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躍べ！！ＪＡ南彩青年部！ 
 

ＪＡ南彩青年部 

部長 原 直樹 

 

 

平成 25年に設立したＪＡ南彩青年部も今年で 10 年が経過しました。 

この度、設立から今日までの足跡を記録としてまとめ PDF冊子として発行いたしました。就任

当初よりコロナ禍の影響により様々な青年部活動が自粛せざるを得ない状況ではありましたが、

可能な限りの青年部活動ができたのは、組合長はじめ常勤役員の皆様や職員の皆様、ＪＡ南彩青

年部の役員含め盟友皆様のご支援・ご協力の賜物と深く感謝申し上げます。 

 さて、昨今の農業情勢は、いまだ続くコロナ禍の影響やロシア軍のウクライナへの軍事侵攻と

農業に限らず世界経済に大きな打撃を与え、私たちの営農活動はさらに厳しさを増している状況

であります。燃油や肥料や資材の高騰はもちろんのこと、半導体不足よる納期の遅れや鋼材高騰

による農業機械のさらなる高騰、さらに毎年のように起こる自然災害など未だかつてないような

試練が続いておりますが、ＪＡ南彩青年部盟友一同が一丸となってこの危機を乗り越えて行かな

ければならないと思っております。 

 近年、ＪＡ南彩青年部には釣り同好会・キャンプ同好会・ラーメン同好会・バイク同好会が立

ち上がりました。メンバーはＪＡ南彩青年部員で構成されておりますが、家族で参加される方や

埼玉県内の他の単組の盟友など幅広く参加していただいております。情報交換の場所でもあり、

盟友同士の交流や仕事の息抜きなど貴重な時間を過ごせるので、引き続き同好会活動は活発に行

っていければと思っております。また、チャリンコ同好会も間もなく立ち上がる予定でございま

すので興味がある方は是非お気軽にご参加下さい。 

 最後になりましたが、ＪＡ南彩青年部は地域のパイオニアとして、また逆境に立ち向かうチャ

レンジャーとして今後も地域農業を守り、更なる発展ができるような青年部活動を行いたいと思

っておりますので、組合長をはじめとした関係各機関の皆様、盟友の皆様により一層のご理解と

ご協力をお願い申し上げ、ご挨拶とさせていただきます。 

 

  



 

ＪＡ南彩青年部設立１０周年を祝して 
 

 

南 彩 農 業 協 同 組 合 

代表理事組合長 菊池 義雄 

  

 

ＪＡ南彩青年部が平成２５年１月に設立され、ここに１０周年を迎えられましたことを心より

お慶び申し上げます。 

青年部の盟友の皆様におかれましては、地域農業の担い手としてＪＡと共に地域農業の振興を

図り、「食」と「農」と「環境」を守り、地域社会の発展に対し、様々な場面で貢献されておりま

す。 

これまで組織の先導者としてご活躍頂いた歴代の部長並びに役員の皆様のご尽力に対し、心か

ら敬意と感謝を申し上げます。 

さて、農業を取り巻く環境は、担い手不足・生産者の高齢化等により、生産基盤が縮小し、耕

作放棄地は年々拡大傾向にあります。さらに、令和２年１月より世界に広がった新型コロナウイ

ルス感染症の影響により、日本経済は、ＧＤＰ成長率の低下を招き、社会経済活動に大きな影響

をもたらしました。農業面においては、コロナ禍による業務用需要の大幅な減少により、米をは

じめとする農産物の需給環境の悪化が現在も解消されずに価格の低迷が続いております。また、

令和４年にはロシアによるウクライナ侵攻に端を発した穀物や飼料価格の高騰に加え、肥料原材

料の世界市況の上昇に急速な円安の進展によって肥料を始めとする生産コストの上昇を招いてお

ります。 

このような厳しい状況を打破するために地域農業をけん引する青年部盟友の皆様の活躍はます

ます重要であります。 

令和３年１１月開催のＪＡ埼玉県大会では、「持続可能な農業・地域共生の未来づくり」をメイ

ンテーマとし、１０年後のめざす姿として「持続可能な農業の実現」「豊かで暮らしやすい地域共

生社会の実現」「協同組合としての役割発揮」を掲げ、不断の自己改革によるさらなる進化に取り

組んでいく所存であります。 

結びにＪＡの宝であるＪＡ南彩青年部が設立１０周年を機に、今後も地域農業を支え、地域の

リーダーとして活力のある組織活動を通じ、地域社会に貢献する組織として、益々躍進されます

ことをご祈念申し上げ、お祝いのご挨拶といたします。 

 

 

 

 



 

ＪＡ南彩青年部１０周年記念誌によせて 
 

 

埼玉県農協青年部協議会 

委員長  森田  泰弘 

 

 

この度、ＪＡ南彩青年部が多くの盟友および関係者の皆様のご尽力のもと、結成１０周年を迎

えられ、ここに記念誌が発刊されますことを心よりお祝い申し上げます。 

貴組織が発足以来１０周年を迎えられることは、農業後継者の意思を結集し、農政活動への取

り組みや、地域の人々との交流を深める活動、農協運営への提言など、常に南彩青年部の発展と

農家の経営安定を目指した不断の努力と結集の成果であり、深く敬意を表すものであります。 

近年の農業を取り巻く情勢としては、依然続く新型コロナウイルス感染症の影響、世界情勢や

原油価格の高騰を要因とする農業資材価格の相次ぐ値上げ、年々大きくなる気候変動による災害

級の異常気象等は、営農環境においてより一層の厳しさを増しています。 

現在の農業・地域社会は、これまでに経験したことのないような変化を遂げていますが、我々

若手農業者は、既存の枠にとらわれない発想力や行動力などの若者らしさを活かし、手を取り合

って今後とも様々な問題や困難を乗り越えていかなければなりません。 

青年農業者の、農業への熱い思いと、新たなものに挑戦する勇気を持ち、何よりも仲間同士の

固い結びつきによって、私たちが望む将来の実現に向けて一歩ずつ前進して未来を切り開いてい

きましょう。 

最後に、ＪＡ南彩青年部の活動が更に活発になりますことをご祈念申し上げまして、記念誌刊

行に寄せてのお祝いの言葉とさせていただきます。 

１０周年、誠におめでとうございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

歴代部長メッセージ 
 

 

 この度、ＪＡ南彩青年部設立１０周年を迎えられましたこと、心よりお

慶び申し上げます。私は部長を平成２４年～２７年度まで務めさせて頂き

ました。当時の私は就農し 3 年目を迎えた若輩者でありました。しかし、

１００名を超える盟友の皆様や事務局の方々に支えられ、２期４年という

期間を大過なく全うする事ができました。 

 また、ＪＡ埼玉県青年部協議会にもＪＡ南彩青年部の代表として参加さ

せて頂き、日比谷公会堂にてＴＰＰ反対デモや全国の盟友との海外研修等

の貴重な経験もさせて頂きました。 

 現在、我々を取り巻く農業情勢は、ロシア・ウクライナ戦争や円安によ

るエネルギー資源・肥料価格の高騰で大変厳しい状況になっております。

このような厳しい状況だからこそ盟友の若い力を集め、柔軟な発想・新し

いアイデアで地域農業をより良い形に導いて頂ければ幸いです。今後共、

ＪＡ南彩青年部・関係各位の皆様のご健勝とご多幸をお祈り申し上げ、お

祝いのご挨拶とさせて頂きます。 

 

 

 

 

 

 

 

