ＪＡ鹿追町

No.525
No.

いしむら

笹 川

千央さん

年１月 日
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︻生年月日︼

平成

︻年齢︼

２歳４ヵ月

︻名前の由来︼

碧く澄み切った心を持ち、

ように。

ママ

︻初めて話した言葉︼

雄輝さん
まんま

外遊び・ショベルカーの

おもちゃ

︻好きな食べ物︼

唐揚げ・フルーツ・アイ

ス・プリン

︻特技︼

ショベルカーのモノマネ

︻チャームポイント︼

太眉とぽっこりお腹

︻笑いのツボ︼

おなかこちょこちょ

︻成長を感じた瞬間︼

授乳しているとアンパン

マンのぬいぐるみを持って

きて真似をした時

︻パパママから一言︼

たくさん遊んでたくさん

食べて楽しい毎日を過ごそ

うね。

六椛ちゃん（６ヵ月）

石村 碧一くん
一つ一つ前に歩んでいける

パパ
ろっ か

あ ひと

︻好きな遊び︼

鹿追町産グリーンアスパラガス収穫最盛期
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大人の抹茶スイーツ

材
（発行所） 鹿追町農業協同組合
〒０８１ ０２９３ 河東郡鹿追町新町４丁目
☎㈹（０１５６）６６ ２１３１
（発行日） 令和２年５月 日
－

28

植田

葉子さん

勇

稔 さん

友美 さん 慎一 さん（前列左から）
裕美 さん とみ子 さん（後列左から）

熱湯…………………100cc
つぶあん………………適量

抹茶…………大２

ホイップクリーム……適量

エーコープ

かんてん（無色）
内容量：16g
（4g×4）

商品の特長
水づけ不要、裏ゴシ不要の粉末
タイプ。
食物繊維を多く含む食品です。

①抹茶を熱湯によくとかす。
②水に粉寒天を入れ、静かにまぜながら中火にか
ける。沸騰したら弱火で２分煮る。
③②に①を入れよくまぜる。
④火を止めて、鍋底を冷水にあて、とろみがつく
まで、へらでまぜる。
⑤とろみがついたら器に入れ、固まるまで冷やす。
⑥つぶあんとホイップクリームをのせる。

番地

上然別

粉寒天………４ｇ
水…………500cc

作り方

－

2020

6月

北鹿追

料

51
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豊穣の秋を願って
春の植付作業完了

今年の鹿追町産グリー

ンアスパラガスの収穫は

低温の影響を受け、昨年

より３日遅れの５月８日

採れたて新鮮な鹿追町産グリーンアスパラガスはＡコープで販売さ
れています！

鹿追町産グリーン

アスパラガス収穫最盛期

勇 慎一 さん

牡羊座 3/21～4/19
【全体運】コミュニケーションが活発化する中、行き違いも増えそう。約束は時間や待ち合わせ場所などきちんと決めて
【健康運】フットケアを重点的に。つぼ押しも◎
【幸運を呼ぶ食べ物】梅

上然別

今が旬の「鹿追町産

グリーンアスパラガス」

を生産している上然別

地区の勇慎一さんに消

費者に向けてメッセー

ジを頂きました。

「鹿追町産のグリー

マルチコーンプランターでの播種

牡牛座 4/20～5/20
【全体運】楽しい話題が多く心弾みそう。買い物は念入りな下調べで満足度が大幅アップ。お得情報は身近なところに
【健康運】エクササイズは本やネット動画を参考に
【幸運を呼ぶ食べ物】シシトウ

