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直売所のご案内 ご紹介した商品のほかにも、オリジナル商品や新鮮な農作物を豊富に取り揃えて、皆さまのご来店をお待ちしております！

夏の定番！

熱中症対策

●袋入り…1袋［300g］ ●ペットボトル…1本［350㎖］●袋入り…1袋［300g］ ●ペットボトル…1本［350㎖］

情報満載！！ JA夢みなみホームページ
http://www.ja-yumeminami.or.jp/

［クックパッド］ ゆめみちゃん☆のキッチン
随時更新中！！

PRするよ！PRするよ！

独自助成で農業支援独自助成で農業支援

■当JAが開発した多くのオリジナル商品の中か
ら“夏の元気を応援する”商品をピックアップ
しました。お近くの農産物直売所にぜひお越し
ください。

ＪＡ夢みなみ「5年間のあゆみ」

これからの「地域と農業」

オリジナル商品のご紹介

クックパッド ゆめみちゃん 検索

■JA夢みなみが誕生してから５年間の出来事を
写真と年表とともに振り返ります。

■各事業（信用・共済・購買・販売）の実績の推移を
をご覧いただけます。

これからの「地域と農業」
時代とともにかわりゆく農業のあり方に対応しながら、策定した「正夢プラン」をもとに、今後もさらに組合員の皆様のお役に立てますように
努力を重ねてまいります。

サービスやイベントを通して組合員や
地域の方とのつながりを強化し、皆さ
まの暮らしを支える取り組みを続けて
いきます。
［直売所でのポイントPR活動］

ブランドPR

北海道のTRIALにて
限定販売の

オリジナルパッケージ

地域産業としての農業

次世代を担う子供達が農業への理解や
親しみをさらに深め、持続可能な農業生
産の実現に繋がるよう、様々な活動を展
開しています。
［「あぐりスクール（小学生対象）」での施設見学と
農家訪問の様子］

新規就農者や規模拡大を目指す農業者
支援として、合併初年度からJA独自助

成（地域農業振興支援事業）を実施しています。
［助成事業を活用したトマト栽培用のパイプハウス］

ＪＡとの新たなつながり

1食［各200g］1食［各200g］

と共同開発！オリジナル商品

〒962-0053 須賀川市卸町54 

TEL.0248-73-5261

営業時間▶9：00～18：00
定 休 日▶第1水曜日、年末年始

※おやつ工房は毎週水曜日

〒961-8585 白河市弥次郎窪29-1

TEL.0248-23-2500

営業時間▶9：00～18：00
定 休 日▶第1水曜日、年末年始

※ジェラートコーナーは
　毎週水曜日

〒963-7857 石川郡石川町当町109-8

TEL.0247-26-6264

営業時間▶9：30～17：30
定 休 日▶毎週水曜日、

年末年始

甘熟トマトを丸ごと絞った
濃厚ソース

はとむぎ
美 麗

夢みなみ産はとむぎ
を使い、無添加にこだ
わった自然派化粧水。
乳液もあります。

いしかわ牛 ビーフシチュー/味噌カレー
じっくり煮込んだ肉の旨味と深い味わいをご家庭で！

トマトは夢みなみ産100％！発売以来、大人気商品です。

甘酒は水分・塩分・糖分がバランス
よく補給でき、熱中症対策や夏バテ
予防が期待できます。

地元産のはとむぎを
使った、風味豊かな自
然飲料です。作り立て
の美味しさをご家族皆
さんでどうぞ！

1本
［500㎖］
1本

［500㎖］ 1本
［375㎖］
1本

［375㎖］

はとむぎ入り
せんべい
香り豊かなサクサク
おせんべい！

1袋［12枚入り］1袋［12枚入り］

1本［150㎖］1本［150㎖］

“夏の元気を応援する”商品をピックアップしました！
お求めは下記の農産物直売所でどうぞ！

あまざけ

はとむぎ茶

頑固おやじの
手前みそ・田楽みそ

ＪＡ夢みなみ

1本［300㎖］1本［300㎖］

人気のみそをパック型でお手軽に！

1パック
［250g］
1パック
［250g］

プロ野球・日本シリーズに協賛し、敢闘選手
に夢みなみ産特別栽培米「コシヒカリ」と季
節の野菜・果物の詰め合わせ１年分を贈呈
し、夢みなみブランドを全国にＰＲしています！
［選手に夢みなみ産特別栽培米「コシヒカリ」を贈呈］