ＪＡ南彩青年部設立１０周年おめでとうございます。心よりお慶び申し

上げます。 

私は設立当初から役員として関わらせていただき、部長としては２年間

務めさせていただきました。盟友達と様々なアイデアを出し合い、シンボ

ルマークを作り上げたのを昨日の事のように感じます。この１０年間、目

まぐるしく変わる社会情勢とともに農業も大きな影響を受けてきました。

その様な中においてもＪＡ南彩青年部はしっかりと前を向き、様々な活動

と学習を重ね、経験し、絆を深めてきました。仲間との強い繋がりこそが

１０年間積み上げてきた最大の宝だと思っています。 

ＪＡ南彩青年部は、真面目も遊びもしっかり出来る。そんな柔軟さが

「 魅力 」だと思っています。今後、農業を取り巻く状況がさらに厳しさ

を増したとしても、「 魅力 」を発揮して共に飛び越えていきましょう。ど

んな時も楽しむ事を忘れず、皆で歴史を重ねていけるよう心からご祈念申

し上げます。 

 

初代 部長 

（平成 24 年度～

27 年度） 

荒井庄一 

2 代目 部長 

（平成 28 年度～

29 年度） 

濱野一利 



 

ＪＡ南彩青年部１０周年おめでとうございます。 

１０年間の活動にご協力いただいた盟友の皆様、組合長を始め役職員の皆

様には感謝申し上げます。 

また、私の部長任期中を振り返ると、周囲の人に恵まれて助けられたと思い

ます。盟友の皆様ありがとうございました。 

 さて、日本の農家数はＪＡ南彩として合併された１９９６年の約４００万

戸から２０２２年現在は１００万戸を切っています。この先１０年を考えて

もさらに減っていくことが予想されます。 

そのような状況ではさらに地域の枠を超えて、協同し様々な困難や課題に立

ち向かわなければと考えております。 

 私がイメージした理想的な組織のイメージは Google が４年間の歳月をか

け調査を行った、「 生産性が高いチームの共通点を発見するプロジェク

ト 」の結果が腑に落ちましたのでその一部をご紹介させていただきます。 

健全な議論とは、対人関係のリスクを考慮した空気の読み合いや、発言す

ることによる罰や不安などのネガティブな要素に支配されることなく、異な

る思考同士の意見の交換・検討ができる場のこと。 この場の根底にあるの

がチームの心理的安全性である。 

心理的安全性とは、チーム全体の成果に向けて「率直な意見」「素朴な質

問」「違和感の指摘」が気軽に言い合える状態を指す。 

日本国内で心理的安全性に影響を与える要因として、 

 

1.話しやすさ：「何を言っても大丈夫」 

 

2.助け合い：「困ったときはお互い様」 

 

3.挑戦：「取りあえずやってみよう」 

 

4.新規歓迎：「新しい視点や個性は大歓迎」 

 

という４つの要素を明らかにしています。つまり、この４つに対して対策

を施すことで、チームの心理的安全性は高まると言えるのです。 

 現在のＪＡ南彩青年部役員のやり取りを見ていると、既にこの状態に近

く、理想の形になっていると思います。 

 最後に、４０歳を越えて何でも相談できる仲間が出来た事が最大の宝で

す。今後も盟友の皆様と楽しく活動して行きましょう。 

 

 

 

３代目 部長 

（平成30年度～

令和元年度）

大澤一樹 



 

歴代部長 
 

     年 度           氏 名    地区   

 

初代   平成２４年度～２７年度   荒井庄一   白岡   

 

２代目  平成２８年度～２９年度   濱野一利   岩槻   

 

３代目  平成３０年度～令和元年度  大澤一樹   菖蒲   

 

４代目  令和２年度～４年度     原直樹    春日部  

  



 

歴代事務局メッセージ 
 

 

 

 

 

 

初代 事務局 

平成 24～25年度 

黒澤邦嘉 

2代目 事務局 

平成 26年度 

山崎誠 

3 代目 事務局 

平成 27～28年度 

上杉力 

 

4代目 事務局 

平成 29～30年度 

中込敏弘 

5代目 事務局 

令和元年度～ 

山岸知寛 

JA 南彩青年部設立 10 周年

おめでとうございます！！ 



 

  

平成２５年４月～平成２６年３月

活動内容 実施場所

4月9日 （火） ＪＡ県青年協委員長・事務局会議 さいたま市農林会館

4月19日 （金） ＪＡ埼玉県青年部協議会第３５回通常総会 さいたま市全農高砂ビル

4月24日 （水） 視察研修会及び交流会 朝日工業・ららん藤岡

5月7日 （火） 役員会 白岡大山支店

5月22日 （水） 第１回通常総会 ＪＡ南彩本店大会議室

5月28日 （火） ＪＡ県青年協委員長・事務局会議 さいたま市農林会館

6月4日 （火） JA東京中央・県職員田植え体験 菖蒲カントリーエレベーター横圃場

6月15日 （土） 全国一斉ＴＰＰ反対街宣活動 ＪＲ大宮駅

6月22日 （土） ＴＰＰ反対陳情 埼玉県庁

7月3日 （水） ソフトボール練習 春日部　大沼グランド

7月9日 （火） ＪＡ県青年協委員長・事務局会議 さいたま市農林会館

7月22日 （月） 県青年協ソフトボール大会 東京健保組合大宮運動場

7月27日 （土） 結婚活動 むさしの村

8月12日 （月） 役員会 ＪＡ南彩白岡大山支店

8月22日 （木） ＪＡ埼玉県青年部体験交流集会 さいたま市別所沼会館

9月10日 （火） ＪＡ県青年協委員長・事務局会議 さいたま市農林会館

9月26日 （木） 役員会 ＪＡ南彩蓮田営農経済センター

10月10日 （木） JA東京中央・県職員稲刈り体験 菖蒲カントリーエレベーター横圃場

10月30日 （水） 岩槻地区農薬勉強会 岩槻和土支店

11月2日 （土） ドリームフェスタ 岩鼻運動公園

11月19日 （火） ＪＡ県青年協委員長・事務局会議 ＪＡ埼玉県信連大里分館

12月4日 （水） 岩槻地区農薬勉強会 岩槻和土支店

12月12日 （木） 関東甲信越地区農協青年組織協議会活動実績発表 千葉市文化センター

12月13日 （金） 県青年協国会議員懇談会 さいたま市

12月16日 （月） 役員会 ＪＡ南彩本店

1月15日 （水） 土壌診断講習会 川越地方庁舎

1月17日 （金） ＪＡ県青年協委員長・事務局会議 さいたま市農林会館

1月22日 （水） 意見交換会及び新年会 ＪＡ南彩三箇支店

1月25日 （土） 県青年協婚活 ラフレさいたま・ＪＡ南彩

2月13日 （木） 全国ＪＡ青年部大会 日比谷公会堂

県外視察研修 日本フルハーフ、横浜輸入倉庫

3月2日 （金） 岩槻地区国会議員懇談会 岩槻区鮒又

3月7日 （金） ＪＡ県青年協委員長・事務局会議 さいたま市農林会館

3月20日 （木） 役員会 ＪＡ南彩蓮田営農経済センター

実施日

平成２５年度ＪＡ南彩青年部活動報告

２月25日（火）～２６日（水）



H25,1,25 

 

H25 

  

設立総会 

土壌診断講習会 

ドリームフェスタ 

ＪＡ全国青年大会 



 

 

 

 

 

 

 

 

ソフトボール大会➁    

 

ソフトボール大会➀

 

ソフトボール大会④ 

 

ソフトボール大会➂   

 

ソフトボール大会⑤ 

 

ソフトボール大会⑥   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ソフトボール大会⑦   

 

