馬鈴しょ収穫はじまる

探訪

【会社紹介】
平成16年に設立し、土木工事業、一般貨物自動車運
送業、建物解体工事業など31名の従業員と共に力を合
わせて取組んでいます。
【こだわり】
「元気な地域をつくりたい」
・責任ある仕事を通して社会に貢献し、地域に
愛され続ける企業を目指し日々努力を重ねて
参ります。
「元気な人をつくりたい」
・企業人としてはもとより、社会人としても成
長出来る様、社内教育を充実して参ります。
「元気な笑顔をつくりたい」
・社員・顧客・取引先・地域など、当社に関わ
る全ての人を笑顔にして参ります。

基本理念「３つの元気」

ＪＡ鹿追町

No.528

まちなか
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528

会社の正面玄関には、野球のホームベースが置かれています。
込められた思い…
お客様、社員、家族、お世話になっている全ての人が今日
も事故や怪我をしないで無事に戻ることを祈り正面玄関に置
いてあります。

有限会社
代表取締役

健勝重建

相 澤 政 則さん

鹿追町鹿追北５線２番地23 ☎（0156）66-3508

【鹿追町農業へエールを】
鹿追町農業のしっかりした基盤のお陰で私たちも発
展する事が出来ています。これからも鹿追町農業と地
域社会に貢献出来る様努力して参ります。
【読者へのメッセージ】
私たちの仕事はお客様の想像と理想をかたちにする
ことです。お客様の知恵をお借りしながら、長年の経
験を活かし確かな喜びを提供出来る様、これからも尽
力して参りますので宜しくお願い致します。

ポテト豆乳ケーキ

材
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じゃがいも………250ｇ
バター………………20ｇ
砂糖…………………60ｇ
卵……………………２個

よつ葉

バター（食塩不使用）
内容量：150ｇ

商品の特長 北海道十勝産の生乳からつくりまし
た。十勝の大自然が育んだミルクの味わいとコク
が活きた贅沢な味わいです。パンやお菓子作りに
も使える、食塩不使用タイプです。創業以来、ず
っとつくり続けている変わらぬおいしさです。

はちみつ…………大さじ２
調整豆乳……………200cc
薄力粉…………………30ｇ

作り方
①じゃがいもの皮をむいて一口大に切る。ラップをしてレ
ンジで600Ｗ３分（やわらかくなるまで）
。
②マッシャーなどでつぶします。なめらかな仕上がりがお
好みならば、丁寧につぶしてください。
③なめらかになったら、溶かしたバターを入れます。
④卵、砂糖を入れて、白っぽくなるまでハンドミキサーで
混ぜ合せます。
⑤はちみつ、豆乳を加え、しっかり混ぜます。
⑥最後にふるった薄力粉を混ぜ、型に入れて、180℃に予
熱したオーブンで40分焼きます。（型はパウンド型を使
いました。）
⑦粗熱をとって、冷蔵庫で冷やします。
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小麦収穫無事終了
馬鈴しょ収穫はじまる

７月 日より開始した令和２年
大型コンバインによるダイナミックな
刈り取り

生産者の適切な肥培管理により、
肥大が進み大粒傾向ではあります
が、順調に生育し良質な馬鈴しょ

産小麦の収穫・受入作業が８月
日に終了しました。収穫前は曇天
が期待されます。
今後、馬鈴しょをはじめとした

が続き品質の低下が心配されまし
たが、天候が回復し無事に約１，

していましたが、生産者の適切な

く推移した事で春先の茎葉は繁茂

小麦は昨年同様に越冬前が暖か

ので、ご理解賜りますようお願い

を輸送する大型車両が走行します

様におかれましては、各種農産物

作業に努めて頂くと共に町民の皆

に及ぶため、生産者の方には安全

肥 培 管 理 に よ り、
「きたほなみ」
めちから」では品種導入後２番目
の高収量となりました。
今後は乾燥工場にて調製作業を
行い、皆さんの食卓に並ぶ、うど

