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JA新ふくしま
からの贈り物
だよ!!

太 陽 の 恵 み を い っ ぱ い う け た

福島のぶどう福島のぶどう

品　　種 等　級 階　級荷　姿 金額（送料込み）

2kgDB

2kgDB

巨　　峰
（種なし）

高　　尾

2 Ｌ
（4～5房）

2 Ｌ
（4～5房）

秀

特　秀

秀

特　秀

2,700円

2,400円

2,400円

2,700円

9 月 中 旬 頃

【価格表】（送料込み）

巨　峰

果肉締り果汁は多く糖度は18度位、上
質な香りがあり食味は極めて良好。
■ 申込受付　～9/5まで
■ 商品発送　9/11～20

9月中旬頃

高　尾

果肉は締り糖度は18～20度位、味は
濃厚で品質は極上。大粒の種なしぶど
うとして増殖されている有望種である
。
■ 申込受付　9/5まで
■ 商品発送　9/11～20

9月中旬頃

●●● WE LOVE　ふくしま ●●●

安心と信 頼の J A 新 ふくしまが贈る

秋の香り
を

お届けし
ます

平成23年度

福島の
なし＆ぶどう

　平素はJA新ふくしまに格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
　東日本大震災に端を発した原発事故により、福島の農業は大変な危機に
見舞われております。
　そのような中、全国の皆様から福島の農産物に対し本当にあたたかい応
援メッセージを数多くいただきましたことに対し、改めて感謝申し上げます。
　JA新ふくしまでは、こうした全国の皆様からの熱い声援にお応えし、安全
で安心な農産物を皆様にお届けするため、精一杯の努力を続けておりま
す。収穫時には、国、県の安全検査を実施し安全が確認された商品をお届
けいたします。福島の農家が丹精込めて栽培した農産物をご賞味いただけ
れば幸いです。
　わたしたちも一日でも早く全ての農産物が通常通り出荷でき、農家が笑顔
を取り戻せるよう一生懸命頑張って参りますので、今後とも福島の農産物をよ
ろしくお願いいたします。 新ふくしま農業協同組合

代表理事組合長　吾　妻　雄　二

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
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WE  L O V E

ふくしま

●●● WE LOVE　ふくしま ●●●
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品　　種 等　級荷　姿 金　額（送料込み）

28玉入／5,200円

32玉入／4,600円

14玉入／3,100円

16玉入／2,900円

24玉入／5,500円

28玉入／5,200円

12玉入／3,400円

14玉入／3,100円

28玉入／5,100円

32玉入／4,600円

14玉入／3,100円

16玉入／2,900円

特秀品

特秀品

特秀品

10kgDB

5kgDB

10kgDB

5kgDB

10kgDB

5kgDB

幸　水

豊　水

二十世紀

JA新ふくしま
からの贈り物
だよ!!

太 陽 の 恵 み を い っ ぱ い う け た

9 月 上 旬 ～ 1 0 月 上 旬

福島のなし福島のなし

【価格表】（送料込み）

9月上旬～9月中旬頃
幸　　水

果肉はち密で軟らかく多汁で、甘味が
強く酸味が少ない。
■ 申込受付　8/31まで
■ 商品発送　8/30～9/10

9月中旬～9月下旬頃
豊　　水

果肉はち密で軟らかく多汁で、酸味は
少しあるが甘味は強い。
■ 申込受付　9/10まで
■ 商品発送　9/20～9/30

9月中旬～9月下旬頃
二十世紀

肉質は軟らかくち密で多汁で甘味は
強い。
■ 申込受付　9/10まで
■ 商品発送　9/20～9/30

●●● WE LOVE　ふくしま ●●●●●● WE LOVE　ふくしま ●●●

【銀行振込】
前払いにて銀行振込でのお支払いとなります。
確認のメールがありましたら3日以内に入金してください。
入金確認後に発送となります。

商品は、発送開始日以降、順次１週間程度でお届け致します。離島、
その他一部の山間部地帯につきましては、通常よりもお時間を頂
く場合があります。
また、商品によっては、収穫時期の問題で、1週間以内に発送で
きないものもございます。商品の詳細ページをよくご確認の上、
ご注文いただきますようお願いいたします。

返品について
生ものにつき、万が一お届けした商品に腐れ、潰れ等御座いまし
たら、一度ご連絡の上、商品到着後２日以内にご連絡の程お願い
致します。
※詳しくはホームページをご覧ください。