ソフトボール大会⑧   

 

ソフトボール大会⑨   

 ソフトボール大会⑩   

 

ソフトボール大会⑪   

 

ソフトボール大会⑫  

 



 

 

 

 

 

 

 

  

稲刈り体験➀ 

田植え体験② 

 

田植え体験① 

 

田植え体験③ 

 

稲刈り体験② 

稲刈り体験③ 



 

 

 

 

視察研修➁ 

 

 

 

視察研修① 

 

 

 

 

視察研修③ 
視察研修④ 

視察研修⑤ 
視察研修⑥ 



 
平成２６年４月～平成２７年３月

活動内容 実施場所

4月8日（火） ＪＡ埼玉県青年部協議会第３６回通常総会 さいたま市別所沼会館

4月24日（木） 役員会 ＪＡ南彩白岡大山支店２階会議室

5月19日（月） 大澤悠里のゆうゆうワイド取材手伝い 菖蒲グリーンセンター

5月20日（火） 第２回通常総会 ＪＡ南彩本店大会議室

5月23日（金） 県青協役員・事務局会議 農林会館中央会地下会議室

6月4日 (水) JA東京中央　田植え体験 菖蒲カントリーエレベーター横圃場

6月18日（水） ソフトボール練習 春日部大沼グラウンド

6月21日（土） ＪＡ越谷グリーンクラブ合同事業検討会 ＪＡ南彩岩槻和土支店　会議室

6月25日（水） 役員会 ＪＡ南彩白岡営農経済センター会議室

7月11日（金） 県青協「食と農の理解促進」街宣活動 浦和駅前

7月14日（月） ソフトボール練習 春日部大沼グラウンド

7月24日（木） 第３６回ＪＡ埼玉県青年部親善ソフトボール大会 東京健保組合大宮運動場

7月31日（木） ＪＡ熊谷アグリユース交流会 大宮

8月6日（水） 県青協役員・事務局会議 東京大手町ＪＡビル２７階会議室

8月20日（水） ＪＡ東京中央青壮年部視察対応 岩槻地区圃場、菖蒲地区梨圃場

8月22日（金） 県青協体験交流集会・青年の主張大会 浦和高砂ビル

8月29日（金） 役員会 ＪＡ南彩蓮田営農経済センター

9月26日（金） 役員会 ＪＡ南彩白岡営農経済センター

10月1日（水） ソフトボール練習 春日部大沼グラウンド

10月7日（火） JA東京中央　稲刈り体験 菖蒲カントリーエレベーター横圃場

10月9日（木） 第37回JA関東甲信越地区青年部親善球技大会 群馬県前橋市　桃の木川グラウンド

11月9日 (日） 2014彩の国食と農林業ドリームフェスタ 所沢航空記念公園

12月1日（月） 役員会 ＪＡ南彩春日部支店小会議室

12月上旬 各地区ふれあい感謝祭参加

12月9日（火） 県青協結婚活動事前レクチャー 浦和高砂ビル

12月19日 (金） 関東甲信越地区農協青年組織協議会活動実績発表会・青年の主張大会 神奈川県横浜市教育会館

12月22日（月） ＪＡ営農指導員研究会・意見交換会 浦和高砂ビル

1月14日 (水） 土壌診断講習会　役員事前打合せ ＪＡ南彩春日部支店　大会議室

1月16日（金） 土壌診断講習会 ＪＡ南彩春日部支店　大会議室

1月29日 (木） 意見交換会及び新年会 ＪＡ南彩本店　大会議室

2月7日 (土） 県青年協結婚活動 川越

2月19日 (木） 第６１回ＪＡ全国青年大会 東京　日比谷公会堂

2月20日（金） ＪＡ全青協６０周年記念式典 千葉　舞浜アンフィシアター

2月25日 （水） ＪＡ東京中央青壮年部視察交流会 ＪＡ東京中央

3月13日 (金) 　　ＪＡ南彩青年部・ＪＡくまがやアグリユース・ＪＡ埼玉中央青年部役員交流会 大宮駅前

平成２６年度ＪＡ南彩青年部活動報告

実施日
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ソフトボール大会① 

ソフトボール大会② 

ソフトボール大会③ 

ソフトボール大会④ 

ソフトボール大会⑤ 



  
ソフトボール大会⑥ ソフトボール大会⑦ 

意見交換会 
青年の主張大会①

① 

 

青年の主張大会② 

 

青年の主張大会③ 

 

視察受入① 

 

視察受入②

② 



 

  

視察交流会① 

 

視察交流会② 

 

視察交流会③

③ 

視察交流会④ 

視察交流会⑤

⑤ 

視察交流会⑥ 



 

  

土壌診断講習会① 

 

土壌診断講習会② 

 

土壌診断講習会③ 

 

土壌診断講習会④ 

 



 

  

平成２７年４月～平成２８年３月

活動内容 実施場所

4月15日（火） ＪＡ埼玉県青年部協議会第３７回通常総会 埼玉会館

4月16日（水） ソフトボール練習 大沼グラウンド

4月23日（木） 役員会 ＪＡ南彩白岡営農経済センター

5月7日 (木) ソフトボール練習 大沼グラウンド

5月26日（火） 第３回通常総会 ＪＡ南彩岩槻和土支店２階会議室

6月2日（火） JA県青協委員長・事務局会議 農林会館中央会地下会議室

6月5日 (金) JA東京中央　田植え体験 菖蒲カントリーエレベーター横圃場

6月12日（金） 役員会 JA南彩蓮田営農経済センター

7月22日（水） ソフトボール練習（JA南彩野球部合同） 黒浜グラウンド

7月29日（金） 第３７回JA埼玉県青年部親善ソフトボール大会 東京健保組合大宮運動場

8月1日（土） 福島県青協との桃販売 JA南彩菖蒲グリーンセンター

8月21日（金） JA県青協委員長・事務局会議 JAビル（大手町）

9月3日（木） 役員会 JA南彩蓮田営農経済センター

9月27日（日） ソフトボール練習試合（三芳） 三芳町総合運動場

10月9日（金） JA県青協委員長・事務局会議 農林会館中央会地下会議室

10月21日（水） 重油暖房機の燃油削減実演研修会（岩槻） 浜野力宅ハウス

10月27日（火） 県青協体験交流集会・青年の主張大会 埼玉県信連浦和分館

11月14日（土） 2015彩の国食と農林業ドリームフェスタ 川口市SKIPシティ

11月17日（火） 重油暖房機の燃油削減実演研修会（白岡・菖蒲） 進藤隆宏宅ハウス

11月19日（木） JA埼玉県大会 大宮ソニックシティ

12月3日（木） 関東甲信越地区農協青年組織協議会活動実績発表会・青年の主張大会、役員会 大宮ソニックシティ

12月22日（月） ＪＡ営農指導員研究会・意見交換会 浦和高砂ビル

ＪＡ県青年協委員長・事務局会議 群馬県渋川市伊香保町

1月28日 (木) 意見交換会及び新年会 ＪＡ南彩久喜江面支店　会議室

2月2日 (火) ＪＡ南彩青年部全体研修会農業生産工程管理ＧＡＰ研修 岩槻和土支店　会議室

3月4日 (金) 28年産水田農業等に係るＪＡ全中との意見交換会及びＪＡ県青協委員長・事務局会議 浦和　農林会館

3月8日 (火) 全体県外視察研修 トーホク種苗㈱他

3月24日 (木) ＪＡ埼玉県中央会表敬訪問 浦和　農林会館

3月30日 (水) 役員会 蓮田営農経済センター

平成27年度ＪＡ南彩青年部活動報告

実施日

1月26日(火)～27日(水)
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第 3回通常総会 

田植え体験① 

田植え体験② 

田植え体験③ 



 