開始され、現在収穫最盛期を迎え
ています。
本年は春先の低温や植付け後の
干ばつと厳しい気象条件下で１株
当たりの塊茎数は少な目ですが、

この機会に加入申し込みを
も出されていました。
当ＪＡとしてもこの光回線の整

検討して参ります。

の高度化・省力化等を進めるべく

た農村地区への光回線網の整備事

この整備は鹿追町が国の補助事

日とな
っていますので、希望される方、

加入申込み締切は８月
を活用し、加入申込み頂いたご家

ご質問のある方はお早目に鹿追町

業「高度無線環境整備推進事業」
庭周りに光回線を張り巡らし、Ｗ

総務課またはＪＡ鹿追町管理課ま
町総務課）

ｉ Ｆｉ環境を整備するものです。

Ａ鹿追町とウリマックホールを会
場に説明会を開催し、関心も高く
多くの住民の方々が出席され、Ｎ
ＴＴ東日本の担当者より標準的な
プランや営農関係では監視カメラ

（申込み窓口

でお問合せ頂きお申込み下さい。
補助事業における回線網の整備計
画に盛り込まれない事になり、後
で光回線を申込みした場合には、
希望する時期からのご利用を頂け
ない他、相当額の追加負担額が想
定されますので、農村地区にお住
まいの方は是非とも今回加入申込
日には新型コロナウ

みされる事をお奨めします。
７月 ・
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イルス感染予防対策を講じて、Ｊ

27

や温度センサー等のオプションプ

：

－

ラン等の説明がされ、多くの質問



この機会に申込みされなければ、

31

た。

備に伴い将来的な営農技術や情報

組合員より以前から要望のあっ

町内農村地区全体に光回線整備を計画

収穫された小麦はトラックに載せら
れ乾燥工場へ運ばれます。

申し上げます。

た。

農産物の集荷が本格化し、長期間

んやパン等の小麦粉の原料として

月 日より一般馬鈴しょの出荷が

チップ」を中心に出荷を行い、８

続 い て「 ト ヨ シ ロ 」
「オホーツク

月３日から上然別地区より始まり、

用の品種「ワセシロ」の収穫が８

馬鈴しょでは、ポテトチップス

製粉会社へ出荷します。

では品種導入後４番目の収量、
「ゆ

ha

2
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業が、実現に向けて動き出しまし
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牡羊座 3/21～4/19
【全体運】気がせいてもいつものペースを守って正解。相手が動いてから動いた方があなたの良さをアピールできます
【健康運】リフレッシュタイムを多めに取って
【幸運を呼ぶ食べ物】カボチャ
牡牛座 4/20～5/20
【全体運】好調運です。自分の意見を積極的に周囲に伝えて。明るい光が見えてきます。予定は細かく決めない方が◎
【健康運】筋トレなど目的を絞っての運動がお勧め
【幸運を呼ぶ食べ物】エノキタケ

24

５７８ を収穫する事が出来まし

小麦の収穫作業が順調に行われました

11
コンテナいっぱいに詰められ集荷されます。
良質な馬鈴しょが沢山収穫されました！

秋 に期待を寄せて

実 り の
馬鈴しょの収穫作業は８月３日から上然別地区より始まり、現在収穫最盛期を迎えています。

第7回（1983年昭和58年）

開会の挨拶をする上村春成組合長

60歳以上の方による「札合せ」
元気いっぱい競技を行うお年寄り

第6回（1982年昭和57年）
「二人の出会い」オット
バトンを忘れないで！

霧雨の中での熱戦約1,000名が参加

昭和の懐かしい写真を集めました♪

農民大運動会特集
あの頃を振り返ってみませんか？
今年の第44回農民大運動会は新型コロナウイルスの感染拡大防止の
為、残念ながら中止となりました。世代を超えて今日まで引き継がれ
地域間の親睦を深めてきた農民大運動会ですが、昭和の懐かしい写真
を一部ご紹介致します。（コメントは当時のものを掲載）