アスパラ部会の生産者

戸・収穫面積は９・

33

から始まりました。

は

で、取扱数量は ｔ

を計画しています。収穫

作業は６月下旬まで続き、

生産者が一本一本を丁寧

に収穫したアスパラガス

は、ＪＡの野菜センター

ンアスパラガスは甘み

3

が強く、コクがあり、

収穫：９月中旬～10月上旬

柔らかい食感が特徴で

60ha（７戸）
の圃場で播種作業を実施しました。

１

めて来たマルチ播種機械を新規に導入し約

すアスパラにはビタ

今年は収量増を目的に３年前より試験を進

ミンＢが多く含まれ、

千２百haの播種作業を5月21日に終了しました。

疲労回復効果もありま

体制で行い、天候も順調であった事から約１

すので、沢山食べて免

作業は耕起・整地・播種の一連の作業を７班

88
ha 19

0000000000000000000000000000000000000000000000000000
疫力を高めていきまし

ろこしの播種作業を本格的に開始しました。

ょう」

《飼料用とうもろこし播種》

コントラ課では５月７日より飼料用とうも

しておりますので、是非旬

キャベツの移植機での定植作業

とても甘味が強く柔らかい

収穫：７月中旬～10月末頃

で受入し選果後、量販店や

にキャベツが出荷されます。

の味をご賞味下さい

国各地の市場やカットサラダ用の加工品向け

野菜センターで選果されるグ
リーンアスパラガス

ます。７月下旬頃より収穫作業を開始し、全

《キャベツ定植》

４月23日～８月上旬まで定植作業が行われ

とても甘みが強く柔らかい食感で美味し
いので、是非ご賞味下さい♪

食感が特徴的で、毎年高い

ビート移植機での移植作業

ギフトとして全国各地へ出

収穫：10月頃

評価を頂いております。

良好で順調な初期生育となっております。

荷します。

ものの、圃場の土壌水分もあり、根の活着は

今しか味わえない鹿追町

馬鈴しょ作業同様に暖かい日は少なかった

有機質を豊富に含んだ畑

作業が本格的に開始されました。

産グリーンアスパラガスは

ハウスで育苗を行ったペーパーポットの移植

グリーンアスパラガスは一本一本
手作業で収穫されます♪

で栽培されている鹿追町産

続いて４月29日頃より45日間程度をビニール

鹿追町産グリーンアスパラガス

Ａコープ鹿追店で取扱いを

《ビート直播・移植》

４月19日より直播栽培の播種作業が行われ、

収穫最盛期
グリーンアスパラガスは、

《馬鈴しょ植付》

ポテトプランターでの植付作業

冬期間の積雪が少なかった事から、土壌の凍
結が深く、また平年より４月の降水量が多い事
から植付の遅れが心配されましたが、平年並の
４月24日から植付が開始されました。
本年は日中の気温が上昇せず暖かい日が少な
かったものの、５月中旬までに植付が完了しま
した。
収穫までの期間は培土や防除により、良品質、
高収量に向けて肥培管理が進められます。
収穫：８月下旬～10月中頃

‼
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～新型コロナウイルスの感染拡大を防止するために～

健康情報 ～JA 北海道厚生連 帯広厚生病院発～

新型コロナウイルス感染症に上手に向き合うために
ここにお示しするものは、WHO からの情報をもとに、働くみなさんの心とカラダを

三密（「密集」
「密閉」
「密接」）を避けた取組みを実施
当ＪＡの新型コロナウイルス感染防止に向けた取組みの一部をご紹介致します。
Ａコープ鹿追店

楽にすることができるように願い、作成したものです。
セルフケアのための 6 つのヒント

店舗入口前に消毒液を設置、
レジやサービスカウンター前
には「飛沫防止シート」を設
置し「ソーシャルディスタン
ス（社会的距離）」を積極的
に呼びかけ感染拡大を防止し
ています。また、使用済みの
買い物カゴは定期的に消毒し
ています（瓜幕・東瓜幕事業
所も同様です）
。その他、お
客様・従業員の安全確保のた
め当面の間チラシ広告の配布
を自粛しています。

３. 感染症の流行中はストレスや
不安を感じることは自然なことです

〇感染の危機を身近に感じるからこ
そ、ストレスや不安を感じることは

１. 健康的な生活を心がける
〇食事

朝ごはんをしっかり食べ

る。3 食のうち、朝ごはんの量を一
番多く！
〇アルコール・カフェイン
寝酒はかえって眠りの質を悪くしま
す！夕食後のカフェイン摂取は避け
ます。
〇運動

寝る前のストレッチ、起床

後のラジオ体操、普段の “早歩き・
歩幅広く” の意識

特別なことではなく、ごくごく自然
なことと認識しましょう。

○腹式呼吸

４. 信頼できる人と話をする。
〇ストレスや不安を感じたら、その
ままにせず、信頼できる家族や友人
に話をしましょう。
会える時は、思いやり
の 2ｍの距離を保って