 

  視察研修① 

視察研修② 

視察研修③ 

青年の主張大会① 



 

  

青年の主張大会② ソフトボール大会① 

 

ソフトボール大会② 

 

ソフトボール大会③ 

 

ソフトボール大会④ 

 

ソフトボール大会⑤ 

 



 

  

平成２８年４月～平成２９年３月

活動内容 実施場所

4月12日（火） ＪＡ埼玉県青年部協議会第３８回通常総会 埼玉県県民健康センター

4月26日（火） 役員会・新旧役員顔合わせ ＪＡ南彩蓮田支店会議室

5月20日（金） 熊本支援に係る支援募金チャリティ販促会 埼玉県庁第１庁舎　みどりの広場

5月26日（木） 組織討議に関する若手生産者との意見交換会 大手町ＪＡビル３６階会議室

5月30日（月） 埼玉県選出自民党国会議員との意見交換会 永田町第１議員会館

6月7日（火） JA県青協委員長・事務局会議 農林会館中央会地下会議室

6月8日（水） ソフトボール練習（JA南彩野球部合同） 大沼グラウンド

6月21日（火） 第４回通常総会 ＪＡ南彩春日部支店会議室

6月28日（火） 勉強会（シンジェンタジャパン） ＪＡ南彩岩槻和土支店会議室

7月6日（水） 役員会・越谷グリーンクラブ交流会 ＪＡ越谷　会議室

7月13日（水） ソフトボール練習（JA南彩野球部合同） 南栄町グラウンド

7月25日（月） 第３８回JA埼玉県青年部親善ソフトボール大会 東京健保組合大宮運動場

8月5日（金） ＪＡ埼玉県青協事業検討会 農林会館中央会地下会議室

8月23日（火） JA県青協委員長・事務局会議 ＪＡくまがや会議室

8月30日（火） 役員会 ＪＡ南彩蓮田支店会議室

8月30日（火） ＪＡさいたま中部ブロック青年部交流会 旬菜家　介　大宮店

10月12日（水） 役員会 JA南彩白岡営農経済センター会議室

10月18日（火） JA県青協委員長・事務局会議 ＪＡ全農高砂ビル３０２会議室

10月25日（火） ＪＡ埼玉県青年部体験交流集会・青年の主張大会 埼玉県信連浦和分館５階会議室

10月27日（木） 酒造組合との意見交換会 埼玉県信連浦和分館５階会議室

11月10日（木） 役員会 ＪＡ南彩黒浜支店会議室

11月19日（土） 2016彩の国食と農林業ドリームフェスタ しらこばと水上公園芝生広場

12月9日（金） 役員会・忘年会 大宮駅周辺

12月15日（木） 関東甲信越地区農協青年組織協議会活動実績発表会・青年の主張大会 小金井宮地楽器ホール

1月12日（木） 全体勉強会（税金の基礎・青色申告について） ＪＡ南彩春日部支店会議室

ＪＡ県青年協委員長・事務局会議 秩父市ナチュラルファームシティ

1月24日（火） 意見交換会及び新年会 ＪＡ南彩久喜江面支店　会議室

2月11日（土） 首都圏３都県合同農業者支援セミナー ＴＫＰ東京駅日本橋カンファレンスセンター

ＪＡ全国青年大会 文京シビックホール

全体視察研修 東京シティ青果・ＪＡビル等

3月23日（木） ＪＡ県青年協委員長・事務局会議 ＪＡ全農高砂ビル４０１会議室

3月29日 (水) 役員会 岩槻農産物共販センター

2月20日(月)～21日(火)

平成28年度ＪＡ南彩青年部活動報告

実施日

1月23日(月)～24日(火)

2月14日(火)～15日(水)
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第 4回通常総会① 

 

第 4回通常総会② 

 

青年の主張大会① 

 

青年の主張大会② 

 

全体勉強会 

 



  

視察研修① 
視察研修② 

視察研修③ 

視察研修④ 

視察研修⑤ 



 

  