■当JA独自の取り組みや活動をご紹介しながら、
今後の目標や展望についてご案内します。

JA夢みなみが誕生して5年。

私たちは「地域の架け橋」となることを目指し、みなさまと共に歩んでまいりました。

安心して暮らせる地域社会実現のため、ともに助け合い、

健康で心豊かな暮らしをサポートすることが私たちの重要な使命と考えます。

これからも「食」と「緑」と「水」を守り続け、

豊かな大地を次世代へつなぐ「地域の架け橋」となれるよう

組織基盤の強化に努め、全力で進み続けます。

「地域の架け橋」として

天乃屋
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2017

2018
2019

2020

３月にオープニングセレモニーを行い、
JA夢みなみ発足を祝いました。

JＧＡＰ指導員資格を有する営農指導担当職員が、農産物の保証書となる第三者認証ＧＡＰ
取得を目指す生産者を支援・サポートし、団体・個人での認証取得に取り組んでおります。
持続的な農業生産に向け、引き続き支援・サ
ポートをしていきます。

販売促進活動の一環として、全国各地へ出向き精力的にトップセールスを行って
おります。PR活動の強化に向け、2018年度からは「夢ガールキャンペーン隊」
を結成。女性職員で構成されたメンバーが、夢みなみブランドの消費・販路拡
大を目指し、様々な場面でＪＡ夢みなみの農畜産物の魅力を発信しています。

2019年10月に発生した台風19号は、ＪＡ管内
に甚大な被害を及ぼしました。一刻も早い営
農再開に向け、各市町村に支援要望書を提出
するとともに、国や県とも連携して被災農家
の支援に努めた結果、被災した全生産者が営
農再開を果たすことができました。

2020年、新型コロナウイルス感染症が世界的に大流行。これを
受け、パーテーションや消毒液の設置等、感染拡大防止に努め
るとともに、ＪＡ産米や医療用マスクを関係機関に贈り、地域支
援を行いました。

須賀川本店で行われたオープニングセレモニー

JGAP認証を取得した
TCトマト班

台風19号被害

異常気象対策本部

第１回サッカー大会

医療用マスク贈呈式

学生へのコロナ支援米贈呈3地区共計に向けた
露地キュウリ3地区合同目揃会

台湾温泉旅情と高雄・日月潭・台北5日間

園芸振興大会
スローガン「量は力なり」「品質は信頼なり」

生き活きくらぶ小平開所式

福島県沖地震被害 東部果実選果場選果設備新設工事・竣工式

女性部生活文化活動発表交流会

水田農業振興大会
うまい米コンテスト表彰

夢ガール出発式 台風19号現地調査

准組合員のつどい

ベトナム企画旅行

こ
れ
か
ら
も
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！

安心して暮らせる「幸せづくり」のお手伝いで「選ばれるＪＡ」をめざします。

大
変
な
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●JA夢みなみ発足セレモニー・式典
●エゴマ商品発表会
●JA夢みなみ青年連盟設立総会
●JA夢みなみ女性部組織連絡協議会
　設立総会
●「はとむぎ入りせんべい」
　ふくしまおいしい大賞2015を受賞
●JA夢みなみ産米改良協会設立総会
●JA夢みなみ青果物輸送協議会設立総会
●第1回通常総代会
●蔬菜関西向け出発式典
●ハトムギと健康講演会（いしかわ地区）
●ハトムギと健康講演会（すかがわ地区）
●デイサービスかしま1周年イベント
●JA夢みなみ自動車・自賠責共済代理店
組織設立総会

