
J-STATION、広報誌「はばたき」はJA大阪南のホームページからもご覧頂けます

川西支店・・・・・・・・・0721-25-1453
富田林支店・・・・・・0721-24-2020
喜志支店・・・・・・・・・0721-25-2135
大伴支店・・・・・・・・・0721-23-2381
錦郡支店・・・・・・・・・0721-24-2306
東條支店・・・・・・・・・0721-34-3149
青葉支店・・・・・・・・・072-365-6001
河南支店・・・・・・・・・0721-93-2044
石川支店・・・・・・・・・0721-93-2316
太子支店・・・・・・・・・0721-98-0500

古市支店・・・・・・・・・072-956-0388
駒ヶ谷支店・・・・・・072-957-1212
西浦支店・・・・・・・・・072-956-0285
丹比支店・・・・・・・・・072-955-4281
埴生支店・・・・・・・・・072-939-0337
高鷲支店・・・・・・・・・072-953-0219
平尾支店・・・・・・・・・072-361-0073
黒山支店・・・・・・・・・072-361-0521
丹南支店・・・・・・・・・072-361-0031
赤阪支店・・・・・・・・・0721-72-1255

狭山東支店・・・・・・072-365-0024
狭山西支店・・・・・・072-365-0831
道明寺支店・・・・・・072-955-8885
藤井寺支店・・・・・・072-955-1386
河内長野支店・・・0721-53-3085
千代田支店・・・・・・0721-53-2308
高向支店・・・・・・・・・0721-53-2731
三日市支店・・・・・・0721-63-2226
加賀田支店・・・・・・0721-64-1212

金融店舗
営農指導課・・・・・・0721-80-3386
営農経済課・・・・・・0721-80-3370

その他

羽曳野店・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・072-957-8318
河内長野店・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0721-52-3733

農産物直売所「あすかてくるで」

太子営農経済センター・・・・・0721-80-3771
大伴営農経済センター・・・・・0721-25-9311
西浦営農経済センター・・・・・072-956-6100
高向営農経済センター・・・・・0721-53-0002
自動車農機整備センター・・・0721-24-5100
旅行観光センター・・・・・・・・・・・0721-25-8052
ローンセンター・・・・・・・・・・・・・・・0120-617-106

センター

●発行日／令和元年7月13日発行（年２回）　●編集・発行／大阪南農業協同組合  総務部企画管理課  富田林市甲田3丁目4番10号Ｊ-STATION vol.36 発行情報

ＪＡ大阪南インフォメーション
JA大阪南は、河南町、太子町、羽
曳野市、堺市美原区(小寺、大饗
及び菩提の区域を除く)及び松原
市丹南、千早赤阪村、大阪狭山
市、藤井寺市、河内長野市、富田
林市を事業区域とした農業協同
組合です。

ＪＡ大阪南ホームページ ＪＡ大阪南 検索検索http://www.jaom.or.jp

河南町

太子町

羽曳野市堺市
美原区

松原市

千早赤阪村

大阪
狭山市

藤井寺市

河内長野市

富田林市

本  店・・・・0721-25-1451

期間中、「JA大阪南」でスーパー定期貯金（1年もの・元利金継続型）を
新たな資金でお預け入れいただいた個人の方に下記の金利を適用します。

※ご契約は使って便利な通帳式定期貯金、および総合口座定期貯金に限らせていただきます。

キャンペーン期間 6月3日月 水7月31日令和元年

令和
最初の！

JA大阪
南

●キャンペーン景品は、各店舗ごとに準備している個数が異なり、総数にも限りがありますので、なくなり次第キャンペーン景品のプレゼントは打ち切らせていただきます。●キャンペーン景品の写真は
イメージです。景品の色は写真と若干異なる場合がございます。景品は店頭にてお渡しさせていただきます。●本キャンペーン商品を満期日前に解約された場合は、当JA所定の中途解約利率により計
算した利息とともにお支払いいたします。●本キャンペーン商品は、貯金保険制度の保護対象商品です。※税金20.315％（国税15.315％、地方税5％）の分離課税となります。〈令和19年12月31
日までの適用になります。〉※定期貯金からの預け替え、または定期貯金の満期金の再貯金は対象外です。※上記金利の適用は初回満期日までとなります。満期日以後はスーパー定期貯金の店頭表示
金利が適用されます。
※スーパー定期貯金の商品概要説明書は店頭、または当JAホームページでご確認いただけます。