意見交換会 

ソフトボール大会① 

ソフトボール大会② 

ソフトボール大会③ 

ソフトボール大会④ 



 
平成29年４月～平成30年３月

活動内容 実施場所

 ４月21日（金） ＪＡ埼玉県青年部協議会第39回通常総会 さいたま市全農さいたま高砂ビル

 ６月８日（木） ＪＡ県青協委員長・事務局会議 さいたま市全農さいたま高砂ビル

 ６月９日（金）　県農林部・ＪＡ南彩新入職員田植え体験 菖蒲カントリーエレベーター横圃場

 ６月20日（火） 第５回ＪＡ南彩青年部通常総会 春日部支店　会議室

 ６月30日（金） 村井英樹衆議院議員との都市農業意見交換会 さいたま市農林会館地下会議室

 ７月５日（水） ソフトボール練習 黒浜球場

 ７月６日（木） 勉強会「農業経営の未来を考える」社会保険労務士 蓮田支店　会議室

 ７月６日（木） 役員会 蓮田支店　会議室

 ７月12日（水） ソフトボール練習（ＪＡ南彩野球部合同） 栄町グランド

 ７月13日（木） 全国農協青年組織協議会飯野芳彦会長激励会 川越市　氷川会館　

 ７月13日（木） 勉強会「農業戦略としてのマーケティング」中小企業診断士 蓮田支店　会議室

 ７月19日（水） 第37回ＪＡ埼玉県青年部親善ソフトボール大会 東京健保組合大宮運動場

 ７月21日（金） 勉強会「雇用導入を考える」社会保険労務士 蓮田支店　会議室

 ７月27日（木） 勉強会「農業経営の継承を考える」税理士 蓮田支店　会議室

 ８月４日（金） 役員会　埼玉県青年部協議会委員長就任祝賀会 蓮田支店　会議室・蓮田　串や

 ８月25日（金） ＪＡ埼玉県青年部協議会事業検討会 農林会館中央会地下会議室

 ８月30日（水） ＪＡ県青協委員長・事務局会議 ＪＡくまがや本店

 ９月８日（金） JA南彩青年部・JAさいたま中部ブロック青年部・村井英樹衆議院議員意見交換会 さいたま市岩槻区　ふな又

 ９月29日（金） 日本青年会議所　第66回全国大会埼玉中央大会 さいたまスーパーアリーナ

10月４日（水）　県農林部・ＪＡ南彩新入職員稲刈り体験 菖蒲カントリーエレベーター横圃場

10月11日（水） 役員会 蓮田支店　会議室

10月17日（火） ＪＡ県青協委員長・事務局会議 ＪＡ全農高砂ビル

10月24日（火） 県青協体験交流集会・青年の主張大会 ＪＡ全農高砂ビル

10月27日（金） ＪＡグループの自己改革にかかるJA青年組織向けアンケート調査　実施 ＪＡ埼玉県中央会依頼

11月４日（土） さいたま市クリテリウム　梨カレー販売 さいたま新都心

11月10日（金） 勉強会「農業法人をつくる」行政書士 蓮田支店

11月12日（日） 2017彩の国食と農林業ドリームフェスタ 所沢航空記念公園

11月21日（火） 「地上」編集研究会　家の光協会 蓮田支店

11月22日（水） 農業者向け青空講習会（お試し版）の開催　JA埼玉県青年部協議会 JAいるまの第一共販センター会議室

11月24日（金） 勉強会「農業経営の永続性を検討する」中小企業診断士 蓮田支店

12月１日（金） 勉強会「農業における経営理念を考える」社会保険労務士 蓮田支店

12月７日（木） 若林会長表敬訪問・家の光協会視察 東京都新宿区　家の光協会

12月７日（木） 勉強会「農業における経営理念を考える　２」社会保険労務士 蓮田支店

12月14日（木） 関東甲信越地区農協青年組織協議会活動実績発表会・青年の主張大会 千葉県　京葉銀行文化プラザ

 １月５日（金） ＪＡ全青協オリジナルワークウエアポスターコンクール出品 ＪＡ全中

 １月18日（木）

    19日（金）

 １月24日（水）　ＪＡ南彩常勤役員との意見交換会及び新年会 ＪＡ南彩久喜江面支店会議室・徳樹庵久喜テラレス店

 ２月20日（火）　ＪＡ南彩青年部全体視察研修 平塚農業試験場視察他　（神奈川県・静岡県）

 ２月26日（月）

    27日（火）

 ３月29日（木）　役員会・懇親会 蓮田支店　会議室・蓮田　串や

　ＪＡ全国青年部全国大会 メルパルク東京ホール（東京都港区）

平成29年度ＪＡ南彩青年部活動報告

実施日

　ＪＡ県青協委員長・事務局会議 　群馬県　伊香保温泉　森秋旅館　
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家の光協会視察① 家の光協会視察② 

意見交換会 

第 5回通常総会 

青年の主張大会 



 
平成30年４月～平成31年３月

活動内容 実施場所

 ４月11日（水）JA埼玉県青年部協議会第40回通常総会 さいたま市 全農さいたま高砂ビル

 ５月29日（火）役員会 蓮田営農経済センター　会議室

 ６月７日（木）農林部新規採用職員・JA南彩新人職員稲作（田植え）体験 菖蒲カントリーエレベーター隣の水田

 ６月12日（火）JA埼玉県青年部協議会委員長・事務局合同会議 さいたま市 信連浦和分館

 ６月16日（土）自民党米作りプロジェクト　田植え 菖蒲カントリーエレベーター隣の水田

 ６月26日（木）第６回JA南彩青年部通常総会 春日部支店　会議室

 ６月28日（木）村井英樹衆議院議員との都市農業関係意見交換会 埼玉県農林会館　

 ７月９日（月）ソフトボール練習 春日部　南栄町グラウンド

 ７月11日（水）ソフトボール練習（JA南彩野球部合同） 春日部　南栄町グラウンド

 ７月17日（火）JAさいたま中部ブロック青年部・JA南彩青年部と村井英樹衆議院議員との意見交換会 さいたま市大宮区

 ７月18日（水）第40回JA埼玉県青年部親善ソフトボール大会 東京健保組合大宮運動場

 ７月20日（金）役員会 蓮田営農経済センター　会議室

 ８月４日（土）JA埼玉県青年部協議会と福島県青年組織連盟との合同販売会 さいたま市浦和区　木崎グルメ米ランド

 ８月30日（木）JA埼玉県青年部協議会委員長・事務局合同会議 菖蒲南支店・食堂

 ９月25日（火）役員会 久喜市中央公民館　研修室

 10月11日（木）農林部新規採用職員・JA南彩新人職員稲作（稲刈り）体験 菖蒲カントリーエレベーター隣の水田

 10月11日（木）平成30年度青年の主張大会事前読み合わせ 川通支店　会議室

 10月13日（土）自民党米作りプロジェクト　稲刈り 菖蒲カントリーエレベーター隣の水田

10月15日（月）平成30年度青年の主張大会事前読み合わせ 岩槻共販センター　会議室

10月16日（火）JA埼玉県青年部協議会委員長・事務局合同会議 さいたま市　信連浦和分館

10月23日（火）JA埼玉県青年部体験交流集会・青年の主張大会 JA全農高砂ビル

10月27日（土）JリーグYBCルヴァンカップ出店 埼玉スタジアム2002

10月30日（火）JA埼玉県青年部協議会　埼玉県内選出国会議員とJA県青協との意見交換 港区　赤坂

11月17日（土）2018　彩の国食と農林業ドリームフェスタ 朝霞の森　広場

11月22日（木）JA埼玉県青年部協議会　JA東京アグリパーク合同イベント出店 渋谷区　代々木

11月30日（金）JA埼玉県大会 市民会館うらわ　ホール

青年部全体視察研修　 福岡県

12月16日（日）むさしの村「愛日燦々」出店 むさしの村

１月17日（木）JA埼玉県青年部協議会委員長・事務局合同会議 浦和区　埼玉会館

１月23日（水）意見交換会及び新年会 久喜江面支店　会議室　・　徳樹庵

１月30日（水）JA西三河青年部視察交流会 岩槻共販センター　岩槻圃場

２月１日（金）青色申告ソフト説明会　freee㈱ 蓮田支店　会議室

２月12日（火）JA埼玉県青年部協議会　JA埼玉県青年部協議会40周年記念式典 浦和区　プリムローズ有朋

JA全国青年部全国大会 メルパルク東京ホール（東京都港区）

２月19日（火）役員会 春日部支店　会議室

３月２日（土）海釣りイベント 東京湾（千葉県浦安より出船）

３月５日（火）農機具メンテナンス講習会　ヤンマー・丸山 白岡ライスセンター

３月29日（金）農業用ドローン研修会　㈱ナイルワークス さいたま市南区　研究所

12月11日（火）・12日（水）

2月19日（火）～20日（水）

平成30年度ＪＡ南彩青年部活動報告

実施日



H30 

  

自民党米作りプロジェクト（田植え）① 

自民党米作りプロジェクト（田植え）② 自民党米作りプロジェクト（田植え）③ 

自民党米作りプロジェクト（田植え）④ 



 

  

青年の主張大会 

自民党米作りプロジェクト（稲刈り）① 

自民党米作りプロジェクト（稲刈り）②

② 

 



 

  ルヴァンカップ販促 アグリパーク販促 

視察研修① 

視察研修② 



 

