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指導事業
食農教育や地域貢献活動を実施しているほか、
営農、法務・税務、健康相談などの総合的な相談

販売・購買事業

機能により、地域の皆さまのくらしを全般にわ
たってサポートしています。

農家から消費者へ新鮮な農畜産物をお届
けする
「販売事業」
と、農畜産物の生産や日
常生活に必要な様々な資材のほか、家庭菜

資産管理事業・葬祭事業

園用品など一般の方もご利用いただける商

不動産コンサルティングを中心とした相談業

品を提供する
「購買事業」
を行っています。

務などの資産管理事業のほか、
真心をこめた葬儀のお手伝いを

信用事業
安 心・信 頼・便 利のJ Aバンクは、貯 金 、

JAバン
ク

ローン、資産運用などで皆さまのニーズに
あった商品を取りそろえ、
トータル的にサ
ポートできるサービスを提供しています。

JA共済

共済事業
「ひと・いえ・くるま」の総合保障を提案
するJA共済は、皆さまの一人ひとりの
生活スタイルに合わせ、幅広く充実し
た保障を提供しています。
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しています。

農作業受託・農業経営部門
各地域の営農経済センターが窓口となり、水田の荒起しや
田植え、刈り取りなどの作業受託やパイプハウスのビニール
被覆のお手伝いなど、労力不足の農家を支援しています。遊休
農地を活用した農業経営（生産）は、グループ会社の奈良
ジェイエイサービス㈱で行っています。

JAならけんは、
組合員・地域の皆さまの
くらしを総合的にサポートしています。
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ならこ

JAならけんの

取り組み

食農教育活動

地域の皆さん
ぜひ参加ください！

地域とのふれあい
毎年様々な活動やイベントを
行っています！

クリーンハイキング

キッズくらぶ

盆踊り大会

あぐりスクールの開催
地域の小学生を対象に、
「植え付けから育成、収穫、食するまで」
の総合的な食農教育を年間を通して行う
「あぐりスクール」
を開
催しています。

農協まつり

ミニふれあいデー

1店舗1協同活動の実施
あぐりサポート事業のもと県下の
小学５年生を対象に食農教育の
教材本等の贈呈を行っています。

学校給食における
「地産地消」
の取り組み
食農教育の一環として学校給食に

組合員や地域住民の方々とのなかまづくり・きずなづくりを目的に、
教育文化活動をはじめ、
くらしと営農・地域貢献などの活動を
県下全支店・営農経済センターで実施しています。

通学時の見守りや
ゴーヤで緑のカーテン作りも
しているんだよ！

緑のカーテン
通学時の見守り

奈良のお米「ひのひかり」
をはじめ、
各地の地場野菜などを供給してい
ます。
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このほかにも、
書道、作文・図画コンクールなど
いろんな取り組みを行っています。
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創造的自己改革への取り組み
組合員、地域のみなさまとの絆を大切にし、
「なくてはならないJA」
を目指してさまざまな活動に
取り組んでいます。

組合員組織
女性部

仲間がたくさんできて
いろんな活動があるので
楽しいよ！

フレッシュミズ

JAならけん『女性部』は、JAをよりど
ころとして集まった女性の組織です。

担い手のサポート

若 い 女 性 が 中 心となって いるの が

各地域の営農経済センターのTAC（営農

女性部

『フレッシュミズ』です。
女性部員自身が主役になって
「食べ物」

指導員）を中心に、産地育成や農業の

「農業」
「くらし」などをテーマに、楽

担い手確保に注力しています。

しく・意義のある活動をする舞台です。

地域見守り活動

フレッシュミズ

青壮年部

住み慣れた土地で元気に安心して暮ら

JAならけん『青壮年部』は、県下

せるように、
「 地域ふれあいサポーター」

の 青 壮 年 の 農 業 者 で 組 織して

が見守り活動を行って

います。学童農園、学校給食への

います。

食材の提供、
イベントへの参加を
通じて地元農産物の消費を呼び

JAならけん女性大学

ナ・ラ ・ シ ュ

〜Na La Chou-Chou〜

生活に役立つ様々なことを体験や講座を
通じて学び、新しい仲間との出会い・自分
磨き・自分のやりたいことを発見する場所
です。

シ ュ

かけています。

若い農業者の皆さん
仲間になって奈良県の
農業を盛り上げていきましょう！

年金友の会
JAならけんで年金をお受けとりいただいている方
の会員組織で、会員限定の旅行のご案内やバース
デープレゼントなど、
いろいろな特典があります。
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施 設 紹 介