第1回（1977年昭和52年）

家族総出でヨーイドン！
第１回鹿追町農民大運動会が、52年７月24日炎天下の総合グランドに
おいて開かれました。大勢の組合員の方が家族を伴って参加されました。

通明チームの「ニュ
ー桃太郎」
、雨のため
大道具が使用出来ず、
残念でしたが、努力の
ほどが認められ努力賞。
それにしてもいい男で
したネ……。

10周年記念
美蔓チームの
「豊穣祈願土俵
入り」
、な か な
か本格的なもの
でしたね～、ど
うですフンドシ
まで用意したん
ですヨ～。

第10回（1986年昭和61年）
雨で会場を急遽総体に移しての開催。
参加者及び喚起者の努力と協力により予
定時間は約１時間ほど遅れてのスタート。

仮装などの記念行事も実施
約1,000名が参加

バン バ

「輓馬」に変えて
実施した
「ケツ圧測定」

第3回（1979年昭和54年）

昼休みを利用してカラオケも実施されました。
各チームから１名ずつ、農協役員１名の計９
名が出場、自慢ののどを…。

第13回（1989年昭和64年）

第11回（1987年昭和62年）

有志による5000メートル走
こんなに大勢スタートはよかったのですが。

婦人部による踊りには約300人の婦人が出場。400ｍのトラッ
クいっぱいに踊りの輪ができました。

蟹座 6/22～7/22
【全体運】友人との交流から得るものが多いとき。金運も好調でショッピングを楽しめます。ネットを活用して充実度アップ
【健康運】運動も仕事も遊びも適度に。ステレッチが吉
【幸運を呼ぶ食べ物】シイタケ

ニコニコ顔のお二人さん

しっかり握って放すもんかと
組合長ガンバル

双子座 5/21～6/21
【全体運】厳しい指摘を受けて驚くことがあるかもしれません。でもそれは今後に向けての重要課題。前向きに受け止めて
【健康運】体を動かすと、いい気分転換に
【幸運を呼ぶ食べ物】サツマイモ

不順な天候が続き総合グ
ランドの状態が悪くなり、
前日になってから開催場所
を小学校グランドに変更し、
当日は快晴に恵まれ開催さ
れた。

探すものがみつかって
大急ぎのお母さん
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農協婦人部全員による鹿追おんど

第4回（1980年昭和55年）

開会の挨拶をする
佐藤茂組合長

コンテナを繋いでゴールを目指す
「私を早く連れていって」競技

60歳以上の玉入れ
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地域の繋がりをいつまでも大切にしたい!!
笹川農事組合

笹川農事組合は正組合員戸数43戸（南班９戸、中班７戸、東班15戸、北班10戸、富士班２戸）で構成さ
れています。主な活動として６月は運動会、７月・８月は草刈り、盆踊りを開催し、地域の親睦を図っていま
す。今回は笹川農事組合の主な行事について紹介致します。

農 を
未来


「運動会」
（６月）
午前は保育所と小学
校の運動会が行われ、
午後からは地域の運動
会を行い親睦を深めて
います。

へ

北班

㈱三井組の皆さんにもボランティアで参加して頂き手
分けをして行っています。
南班

笹川小学校で毎年盆踊りを開催しています。
景品が当たるゲームも行い親睦を深めています。

和也さん、陽子さんと共に

の真由美さん、長男夫婦の

てくれて泥まみれにな

地域の仲間が助けに来

作付し畑作農業を営まれて

麦、てん菜、小豆、手亡を

ました。今でも忘れら

仲間の大切さを痛感し

くれたんです。その時、

れませんし感謝してい
ます。

無事に収穫出来た時はとて

切に生育管理した農作物を

ます。また、一年かけて大

入して土づくりを行ってい

入したり、バーク堆肥を投

の堆肥と交換し小麦畑に投

穫後に出た麦わらを酪農家

農家と手を結び、小麦の収

ている事として、地域の酪

父の代からずっと継続し

すか？

うな状況の中、一歩ずつ着

しくない状況です。このよ

つ身の回りで起きてもおか

国各地で発生しており、い

自然災害は毎年のように全

や豪雨、日照不足等、

ています。また、地震

響を受けずに従事出来

いにも農業は大きな影

しい経営環境の中、幸

食店等は営業自粛等厳

の感染拡大の影響で飲

これからも励んで欲しいと

や作物に目を向けた営農に

り〟だと思うので、畑の土

業の基本はやはり〝土づく

な時代になりましたが、農

ラクターの運転も便利で楽

てん菜の生育状況を確認する恵一
さん

も嬉しく達成感を感じます。

実に前進出来るような堅実

思います。

○ 今後の目標は何ですか？

○農業の思い出や苦労話を

経営を目指し、家族と力を

◯消費者にメッセージをお

◯農業を営む上で心掛けて

聞かせて下さい。

合わせて取組んでいきたい

新型コロナウイルス

農事組合長の植田雅敏さんは『今年は新型コロナウイルスの影響で、子ども達が楽しみにしているイベント
が開催出来ず非常に残念です。早く終息する事を願いつつ、これからも運動会や盆踊りを継続し、子どもから
お年寄りまで楽しく参加して頂き、地域の繋がりを深めていければと思います。』と話して下さいました。