●第1回JA夢みなみ肉用牛共進会
●エゴマ復活プロジェクト講演会
●合併記念「台湾温泉旅情と高雄・日月潭・
台北5日間」

●第1回JA夢みなみ枝肉研究会
●JA夢みなみ杯 小学生ドッジボール大会
●管内市町村へのLED防犯灯贈呈式

●JA夢みなみ園芸振興大会
●第1回JA夢みなみ組合長杯サッカー大会
●JA夢みなみ香港・マカオ企画旅行
●三神支店TCトマト班トマトでJGAP団体
認証取得（団体県内初）

●JAバンク教育本贈呈式
●野生鳥獣被害対策（イノシシ用電気柵導
入支援）

●元気高齢者施設生き活きくらぶ小平
　開所式
●JA夢みなみ農産物販促員
　（夢ガールキャンペーン隊）出発式
●はたけんぼ15周年祭
●り菜あん10周年祭
●JA夢みなみ梨（幸水）品評会
●安心館リニューアルオープンセレモニー
●年金友の会芸能発表大会
●企画旅行北陸新幹線金沢の旅
●JA夢みなみ女性部生活文化活動発表
　交流会
●JA夢みなみ水田農業振興大会
●㈱JAしらかわアグリはとむぎでJGAP
　認証取得（個人初）

●第2次農業振興計画（正夢プラン）策定
●農作物異常気象対策本部設置
●㈱JAサービス夢みなみ新事務所開所式
●台風19号被害緊急対策本部設置
●台風19号災害に関する緊急支援
　要望活動
●JA夢みなみベトナム企画旅行
●JA夢みなみ第1回准組合員のつどい

●新型コロナウイルス対策本部設置
●日本大学生、奥羽大学生、白河厚生総合
病院看護学院生への支援米贈呈式

●東部果実選果場選果設備新設工事・
　竣工式
●医療用マスク贈呈式
　（白河厚生総合病院）
●きゅうりん館リニューアル工事
　安全祈願祭
●サッカースポーツ少年団への支援品
　贈呈式
●激励米贈呈式（学校法人石川高等学校）
●福島県沖地震対策本部設置
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スマート農業に向けドローンの飛行演習を行う職員

地域の懸け橋として地域農業を未来へつなぐJA夢みなみのスタートです！

私たちの歩み

　2016年３月に、「ＪＡすかがわ岩瀬」「ＪＡしらかわ」「ＪＡあぶくま
石川」の３ＪＡが手を取り合い、「ＪＡ夢みなみ」が誕生し、5年が
経過しました。
　地域農業の振興と農業所得の拡大、地域活動への積極的な参加による地域貢献を最大の使命とし、
「安心して暮らせる幸せづくりを基本とします」「地域の柱となり特色ある農畜産物作りを進め、選ばれる
JAを目指します」「地域農業を未来へつなぐ架け橋となります」の3項目を基本理念に、各種事業を展開し、
これからも組織基盤の強化に努め、地域とともに歩み続けていきます。

夢みなみ農業協同組合
代表理事組合長

橋本  正和

夢みなみ農業協同組合
代表理事組合長

橋本  正和

●燃料、農機事業については子会社
　移管のため除く

単位（百万円）

15,086 15,326 15,449 15,173
14,283

H28 H29 H30 R1 R2H28

178,950 184,975
190,806 194,851

201,578

39,86839,868 42,15242,152 47,54047,540 48,96148,961 51,30951,309

H29 H30 R1 R2

ＪＡ夢みなみ 5年間の事業推移

6,153
5,560 5,628 5,299

5,683

H28 H29 H30 R1 R2H28 H29 H30 R1 R2

購買事業共済事業（長期共済保有高） 販売事業貯金 貸出金信用事業

894,083 860,319 824,180 789,844 764,484