〇ハッピーバースデーの歌を２回
歌いながら手を洗いましょう。今日
が皆さんの誕生日ではなくても、健
康でいられた何でもない日をお祝い
しながら手を洗いましょう。

腹式呼吸は、リラクゼーションの一
つの方法です。

！

○△□！

メールでも

グを選びませんので、意識的に生活

○方法

良いでしょう。

ＪＡ本所

やからだの緊張を緩めることができ

に取り入れてみましょう。

会えない時は電話でも

レジ前に設置された「飛沫防止シート」
（上）と
「ソーシャルディスタンス」を呼びかけるポスター（右）

リラクゼーションを行うことで、心
ます。腹式呼吸は、場所やタイミン

１. 両手を重ねておなかの前にあてる

5. 正しい情報を手に入れましょう。

２. 手洗いで感染症を
防ぎましょう

6. 簡単にできる
リラクゼーション法

ＪＡ本所では新
型コロナウイルス
感染症の拡大防止
と業務継続可能な
体制を確保する為、
分散勤務を実施し
ています。
第３会議室（資材課）

２. ゆっくりと呼吸（約５拍数える
イメージ）を吸う。おなかが膨らむ

〇あなたにとって有用な情報を集め

ように。

たいときには、信頼できる情報源か

３. ゆっくりと呼吸（約 10 拍数え

ら正しい情報を得るようにしましょ

るイメージ）を吐く。おなかの膨ら

う。WHO や厚生労働省、自治体が

みがもとに戻るように。

ＪＡ本所（２階）

Ａコープでは亜塩素酸水の
ミスト噴霧による空間除菌を
行い衛生的な環境を保ってい
ます。

作成するサイトが信頼できるでしょ
う。
〇必要以上の心配や動揺をさけるた
めに、メディアからの情報を制限す

中会議室（畜産課・農産課）

ることも大切でしょう。

ＪＡ金融店舗

心もカラダも健康に安全にお過ごしいただけますように
文責：産業保健師

太田由紀

JA 北海道厚生連帯広厚生病院
〒080-0024
北海道帯広市西１４条南１０丁目 1 番地
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大広間（融資課・経営課）

蟹座 6/22～7/22
【全体運】ほっと一息つける穏やかな運気。趣味やティータイムを楽しんで。感性も豊かに。美術や音楽鑑賞にも最適
【健康運】体調不良は改善へ。シェイプアップも吉
【幸運を呼ぶ食べ物】オクラ

入口前に消毒液、カウンター
前には「飛沫防止パネル」を設
置し、順番待ちの三人掛け用ソ
ファーには、一定の距離をおい
て座ることを呼びかけるポスタ
ーを貼り、感染防止対策を行っ
ています。

組合員及び利用者の皆様、
及び職員の健康と安全を考慮
し、新型コロナウイルス感染
予防の為、全職員がマスクを
着用して勤務しています。ま
た、
ＪＡ本所の各入口には消毒
液を設置し、手洗い消毒を徹
底すると共に定期的に換気を
行い感染予防を行っています。
ＪＡにお越しの際は、マス
ク着用にご協力下さい。

カウンター前に設置された「飛沫防止パネル」
双子座 5/21～6/21
【全体運】主役運が巡ってきています。身だしなみはおしゃれを意識して流行のアイテムをプラス。うれしい出来事あり
【健康運】食べ過ぎに注意。食事はバランス良く
【幸運を呼ぶ食べ物】大葉（シソ）
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農事組合日誌

TOPICS

万円）を日頃の地元農業

への支援と農畜産物ご利用の

15

に

コロナウイルス感染症による

お礼を兼ねて寄贈しました。

29

５月 日、当ＪＡでは新型

影響で売上が落ち込む町内の

鹿追町商工会の石田秀俊会

長からは「大変ありがたいで

飲食店 店を支援する為、鹿

追町商工会を訪問し、Ａコー

ＪＡ木幡組合長から農協購買券を受け取る
鹿追町商工会石田会長（写真右）

す。各店で有効に活用させて

春の陽気を感じながら皆でごみ拾いを行うと道
路だけでなく心もスッキリした気分になります！

プ店やホクレンスタンド等で

「ごみ拾い」
（４月）

10

頂 き ま す。」と 感 謝 の お 言 葉

北瓜幕農事組合は正組合員戸数９戸（農栄班６戸・西班３戸）で構成されています。主な活動として４月は
ごみ拾い・研修、５月は一泊研修旅行、６月はパークゴルフ・焼肉交流、７月・８月は草刈り、11月は雑木
の枝払い等を行っています。今回は北瓜幕農事組合の主な年間行事について紹介致します。

ご利用頂ける農協購買券総額

北瓜幕農事組合

４３０万円（各店一律 万円、 を頂きました。

Ａコープの大口取引先には更

これからも地域の親睦を深めていきたい!!