平成 年８月に発生した

いる事ややりがいは何で

伺いました。

いる大村恵一さんにお話を

約

りながらいもを掘って

状況になったのですが、

「盆踊り」（８月）
の畑に馬鈴しょ、小

今回は中瓜幕地区で奥様

「草刈り」（７月～８月）
で収穫しなくてはならない

もぬかるみにはまり手作業

馬鈴しょの収穫機械が何度

影響で畑から雨水が湧き、

度重なる台風による豪雨の

技術進歩が目覚ましく、ト

近年、ＡＩやＩＣＴ等の

ッセージをお願いします。

◯次代を担う農業青年にメ

と考えています。

していければと思います。

農家も鹿追町も豊かに発展

べて頂きたいです。そして、

地元の農畜産物を沢山食

願いします。

6
獅子座 7/23～8/22
【全体運】人気運に恵まれてハッピーモード。面倒見の良さがきらりと光ります。いろいろな場所に顔を出せば今後の糧に
【健康運】好調です。ハードなトレーニングもＯＫ
【幸運を呼ぶ食べ物】ブドウ
乙女座 8/23～9/22
【全体運】運勢は盛り上がりを見せています。リーダーを頼まれ忙しそう。周囲に自分の考えを伝えるようにすると発展的
【健康運】楽しみながらできる運動を。継続は力なり
【幸運を呼ぶ食べ物】カレイ

7

恵一さん
大村

50
ha
28

基本はやはり
“土づくり”
中瓜幕

農事組合日誌

健康推進企画

夏バテと秋バテ対策
相変わらず暑い日が続きますが、朝夕の風には確かに秋の気配を感じるようになってきました。夏の
暑い時期を何とか乗り越え、少し涼しくなってきた頃に、なんとなく元気がない、だるい、疲れが抜け
ない、食欲がない、そんな症状が出ていませんか？もしかすると、それは夏バテだけでなく秋バテが原
因かもしれません。

原因は何？
人間の体は、高温・多湿な状態におかれると、体温を一定に保とうとして、必要以上のエネルギ
ーを消費し、かなりの負担を強いられています。
その負担が強くなったり、毎日続いて長引いたりすると、その暑さに対応することができず、
無理が続いて、体が限界に来ている状態のことを夏バテと言います。
それに対し、夏の暑さもやわらぎ、ようやく涼しくなってきたのにもかかわらず体がだるい、疲
れやすいなどの体の不調が続いている状態を秋バテと言います。
大きな原因として、以下の３点が挙げられます。

①自律神経の不調

②水分不足

～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～

㈲鹿追町デーリィーサービスカンパニィ
㈲鹿追町デーリィーサービスカンパニィは、酪農ヘルパーの会社として酪農家の皆さん
が安心して休日が取れるよう、個々の牧場のスタイルに合わせて、清掃、搾乳、給餌の全
ての作業を適切に行い、酪農家さんに心から信頼され、鹿追町農業が更に発展するために
日々努力しています。今回は㈲鹿追町デーリィーサービスカンパニィで働く酪農ヘルパー
の仕事をスタンチョン牛舎とフリーストール牛舎に分けて簡単に紹介致します。

【スタンチョン牛舎（つなぎ牛舎）】

飼槽の清掃

仔牛の哺乳

飼料給餌

搾

乳

③胃腸の働きの悪化

✎ 清潔な牛舎に保つ事で牛も ✎ 産まれてすぐの仔牛には栄養 ✎ 牛に濃厚飼料や乳酸発酵さ ✎ 上手に搾ってあげないと乳の出

どんな症状？
・全身の疲労感
・体がだるい

ONE TEAM しかおい

ストレス無く過ごす事が出来
ます。

・無気力になる
・イライラする

・熱っぽい ・むくみ ・下痢、便秘
・立ちくらみ、めまい、ふらつき ・食欲不振

価が高く免疫物質を含む母乳（初
乳）を与え病気を防ぎます。

せたサイレージ、乾牧草等を
与えます。

牛床の清掃

飼料給餌

【フリーストール牛舎】

仔牛の哺乳

夏バテと秋バテを防止するには？

が悪くなり乳房炎等の病気になっ
たりするので重要な作業です。

搾

乳

・外との温度差を５度以内にしましょう
・水分補給をしましょう
＊冷たいジュースやビールは、胃腸の働きを弱めるため控えましょう

・睡眠をしっかりとりましょう

✎ 脱脂粉乳をベースにしたミ ✎ 牛は１日に人の体重ぐらい ✎ 牛は１日に約50㎏の餌を食 ✎ 搾乳牛をパーラー（搾乳室）

・栄養バランスを心掛けた食事をしましょう

ルクを40℃位に温め与えます。
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食事の工夫

ぐっすり寝るための工夫

・一日３食をきちんと食べましょう。
・食欲のない時は、少しずつバランスよく
食べるようにしましょう。
☆おすすめ食材☆
【ビタミン B1,B2：炭水化物の消化促進】
・豚肉 ・レバー ・枝豆 ・納豆 ・豆腐
・うなぎ
【クエン酸：炭水化物の消化促進】
・酢 ・ゆず ・グレープフルーツ
・レモン ・梅干
【ビタミンC：ストレスへの耐性を高める】
・枝豆 ・トマト ・カボチャ ・ゴーヤ
・グリーンアスパラ
【ナイアシン：疲労回復】
・ぶり ・さば ・あじ ・豚レバー
【香辛料・香味料：食欲増進作用】
・しょうが ・わさび ・みょうが ・ねぎ
・カレー ・とうがらし ・キムチ

・除湿をしましょう。
＊湿度が下がれば同じ温度でも涼しくなり
ます。

✎ ㈲鹿追町デーリ

・寝る前に入浴をしましょう。
＊人間の体は、一度暖まると眠くなります。
・軽い運動をしましょう。
＊入浴と同様、人間の体は温まると眠くな
ります。

代表取締役
奥秋 吉広さん

ィーサービスカン
パニィは地域の酪
農家が協力して設
立した会社です。
これからも酪農家
が安心して仕事を
任せられるヘルパ
ー会社を目指し努
めて参ります。

べます。ＴＭＲミキサーで餌
を与えています。

に移動させ搾乳を行います。

酪農ヘルパーがつなぐ人の輪、
地域の輪
創業1991年、㈲鹿追町デーリィーサービスカンパニィには現在ヘルパー14名、事務
２名が所属しています。

✎
経験や知識の豊
富な社員がこれか
らも酪農家をサポ
ートして参ります。

・寝ゴザや竹シーツを使おう。
＊体と布団の密着面積を減らし体感温度を
下げます。

蠍座 10/24～11/22
【全体運】身近な人にこそ思いやりある態度で接して。愛情は相手に分かるように伝えることが大切です。家計は節約モードで
【健康運】規則正しい生活が健康維持の鍵
【幸運を呼ぶ食べ物】ジャガイモ

の糞尿を排泄しますので、き
れいに掃除をします。

（2019年の研修）

✎ 毎年研修に取組み、酪農技術や知識を習得し、専門性を極めた酪農ヘルパーとし
専務取締役
濱口 敏成さん

て更なる高みを目指して努力しています。

天秤座 9/23～10/23
【全体運】上昇運です。大事なことは後半に持っていくほど成功率がアップ。時間が解決してくれる問題も多いはず
【健康運】栄養バランスの良い食事で元気が回復
【幸運を呼ぶ食べ物】ワタリガニ
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半島は青森県北西部に位置
します

ることも
をむ

⑭算数の文章題を解くために立て

います

⑫謙遜して「せがれ」と言う人も

⑩ホークはタカ、イーグルは

る物もあります

⑧袋に「おてもと」と書かれてい

⑦ギターやバイオリンに張ります

⑤

②俗に赤トンボと呼ばれるトンボ

タテのカギ

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、

⑯ギンナンは殻を割り、
いて使います

令和2年8月1日～10月31日

ます
⑳人体
学んだ

⑰イチかバチかの

も下がり

に出た

⑮郵便物に料金分を貼り付けます

⑬秋桜とも呼ばれる花

皮を取り除いて造ります

⑪ぶどう酒の一つ。ブドウの実の

ます

⑨涼しくなると不快

⑥すしに添えるショウガの酢漬け

規制

④厳しさの度合いを緩めること。

③きつねうどんのメインの具

り

②写真を並べて入れたり、貼った

チャと鳴いています

①唱歌『虫のこえ』ではガチャガ

ヨコのカギ

びにくい合金

㉑流し台や食器などに使われるさ

を使って内臓の配置を

⑱猫は出したり引っ込めたりでき

受付
期間
⑲うどんやそば、ビーフンなどの
こと

〈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
９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。

名）
の中

㎖」
で す。多 数 の ご

今月のプレゼント商品は、「ミツ
カン味ぽん

応募お待ちしています。

名
（応募総数

〈８月の正解〉

正解者

から抽選により次の方々が当選さ
れましたので、お手数ですが９月
末日までにＡコープ鹿追店サービ
スカウンターでお受取り下さい。

なお、期日までにお引取りにな
らなければ無効とさせて頂きます

地
木
本
口
俣
井
石
村
辺
田
下
上
林
本
爪
田
嶋
中
田
野
原

里 子
美 羽
光 行
弘 政
君 子
佐江子
啓 子
昇
響 介
玲 子
裕 司
友 子
和 江
清 隆
豊
かすみ
勝 江
稔
ハル子
孝 次
みゆき

（敬称略）

ので、お早目にお引取り下さい。

〈当選者〉 
菊
鈴
橋
野
木
藤
白
松
戸
成
宮
村
小
杉
橋
石
西
田
藤
名
竹
東町２丁目
仲町４丁目
北 鹿 追
東町２丁目
泉町２丁目
新町３丁目
東町２丁目
上 然 別
緑町１丁目
泉町４丁目
瓜
幕
東町２丁目
泉町２丁目
緑町２丁目
東町２丁目
新町１丁目
下 鹿 追
新町１丁目
泉町２丁目
瓜
幕
西町２丁目

10
射手座 11/23～12/21
【全体運】あなたの意見が通りそう。ただ強気な態度が波紋を呼ぶことも。周囲へは気配りを。衝動買いには気を付けて
【健康運】体を動かすと頭の巡りも良くなります
【幸運を呼ぶ食べ物】サケ
魚座 2/19～3/20
【全体運】抜き差しならない状況になりがち。問題が重なったときは頭の中の整理から。友人たちの意見を聞くのもお勧め
【健康運】鏡で姿勢やポーズを確認。運動効果がアップ
【幸運を呼ぶ食べ物】シメジ
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よう た
しょう ほ

令和2年2月1日
～10月31日
受付期間

上
担当：吹

JA鹿追町

1.35%引き下げ
最大

℡ ６６-２１３１
℡ ６６-３４００
代
表
融 資 課 直 通
南町２丁目 正保 陽大くん（３歳）

ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ期間中
0.4％ ⇒ 0.13％
180

600

＊上記金利は令和2年8月1日現在の金利です。
＊団体信用生命共済掛金はＪＡが負担します。
＊当ＪＡが指定する保証機関の保証をご利用いただきます。
＊別途保証料が必要となります。
＊担保物件については火災共済もしくは建物更生共済に加入して頂き質権設定させて頂きます。
＊ローンをご利用いただける方は、当ＪＡ所定の資格・要件を満たす方に限ります。
詳しくは下記までお問い合わせご相談下さい。
〈今月の抽選者は私です〉

４年目以降、適用金利から
新築等を計画されている方は、
是非この機会にお申込み
下さい！

0.50%
事務手数料
値下げします
177

車両購入のご相談は是非
JA整備工場
(66-2635 担当：清野） へ

キャンペーン最引下金利

＊適用金利 2.375％
10

モ ウ シ ヨ ビ

（適用金利2.00%）

1.40%
最引下金利
変動金利型

固定変動選択
３年型金利
ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ期間につき‼
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 ！！
〔429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？

