飯の

配布）配布）�

ＪＡふれあいサロンＪＡふれあいサロン「よいやんせ」「よいやんせ」

(茶話会茶話会・健康体操健康体操・昼食昼食 他）他）�

7月29日�

9月10日�

9月23日�

10月28日�

11月 6日�

1月17日�

1月23日�

～24日�

毎月第２毎月第２�

水曜日水曜日�

Ａコープ溝辺店・Ａコープ溝辺店・�

女性部溝辺支部女性部溝辺支部�

竹子小学校竹子小学校�

竹子ふるさとウォー竹子ふるさとウォー

ク実行委員会ク実行委員会�

行政等行政等�

竹子小学校竹子小学校�

竹子小学校竹子小学校�

溝辺統括支店溝辺統括支店�

JAあいら助けあいあいら助けあい

組織「てんとう虫」組織「てんとう虫」�

溝辺統括支店　　溝辺統括支店　　

駐車場�

竹子小学校竹子小学校�

竹子小学校竹子小学校�

上床公園体育館上床公園体育館�

竹子小学校竹子小学校�

竹子小学校竹子小学校�

溝辺統括支店　　溝辺統括支店　　

管内�

溝辺統括支店溝辺統括支店�

組合員・地域住民�

竹子小学校竹子小学校�

５・６年生�

地域住民地域住民�

地域住民地域住民�

竹子小学校竹子小学校�

５・６年生�

竹子小学校竹子小学校�

５・６年生�

保護者保護者�

地域住民地域住民�

地域住民地域住民�

溝辺統括支店・中部地溝辺統括支店・中部地

域営農センター域営農センター�

女性部溝辺支部・中部女性部溝辺支部・中部

地域営農センター地域営農センター�

溝辺統括支店溝辺統括支店�

溝辺統括支店・中部地溝辺統括支店・中部地

域営農センター域営農センター�

女性部溝辺支部女性部溝辺支部�

女性部溝辺支部女性部溝辺支部�

女性部溝辺支部女性部溝辺支部�

女性部溝辺支部女性部溝辺支部�



平成３０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�

地区名地区名�

横川小学校おにぎり大作戦【横川横川小学校おにぎり大作戦【横川】� ハッピーハロウィンイベント【横川ハッピーハロウィンイベント【横川】�

ひな祭りイベント参加（ダルマ雛、ひな祭りイベント参加（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、観光客へＰＲと肥薩線の利展示、観光客へＰＲと肥薩線の利

用促進にむけた取組み）用促進にむけた取組み）�

3月～月～4月�
大隅横川駅保存活用

実行委員会�
大隅横川駅大隅横川駅� 地域住民・観光客�横川統括支店横川統括支店�

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�4月 7日�交通安全協会� 横川警察署前横川警察署前� ドライバードライバー�横川統括支店横川統括支店�

丸岡公園開園丸岡公園開園5050周年事業　記念式周年事業　記念式

典参加（桜の植栽　つつじの選定）典参加（桜の植栽　つつじの選定）

　�

4月29日�

およびおよび5月�

50周年事業周年事業�

実行委員会実行委員会�
丸岡公園丸岡公園� 地域住民地域住民�横川統括支店横川統括支店�

安良小学校、緑のエコカーテン設置�

（ゴーヤの植え付け）（ゴーヤの植え付け）�
5月16日�安良小学校� 安良小学校安良小学校� 安良小学校生徒安良小学校生徒�

横川統括支店・女性部横川統括支店・女性部

横川支部横川支部�

どろんこバレー大会協賛どろんこバレー大会協賛�5月20日�商工会� 植村地区植村地区� 地域住民地域住民�横川統括支店横川統括支店�

大隅横川駅「平和コンサート」参加�7月30日�
大隅横川駅保存活用

実行委員会�

横川小学校横川小学校�

横川統括支店横川統括支店�
地域住民地域住民�横川統括支店横川統括支店�

佐々木児童クラブおにぎり大作戦佐々木児童クラブおにぎり大作戦�

（おにぎり作り・昼食会）（おにぎり作り・昼食会）�
8月 1日�佐々木小学校� 佐々木児童クラブ佐々木児童クラブ�

佐々木小学校　佐々木小学校　

児童クラブ児童クラブ�

横川統括支店・女性部横川統括支店・女性部

横川支部横川支部�

おにぎり大作戦（女性部と児童におにぎり大作戦（女性部と児童に

よるおにぎり作り・昼食会）よるおにぎり作り・昼食会）�
8月 3日�横川小学校� 横川統括支店横川統括支店� 横川小学校生徒横川小学校生徒�

横川統括支店・女性部横川統括支店・女性部

横川支部横川支部�

ハッピーハロウィンイベント後援ハッピーハロウィンイベント後援�

（仮（仮装パレード・ＪＡあいらマス装パレード・ＪＡあいらマス

コットキャラクターの参加）コットキャラクターの参加）�

10月27日�
大隅横川駅保存活用

実行委員会�
大隅横川駅大隅横川駅� 地域住民地域住民�

横川統括支店・中部地横川統括支店・中部地

域営農センター域営農センター�

町民グラウンドゴルフ大会町民グラウンドゴルフ大会�11月17日�－� 丸岡緑地公園丸岡緑地公園� 町民町民�横川統括支店横川統括支店�

高齢者支援活動高齢者支援活動�

（独居老人宅へふ（独居老人宅へふくれ菓子配布）くれ菓子配布）�
11月30日�－� 横川地区横川地区� 地域住民地域住民�女性部横川支部女性部横川支部�

巨大門松作り巨大門松作り�12月 2日�
大隅横川駅保存活用

実行委員会�
大隅横川駅大隅横川駅� 地域住民地域住民�横川統括支店横川統括支店�

年金支給日おもてなし年金支給日おもてなし�年金支給日年金支給日�女性部横川支部� 横川統括支店横川統括支店� 来店者来店者�横川統括支店横川統括支店�



平成３０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�

湧水町秋まつり【栗野湧水町秋まつり【栗野】�

第24回名水丸池感謝の夕べ参加回名水丸池感謝の夕べ参加�9月 1日�行政等行政等� 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�

湧水町秋まつり・農林業生産者大湧水町秋まつり・農林業生産者大

会参加（「ＪＡコーナー設置」ア会参加（「ＪＡコーナー設置」ア

ンケート、ぬりえコーナー、風船ンケート、ぬりえコーナー、風船

無料配布、湧水棚田米販売、黒牛無料配布、湧水棚田米販売、黒牛

試食販売、お茶試飲販売）試食販売、お茶試飲販売）�

11月23日�行政等行政等� 栗野中央公民館栗野中央公民館� 地域住民地域住民�
栗野統括支店・北部地栗野統括支店・北部地

域営農センター域営農センター�

年金支給日おもてなし年金支給日おもてなし�年金支給日年金支給日�女性部栗野支部女性部栗野支部� 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�



平成３０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�

吉松ふれあいリヤカー市【吉松吉松ふれあいリヤカー市【吉松】�

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�

（地元産野菜の販売）（地元産野菜の販売）�

3月30日�

6月29日�

11月30日�

1月18日�

－� 吉松駅前周辺吉松駅前周辺� 地域住民地域住民�吉松統括支店吉松統括支店�

ゆかいな仲間の手づくり市開催ゆかいな仲間の手づくり市開催�

（ぜんざいのおもてなし・がねの（ぜんざいのおもてなし・がねの

販売)

12月15日�－�
吉松統括支店前吉松統括支店前�

駐車場駐車場�
地域住民地域住民�

吉松統括支店・北部地吉松統括支店・北部地

域営農センター域営農センター�

年金支給日おもてなし年金支給日おもてなし�年金支給日年金支給日�女性部吉松支部女性部吉松支部� 吉松統括支店吉松統括支店� 来店者来店者�吉松統括支店吉松統括支店�



平成３０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�

牧園おじゃんせ市【牧園牧園おじゃんせ市【牧園】� 年金支給日おもてなし【牧園年金支給日おもてなし【牧園】�

友愛訪問（高齢者宅へふくれ菓子、友愛訪問（高齢者宅へふくれ菓子、

赤飯の配布）赤飯の配布）�

牧園六観音祭参加（お茶のおもて牧園六観音祭参加（お茶のおもて

なし）なし）�

七夕飾りの作成（支店、駐在、牧七夕飾りの作成（支店、駐在、牧

園活性化センターへ展示）園活性化センターへ展示）�

食農教育活動食農教育活動 (おにぎり作り）おにぎり作り）�

霧島市アダプト活動（市道の清掃霧島市アダプト活動（市道の清掃

作業・草払い・空缶・ゴミ収集等）作業・草払い・空缶・ゴミ収集等）�

牧園おじゃんせ市開催（新鮮野菜、牧園おじゃんせ市開催（新鮮野菜、

果物、霧島茶、鹿児島黒牛の試食果物、霧島茶、鹿児島黒牛の試食

販売、ポップコーン・ぜんざいお販売、ポップコーン・ぜんざいお

もてなし）もてなし）�

年金支給日おもてなし年金支給日おもてなし�

3月 2日�

4月 8日�

7月14日�

8月 3日�

10月13日�

2月26日�

12月15日�

年金支給日年金支給日�

－�

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�

中村学童クラブ中村学童クラブ�

－�

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�

万膳加工施設万膳加工施設�

牧園寺原公園牧園寺原公園�

牧園統括支店・牧園

駐在・牧園活性化セ

ンター�

中村学童クラブ中村学童クラブ�

牧園中学校付近牧園中学校付近�

市道�

牧園統括支店　　牧園統括支店　　

敷地内敷地内�

牧園統括支店牧園統括支店�

地域住民地域住民�

畜産農家・地域畜産農家・地域

住民�

来店者�

学童クラブ児童学童クラブ児童�

地域住民地域住民�

組合員・地域住組合員・地域住

民�

来店者�

女性部牧園支部女性部牧園支部�

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�

女性部牧園支部女性部牧園支部�

牧園統括支店牧園統括支店�

牧園統括支店・中部地牧園統括支店・中部地

域営農センター・農産域営農センター・農産

茶業課茶業課�

牧園統括支店牧園統括支店�



平成３０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�

小浜ふれあい市【隼人小浜ふれあい市【隼人】� 小野小学校グラウンドゴルフ指導【隼人小野小学校グラウンドゴルフ指導【隼人】�

小浜ふれあい市開催（農家による小浜ふれあい市開催（農家による

地元野菜販売、職員によるＡコー元野菜販売、職員によるＡコー

プ商品の配送・販売）プ商品の配送・販売）�

毎週水曜日毎週水曜日�Ａコープ隼人店Ａコープ隼人店� 旧小浜支所旧小浜支所� 地域住民�隼人統括支店隼人統括支店�

小浜ふれあい市開催（お盆前の大小浜ふれあい市開催（お盆前の大

特価市の開催　渉外による地域住価市の開催　渉外による地域住

民400戸に手作りチラシの配布）戸に手作りチラシの配布）�

8月 8日�Ａコープ隼人店Ａコープ隼人店� 旧小浜支所旧小浜支所� 地域住民�隼人統括支店隼人統括支店�

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�8月24日�
隼人統括支店・隼人・

国分女団連・行政等�
隼人町営グランド隼人町営グランド�

隼人町各部女性隼人町各部女性

団体連絡協議会団体連絡協議会�
女性部隼人支部女性部隼人支部�

隼人駅前周辺花壇草取り・清掃隼人駅前周辺花壇草取り・清掃�第2水曜日水曜日�－� 隼人駅隼人駅�
駅利用者・地域駅利用者・地域

住民�
隼人統括支店隼人統括支店�

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�

（きりしま茶・ティッシュ配布）りしま茶・ティッシュ配布）�
9月25日�交通安全協会交通安全協会� クッキー隼人店前クッキー隼人店前� ドライバー�隼人統括支店隼人統括支店�

小野小学校グラウンドゴルフ指導小野小学校グラウンドゴルフ指導�11月 2日�小野小学校小野小学校� 小野小学校小野小学校�
小野小学校　　小野小学校　　

６年生�
女性部隼人支部女性部隼人支部�

地元野菜販売、炊き立て赤飯の無地元野菜販売、炊き立て赤飯の無

料配布配布�
12月14日�－� 富隈支所富隈支所� 地域住民�富隈支所富隈支所�

Ａコープ創業祭参加Ａコープ創業祭参加�

（そば・からい（そば・からいももち振舞い）ももち振舞い）�

12月15日

～16日�
Ａコープ隼人店Ａコープ隼人店� Ａコープ隼人店Ａコープ隼人店� 地域住民�女性部隼人支部女性部隼人支部�

年金支給日おもてなし年金支給日おもてなし�年金支給日年金支給日�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� 来店者�隼人統括支店隼人統括支店�

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�

（きりしま茶・ティッシュ配布）りしま茶・ティッシュ配布）�
4月 9日�交通安全協会交通安全協会� 隼人工業高校前隼人工業高校前� ドライバー�隼人統括支店隼人統括支店�



平成３０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�

地区名地区名�

老人ホーム訪問活動　踊り披露【霧島老人ホーム訪問活動　踊り披露【霧島】� ＪＡふれあいサロン「狭名田サロン」血圧測定【霧島ＪＡふれあいサロン「狭名田サロン」血圧測定【霧島】�

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�

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�

霧島神宮駅周辺清掃活動霧島神宮駅周辺清掃活動�

老人ホーム訪問活動老人ホーム訪問活動 (踊り披露）踊り披露）�

高齢者福祉活動（独居老人・女性高齢者福祉活動（独居老人・女性

部ＯＢ宅へお弁当宅配）部ＯＢ宅へお弁当宅配）�

老人ホーム訪問活動老人ホーム訪問活動 (踊り披露）踊り披露）�

ＪＡふれあいサロン「川北サロンＪＡふれあいサロン「川北サロン

鶴と亀」（茶話会・健康体操　他）�

ＪＡふれあいサロン「狭名田サＪＡふれあいサロン「狭名田サロ

ン」（健康体操・血圧測定・ゲーン」（健康体操・血圧測定・ゲー

ム・折り紙・ちぎり絵　他）ム・折り紙・ちぎり絵　他）�

4月 7日�

9月26日�

10月27日�

11月10日�

11月14日�

11月17日�

毎月第３毎月第３�

土曜日土曜日�

6月15日～

毎月１回毎月１回�

交通安全協会交通安全協会�

交通安全協会交通安全協会�

－�

－�

－�

－�

JAあいら助けあい

組織「てんとう虫「てんとう虫」�

JAあいら助けあい

組織「てんとう虫「てんとう虫」�

霧島給食センター前�

霧島給食センター前�

霧島神宮駅周辺霧島神宮駅周辺�

霧島地区霧島地区�

Ａコープ霧島店Ａコープ霧島店�

霧島地区霧島地区�

川北公民館川北公民館�

堀之内公民館堀之内公民館�

ドライバードライバー�

ドライバードライバー�

駅利用者・地域駅利用者・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�

地域住民地域住民�

地域住民地域住民�

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・東部地霧島統括支店・東部地

域営農センター域営農センター�

女性部霧島支部女性部霧島支部�

霧島統括支店・女性部霧島統括支店・女性部

霧島支部霧島支部�

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�

女性部霧島支部女性部霧島支部�



平成３０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�

青葉小学校食農教育　田植え体験【国分青葉小学校食農教育　田植え体験【国分】� ＪＡあいら国分よかよか祭り【国分ＪＡあいら国分よかよか祭り【国分】�

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�

4月 6日�交通安全協会交通安全協会� 旭通り� ドライバー�
国分統括支店・東部地国分統括支店・東部地

域営農センター域営農センター�

献血（骨髄バンクドナー登録呼びか
け運動）�

4月26日�ロータリークラブロータリークラブ� 山形屋前� 地域住民�国分統括支店国分統括支店�

国分駅前ロータリーの花壇へ花植え
実施�

5月29日�－� 国分駅前�
駅利用者・地域

住民�
国分統括支店国分統括支店�

青葉小学校食農教育（田植え体験）�6月20日�青葉小学校青葉小学校� 生産者圃場�
青葉小学校　　

５年生�
東部地域営農センター東部地域営農センター�

2018年錦江湾クリーンアップ作戦参
加�

7月 1日�行政等行政等� 下井海水浴場� 地域住民�国分統括支店国分統括支店�

ステーション通り会（山車飾付）�7月13日�ステーション通り会ステーション通り会� 浜田歯科前� 駅前通会�国分統括支店国分統括支店�

第54回霧島国分夏まつり総踊り参加�
7月14日�

女性部国分支部・行女性部国分支部・行

政等�

国分シビックセン

ター周辺�
地域住民�国分統括支店国分統括支店�

ステーション通り会（山車飾付）�7月15日�ステーション通り会ステーション通り会�
国分駅前・共済組

合横�
駅前通会�国分統括支店国分統括支店�

霧島セーフティーウェーブ作戦参加�9月20日�交通安全協会交通安全協会�
国分シビックセン

ター�
ドライバー�

国分統括支店・東部地国分統括支店・東部地

域営農センター域営農センター�

青葉小学校食農教育（稲刈り体験）�10月10日�青葉小学校青葉小学校� 生産者圃場�
青葉小学校　　

５年生�
東部地域営農センター東部地域営農センター�

青葉小学校食農教育（脱穀）�10月24日�青葉小学校青葉小学校� 生産者圃場�
青葉小学校　　

５年生�
東部地域営農センター東部地域営農センター�

ＪＡあいら国分よかよか祭り開催�
（ステージイベント、野菜、果物・
霧島茶販売、組合員加入促進、地域
住民との交流等）�

11月18日�
Ａコープ国分店・Ａコープ国分店・�

女性部国分支部女性部国分支部�
Ａコープ国分店�

組合員・地域住

民�

国分統括支店・東部地国分統括支店・東部地

域営農センター域営農センター�

霧島ふるさと祭2018参加（地元野菜
・ペット茶・霧島茶の販売）�

11月 3日�

～ 4日�
行政等行政等�

国分シビックセン

ターおまつり広場�
地域住民�東部地域営農センター東部地域営農センター�

ＪＡふれあいサロン「下井フレンド
サロン」（体操・昼食・語らい　他）�

毎月第毎月第1・3�

月曜日月曜日�

JAあいら助けあいあいら助けあい

組織「てんとう虫」「てんとう虫」�
下井公民館� 地域住民�女性部国分支部女性部国分支部�

年金支給日おもてなし�年金支給日年金支給日�女性部国分支部女性部国分支部� 国分統括支店� 来店者�国分統括支店国分統括支店�



平成３０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�

地区名地区名�

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】�

高齢者福祉活動高齢者福祉活動�

（独居老人見守り活動）（独居老人見守り活動）�

全戸訪問全戸訪問�

活動日活動日�
－� 福山地区管内福山地区管内� 地域住民地域住民�福山統括支店福山統括支店�

牧之原三地区合同七草祝賀会牧之原三地区合同七草祝賀会�

（七草祝いプレゼント贈呈）（七草祝いプレゼント贈呈）�
1月 7日�自治会自治会� 福山活性化センター� 自治会児童自治会児童�福山統括支店福山統括支店�

年金支給日おもてなし年金支給日おもてなし�年金支給日年金支給日�女性部福山支部女性部福山支部� 福山統括支店福山統括支店� 来店者来店者�福山統括支店福山統括支店�



平成３０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�

硫黄山噴火被害支援募金贈呈硫黄山噴火被害支援募金贈呈� 郷土料理試食会郷土料理試食会�

移動金融車「 I ♡ Raちゃん号」運行�
毎週火曜日
～金曜日�

－� ＪＡあいら管内� 組合員・地域住民�金融共済業務部�

移動販売車「笑味ちゃん号」運行�
毎週月曜日
～金曜日�

ＪＡあいら� ＪＡあいら管内� 組合員・地域住民�あいら共同株式会社�

営農塾2018開催（土づくり、病害
虫対策、播種、定植、管理作業）営
農塾専門講座開催（病害虫対策、剪
定、管理作業）�

年6回�
年5回�

生産者・経済連� ＪＡあいら管内� 地域住民�経済部�

ちゃぐりんスクールちゃぐりんスクール2018開催�
（農作業体験、収穫体験　他）（農作業体験、収穫体験　他）�

5月19日�
6月16日�
7月21日�
9月15日�
11月17日
12月15日�

女性部・国分中央女性部・国分中央
高校�

本所他�
スクール生・スクール生・�
保護者�

くらし広報課くらし広報課�

硫黄山噴火被害支援募金贈呈�7月17日�－� 湧水町役場� 湧水町�
JAあいら・あいら共同
株式会社�

アンパンマンこどもくらぶ［中部・
北部]（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、茶話会）�

10月 3日�ＪＡ共済連�
横川健康温泉セン
ター�

こどもくらぶ�
会員�

金融共済営業部�

アンパンマンこどもくらぶ［東部１］
（羊毛フェルト教室、茶話会）�

10月19日�ＪＡ共済連� サン・あもり�
こどもくらぶ�
会員�

金融共済営業部�

アンパンマンこどもくらぶ［東部２］
（羊毛フェルト教室、茶話会）�

10月25日�ＪＡ共済連� サン・あもり�
こどもくらぶ�
会員�

金融共済営業部�

アンパンマンこどもくらぶ［西部］
（保育士によるアンパンマン体操、
足跡アート、茶話会）�

10月26日�ＪＡ共済連� 姶良市中央公民館�
こどもくらぶ�
会員�

金融共済営業部�

JA共済アンパンマン交通安全キャ
ラバン（交通マナー・ルールの学習、
マスコットキャラクター（あいらち
ゃん）印刷の反射インク使用ナップ
サック配布）�

11月10日�ＪＡ共済連� みそめ館�
JAあいら管内、あいら管内、
乳幼児を中心�
とした家族�

金融共済営業部�

みんなおいで！ 農協まつり開催�
（歌謡ショー、JA・女性部販売ブ
ース、商工会・商工会議所会員によ
る出店　他）�

12月 1日�

霧島市・姶良市・湧水
町・霧島商工会議所・
霧島市商工会・姶良
市商工会・湧水町商
工会・第一工業大学・
あいら共同株式会社�

姶良中央家畜市場� 組合員・地域住民�JAあいら・女性部�

姶良市教育委員会「郷土料理試食会」
開催�

8月21日�姶良市教育委員会� 姶良中央公民館�
姶良市教育委員
会・教職員�

女性部（加治木・姶良・
蒲生）支部�

あいらっ子家庭教育フェスティバル
「郷土料理試食会」�

11月 4日�
姶良市教育委員会�
主催�

姶良中央公民館� 地域住民�
女性部（加治木・姶良・
蒲生）支部�




