どうしてトルコギキョウ

SUITOU
JA むなかた

地域のみなさまと JA むなかたを結ぶ
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「ユーストマ」や「リシアンサス」など、色んな呼ばれ方で親しま
れているトルコギキョウ。
トルコギキョウの原産地は北アメリカ
で、
リンドウ科に属する花です。
「 あれ？トルコが原産地じゃない
の？」
「 キキョウ科じゃないの？」という疑問が湧いてきますよね。
トルコギキョウはどうして「トルコギキョウ」なんでしょうか？
不思議な名前の由来は、
こんなところにあるといわれています。

「トルコ」の由来は？
● 花やつぼみの形がターバンに似ているから
● 原種の花の色がトルコ石を思わせるから
● 原種の花の色が地中海を思わせるから

「キキョウ」の由来は？

一重咲きの花の見た目がキキョウに似ているから。
諸説ありますが、面白い理由ばかり。
クイズにして楽しん
でみてはいかがでしょうか？
参考：https://www.i879.com/

念
50号 記

プレゼント クイズ

正解者の中から抽選で

問題 ＪＡは、組合員の営農と●●●を守り、より豊かにす
るために信用・共済事業を行っています。
●に入る言葉は何でしょう？

★中面の「協同組合講座」をご参照ください。

応募方法

クイズの答え・住所・氏名・年齢・電話番号
「すいとう」の入手方法
（❶新聞折込 ❷ポスティング ❸直売所 ❹その他）
「すいとう」やＪＡむなかたに対するご意見・ご感想などを書いて、
ハガキまたはメールでご応募ください。
★宛先〈ハガキ〉〒811-3436 宗像市東郷四丁目3-1

応募締切

7月17日
（金）
（当日消印有効）

●当選者の発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。
●個人情報は厳重に管理し、賞品の発送以外の目的では使用しません。
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月︵予定︶
です︒

JAむなかた「すいとう」係 まで

〈メール〉kouhou@ja-munakata.or.jp
⬅JAむなかたホームページからもご応募いただけます！

★﹁すいとう﹂次号の発行は２０２０年

10 名様にむなかた産「夢つくし」
（5kg）をプレゼント！

でも
ク・ライン
フェイスブッ

！
情報配信中

ＪＡむなかたは、広報誌「べじたぶる」を毎月発行！ 管内の農産物直売所や
コミュニティセンター、宗像ユリックスなどに置いています。

トルコギキョウ

こだわり名鑑
Vol. 36

花き部会が栽培している花

JAむなかた花き部会には、
「トルコギ
キョウ」、
「 バラ」、
「 その他切り花」の３つ
の部門があります。
トルコギキョウを中
心に、バラやダリアなどさまざまな品目
を栽培しているんですよ♪

トルコギキョウ

T e xa s B lueb el l

花き部会

FLOWER
可憐だったり豪華だったり、さまざまな姿
で見る人を癒してくれるトルコギキョウ。JAむ
なかた花き部会が最も力を入れている花でも
あります。
今回はそんなトルコギキョウの魅力を余すこ
となくお伝えします。一緒に花のある暮らしを楽
しみましょう♪

花言葉は﹁すがすがしい美しさ﹂
どんな贈り物にも
ぴったりな花なのだ！

トルコギキョウが日本に伝わったのは
1930年代。原種は薄紫や紫の一重咲きで
すが、品種改良が進み、1970年代に入る
と、八重咲き・大輪・小輪・ピンク色・クリー
ム色そして緑色や茶色・複色と、
バラエティ
豊かな品種が次々と作り出されていきま
した。

の
豆知識

ダリア

〈栽培する主な品種〉
ボンマリンなど

JAむなかた

トルコ
ギキョウ

バラ

〈栽培する主な品種〉
サムライ、
レディラブなど

〈栽培する主な品種〉
彩雪、朝日てまりなど

ＪＡむなかた花き部会は、現在16人で構成。
トルコギキョウ・バラ・その他切り花の３部
門に分かれて約１０品目を栽培し、全国的にも珍しい周年出荷（年間を通じた出荷）
に力
を入れています。
部会員のうち5人がトルコギキョウを栽培し、県内のほか、関西方面に向けて年間約38
万本を出荷。
さまざまな作型への挑戦を続けるなど精力的に活動し、
「品質が良い」
と市
場でも高い評価を得ています。
トルコギキョウには一重咲きや八重咲きなどがありますが、部会が主力としているのは
「一重咲きのパステル紫」。上品な色味で人気が高く、部会の「パステル紫」は全国的にも
注目を集めています。

