ＪＡ鹿追町

No.534

まちなか
まちなか

探訪

【こだわり】
お客様から“依頼して良かった”と喜んで頂ける様、
日々正直に努力する事をモットーに従業員一丸となっ
て取組んでいます。また、お客様から早く使用したい
というご要望があれば夜遅くまでかかっても完成させ
るよう心掛けています。

No.

年間乳量20,000㎏超
スーパーカウ誕生

【会社紹介】
昭和55年に創業し、お陰様で今年で41年目を迎えま
す。従業員は私と妻を入れて５名です。主に農機具修
理や牛舎建設等９割以上を農家の皆様からご依頼を頂
いております。

534

【鹿追町農業へエールを】
ひいき
日頃より農家の皆様にはご贔屓下さり誠にありがと
うございます。ここ10年の農業機械の自動化は非常に
目覚ましいものがあります。くれぐれも農作業事故に
は気をつけて頂き、安全・安心な農畜産物を生産し鹿
追町農業が益々発展していく事を期待しております。

有限会社
代表取締役

石田鉄工

石田

秀俊さん

鹿追町新町１丁目134番地 ☎（0156）66-3333

【読者へのメッセージ】
創業以来、地域・農家の皆様には色々と助けて頂き
今年で41年目を迎える事が出来ました。本当にありが
とうございます。これからも地域に密着した仕事を行
い、地域貢献が出来ればと思います。

パンプティング

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３年２月 日

料理サークル

－
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バーク
美蔓

リヴエレスト

アルメイダ号

㈲デーリィファーム武者

武者

颯 さん、康弘 さん（写真左から）

番地

3月

スーパーカウ

－

51

よつ葉

特選 よつ葉牛乳
内容量：１ℓ
商品の特長 北海道十勝の大自然が育んだ生乳のみを
使用し、おいしさをそこなわないために、生乳の生産
地である十勝の工場で殺菌・パックしています。
全国飲用牛乳公正取引協議会の定める特選基準をク
リアした、乳質・成分に優れた生乳を厳選して使用し
ています。

料 （ココット６個分）

卵……………………３個
牛乳………………300㎖
Ａ
砂糖…………………大３
バニラエッセンス…少々
食パン（６枚切り）……1.5枚
レーズン…………………大４
粉砂糖……………………適量
作り方

①Ａを合わせる。
②食パンは1.5㎝角に切る。
③ココット型に食パン、レーズンを入れ①を注ぎ、
180℃のオーブンで15分位焼く。
④粉砂糖を振る。

14

秒

】で初制覇

第 回北海道中学校スケート大会

男子５００ｍ大会新記録【
37

（瓜幕中学校３年）

の更新を目標に挑みました。

「この大会は自己ベスト 秒

熊谷 宗一郎 さん

１月９日～ 日に明治北海道十勝オ

中瓜幕

１０００ｍも制し２冠達成

91

「農作業安全」の部
最優秀賞の白石知徳さんに青
年部より記念品が贈呈されま
した。
（右 藤田大和農政営農部長
左 植田青年部長）

「食の安全・安心」の部
最優秀賞の宮下裕司さんに青
年部より記念品が贈呈されま
した。

自己ベストは更新出来ませんで
したが、大会新記録で優勝出来
てとても嬉しいです。全国大会
が中止となってしまい、とても
残念ですが、今春進学する白樺
学園高校では自己ベストを更新
し、インターハイに出場出来る
様頑張りたいです」

と更なる目標への意気込みを話して下
さいました。

「農作業安全」の部
【最優秀賞】

白石 知徳 様

気のゆるみ
慣れと油断は
事故のもと
仲
町１丁目

「食の安全・安心」の部
【最優秀賞】

道産の
農産物で
巣ごもり宴会
宮下 裕司 様

令和３年度 鹿追町「01農業塾」塾生募集

スーパーカウ誕生

ゼロイチ

厚生病院人間ドック申込が始まりました！

☆厚生病院人間ドックの１年分（令和３年４月～令和４年３月分）の申込を取りまとめ致します。
※町立病院、巡回ドックの申込については９月上旬に取りまとめ致します。
取りまとめの詳細は３月の例会で配布しておりますのでそちらをご参照下さい。
取りまとめの詳細は９月の例会で配布予定です。