ＪＡ新ふくしま
営農部　直販課

〒960-0185  福島市北矢野目字原田東1-1
TEL 024-553-3657  FAX 024-553-3119

ショッピング
サイトはこちら

■商品の代金振込方法、発送、返品について

JA新ふくしまここら
http://www.ja-cocora.com/

JA新ふくしま
HP www.shinfuku.jp/

■お問合せ先



●９月のイベントガイド

̶禁転載̶
　この冊子についてご意見・ご感想をお寄せください。
　FAX　022̶224̶8163までお願いいたします。

ハマボウフウ（浜防風）
　東日本大震災の大津波で、壊滅的な被害にあっ
た名取市閖上地区を訪れた。
　友人Ｏ氏の自宅は土台だけを残して流失してい
た。庭の一角には紫の「あやめ」の花が咲いていた。
　当地区は、10年前から乱獲で激減した「浜防
風」を、古里の海辺にしようとＯ氏を中心に活動を
展開してきた。
　茎や葉は食用として、根は漢方薬（風邪薬）と
して昔から重宝されてきた。
　この浜防風は大津波にも耐え、奇跡的に泥の中
から芽を出し花を咲かせた。
　６月18～19日の両日、この閖上の地で北は北海
道、南は静岡県の関係12団体が集い、第２回「ふる
さと海辺フォーラム」を開催した。
　遠方にはガレキの山、広がる砂浜には、津波に
耐えた「浜防風」の群生が花を咲かせていた。海
は蒼く、静かで穏やかな一日でした。
　花ことばは、恋の芽生えた瞬間

菅原　清男

平
成　

年
8
月　

日　

発
行

403
号

ホームページ　http://www1.bstream.jp/̃gencon/
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ゆりあげ

日時 イベント名 場所 お問い合わせ先

9月3日（土）
～9月4日（日）

奥会津雪むろそばま
つり・自然まるごと
ツーデーウォーク
［南会津町］

会津高原たかつえスキー場アス
トリアロッジ

南会津町観光物産協会舘岩
観光センター
Tel：0241-78-2546

9月3日（土） 第20回南郷豊年まつ
り［南会津町］ 南郷グラウンド 南会津町商工会南郷支所

Tel：0241-72-2041

9月4日（日）
第6回裏磐梯スカイバ
レーヒルクライム大
会2011［北塩原村］

休暇村裏磐梯多目的広場 北塩原村商工会
Tel：0241-33-2311

9月10日（土）

古町のまつり
［南会津町］

南会津町大字古町地内
廣瀬神社

南会津町観光物産協会伊南
観光センター
Tel：0241-76-2517

おたづき蔵どおり
わくわくフェスタ
［喜多方市］

喜多方市南町界隈 喜多方市観光交流課
Tel：0241-24-5200

9月11日（日）

会津磐梯山全国大会
［猪苗代町］ 猪苗代町体験交流館 実行委員会事務局

Tel：0242-62-2331
そばの花・ウォーク
ｉｎ雄国［喜多方市］ 喜多方市熊倉町雄国地区

喜多方市観光交流課
Tel：0241-24-5200

9月14日（水）
～19日（月）

風とロックフェス
［猪苗代町］

14日：奥会津　季の郷　湯ら里
15日：会津若松　鶴ヶ城公園
16日：猪苗代　志田浜
17日：風とロックSUPER野馬
追メインスタジアム
18日：相馬市光陽ソフトボール
場わいわいひろば
19日：いわき　日産自動車いわ
き工場

福島民報事務局
Tel：024-531-4171

9月17日（土）
～19日（月・祝）

遠藤ケ滝不動尊秋季
例大祭［大玉村］ 遠藤ケ滝不動尊境内 大玉村観光協会

Tel：0243-48-3131
9月17日（土）
～18日（日）

ばんげ秋祭り
［会津坂下町］　

会津坂下町役場前
メインストリート

会津坂下町観光物産協会
Tel：0242-83-2111

9月17日（土）
～11月19日（土）

きたかた喜楽里博　
［喜多方市］ 喜多方市内

きたかた喜楽里博運営委員
会事務局
Tel：0241-24-5200

9月22日（木）
～24日（土）

会津まつり
［会津若松市］

22日：提灯行列［陸上競技場
～神明通り］
22日～23日：会津磐梯山踊り
［神明通り］
23日：先人感謝祭 会津藩校行
列［鶴ヶ城本丸、神明通り等］
24日：鼓笛隊パレード・日新
館童子行列［中央通り等］

会津まつり実行委員会事務
局（会津若松観光物産協会）
Tel：0242-36-5043

9月23日（金・祝）第16回国見町義経まつり［国見町］ 国見町上野台運動公園 国見町役場企画情報課
Tel：024-585-2927

9月24日（土）
～25日（日）

あぶくま洞秋まつり
［田村市］ あぶくま洞特設ステージ あぶくま洞管理事務所

Tel：0247-78-2125

9月25日（日）

西会津フォルクスワ
ーゲン大集合
［西会津町］

西会津町温泉健康保養センター 西会津町振興公社
Tel：0241-45-2025

会津新撰組まつり＆
七日町フェスタ
［会津若松市］

阿弥陀寺・七日町市民広場・
インター南部幹線

七日町通りまちなみ協議会
Tel：0242-32-1187

南会津太鼓まつり　
［南会津町］ 御蔵入交流館 南会津太鼓まつり実行委員会

Tel：0241-62-6311
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