町内の飲食店29店を支援する為、
鹿追町商工会に農協購買券を寄贈

10

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

夏期放牧始まる
（乳牛育成牧場）

令和２年度の夏期入牧

を実施しました。４月は

気温が低く推移しました

が、５月に入り積算気温

も平年以上に回復したた

め牧草も順調に生育して

います。

このため、例年並みの

５月９日から夏期入牧の

受入を開始し、延べ５回

の受け入れで２、４００

頭余りが入牧しました。

放牧地に放たれた牛た

ちは、青草をふんだんに

食べ、放牧地を歩く事で

足腰の強い乳牛に成長し

ます。

10

その後、約５カ月間の

放牧期間を終えた 月中

旬頃に委託された酪農家

の元へ戻る予定となって

います。

乳牛育成牧場では、集

約放牧による放牧草の利

7

乙女座 8/23～9/22
【全体運】問題多発の気配。周囲の言葉に耳を傾け、改善策を講じましょう。粘り強さを発揮すれば結果は付いてきます
【健康運】無理は禁物。疲れを残さない日程で
【幸運を呼ぶ食べ物】サクランボ

用効率向上を図ると共に、

農事組合長の橋爪政幸さんは『今年は新型コロナウイルスの影響に伴い、一泊旅行、焼肉等、地域で親睦を
深める行事が実施出来ず、自粛生活によるストレスや疲れも溜まってきていると思います。一日でも早い終息
を願うと同時に地域の皆さんとこの非常事態を乗り越えてまた一緒に焼肉をしたいです。』と話して下さいま
した。

事故防止の徹底と、飼養

皆で手分けをして道路沿いや明渠、取水施設や貯水
池周辺の草刈りを行いました。

管理技術の向上を図り、

「草刈り」（７月～８月）

生産性が高く健康な乳牛

昨年度は
「とかち鹿追ジオパーク」で研修を行い、
鹿追町の歴史や川の成り立ちについて学びました。

の育成に努めて参ります。

「研修（ごみ拾い終了後）
」

約５ヵ月間の放牧により、足腰の強い乳牛に成長します
獅子座 7/23～8/22
【全体運】予定通りに進まなくても慌てないで。スケジュールを調整すれば何とかなります。笑顔が幸運を招く鍵
【健康運】散歩など、手軽に始められる運動を
【幸運を呼ぶ食べ物】イワシ
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ONE TEAM しかおい

De ar W O MAN

～このコーナーでは鹿追町農業を支える関連会社の仕事内容を紹介致します～

株式会社 鹿追協同運輸
㈱鹿追協同運輸では、安全・安心な運転をモットーに酪農家の
飼料、肥料や農薬等を運搬する他、農家が大切に育て生産した
農畜産物を運搬したり、給油所業務や除雪等も行っています。

中鹿追地区の上嶋陽子さ

の畑に

40
ha

んは夫の茂さんと共に畑作

農業を営み、約

か

馬鈴しょ、てん菜（直播）
、

だい ご

小麦、大豆、小豆を作付け

え

しています。また、長女華

な

菜恵さん、長男大琥さん、

ひかる

二男輝さんの母として家族

豆類の蒔き付け・収穫補助、

主に馬鈴しょ、てん菜、

金等について学ぶ機会を増

女性はもっと農業簿記や税

理解を深め、

画し女性への

に積極的に参

家事や子育て

時代は男性も

これからの

です。

く健康に過ごしていきたい

これからも家族皆と怪我無

って欲しいです。そして、

また遊びに行けるようにな

スが一日でも早く終息し、

ですが、新型コロナウイル

家のある栃木県で過ごすの

毎年、年末年始は私の実

大豆畑の枕地で播種作業を行う陽子さん

は何が必要

と働く為に

といきいき

◦女性がもっ

たいです。

層夫のサポートをしていき

する時間を増やし、より一

るので、今よりも農作業を

だと思いま

◦家族の目標は何ですか？

天秤座 9/23～10/23
【全体運】梅雨の晴れ間のような爽やかな運気です。高めの目標を設定して頑張れば、うれしい成果が。説明は丁寧に
【健康運】シーツや枕カバーは小まめに洗濯を
【幸運を呼ぶ食べ物】インゲン