カウ（３０５日もしくは３６５

ム武者牧場において、スーパー

美蔓地区の㈲デーリィファー

係機関に感謝しています」

家族やＪＡをはじめとする各関

果に繋がったのだと思います。

の悪い牛をいち早く発見し早期

颯さん「ロボット搾乳で得た牛
今回誕生したスーパーカウは

治療を心掛けています。現状に

日の検定成績で２万ｋｇ以上の

「バーク リヴエレスト アルメ
年１月

満足する事なく、安定した生乳
イダ号」
（平成

カ月齢の年齢で３産目の分娩を

１月から本町の５戸の酪農家か

今回の１頭を含め、令和２年

まれ）で令和２年１月に４歳０
行い、搾乳日数３６５日で乳量

間入りを果たしています。

ら５頭の牛がスーパーカウの仲

良く、このような素晴らしい結

ーで製造された飼料との相性も

ます。また、第２ＴＭＲセンタ

の能力が引き出せたのだと思い

ストレスが減り、牛が持つ本来

時に好きなだけ搾乳出来るので

牛舎を新築した事で牛が好きな

康弘さん「令和２年にロボット

感想をお聞きしました。

武者康弘さんと長男の颯さんに

はやて

ーリィファーム武者の取締役、

見事に快挙達成となった㈲デ

２０，４６３㎏を達成しました。

生産に努めていきたいです」

日生

個体データを分析する事で調子

取締役 武者 康弘 さん、颯 さん（長男）

㈲デーリィファーム武者

組合員・ご家族、農村地区在住の皆様へ

生乳生産）が誕生しました。

美蔓

お問合せ先：経営課（℡）66-3923
申込期日：令和３年３月９日
（火）


宗一郎さん
瓜幕

優勝 種目 男子500ｍ 記録 37秒91（大会新記録）
種目 男子1000ｍ 記録 １分16秒58

ーバルで開催された第 回北海道中学
校スケート大会において、
中瓜幕の熊谷宗一郎さん
の大

（瓜幕中学校３年）が男

子５００ｍで 秒

１０００ｍも１分 秒

の感想を伺いました。

熊谷宗一郎さんに喜び

しました。

で制し短距離２冠を達成

58

た。また、２日目の男子

会新記録で優勝されまし

91

16

熊谷


資料がお手元にない場合は経営課までお問合せ下さい。
㈲デーリィファーム武者
武者康弘さん・颯さん（左から）

12

：：

2
牡羊座 3/21～4/19
【全体運】春に心躍りそう。これからの計画を立てると良いアイデアが浮かぶはず。下旬から運勢は上昇を開始！
【健康運】ゲーム感覚でできる運動にツキがあります
【幸運を呼ぶ食べ物】アシタバ
牡牛座 4/20～5/20
【全体運】友人に連絡を取ってみましょう。グッドニュースをキャッチできる可能性が大。買い物は慎重に。比較検討が大事
【健康運】つい食べ過ぎてしまいそう。動いて消費を
【幸運を呼ぶ食べ物】春キャベツ

3

18

15

標語入賞作品 が決定！

37

短距離２冠を達成

51

10

37

79
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昨年のＪＡ通信 月号で募集したＪＡ鹿追町青年部標語の入賞作品が決
定しました。
今回も「農作業安全」
「食の安全・安心」の２つのテーマで募集しました。
応募総数 作品の中から、青年部役員による厳正な審査の結果次の通り
各賞が選考されました。多数の応募ありがとうございました。

「農作業安全」「食の安全・安心」

21世紀の新たな農業に向かって、次世代を担う町内の農業青年（女性）たちに誇りと自信を持っ
た農業後継者になってもらうために「01農業塾」を開設致します。
01農業塾は「一般塾」「移動塾」「人間塾」のカリキュラムで構成されており、農業専門知識だけ
でなく経営者として経済人や社会的側面から農業を学ぶなど幅広く展開していくものです。
募集対象 産業後継者（農業・商業）
募集期間 令和３年４月20日㈫まで
問合せ先 ピュアモルトクラブハウス内 農業振興課産業後継者係（☎69-7122）
28