トルコギキョウ 栽培スケジュール

春作…定植（１０〜11月）➡現地検討会（2月）➡出荷（３〜6月）
秋作…定植（７〜８月）➡現地検討会（８月）➡出荷（９〜12月）
定

植

長く楽しむには
どうしたら良いの？
● 強い日差しでグッタリしてしまった場

合は、新聞紙にすっぽりと花をくる
んで、1時間ほど水につけます。その
後、茎の先から約４㎝のところをハ
サミで斜めに切ります。

現地検討会

定期的に各部会員のハウスを巡回
して生育状況を確認。栽培管理な
どについて情報交換も行います。

● 花瓶の中を清潔に保ちましょう。毎

日新しい水に替え、その都度茎先を
切ると良いですよ。

トルコギキョウの花言葉は？
「すがすがしい美しさ」
「 優美」
「希
望」。この花言葉は、さわやかな気品と
可愛らしさをあわせ持つトルコギキョ
ウ の 花 姿 に 由 来 す ると い わ れ て い
ます。
参考：https://hananokotoba.com/

出

荷

品質の統一を図るため、厳しく選別
を行って出荷しています。

フラワーアレンジメント
カラーサークルと組み合わせのコツ
隣同士の色を組み合わせる

コツ１ 紫とピンク、黄色と黄緑のように、隣同士の色を
組み合わせてみましょう！

反対側にある色を組み合わせる

コツ2 青と黄色、オレンジと水色のように、サークルの
反対側にある色を組み合わせてみましょう！

カラーサークル

「どんな色の花を組み合わせたら良いかわからない！」
という方は、ぜひこの方法をお試しください♪

ベランダでできるキッチンガーデン

・・・J Aおすすめの逸品！・・・

よかもんセレクト

葉も楽しもう！

今回は、
グリーンセンターで販売している
「４種の九
州産野菜使用青汁」
をご紹介します。
「青臭くなく、飲みやすい！」
と人気を集めています♪
ぜひ一度試してみませんか？

短根ニンジンなら深さ20cm程度のプラン
ターでも栽培できます。培養土を入れ、日当た
りの良い所で栽培してください。
ニンジンなどの根菜類は移植を嫌うので、

こんな楽しみ方もできるんです！

４種の九州産野菜使用 青汁 〈販売場所〉

４２４円（税込）

（３ｇ×２０袋入り）

お子様にもオススメ♪

●材料
（2〜3人分）
・青汁・・・・・・・・・・・・・・・・6袋（お好みで調節）
・水・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ1
・バニラアイスクリーム・・5００㎖

ニンジン

とれたてのニンジンは葉も天ぷらなどに
して食べられます。ニンジンの葉を楽しめ
るのは、キッチンガーデンの醍醐味です。

毎日の野菜 足りていますか？

青汁アイス

グリーンセンターではこんなに立派なニンジンが
収穫できました♪
皆さんもぜひお試しください！

じかまきします。5mm程度のまき溝を付けて

グリーンセンター本店・
福間・津屋崎

筋まきします。好光性種子なので覆土はごく
薄くします。種が土から水分を吸いやすくする

グリーンポテトサラダ

ために、表土を軽く手で押します。発芽するま

●材料
（2人分）

●作り方

①ふりかける分を残して、青汁を水でとく。
②室温で少し柔らかくしたバニラアイスに
①を入れ、よく練る（マーブル状でも良
い）
。
③器に盛りつけて、
残りの青汁をふり
かけたらできあがり♪