適用金利（個人の方限定）

特別
金利

特別
金利

税引後 年0.079％

100万円～300万円までお預け入れ額 （１００万円単位）

100万円まで

100万円～
1,000万円未満

期間中、「JA大阪南」で給与振込をご指定いただいた方、
または、すでにお振り込みされている方

さらにATMで
お預け入れ
いただいた方には
通帳を窓口にお持ちいただくと右記グッズをお渡しします。

税引後年0.039％

※給与振込店舗に限らせていただきます。

0.10

0.10

お預け
入れ額

年　　　　　  ％
税引後 年0.079％

20万円以上
お預け入れの方に
奉祝 令和

泉州タオルを1点
プレゼント！

特別
金利

約34㎝×90㎝

◎本キャンペーンの景品は1契約につき1個とさせていただきます。

年0.05％

お預け入れ額

特別
金利

組合員限定
組合員の方、または組合員に
ご加入いただいた方

◎1世帯につき1名様とさせていただきます。
◎組合員加入には、当組合への出資金（1口 1,000円より）が必要となります。詳しくは、支店窓口等にお問合わせください。
◎本キャンペーンの景品は1契約につき1個とさせていただきます。

税引後 年0.079％

0.10年　　　　　  ％

2
パック

JA大阪南
ヒノヒカリ使用
パックごはん

180g×2個入り

奉祝 令和 泉州タオルプレゼント！

＋
※写真はイメージです。 

年               ％

20万円～100万円未満お預け入れ額

※当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせて頂きます。　※ご応募で取得した個人情報は、特にご質問・お問い合わせなどのない限り、賞品の
発送以外に利用いたしません。　※ご質問などがあった場合、該当部署よりご連絡させて頂くことがあります。

アンケート
に

答えて当
たる！

〒５８４－００３６ 大阪府富田林市甲田３－４－１０
ＪＡ大阪南「Ｊ-STATION36号」係

応募先 令和元年 8月16日（金）まで締切り

ハガキに①郵便番号・住所・氏名・年齢・電話番号、②ご希望の賞品（Ａ・
Ｂ・Ｃいずれか記号でお答えください）、③アンケートの答え（下記参照・
すべてお答えください）を必ずご記入のうえ、ご応募ください。

応募方法

①ＪＡ大阪南公式ＬＩＮＥ＠に登録していますか？ （はい・いいえ）

②農産物直売所「あすかてくるで」のポイントカードを利用
　していますか？ （はい・いいえ）

③本誌の中で、どの企画が一番良かったですか？（ＡＢＣいずれか一つお答えください）
　   （Ａ 地産地消レシピ　　Ｂ ＪＡ大阪南の旬マップ　Ｃ 読者プレゼント）

④本誌を読んだ感想や、Ｊ-STATIONで特集して欲しいことを
　ご自由にお書きください

アンケート

※率直な意見をお書きください

読者プレゼント！！
毎日のリラックスタイムに！蒸気の力で
目をじんわり温めます

めぐリズム
蒸気でホットアイマスク
１２枚入り

B

自立式のハンディファンです。
スマートフォンのスタンド付きで
便利です

ひんやり自立
ハンディファン

C

防災グッズ３０点が入ったバッグです。
もしもの時に備えましょう

防災バッグ
３０点セット

すてきなプレゼントがもらえるよ！

ハガキで    

応募してね♪

Main Food

作り方材料（ 4 人 分 ）

STATIONJ

デラウェアのチーズケーキ
フレッシュなデラウェアの酸味が絶品！フレッシュなデラウェアの酸味が絶品！

J A大阪南のことをもっと身近に感じる情報誌 「ジェイステーション」

❶デラウェアは房から粒を外し、水気を
切る。オーブンは１８０度に予熱して
おく。

❷ボウルに卵を割り、砂糖を加えて泡
だて器でよく混ぜる。

❸常温に戻し、柔らかくしたクリーム
チーズを別のボウルに入れる。ヨーグ
ルトを加え、よく混ぜ合わせる。

❹②のボウルの中に③を入れ、ダマに
ならないよう混ぜ合わせる。混ざった

ら、ホットケーキミックスを加え、ゴム
ベラで切るように混ぜる。
❺容器の中に④を入れ、上からデラウェ
アを散らす。オーブンで４０分加熱し、
軽く焦げ目がつくまで焼く。仕上げ
に、お好みで粉砂糖をかける。