  
愛日燦々販促 

意見交換会 

ＪＡ西三河青年部視察受入 

青色申告ソフト研修会 

農機具メンテナンス講習会① 
農機具メンテナンス講習会② 



 
平成31年４月～令和２年３月

活動内容 実施場所

4月9日 （水） JA埼玉県青年部協議会第41回通常総会 さいたま市 全農さいたま高砂ビル

5月27日 （火） 第1回役員会 蓮田営農経済センター　会議室

6月3日 （木） JA埼玉県青年部協議会委員長・事務局合同会議 さいたま市　さいたま共済会館

6月6日 （火） 農林部新規採用職員・JA南彩新人職員稲作（田植え）体験 菖蒲CE隣の水田

6月15日 （土） 県青協　埼玉スタジアム販促 埼玉スタジアム2002

6月25日 （木） 第７回JA南彩青年部通常総会 春日部支店　会議室

6月26日 （水） ソフトボール練習 春日部市　南栄町グラウンド

7月3日 （水） ソフトボール練習 春日部市　南栄町グラウンド

7月5日 （金） JAくまがやアグリユースとの意見交換会 さいたま市大宮区

7月10日 （水） ソフトボール練習 春日部市　大沼グラウンド

7月18日 （木） 第41回JA埼玉県青年部親善ソフトボール大会 東京健保組合大宮運動場

7月19日 （金） 第2回役員会 久喜市中央公民館　研修室

8月3日 （土） JA埼玉県青年部協議会と福島県青年組織連盟との合同販売会 さいたま市浦和区　木崎グルメ米ランド

8月20日 （火） JAさいたま中部ブロック青年部・JA南彩青年部と村井英樹衆議院議員との意見交換会 さいたま市大宮区

8月30日 （金） JA埼玉県青年部協議会委員長・事務局合同会議 JAいるま野　東部統括支店　会議室

9月24日 （火） 第3回役員会 蓮田支店　会議室

10月9日 （水） 農林部新規採用職員・JA南彩新人職員稲作（稲刈り）体験 菖蒲CE隣の水田

10月17日 （木） 令和元年度青年の主張大会事前読み合わせ 久喜江面支店　会議室　

10月15日 （火） JA埼玉県青年部協議会委員長・事務局合同会議 さいたま市　埼玉会館　会議室

10月17日 （木） 青年部支部説明会（春日部地区・蓮田地区・宮代地区） 黒浜支店　会議室

10月21日 （月） JA埼玉県青年部体験交流集会・青年の主張大会 JA全農高砂ビル

10月26日 （土） JリーグYBCルヴァンカップ販促 埼玉スタジアム2002

10月29日 （火） 青年部支部説明会（岩槻地区） 岩槻農産物共販センター　会議室

10月30日 （水） 令和元年度青年の主張関東甲信越大会事前読み合わせ 清久支店　会議室

11月5日 （火） JA埼玉県青年部協議会　JA東京アグリパーク合同イベント　販促 渋谷区　代々木

11月6日 （水） 令和元年度青年の主張関東甲信越大会事前読み合わせ 清久支店　会議室

11月12日 （火） 青年部支部説明会（白岡地区・久喜地区・菖蒲地区） 三箇支店　会議室

11月16日 （土） 2019　彩の国食と農林業ドリームフェスタ まつばら綾瀬川公園

11月27日 （水） 第4回役員会 白岡大山支店　会議室

12月5日 （木） 関東甲信越地区青年協幹部研修会・青年の主張大会 埼玉会館　小ホール

青年部全体視察研修 北海道

12月20日 （金） 第5回役員会 岩槻農産物共販センター　会議室

JA埼玉県青年部協議会委員長・事務局合同会議 栃木県　鬼怒川

1月22日 （水） 農業従事者検診 新久喜総合病院

1月22日 （水） 意見交換会及び新年会 久喜江面支店　会議室・徳樹庵

2月13日 （木） 海釣りイベント 鹿島新港

第66回JA全国青年大会 メルパルク東京ホール（東京都港区）

2月20日 （木） 第6回役員会 岩槻農産物共販センター　会議室

3月12日 （木） 第1回大型コンバインシェアリースに関する農機センターとの打合せ 蓮田支店　会議室

3月13日 （金） インターネット注文システム検討会 本店大会議室

3月24日 （火） 第7回役員会 蓮田営農経済センター　会議室

令和元年度ＪＡ南彩青年部活動報告

実施日

12月11日（水）～12日（木）

1月15（水）～16日（木）

2月18日（火）～19日（水）



Ｒ1 

  新入職員稲作体験（田植え）① 新入職員稲作体験（田植え）② 

埼玉県産野菜販促 in埼玉スタジアム 

ソフトボール大会① 

 

ソフトボール大会② 

 



  

意見交換会 

 

新入職員稲作体験（稲刈り）② 

新入職員稲作体験（稲刈り）① 



 

  

ルヴァンカップ販促 

青年の主張大会 

アグリパーク販促 

ドリームフェスタ 



 

  

全体視察研修（北海道）① 

全体視察研修（北海道）② 

意見交換会 

ポリシーブック学習会 

第 7回通常総会① 

総会後懇親会 



 

  

令和２年４月～令和３年３月

活動内容 実施場所

4月7日 （火） JA埼玉県青年部協議会第42回通常総会 書面議決

6月4日 （木） JA南彩新人職員稲作（田植え）体験 菖蒲CE隣の水田

6月23日 （火） 第８回JA南彩青年部通常総会 本店大会議室（書面議決）

6月24日 （水） JA埼玉県青年部協議会委員長・事務局合同会議 WEB開催

7月17日 （金） 海釣りイベント 千葉県浦安

7月27日 （月） 第1回役員会 中部営農経済センター　会議室

8月12日 （水） JAさいたま中部ブロック青年部・JA南彩青年部と村井英樹衆議院議員との意見交換会 さいたま市岩槻区

8月20日 （木） 大型コンバインシェアリース導入に向けた意見交換会 中部営農経済センター　会議室

8月21日 （金） 海釣りイベント 神奈川県三浦半島

8月25日 （火） ポリシーブック学習会ならびにJA埼玉県青年部協議会委員長・事務局合同会議 さいたま市　埼玉県民健康センター　大会議室C

9月17日 （木） 全国ポリシーブック研修会 WEB開催

9月28日 （月） 第2回役員会 中部営農経済センター　会議室

9月30日 （水） JA南彩青年部と土屋品子衆議院議員との意見交換会 春日部市

10月14日 （水） JA埼玉県青年部協議会委員長・事務局合同会議 WEB開催

10月20日 （火） JA埼玉県青年部体験交流集会・青年の主張大会 さいたま市　市民会館うらわ

11月25日 （水） 第3回役員会 中部営農経済センター　会議室

12月4日 （金） 海釣り・キャンプイベント 茨城県鹿嶋・神栖

12月9日 （水） 関東甲信越地区農協青年組織協議会幹部研修会・青年の主張大会 さいたま市大宮区

12月18日 （金） 第4回役員会 中部営農経済センター　会議室

12月19日 （土） こども食堂・フードバンクへの食材無償提供活動 春日部市・さいたま市岩槻区

1月13日 （水） 農業従事者検診 新久喜総合病院

1月15日 （金） JA埼玉県青年部協議会委員長・事務局合同会議 WEB開催

1月20日 （水） JA南彩常勤役員との意見交換会 蓮田支店　会議室

2月16日 （火） 第67回JA全国青年大会 WEB開催

2月19日 （金） グローバルGAP認証圃場視察研修会 東松山市

2月25日 （木） 第5回役員会 中部営農経済センター　会議室

3月4日 （木） JA埼玉県青年部協議会委員長・事務局合同会議 WEB開催

3月12日 （金） 令和2年度青年理事・組織リーダーJA経営セミナー WEB開催

令和2年度ＪＡ南彩青年部活動報告

実施日



Ｒ2 

  第 8回通常総会① 第 8回通常総会② 

総会後懇親会 

意見交換会 



 

  

青年の主張大会① 

青年の主張大会② 



 

  