JAならけんの
情報を知るには？

奈良のおいしい農産物が勢揃い！生産者の顔が見える、安全・安心な地場
農畜産物を消費者のもとへ届けるなど
「地産地消の輪」を広げています。

農産物直売所

JR 奈良駅前店

ホームページ

まほろばキッチンの2号店と
してJ R 奈 良 駅 西 口すぐと
いう便 利な立 地に、2 0 1 8
年7月オープンしました。

橿

原

くらしに役立つ情報や農業に関する情報などを提供
しています。JAならけんの最新情報をご覧ください。
「JAならけん」
や
「まほろばキッチン」
の最新情報を
フェイスブックでお知らせしています。

店

ディスクロージャー誌

1,236㎡と全国最大級規模の面積を
有するファーマーズマーケットです。
野 菜・果 実・加 工 品 に加えて鮮 魚
コーナー・精肉コーナー・季節を彩る
花売場もあります。
また、観光案内所
やフードコートも隣接しています。

事業内容や経営内容などについての、詳しい情報を開示しています。
JAならけん広報誌

まほろば

産直バイキングレストラン
かぐやま ランチ

4

創造的自己改革の実践！
03
営農情報「サヤインゲンの栽培」
10
みんなのまほろば
13
地産地消レシピ「アスパラと海老の中華炒め」 15

旬の野菜を使った料理が並び
ます。ブッフェ（バイキング ）
スタイルでお楽しみください。
精米コーナー

2019

No.237

毎月、旬の県産食材を
使った料理の試食実演
イベントを行っています。

09

JAからのお知らせや組合員・地域などに
関する様々な話題を提供しています。

営農メールマガジン会員募集中

試食イベント
「ヒノヒカリ」
をはじめ、
おい
しい奈良のお
米をその場で
精米します。

JAならけん広報誌「まほろば」

その他、“周年祭”“秋の
収穫祭”など楽しい食の
イベントも開催しています。

会員登録は
こちらから

病害虫の発生予察情報等を
配信します。
JAのイベント情報も
いっぱい！
！
ならこ
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JAならけんの
農家ではないのですが
利用することはできますか？
JAは農家の方だけでなくどなたでもご利用いただけます。
また、14ページにご案内のとおり、組合員へご加入いただ
だくと様々なメリットが受けられます。

JAのキャッシュカードは
どこで利用できますか？

Cas
h Ca
rd

全国のJAバンクATMでは、終日手数料無料でご利用いた
だけます。また国内の金融機関・ゆうちょ銀行・コンビニ
ATMでもご利用いただけます。
※お取り扱い時間、JAバンクATM以外でのご利用手数料など、
詳しくはお近くの支店窓口、
または渉外担当者までお問い合わせください。

地場産の野菜はどこで購入できますか？
ファーマーズマーケット
「まほろばキッチン」
をはじめ、県内の
直売所などでご購入いただけます。各直売所では、新鮮な
農畜産物だけでなく、ジャムや漬物などの加工品も販売して
います。
また、奈良のお米「ひのひかり」
は、営農経済センターや
ホームページからもお申し込みいただけます。

旅行の相談・手配はできますか？
旅のあんなこと、
こんなこと、
お手伝いします。
ホテル、旅館、交通機関の予約手配等をはじめ、
様々なご相談を承っています。

遊休農地（耕作放棄地）の対策は？
各地域の営農経済センターが窓口となり、水田の荒起しや
田植え、刈り取りなどの作業受託やパイプハウスのビニール
被覆のお手伝いなど、労力不足の農家を支援することに
より、遊休農地の発生を防いでおります。
※詳しくは、お近くの営農経済センターまでお問い合わせください。
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JAならけんはどなたでも
ご利用できます。
お気軽にお問い合わせ・
ご相談ください。
ならこ
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らけんの 組合員になりません
な
A
J
も
か？
あなた
組合員について

ならこ

ご加入いただいた方への メリット について

JAは、
『組合員の組合員による組合員のための組織』
です。
当JAも
《地域と歩むJAならけん》
をスローガンに掲げ、

毎年度の事業活動により剰余金がでた場合、総代会の決議承

農業を営んでいる人たちと、地域の人たちが組合員とな

認により出資金に対する出資配当があります。
なお、出資金は

り運営・利用いただいております。

一般の株式のように自由に売買はできません。
※組合員を脱退される場合、
出資金のご返金は、
毎事業年度末（3月末以降）
と一定期間を要する場合がございます。

農業をされていない人でも組合員になっていただけます。
奈良県内にお住まいの方、
もしくは県外の方でも一定要件を
満たせば准組合員としてご加入いただけます。

弁護士・税理士による法律や税務の無料相談が受けられます。
葬祭事業を組合員価格でご利用いただけます。

JAの組合員としてご加入いただける方は、加入申込時に、
JAに対してご出資いただきます。
ご加入の際の出資金は1口1,000円として、
10口10,000円〜100口100,000円までの万円単位で
お願いしています。

※ご不明な点がございましたら、
本店総務部（0742-27-4013）
または
最寄りの支店などにお問い合わせください。

出資金は、地域農業の振興と地域文化の向上・発展のための
大切な資金です。
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