※お使いのオーブンによって、温度や
時間は調整してください。

あすかてくるで河内長野店
遠藤　剛副店長
（えんどう　たけし）

野菜
ソムリエ

今回教えてくれる先生

地産地消
レシピ

栄養たっぷり

Vol.36
2019 Summer
（年２回発行）

卵・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2個
砂糖・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・60g
クリームチーズ・・・・・・・・・・・・・・・100g
ヨーグルト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・150g
ホットケーキミックス・・・・・・・・・80g
デラウェア（小）・・・・・・・・・・・・・・・・・・2房
粉砂糖・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適量

へぇ～ 南河
内は

ブドウの産
地で

有名なんや
！

ブドウは南河内で広く栽培され、大阪でも有数のブドウ産地として知られてい
ます。中でも、種無しで小粒のブドウ「デラウェア」は、食べやすく人気の品種
です。ブドウは抗酸化作用のあるポリフェノールを多く含み、同じくポリフェ
ノールの一種であるアントシアニンは目に効果があると言われています。
保存する場合は、ビニール袋に包んで野菜室に入れて下さい。長く置くと風味
が落ちるので、早めに食べきりましょう。

メイン食材

羽曳野店

河内長野店レシピの農産物はココで買えますシ の 産 は コ 買 ま

ブドウ
（デラウェア）（デラウェア）

そうなんだ！

南河内の農
産物のこと

もっと知りた
いな～

詳しくは中面を見てね！

15名様

A

14名様 ブドウだけじゃないよ！ミカンやイチジク、最近では古代米も話題になっているよ！Delaware

チーズとデラウェアの
相性バツグン!

JAの自己改革に関する
組合員調査の中間報告について

　JAグループは、自己改革の取り組みに対する組合員の皆様の
評価をお伺いして、頂いたご意見をJAの運営・自己改革に反映
させるため、2019年1月15日～3月15日まで組合員アンケートを
実施しました。ご協力頂いた皆様にはお礼申し上げます。
　今回は、取りまとめた2月末までの内容を中間報告致します。