農産物提供（フードパントリー） 

農産物提供（こども食堂） 

青年理事誕生 



 
令和３年４月～令和４年３月

活動内容 実施場所

4月16日 （金） 第４３回埼玉県農協青年部協議会通常総会 さいたま市 さいたま共済会館

5月28日 （金） 第１回役員会 中部営農経済センター会議室

6月5日 （土） 農協観光ドライブラリー 各生産者圃場

6月12日 （土） 農協観光ドライブラリー 各生産者圃場

6月19日 （土） 海釣りイベント 千葉県浦安市

6月19日 （土） JAグループ「国消国産プロジェクト」青年部動画撮影 さいたま市岩槻区

6月22日 （火） 第９回JA南彩青年部通常総会 JA南彩本店会議室

6月29日 （火） JA埼玉県青年部協議会委員長・事務局合同会議 WEB開催

7月9日 （金） 海釣りイベント 千葉県富津市

7月27日 （火） 第２回役員会 中部営農経済センター会議室

8月4日 （水） JAグループ「国消国産プロジェクト」青年部動画撮影 さいたま市岩槻区

8月19日 （木） JA福岡大城青年部災害支援 支援物資送付

8月20日 （金） 全国ポリシーブック研修会 WEB開催

8月21日 （土） 海釣りイベント 神奈川県三浦市

8月24日 （火） ポリシーブック学習会ならびにJA埼玉県青年部協議会委員長・事務局合同会議 WEB開催

9月28日 （火） 第３回役員会 WEB開催

10月7日 （木） JA福岡大城青年部との意見交換会 WEB開催

10月8日 （金） 令和２年度採用職員「農業体験研修」（稲刈り） カントリーエレベーター

10月9日 （土） 農協観光ドライブラリー 各生産者圃場

10月11日 （月） 海釣りイベント 千葉県富津市

10月16日 （土） 農協観光ドライブラリー 各生産者圃場

10月26日 （火） JA埼玉県青年部協議会委員長・事務局合同会議 JA全農さいたま高砂ビル・WEB併用

11月11日 （木） JA埼玉県青年部体験交流集会・青年の主張大会 さいたま市　埼玉教育会館

11月14日 （日） 海釣りイベント 千葉県浦安市

11月21日 （日） 全国商工会連合会主催「ニッポン全国物産展」 池袋サンシャインシティ

11月26日 （水） 第４回役員会 中部営農経済センター会議室

11月28日 （日） キャンプイベント 栃木県那須塩原

12月3日 （金） 埼玉県ジュニアアスポート事業への農産物無償提供 JA南彩本店会議室

12月7日 （火） 海釣りイベント 茨城県鹿嶋市

12月13日 （水） 令和３年度関東甲信越地区農協青年組織協議会幹部研修会 さいたま市　JA埼玉県信連浦和分館

1月12日 （水） 第５回役員会 久喜市　中央公民館

1月17日 （月） JA埼玉県青年部協議会委員長・事務局合同会議 WEB開催

1月19日 （水） 農業従事者検診 新久喜総合病院

1月22日 （土） 農協観光ドライブラリー 各生産者圃場

1月26日 （水） 海釣りイベント 千葉県いすみ市

1月29日 （土） 農協観光ドライブラリー 各生産者圃場

2月16日 （水） JA南彩常勤役員との意見交換会 蓮田支店　会議室

2月22日 （火） 第６８回JA全国青年大会 WEB開催

3月2日 （水） 第６回役員会 久喜市　中央公民館

3月14日 （月） JA南彩女性部との意見交換会 春日部支店　会議室

3月25日 （金） JA埼玉県青年部協議会委員長・事務局合同会議 WEB開催

令和３年度JA南彩青年部活動報告

実施日



Ｒ3 

  

ＪＡ福岡大城青年部との意見交換会（Web）① ＪＡ福岡大城青年部との意見交換会（Web）② 

ドライブラリー① 

ドライブラリー② 



  

青年の主張大会 

ニッポン全国物産展出店 意見交換会 

ＪＡグループ「国消国産プロジェクト」① 

ＪＡグループ「国消国産プロジェクト」② 



 

  

農産物提供（埼玉県ジュニアアスポート事業）① 

農産物提供（埼玉県ジュニアアスポート事業）②③④ 

農産物提供（埼玉県ジュニアアスポート事業）⑤ 



 

令和４年４月～令和５年３月

活動内容 実施場所

4月20日 （水） JA埼玉県青年部協議会第44回通常総会 さいたま市 JA埼玉県信連浦和分館

5月10日 （火） JA南彩新入職員研修（田植体験） さいたま市 金子利光氏圃場

5月27日 （金） 第1回役員会 中部営農経済センター　２階会議室

6月2日 （木） JA埼玉県青年部協議会委員長・事務局合同会議 さいたま市 JA埼玉県信連浦和分館

6月21日 （火） 第10回JA南彩青年部通常総会 JA南彩本店　会議室

7月7日 （木） ソフトボール練習 春日部市　大沼グラウンド

7月13日 （水） 釣りイベント 千葉県　いすみ市

7月22日 （金） 第42回JA埼玉県青年部親善ソフトボール大会 東京健保組合大宮運動場

7月26日 （火） 第2回役員会 中部営農経済センター　２階会議室

8月6日 （土） JA埼玉県青年部協議会・福島県青年連盟合同販促活動 JAさいたま木崎ぐるめ米ランド

8月20日 （土） 釣りイベント 神奈川県　三浦市

8月30日 （火） JA埼玉県青年部協議会委員長・事務局合同会議 JA埼玉県信連大里分館

9月28日 （水） 第3回役員会 中部営農経済センター　２階会議室

9月28日 （水） 全国ポリシーブック研修会 東京都　千代田区　JAビル

9月29日 （木） 藤木眞也参議院議員との意見交換会 東京都　参議院議員会館

10月12日 （水） JA埼玉県青年部協議会委員長・事務局合同会議 さいたま市　JA全農さいたま高砂ビル

10月21日 （金） JA埼玉県青年部体験交流集会・青年の主張大会 さいたま市　埼玉会館

11月1日 （火） 埼玉県内選出自由民主党衆議院議員とJA埼玉県青年部協議会との意見交換会 東京都　番屋 赤坂店

11月10日 （木） JA東京アグリパーク合同直売会 東京都　渋谷区

11月14日 （月） 県庁オープンデー 埼玉県庁

11月18日 （金） 釣りイベント 千葉県　大原市

キャンプイベント 栃木県　那須塩原市

11月28日 （月） 第4回役員会 中部営農経済センター　２階会議室

12月6日 （火） 令和4年度幹部研修会 東京都　北区北とぴあ

12月10日 （土） ふれあい感謝祭 蓮田市　総合文化会館ハストピア

全体視察研修 静岡県　浜松市

12月14日 （水） 第5回役員会 JA南彩本店　会議室

「農協運動におけるJA青年組織人材育成研修」 ドイツ・イタリア

1月17日 （火） JA南彩常勤役員・JA南彩青年部意見交換会 JA南彩　久喜江面支店　会議室

JA埼玉県青年部協議会委員長・事務局合同会議 羽生市　JAほくさい本店

ドライブラリー 絵野沢修二氏・金子利光氏圃場

2月1日 （水） 農業従事者検診 新久喜総合病院

2月6日 （月） 第6回役員会 中部営農経済センター　２階会議室

2月13日 （月） JA南彩青年部10周年記念式典 JA南彩本店　会議室

令和4年度JA南彩青年部活動報告

実施日

1月21日（土）～22日（日）

11月26日（土）～28日（月）

12月11日（日）～12日（月）

1月9日（月）～15日（日）

1月19日（木）～20日（金）
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第 10回通常総会② 

第 10回通常総会① 

ソフトボール大会① ソフトボール練習 



 

  

青年の主張大会 

福島県青年連盟との合同販促 アグリパーク販促 

県庁オープンデー販促 



 

  

ふれあい感謝祭① 

ふれあい感謝祭② 

ふれあい感謝祭③ 

ふれあい感謝祭④ 

ドライブラリー① 

ドライブラリー② 



 

  全体視察研修（静岡県） 



 

ＪＡ県青協の大会記録 

 

1.青年の主張大会 

 

年度  参加者  地区  テーマ                     賞名      

 

H26   濱野力  岩槻  農家のマーケティング実践～粋な朝顔を求めて～  知事賞・優秀賞 

 

H27   荒井庄一 白岡  私と梨栽培について～三方よしの精神～      知事賞・優秀賞 

 

H28   菊池悠揮 蓮田  菊池、追熟中                  優良賞 

 