では土が乾かないように新聞紙を掛けておき

・ニンジン・・・・・・・・２０ｇ
・ハム・・・・・・・・・・・２枚
・キュウリ・・・・・・・・小１本
・塩・・・・・・・・・・・・少々
・マッシュポテト・・・１／２袋
・コーン・・・・・・・・・大さじ２
Ⓐ青汁…２袋・マヨネーズ…大さじ２・
生クリーム…大さじ１・塩コショウ…少々

ます。
本葉1〜2枚になったら葉の密生していると
ころを順次間引きし、本葉5〜6枚のときに株
間10〜15cmにします。間引きした物はサラ
ダなどにして食べられます。根部の肩が日に
当たると緑色に変色してしまうので、間引き

向陽二号（ニンジンの種）
（ペレット種子７００粒）
￥ 638（税込）

グリーンセンター本 店
福 間
津屋崎

グリーンセ
ンター
本店の
種まき後3〜4ケ月で収穫できます。
矢野です
（土壌医・藤巻久志）

プロからのワンポイントアドバイス

日置きに施します。

出典：JA広報通信2017年6月号

あなたと

地域といっしょに

もっとお近づきに

ＪＡむなかたは、地域に密着したさまざまな活動を展開中です。

宗像市東郷四丁目 2-7
☎36-4785
福 津 市 内 殿 1024
☎43-0939
福津市津屋崎八丁目 1-1 ☎52-2900

★７月よりレジ袋を有料とさせていただきますので、
エコバックのご持参をお願いいたします。

し土をします。追肥は1000倍の液肥を7〜10

①ニンジンをお好みの大きさに切り、茹でる。
ハムは食べやすい大きさに切る。
②キュウリはいちょう切りにして軽く塩揉みし、水気を
切る。
③マッシュポテトに熱湯を加えて練り、Ⓐを入れてよく混
ぜる。①、②とコーンを入れてあえたらできあがり♪

有機一発肥料（根菜類用）
（1kg）
（税込）
￥ 611

お買い求めはグリーンセンターで♪

後は根が露出しないように土寄せ、または増

●作り方

花と野菜の土
（約１０ℓ）
￥ 126（税込）

水はけを良くするために、
「ボラ土」 などをプランターの
底に敷くと良いですよ！

★お問合わせ…グリーンセンター本店

協同組合講座

☎ ３６−４７８５
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そば打ちを体験
1

Q ＪＡはなぜ銀行や保険会社のような
事業をしているの？
A 信用・共済事業を通じて、組合員の営農と
くらしを守り、
より豊かにするためです。

稲刈りを体験

熱戦！ペタンク大会

勤労感謝の日のプレゼント

大盛況の農業まつり

写真は勝浦小学校

協同組合のルーツの一つは信用・共済事業です。特
に農村では、地域の人々がお金や米を出し合って積み
立て、そこから困った人がお金を借りたり、災害に遭われ
た人にお金や米を援助したりするなどの仕組みが、草の
根的につくられてきました。
こうした地域の
「相互扶助」
の
仕組みが、信用・共済事業として発展してきました。
ＪＡの信用事業は、組合員間で資金を積み立てて融
通し合うので
「相互金融」
と呼ばれ、組合員の営農やくら
しに役立てられています。
ＪＡの共済事業は、互いを信じ救い合う
「相互扶助」
の
精神の下で行う非営利事業です。組合員のくらしを守る
ため、
「ひと」
「いえ」
「くるま」
などの保障を充実させてい
ます。
出典：JA広報通信 2017年10月号

JAの
感謝祭を開催

写真は津屋崎支店

6

❶東海高校女子バレー部の皆さんが、種まきに続きそば打ちを体験！講師の指導のもと作業をすすめ、おいしいそばが完
成！「貴重な体験ができました」
と喜びました♪ （2020年1月22日開催）

ＪＡは、組合員が主人公の組織として力を合わせ、み
んなの願いをかなえるための組織です。JAむなかた
の組合員になって、地域で暮らす協同組合の仲間とし
て、JAの事業を利用しませんか？組合理念に共感し、
地域農業の発展や地域づくりを応援していただける
方を組合員にお誘いしています。