すか？

な方ではありませ

やし、自分の家の経営状態

◦農業の魅力は何ですか？

んでしたが、学ん

蠍座 10/24～11/22
【全体運】上昇運です。計画推進に力を入れればゴールは間近。状況を再分析しての見直しは吉と出ます。連絡は早めに
【健康運】体を動かすほど元気でいられそう
【幸運を呼ぶ食べ物】キス

子ども達と一緒にハイチーズ

草抜きを担当し、子どもの

自分のライフスタイルに

でいくうちに理解

9

㈱鹿追協同運輸には従業員51名が勤務しています。
安全・安心な運転を心掛け、平成29年３月には「正しい運転・明るい 輸送運動」において優秀
なる成績を収め、社会的地位向上に寄与したとして全日本トラック協会から表彰されました！

を知る必要がある

合わせたワークスタイルを

が深まり、自分の

にいち早く応え、安心してご利用
頂けるよう、社員一同力を合わせ
てスピーディーかつ確実に、安全
を第一に考えて取組んで参ります。

食事や送り迎え等をしなが

選択出来る点や職場であり

家の経営について

✎これからも地域や組合員の要望

と思います。私自

がちな人間関係などで悩む

夫と話し合う時間

㈱鹿追協同運輸
常務取締役 佐藤嘉博

ら働いています。

事が無く、とてもストレス

も増え、やる気に

安全・安心な運転を心掛けています！

身、簿記等が得意

フリーな仕事だと感じます。

います。

線に立ち、働きやすい環境づくりを心掛け
ています。来客対応や電話応対、配送手配、
給与計算等の労務管理を行ってます。

◦今後の目標や夢

✎目配り・気配りを心がけ、現場社員の目

は何ですか？

物も運搬します。迅速で丁寧な運び出
しを心掛けています。

いつも明るく爽やかで丁寧な対応を
心掛けています。

二男が４歳にな

✎農薬・肥料等の他、農繁期には農作 ✎

繋がっていると思

総務・経理係

陽子さん

また、私たちの生活に必

給油所係（ＪＡより業務委託）

要な三要素「衣」
「食」
「住」

トラック運送係 運送荷役係

の中の〝食〟を担っている

乳を生産者から集め、よつ葉工場に運
搬します。新鮮な品質を保持する為、
衛生管理を徹底しています。

事が素晴らしく一番の魅力

り運搬します。牛も豚も人も怪我をし
ない様、より慎重な運転と誘導が求め
られます。

ではないかと思います。

家畜の餌となる安全・安心な配合飼料
を供給しています。

上嶋

を支えています。

中鹿追

✎酪農家やＴＭＲセンター等を回り、 ✎組合員が大切に育てた牛・豚を預か ✎牛乳は健康食品です。原料となる生

陽子さんに仕事内容や農

ミルクローリー

業の魅力、今後の目標等に

家畜車

ついてお聞きしました。

バルク車

生乳運送係

◦仕事内容はどの様な事を

家畜運送係

されていますか？

飼料運送係

～家族皆と怪我無く健康に
過ごしていきたい～

8

種まき

Ａコープ鹿追店では、５月８

ＪＡ鹿追町

射手座 11/23～12/21
【全体運】運勢は吉凶混合。丸ごとうまくはいかないので良い方は伸ばし、攻められたら防戦を。めりはりが大事
【健康運】帽子や日傘で紫外線対策をして安心
【幸運を呼ぶ食べ物】トマト

今年も北町２丁目（ＪＡ

穀類集荷施設北側）でＪＡ

鹿追町町民農園を開園しま

した。この事業は町民の皆

様に農業・ＪＡ事業の理解

を深めて頂くと共に、土に

触れ、収穫する喜びを味わ

って頂きたく実施していま

区画の畑（１区画幅

34

す。

全

名の方から申込

14

約５・５ｍ×長さ約８ｍ）

に対し、

みを頂き、皆様に無料で貸

し出しています。区画にま

だ若干の空きがございます

ので、お申込みを希望され

66

る方は、お気軽に経営課（☎

－

３９２３）迄ご連絡下

さい。

今後とも地域の皆様のお

役に立てる、地域に密着し

11

山羊座 12/22～1/19
【全体運】運勢は次第に荒れ模様に。情報はまず出どころを確かめて。迷ったときはパートナーに判断を任せるのが良さそう
【健康運】人気のストレッチメニューを試して
【幸運を呼ぶ食べ物】エダマメ

た事業に取組んで参ります

ＪＡグループ北海道ＨＰ「チャレンジ家庭菜園」より抜粋

ので宜しくお願い致します。

茎を締め付けないよう、
２回ねじり「あそび」をつくり
主柱にむすぶ。

日の二週に渡

ポリ袋で風よけをする
1.8ｍくらいの主柱

～９日、 日～

マルチング

80㎝くらいの主柱

り苗の即売会を実施しました。

側面に
空気穴をあける

町民農園が今年も
開園しました

これから色々な野菜が植付されます。

おさえる程度にします。

一般的には各株のわきに斜めに立てる合掌式の
主柱を立てましょう。
ナス等

16

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

ビニールを張る

トンネル用
主柱

15

今年もＡコープが厳選した安

市販の竹かイボ支柱（1.8ｍ）が使われています。
（ナス、ピーマン、シシトウなどは80㎝位）

あまり深く土をかけないこと。
ポットの土が少し隠れたぐらいで良いです。

全・安心な苗を数多く用意し、

かけて、トンネル内の温度を上げることをお薦めします。
ポリ袋か肥料袋で風よけをする方法も良いでしょう。
６．主柱を立てる
トマト、
キュウリ、いんげんは主柱を立てましょう。

来場頂いた方々にご利用頂きま

１．植付けの時、ビニールに移植する苗の株間と畝幅に合わせて10㎝前後の穴をあけ、移植ごてで穴を掘る。
２．移植の前にポット苗にたっぷり水をやる。
この場合冷水をやると根の生長に悪いので水温に気をつけましょう。
３．この場合あらかじめ桶等に水をため、水温を上げてからかん水するか、ポット苗のまま桶につけて充分水分
を吸い上げさせてから移植しましょう。
４．水を吸わせた苗をポットから静かに抜き、土を崩さないよう、
掘った土を入れる
穴に入れ、周りの土を入れ、両手で苗のふちを静かに押さえ ビニール
土と根を密着させます。
５．トンネルをかける
通気を良くするため、
苗の生育を早めるため、移植のあと、ビニールトンネルを
手のひらで軽く

した。

植付け（移植）

一部、ご希望の苗が無い事も

で地温が充分上がり、暖かい時期（５月下旬～６月上旬頃）に移植すると安全です。

ありましたが、次年度も苗の即

移植の時期
※
北海道の場合はゴールデンウィーク明けでも、遅霜による苗の被害や地温が低く、苗の育ちが悪くなりますの

売会を企画して参りますので、

苗の植付け（移植）

またのご利用をお待ちしていま

す。

１ヵ所に
数粒の種をまく

水をまく
ジョウロで表の土が流れないようにたっぷり水をやりましょう。

密
(

種と土を密着させることが大切です。
※
にんじん、レタス、サラダ菜は光を好む作物ですの
で、薄めに覆土しましょう。

今年は、新型コロナウイルス

すじ状に種をまく

感染症拡大を考慮し、三密

土をかぶす
『覆
土』…
一般的には0.5～1.0㎝位、覆土し、土を軽く押さえ、

閉・密集・密接 を
) 避けるため
当ＪＡ公用車の車庫を活用し、

ダイコン、ハクサイ、豆類などに行います。

お客様に安心してお買い物を頂

種まきと苗の植付け（移植）

けるよう広い場所での即売会の

種をまく方法
『すじまき』…
畝に同じ間隔ですじ上にまく方法です。ホウレンソウ、
こまつな、春菊、にんじん、カブ等に行います。
『点 ま き』…
畝に同じ間隔に数粒ずつまく方法です。トウモロコシ、

Ａコープ野菜・花の苗即売会
開催となりました。

家 庭 菜 園

土を細く砕き、表面を平らにすることが大切です。
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タテのカギ
①そんなの簡単さ、