H29   大澤一樹 菖蒲  ７年間の記録                  優良賞 

 

H30   関根崇男 岩槻  強く生きる                   優良賞 

 

R1   笠井良泰 久喜  農業を始めて                  知事賞・優秀賞 

 

R2   金子利光 岩槻  パパイヤ金子成長記２０２０           優良賞 

 

R3   小島一仁 春日部 米作りのプロフェッショナル～小島の流儀～    優良賞 

 

R4   加村康宏 菖蒲  私が思うこれからの農家の課題          優良賞 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.親睦ソフトボール大会 
 

 

年度  結果   会場     参加チーム数 

 

H25   準優勝  さいたま市  １０ 

 

H26   優勝   さいたま市  ９ 

 

H27   ３位   さいたま市  １０ 

 

H28   ３位   さいたま市  １０ 

 

H29   ３位   さいたま市  ９ 

 

H30   準優勝  さいたま市  ８ 

 

R1    ３位   さいたま市  ７ 

 

R2   未開催    ―    ― 

 

R3   未開催    ―    ― 

 

                           R4      準優勝  さいたま市  ７ 

 

 

 

 

 

 

 

 



同好会紹介 

ラーメン同好会 

塩分と油と脂肪に魅せられた者達の宴 

 

    

 

   

 

 

  



 

  



  



釣り同好会 

風とうねりに打ち勝った猛者共の祭り 

 

 

 

 

 

  



ソロキャンプ同好会 

自然と自由を愛する者達の集い 

 

  

 

   

 

 

 

  



  



 

  



バイク同好会 

スピードの向こう側に憧れた者達の戯れ 

 

  



ＪＡ南彩青年部規約 
 

 

（名称及び事務所） 

第１条  この会はＪＡ南彩青年部と称し、事務所をＪＡ南彩営農経済部内に置く。 

 

（目的） 

第２条  この会は部員相互の連絡協調により協同意識の高揚を図るとともに、組織活動をとおし

て農業者の社会的経済的地位の向上、併せて地域農業の振興に寄与することを目的とする。 

 

（事業） 

第３条  この会は第２条の目的達成のため、次の事業を行う。 

     ① 部員相互の連絡協調に関する事項 

     ② 農業経営及び技術の改善に関する事項 

     ③ 農畜産物の安全・安心対策に関する事項 

     ④ 地域農業の振興及び活性化に関する事項 

     ⑤ 消費者との交流に関する事項 

     ⑥ 食農教育に関する事項 

     ⑦ 県ＪＡ青年部協議会との連絡協調に関する事項 

     ⑧ その他目的達成に必要な事項 

 

（部員） 

第４条  この会の部員は、ＪＡ南彩管内の農業後継者をもって組織する。 

 

（加入及び脱退） 

第５条  この会への加入脱退は本人の自由意志とするが、書面をもって届出し役員会の議を経る

ものとする。 

 

（総会） 

第６条  この会に最高決議機関として総会を置き、部長が招集する。 

     総会は通常総会及び臨時総会とし、通常総会は毎年１回開催する。 

     臨時総会は部長が必要と認めたとき、又は部員の３分の１以上が要求したときに開催す

る。 

 

第７条  総会は過半数以上の出席により成立し、議事は出席者の過半数の同意で決定する。 

    可否同数の場合は議長の決するところによる。 

 

第８条  次の事項は総会の議を経なければならない。 

     ① 事業報告及び収支決算 

     ② 事業計画及び収支予算 

     ③ 部費の賦課及び徴収方法 



     ④ 役員の選任及び解任 

     ⑤ 規約の改廃 

     ⑥ その他重要な事項 

 

（役員） 

第９条  この会に役員として、部長１名・副部長若干名、会計１名、監事２名、幹事若干名を置

く。 

   ２ 役員は総会において選任する。 

 

第 10 条 部長はこの会を代表し業務を統括する。副部長は部長を補佐し、部長事故あるときはこ

れを代理する。監事は会計及び業務の執行状況を監査する。 

 

第 11 条 役員の任期は２年とする。ただし、再任は妨げない。 

   ２ 役員は任期が満了しても後任の就任するまでは、その任にあたるものとする。補欠によ

り選任された者は前任者の残任期間とする。 

 

（役員会） 

第 12 条 役員会は必要に応じて部長が招集する。 

   ２ 次に掲げる事項は役員会の議を経るものとする。 

     ① 会務を執行するための方針に関する事項 

     ② 総会の招集及び総会に附議すべき事項 

     ③ その他重要な事項 

   ３ 役員会の議長は部長がこれにあたる。 

 

（顧問・参与） 

第 13 条 この会に顧問及び参与を置くことができる。顧問及び参与は総会で推薦し、部長が委嘱

する。 

 

（事務局） 

第 14 条 この会に事務局を置き、部長が委嘱する。 

 

（会計） 

第 15 条 この会の経費は部費、助成金、寄付金、その他収入をもってあてる。 

 

（会計年度） 

第 16 条 この会の会計年度は、毎年４月１日より翌年３月 31日までとする。 

 

 

附 則 

 

  この規約は、平成 25年１月 25日より施行する。 

  この規約は、平成 28年６月 21日より一部改正する。 



ＪＡ青年組織綱領 
 

我々ＪＡ青年組織は、日本農業の担い手としてＪＡをよりどころに地域農業の振興を図り、 

ＪＡ運動の先駆者として実践する自主的な組織である。 

さらに、世界的視野から時代を的確に捉え、誇り高き青年の情熱と協同の力をもって、国民

と豊かな食と環境の共有をめざすものである。 

このため、ＪＡ青年組織の責務として、社会的・政治的自覚を高め、全国盟友の英知と行動

力を結集し、次のことに取り組む。 

 

1. われらは、農業を通じて環境・文化・教育の活動を行い、地域社会に貢献する。 

ＪＡ青年組織は、農業の担い手として地域農業の振興を図るとともに、農業を通じて地域社

会において環境・文化・教育の活動を行い、地域に根ざした社会貢献に取り組む。 
 

1. われらは、国民との相互理解を図り、食と農の価値を高める責任ある政策提言を行う。 

人間の「いのちと暮らし」の源である食と農の持つ価値を高め、実効性のある運動の展開を

通じて、農業者の視点と生活者の視点を合わせ持った責任ある政策提言を行う。 
 

1. われらは、自らがＪＡの事業運営に積極的に参画し、ＪＡ運動の先頭に立つ。 

時代を捉え、将来を見据えたＪＡの発展のため、自らの組織であるＪＡの事業運営に主体的

に参加するとともに、青年農業者の立場から常に新しいＪＡ運動を探求し、実践する。 
 

1. われらは、多くの出会いから生まれる新たな可能性を原動力に、自己を高める。 

ＪＡ青年組織のネットワークを通じて営農技術の向上を進めるとともに、仲間との交流によ

って自らの新たな可能性を発見する場をつくり、相互研鑽を図る。 
 

1. われらは、組織活動の実践により盟友の結束力を高め、あすの担い手を育成する。 

ＪＡ青年組織の活動に参加することによって、個人では得られない達成感や感動を多くの盟

友が実感できる機会をつくり、このような価値を次代に継承する人材を育成する。 

 

（注釈） 

本綱領は、ＪＡ全青協設立の経過を踏まえて「鬼怒川５原則」「全国青年統一綱領」の理念を受け継ぎ、創立 50

周年を契機に現代的な表現に改めるとともに、今後目指すべきＪＡ青年組織の方向性を新たに盛り込んだもの

である（平成 17年 3月 10日制定）。 
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