
八王子農業とＪＡ八王子の
耳寄りな情報をお届けします。

八王子は都内有数の農業どころ

准組合員の皆さまはＪＡ八王子の大切なパートナーです！

　八王子は広い耕地面積に加えて農耕に適
した肥沃な土壌を持っており、「東京の縮図」
と言われることもあるように野菜・果物・
花卉・稲作・酪農と都内では他に見られな
いほどの多種多様な農業が行われています。

　昨年に引き続き、今年も新宿のJA東京アグリパークにて
イベントを開催いたします。今年は7/23（火）～ 7/27（土）
の5日間の開催となります。
　八王子産野菜や加工品など、市内で生産された農畜産物
を販売し、八王子の農業をPRいたします。
　お近くにお越しの際は是非ご来場ください。

　毎年恒例の「JA八王子農業祭」
を今年も開催いたします。色と
りどりの地元野菜で制作する
宝船、農林畜産物品評会、地元
農畜産物の即売など様々な催
しを行います。

　毎年恒例の「秋の植木市」を
開催いたします。植木や花の即
売をはじめ、ＪＡの購買品等も
販売いたします。お庭の植木、
花壇のお手入れをお考えの方、
是非お越しください！

　協同組合であるJAは「組合員」で構成されています。
JAの組合員には『正組合員』と『准組合員』という2種類が規定さ
れています。『正組合員』とは地域で農業を営む農業者のことを指
します。それに対して『准組合員』は八王子市内に住んでいるか、
八王子市内で働いている方が対象です。出資することで誰でも准
組合員になることができ、JAの事業を利用することができます。

　普段あまり意識されたことがないかもしれませんが、実は准組
合員の皆さまがJA八王子の様々な事業をご利用いただくこと
で、間接的に八王子の農業が支えられ、豊かな自然や都市部の貴
重な農業が守られています。
　そのため、JA八王子は准組合員の皆さまを「農業の応援団」と
考えています。
※平成30年4月より准組合員に新たにご加入の皆さまには、ご加入にあたり地域農業の概況や当JAの活動内容をご説明し、地域農業振興の取り
　組みをご理解いただき、地域農業の発展と地域づくり活動を応援いただくことについてご了承いただいております。

准組合員の皆さまのご利用が間接的に農業振興へと繋がっています

農畜産物の生産・農地の維持

営農指導事業および農業関連事業（購買・販売）

准組合員（間接的に地域農業を応援）
利用

利用

正組合員（農業者）

准組合員の皆さまの事業利用による利益の一部
が営農指導事業や、農業関連事業に還元される
ことにより八王子の豊かな自然・農業が守られ
ています！

信用 共済 直売所 その他
各事業

八王子農業の都内No.１

※出所  「2015年農林業センサス」「東京都農作物生産状況調査結果報告書（平成28年産）」※島しょ地区を除く

経営耕地面積が
都内 No.1!

販売農家数が
都内 No.1!

農業産出額が
都内 No.1!

（27,532ａ） （392人） （約 26億円）
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今年もJA東京アグリパークで
八王子の農業をPRするイベントを開催します！

NEWS
TOPICS①

実りの秋！「JA八王子農業祭」
「JA八王子秋の植木市」を開催します！

農業祭 秋の植木市

NEWS
TOPICS②

■〒151-0053 東京都渋谷区代々木2丁目10番地12 ＪＡ東京南新宿ビル1階　■JR・小田急・京王線「新宿駅」より徒歩4分 ■午前11時 ～ 午後６時３０分／定休日　日曜日・月曜日

日程 場所11月9日（土）・10日（日） 富士森公園だんだん広場（予定） 日程 場所10月19日（土）・20日（日） 富士森公園だんだん広場（予定）
※詳細は決定次第ホームページにてお知らせいたします。

No.1

八王子の

准組合員
の皆さまへ
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これから年金を受取られる方、
年金を受取られている方も 年 金 の お 受 取 り は へJ A

JA八王子で公的年金をお受取りいただくと特典いっぱい！

これから年金をお受取りになられる方へ 年金相談会 JA八王子各店舗で毎月開催　

ご新規でJA八王子に年金振込の
ご指定をいただいた方に

年金振込月に窓口にて先着で JA八王子で年金を
受取っている方に

記念品プレゼント 年金定期貯金300
グラウンドゴルフや旅行
などのイベントを実施記念品八王子産の新鮮野菜

または粗品をプレゼント

C よりぞう

八王子
～地域に一生懸命～

※宝船、品評会に出品された野菜も最後に
　販売いたします！

※お待たせしないよう事前にご予約を承っております（開催日にご都合が合わない場合は別途日程を調整いたします）。
※日程については会場等の都合により変更または中止となる場合があります。