れた

⑩学級
の進行で学級会が行わ

で鳴く小鳥です

⑨漢字で書くと金糸雀。美しい声

⑦ラブレターです

モスクワなら６時間

⑥東京と北京では１時間、東京と

④６月ごろの長雨のこと

前だよ

クロスワードパズル

当ＪＡ整備工場より車輌を購入される方は、

は２１０円、往復で４２０

れる県

⑫下仁田ネギや水沢うどんで知ら
⑭
円です

〈応募方法〉
別紙の解答用紙に答えを記入し、
ＪＡ鹿追町経営課、金融店舗、Ａ
コープ鹿追店、ホクレン鹿追給油
所、瓜幕事業所、東瓜幕事業所に
設置してあります応募ＢＯＸに投
函して下さい。応募の締め切りは
６月 日ですので、以降は無効と
なります。
毎月正解者の中から抽選により
名の方にＡコープ商品をプレゼ
ントします。
今月のプレゼント商品は、「エリ
エールトイレクリーナー（ 枚入）
」
で す。多数のご応募お待ちしてい

⑯ホッキョクグマの別名です

②パンダの餌になる植物

ます。

せます

①初夏にピンクや紫色の花を咲か

ヨコのカギ

⑲宴会によく使われる飲食店

ます

⑱停留所に止まりながら客を運び

⑰黒、赤玉、鹿沼といえば

③相撲取りのリングネーム

正解者

末日までにＡコープ鹿追店サービ

れましたので、お手数ですが６月

から抽選により次の方々が当選さ

名）
の中

〈５月の正解〉

す
⑤那須与一はこれの名手
⑧出口の反対語
⑨湖などの水を取り除いて陸地に
すること
⑪ギリシャ神話の登場人物。鳥の

に行った

羽根をろうで固めて翼を作り、
空を飛びました
⑬臼でひいて粉にした茶
⑮入院した友人のお

⑯『桃太郎』でおじいさんが刈り
に行った物

名
（応募総数

④煮た小豆に砂糖を混ぜて作りま

10

スカウンターでお受取り下さい。

らなければ無効とさせて頂きます

松
川
原
砥
井
城
保
中
川
下
藤
好
田
原
藤
野
井
萩
谷
嶋

ゆきの
花 子
勝 久
みほの
里 恵
絵 梨
利 子
巌
みつえ
君 子
アキ子
柚 葉
武 則
好 江
麻 美
陽 子
ミチ子
悦 子
澄 子
静 海

（敬称略）

ので、お早目にお引取り下さい。

〈当選者〉 
常
中
市
青
坂
結
正
田
西
大
加
三
石
藤
齊
馬
石
矢
中
西

担当：吹上

℡ ６６-２１３１
℡ ６６-３４００

JA鹿追町

1.35％ 引き下げ
最大

なお、期日までにお引取りにな

4年目以降、適用金利から
仲町２丁目
上 然 別
緑町１丁目
緑町１丁目
仲町４丁目
新
町
瓜
幕
南町１丁目
南町２丁目
笹
川
泉町２丁目
仲町１丁目
泉町１丁目
西町１丁目
東町２丁目
美
蔓
緑町２丁目
仲町３丁目
笹
川
東町２丁目

13

1.300％
ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ最引下金利

12
水瓶座 1/20～2/18
【全体運】パワフルに動き回れる好調運。優先順位を考えて効率良く動きましょう。見晴らしの良い開けた場所にツキ
【健康運】外出後はうがい、手洗いを忘れずに
【幸運を呼ぶ食べ物】ビワ
魚座 2/19～3/20
【全体運】あれもこれもやらなければと気負い過ぎてリズムを乱してしまいそう。できそうにないことは早めにお断りを
【健康運】旬の食材を取り入れた食事が元気の源
【幸運を呼ぶ食べ物】ドジョウ

＊適用金利 2.575％
当初3年間
154

さらに金利△0.1%

（適用金利2.00%）

1.400%
最引下金利
変動金利型

車両購入のご相談は是非
JA整備工場
(66-2635 担当：清野） へ
⑰刀の手で持つ部分

いのまた

固定変動選択
3年型
150

令和2年2月1日～10月31日
受付
期間

代
表
融資課直通
東町２丁目 猪股あかりちゃん（４歳）

令和2年5月1日～7月31日
受付
期間
10

シ ヨ ウ ブ ユ

*お問い合わせ・ご相談は ・・・
〈今月の抽選者は私です〉

20

でした。
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

ＪＡは、皆様のカーライフを応援します ！！
〔426回〕
二重枠に入った文字を、Ａ→Ｄの順に
並べてできる言葉は何でしょうか？