組合員になるための資格

❷「年金友の会」の会員１３０人が参加し、熱戦を繰り広げました！残念ながら新型コロナウイルスの影響で今年の開催はあ
りませんが、来年こそたくさんの参加をお待ちしています(^^)/ （2019年10月21日開催）

当ＪＡ管内（宗像市・福津市）
に住所があり、JAの事
業を利用したり、活動に参加したりできる方。

❸管内の子どもたちを対象に稲作体験を行っています。自分たちで頑張って植えた苗が育ち、収穫の日を迎えました♪
（2019年10月）
❹一大イベント
「農業まつり」のもちまきの様子です。
２日間ともたくさんの来場者でにぎわいました。楽しんでいただけま
したか？ (*^^*)ぜひまたお越しください！ （2019年11月23・24日開催）

組合員のメリット

当JAの各事業で、組合員だけの特別なサービス
が受けられます。
また、事業活動の結果として十分な
剰余金が出た場合には、出資配当が受けられます。

❺勤労感謝の日には、毎年西海保育園の子どもたちがやって来てくれます♪プレゼントしてくれたカレンダーは、本店窓
口に飾っています☆ （2019年11月21日）
❻年金感謝デーに合わせて、各支店で感謝祭を開催！ 津屋崎支店では、むなかた産農産物などの販売や豚汁の振る舞い
など、盛大に行いました♪ （2019年12月13日開催）

J A からのお知らせ

電気も選ぶ時代です!

★加入申し込み、お問合わせは最寄りの各支店まで

JAむなかた 野ぎく会館 福津斎場

家族葬専用式場

ＪＡむなかたは、
（株）ナンワエナジーと業務提携し、新たに電力事業を始めました。

お得に しませんか？

電 気 料 金 もっと

1

2

ＳＴＥＰ

3

ＳＴＥＰ
※ご契約内容によっては、お安くならな
い場合もございます。

オープン

３ステップ！
手順は簡単
ＳＴＥＰ

椿 ホール
つばき

検針票を準備

電力会社から毎月届く検針票をご準備ください。
※１ヶ月分でも試算はできますが、より多くの検
針票があると精密な試算が可能です。
ＪＡ窓口で電気料金を試算＆比較（10分ほどで試
算ができます）
各支店またはグリーンセンターに 検針票をご持

見学・ご相談
随時承ります

参いただくと、
プレゼントがもらえます！

ＪＡ窓口でお申込み（10分ほどで完了いたしま
す）
1〜2ヶ月後に電気の供給元がナンワエナジーへ
と切り替わります。

↑宮地嶽神社

ジョイフル福岡
福津店

椿ホール

★ナンワエナジーならＴポイントが貯まります！

ＪＡでシミュレーションをしていただくと、
プレゼントを差し上げます！
★お問合わせ…グリーンセンター本店 ☎ ３６-4785
★お 申 込 み…グリーンセンター全店または各支店まで

JA むなかた

日産プリンス
カーパレス宗像

←古賀
りらくる福津店

太郎丸交差点

97

宗像→

式 場…約25人収容
精進室兼控室…
和室6畳・フローリング6畳
給湯・浴室完備
導師控室…１室
その他…多目的トイレ、
全館冷暖房完備、駐車場80台収容

★お問合わせ…野ぎく会館福津斎場 ☎ 52-4448
JAむなかた

JAへ

こ！
行
！
こ
行
©よりぞう

定期貯金

取扱期間／令和2年4月1日 〜令和２年8月31日

0.
利率

1年間 50万円以上

組合員以外の方は
0.12％

店頭金利の

75倍！

※出資額
3,000円以上

※すでに当JAにお預けいただいている他の貯金からのお預け替えはできません。

★お問合わせ…金融部 ☎３６-４４５６ または各支店まで

福津市宮司一丁目5-17

宗像農業協同組合 〒811-3436 福岡県宗像市東郷四丁目 3-1 ☎ 0940-36-4110

JAはどなたでもご利用できます！

ンを
ャンペー
お得なキ ください！
用
ぜひご利

毎月の検針票で簡単に
電気料金をシミュレーション

になりませんか？

検 索

http://www.ja-munakata.or.jp