JA 八王子
フェイスブックページ

JA八王子ウェブサイト
（ホームページ）も
是非ご覧ください！



　八王子産農畜産物を市内各地に届け、地
元産の新鮮さ、おいしさを消費者に発信
し、農業者の所得増大に貢献することや地
域貢献を目的としてスタートした移動直
売車「旬菜号」が平成31年4月で運行後1年
を経過しました。
　日常の買い物に不便を感じている地域
の皆さまにも大変喜んでいただくととも
に、取り組みが地域の皆さまの交流機会を
生み、地域のボランティア団体に販売場所
から離れた利用者の送迎を支援していた
だくなど、地域住民の助け合いを促進する
きっかけとなっている販売場所も出てき
ています。

八王子市内にあるJA八王子直営の農産物直売所をご紹介します。

※販売場所・時間等につきましてはホームページをご覧ください。

JA 八王子の農産物直売所へ行こう！ 移動直売車『旬菜号』が市内13カ所を巡回

パッションフルーツ生産への取り組み

採れたての新鮮さ、おいしさを是非味わってください！ 新鮮な地元産野菜をお届けしています！

ふれあい市場
八王子市大和田町5-15-3
042-642-3885
午前8時30分～午後4時30分
無休（年末年始のみ）

夏野菜祭り7月 （13日）

秋の収穫祭11月 （下旬を予定）

歳末大売り出し12月 （下旬を予定）

地場産野菜とエーコープ商品を使用した
「試食デモ販売」も実施いたします！
8/15（木）・10/15（火）・12/13（金）
ともに8：30～ 14：30（予定）

夕やけ小やけふれあいの里直売所

住 所 八王子市上恩方町2030
電 話 042-652-4184

園芸センター
住 所 八王子市犬目町478-2
電 話 042-626-0431
営業時間 午前8時30分～午後4時30分
定 休 日

住 所
電 話
営業時間
定 休 日

無休（年末年始のみ）

営業時間 午前9時30分～午後4時30分
（11月～ 3月は午後4時まで）

定 休 日 無休（年末年始のみ）

夕やけ小やけふれあいの里内に農産物直売所があります。
四季折々の息吹を感じながら、八王子産の新鮮な農産物を販売しています。

新鮮な地元農畜産物の
おいしさをPR。地域貢献も!

パッションフルーツって
どんな果実？ 食べ方は？なぜ八王子でパッションフルーツ？？

　トケイソウ科の果物です。亜熱
帯地域を原産とし、比較的温度の
高い地域が栽培に適しています。
　味は甘酸っぱく、あまい香りもす
る魅力的なフルーツです。ビタミン
A・B・C・カリウム・βカロテン・
葉酸などが豊富に含まれています。
　葉が大きくツヤツヤでグリーン
カーテンとしての需要も高まって
います。

　十数年前に市内の花卉農家の方が熱帯果樹の研
修のために小笠原へ行ったことがきっかけでした。
　現地で初めてパッションフルーツを食べ、その
味に魅了され「八王子は暑いので栽培できるので
はないか」と栽培にチャレンジ。
　現在では若手農家13人で「ＪＡ八王子パッショ
ンフルーツ生産組合」を組織し活動しています。
　平成28年には八王子商工会議所と業務提携を
結び、加工品開発をはじめとして様々な取り組み
を行っています。

JA八王子は、八王子産パッションフルーツの名産化に向けた生産者支援を行っています。

　果実を半分に切り
種ごとすくって食べ
ます。食べる1時間く
らい前に冷蔵庫に入
れておくとより美味
しく食べられます。
　果汁をアイスやヨー
グルトのソース代わ
りに食べても美味し
いです！

パッションフルーツ加工品
　パッションフルーツの加工品はJA八王子
の農産物直売所・各店舗や道の駅八王子滝山
で販売しています。是非ご賞味ください。

●パッションフルーツワイン（ふれあい市場・園芸センター）
●果汁入り飲料
　（ふれあい市場・園芸センター・経済各店舗・道の駅八王子滝山）
●サイダー（ふれあい市場・園芸センター・道の駅八王子滝山）
●ジャム（ふれあい市場・園芸センター・道の駅八王子滝山）

JA八王子パッションフルーツ生産組合
マスコットキャラクター「ふるーみん」

パッション
フルーツワイン

パッションフルーツ
果汁入り飲料

パッションフルーツ
サイダー

パッションフルーツ
ジャム

【パッションフルーツ加工品が買えるお店】

収穫がピークの8月〜9月頃にはふれあい市場・園芸センターで生果も販売します！

C よりぞう

詳しくはこちら

情報
イベント

情報
イベント

夏野菜まつり7月 （6日・7日）

野菜まつり8月 （24日・25日）

感謝祭9月 （7日・8日）

植木野菜まつり10月 （26日・27日）
園芸センター祭り11月 （3日）
感謝祭
年末野菜大売り出し12月 （7日・8日）

（27日～ 30日）

　JAの農産物直売所では、地
元産を地元で消費する「地産地
消」の発信拠点として市内農家
の方が生産する採れたての安
全・安心、新鮮な地場産野菜を
豊富に取り揃えています。
　地元産はとにかく「鮮度」が
違います！是非一度味わって
みてください！

こちらからも
チェック!