［ 対象：ＪＡ大阪南の正組合員・准組合員 ］

ＪＡの総合事業について、どのように考えているか？

ＪＡは地域農業やくらしに必要な存在か？

必要な存在だと感じる

67.8%

27.1%

どちらかといえば、
必要な存在だと感じる

必要な存在だと感じない

1.1%

3.9%

どちらかといえば、
必要な存在だと
感じない

農業関連事業や、
信用事業・共済事業
などを行っている、
総合事業は継続すべき

66.9%

27.6%

どちらかといえば、
総合事業は継続すべき

信用事業・共済事業などはやめて、
農業関連事業のみに特化すべき

1.8%

3.7%

どちらかといえば、
信用事業・共済事業
などはやめて、
農業関連事業に特化すべき

これまでと同様、
事業の利用は制限
しない方がよい

91.4%

8.6%

事業の利用は
制限した方がよい

准組合員のＪＡ事業の利用が制限されることに
ついてどう考えるか？

※アンケート結果から、一部を抜粋しています。結果を取りまとめ次第、皆様にお知らせ致します。

A

A

A

ご協力ありがと
う

ございました！

JA大阪南
地元農産物の紹介やJAで行っているイベント情報
などを　　　　　 お知らせします！いち早く 友だち登録は

こちら！

5名様



農産物直売所「あすかてくるで」ブド ウ を食べ比べ ！

百舌鳥・古市古墳群へお出かけ

左から焼きなす醤油（￥350）・タタキ胡瓜のたれ
（￥380）・輪切りトマトのたれ（￥350）
※すべて税込み価格

ＦＡＸ : 0721-52-3721ＦＡＸ : 072-956-5559

店内ではオリジナル加工品も販売

1

32

見て・歩いて・楽しいMAPです。夏のお出かけのお共にどうぞ！
※JA大阪南管内の残りの地域は37号でご紹介します。

羽曳野市

堺市美原区

藤井寺市

太子町

定番のデラウェアは
もちろん、色々な品種が

あるよ！

南河内で
色んな農産物が
あるんだね。

古墳を探検し、ブドウを食べ比べ、ちょっと疲れたら農産物直売所

「あすかてくるで」で一休み。涼しい店内では、地元で採れた旬の

農産物のほか、花や加工品も購入できます。お買いものが楽しくて、

つい長居してしまうこと間違いなしです！

百舌鳥・古市古墳群は、堺市の「百舌鳥エリア」と羽曳野市・藤井寺市の「古市エリア」の二つに

あり、世界最大の前方後円墳「仁徳天皇陵古墳」などの大型古墳を含む日本を代表する古墳群

です。６月末から７月上旬にかけてアゼルバイジャンの首都バクーで開催された第43回世界

遺産委員会で、世界文化遺産に正式に登録されました。

6月から８月にかけて、ブドウのシーズンがやって来ます。ＪＡ

大阪南の管内では、南河内郡太子町、羽曳野市の駒ヶ谷地域、

大阪狭山市の大野地区でブドウの栽培が盛んです。「デラ

ウェア」は、小粒で種が無いのが特徴。小さな子どもでも食べ

やすい定番のブドウです。最近人気の「シャ

インマスカット」は、大粒で皮ごと食

べられるのが特徴。凍らせて

食べると、シャーベットのよ

うな食感を楽しめます。

毎年、様々な品種が

登場するブドウ。今

年は、色々な種類

を食べ比べてみ

るのも楽しいか

も！？

ＪＡ大阪南は「百舌鳥・古市古墳群応援定期貯金」

を実施。お客様からお預け頂いた総額の０.０１％

相当額の３分の１にあたる１００,０００円を堺市、

羽曳野市、藤井寺市にそれぞれ寄付しました！

あすかてくるで 羽曳野店

羽曳野市埴生野975-3

あすかてくるで 河内長野店
道の駅「しらとりの郷・羽曳野」内 道の駅「奥河内くろまろの郷」内

河内長野市高向1218-11
TEL. 072-957-8318 TEL. 0721-52-3733

ＪＡ大阪南が世界遺産登録を応援！

散策して
みよう♪

買うならココ！

●あすかてくるで羽曳野店・河内長野店

●産地によっては、直売所がある場合も。大阪狭山

市では、大野地区や狭山ニュータウン地区並びに国

道沿い等に「大野ぶどう」の直売所が立ち並びます。

詳しいマップはＪＡ大阪南のホームページをチェック！

墳丘長４２５メートルで、全国第２位の規模。古墳

の盛土や体積では全国一の巨大古墳です。墳丘

や内・外堤の斜面には葺石が施され、円筒埴輪が

２万本以上も並んでいました。

●所在地：大阪府羽曳野市誉田６丁目
●最寄駅：近鉄南大阪線土師ノ里駅、古市駅

応神天皇陵古墳

古墳群の中からピックアップ！

昔からあり、根強い人気のデラウェア。
食べる時は、表紙のレシピに挑戦してみては？

最近、栽培する農家が増えて
きたシャインマスカット。宝石の
ように美しい見た目が特徴

今が旬のスポット！

地元の農産物ゲット！小粒から大粒まで…

しゅん

農産物の旬早見表

6～8月 10～1月
ブドウ

イチジク

古代米

8～9月

ミカン

12～2月
ミズナ

5月
ウスイエンドウ

10月

時期や
場所によって
色々あるのね！

旬の農産物が
買えて嬉しい！

S h i n
e

M u s c
a t

F i g

O l d  
t o m b

D e l a
w a r e

大阪狭山市

「提供：羽曳野市」
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