TOPICS
ＪＡ鹿追町青年部標語

～規模拡大と長命連産の
牛群を目指して～

上幌内の若原慎
さんと弟の廉さん
は父・政雄さんと
母・礼子さんと共
に酪農業（経産牛
頭、未経産牛

年

新一さん
國島
幌内

第19代青年部長（昭和55年度）

部活動の強化、農協の仕組

事業に対する意見の他、支

を開催し、部員からは農協

また、初の支部別懇談会

青年部活動に励んで欲しい

ってもその理念を忘れずに

です。どんなに時代が変わ

為に組織したのが協同組合

組合員の営農と生活を守る

発足当時、貧しく弱い立場

みや事業、農政を理解する
です。

状態をより多くの人達に訴

為の学習会の必要性等、数

にあった農民が協同の力で

青年部長を歴任された幌内
多くの前向きな提言を受け、

えかけました。

の國島新一さんに当時の青
青年部活動に活かしていき

今回は昭和 年に第 代

年部活動の思い出、今後の

畜産物価格が低迷し、特に

昭和 年の農業情勢は農

○青
年部活動ではどのよう
な事に取組まれましたか？

合った仲間と協力し合い

かる様になりますし、知り

る事で相手の心の痛みがわ

部員一人ひとりと議論す

○青年部活動を通して学ん
だことは何ですか？

部時代を過ごして下さい。

深く学び、悔いのない青年

うものです。農協について

一人ひとりが自ら進んで行

青年部活動は人に言われ

余乳問題から乳価が４年連
活動する事で自分自身を

をお聞きしました。

続据置という厳しい状況で、
成長させてくれたと思い

繋がり何歳になっても大

○今後の青年部活動に期
待することは何ですか？

て行うものではなく、部員

更に石油事情の悪化にとも
ます。

そのような状況の中、青
切な思い出として残って

ました。
年部活動では農畜産物消費
います。

じゃがいも等の試食販売を
農協が何故出来たのか、

センター）において牛乳や
行い、酪農家が牛乳を搾れ
その意味まで知っている

時代に取得した家畜人工

の兆候があった時は学生

牛の観察を行う中で発情

うに牛群を管理し、日々

早い段階で発情が来るよ

廉さん「分娩後なるべく

廉さん「長命連産の飼養し

きたいです」

町農業の魅力を発信してい

青年部活動やＳＮＳで鹿追

を目指したいです。また、

の頭数を増やして規模拡大

した牛舎施設を更新し、牛

部員は少ないと思います。

授精師の資格を活かして

易い牛を目標に牛群改良し

お二人に酪農を

ている餌の量を調整してい

調の変化を見て、毎日与え

食い込み等、牛の細かな体

慎さん「飼養管理では餌の

所です」

が返してくれる

た分だけ必ず牛

をかければかけ

直腸検査を行う廉さん

笑顔で話して下さいました。

ていきたいです」
と二人とも

授精しています」
○酪農業のやりがいは何
ですか？
慎さん「蹄病
や怪我の治療
は極力自分達
で行っている
ので、治療後
に餌の食い込
みが良くなり、
乳量が改善し
た時はとても
やりがいを感
じます」

行う上での心がけ

ます。また、機械の運転が

廉さん「牛に手

や今後の目標等を

慎さん「老朽化

○今後の目標は
います」

多いので作業中は事故をお

は何ですか？

○酪農を行う上での心掛け

餌を運搬する慎さん

者の置かれている危機的な

ない異常な状況の中で生産

秋祭り会場（当時コールド

拡大事業として然別湖畔や

また、新たな人脈にも

ない生産資材価格が高騰し

19

お聞きしました。

しました。

○青年部員にメッセージを
お願いします！

ました。

当時の新一さん

青年部活動に期待する事等

55

何ですか？

成 年４月に就農

55

こさないよう充分注意して

大学を卒業後、平

廉さんは東京農業

ました。

に就農し

平成

勤務され、

販売課に

支所畜産

組合連合会苫小牧

ホクレン農業協同

政策学科を卒業後、

学農学部食料環境

慎さんは明治大

います。

小麦等も作付して

５３ｔ）を営む他、

頭、生乳出荷量６

55

然別湖畔で行われた農畜産物消費拡大キャンペーン

このコーナーでは令和元年に女性部、令和３年に青
年部が設立70周年という節目を迎えた事から過去から
の活動を振り返りこれからも鹿追町農業が発展してい
く事を祈念し、歴代青年部・女性部部長の感想を交えな
がら、
写真等でわかりやすく紹介していくコーナーです。
28
31

4
5

廉さん・慎さん（写真左から）
若原

双子座 5/21～6/21
【全体運】気持ちが引き締まりポジティブシンキングに。開拓したいことがあればチャレンジのとき。ただ暴走には注意が必要
【健康運】体を鍛える好機。ハードなトレーニングも◎
【幸運を呼ぶ食べ物】ナバナ
蟹座 6/22～7/22
【全体運】頑張ったかいありの結果が待っていて思わずにっこり。困り事はネットで検索すると解決のヒントが。相談も吉
【健康運】心安らぐ音楽でメンタルが回復。ダンスも◎
【幸運を呼ぶ食べ物】サヨリ

協同の理念を学び、
悔いのない青年部時代を
78

上幌内

軌跡
マイ ドリーム

新 組 合 員

へ エ ー ル

南瓜幕

移譲者

田中

猛さん
さゆりさん

上幌内

新組合員

後継者に一言
新しい常識の中で大変なこの時代を健康に気
を配りながら、先輩や仲間の声に耳を傾け頑張
って下さい。

田中

貴大さん
綾香さん

組合員になっての抱負
少しでもゆとりある経営が出来るようにした
いと思います。まずは週一で休めるようにした
いです。

移譲者

田原

綾子さん

後継者に一言
何事にも前向きに家族で力を合わせて頑張っ
て下さい。

東瓜幕

移譲者

武藤

敦則さん
智子さん

後継者に一言
地域やＪＡなどの関係機関とコミュニケーシ
ョンをとり、健康に留意して夢ある農業を目指
して下さい。

7

新組合員

田原

朋弥さん
千秋さん

組合員になっての抱負
これまで父と母が築いてきたものをもとに、
発展させられるよう家族一丸となって取り組ん
で参ります。宜しくお願いします。

北鹿追

新組合員

武藤

大介さん
彩優里さん

組合員になっての抱負
技術も知識も未熟ではありますが、努力を重
ねて一人前を目指したいと思います。

乙女座 8/23～9/22
【全体運】気になっていた問題が急浮上しそう。用事は早めに片付け憂いを残さないように。物やお金の貸し借りは回避を
【健康運】疲れが出がち。休憩、休養でリフレッシュ
【幸運を呼ぶ食べ物】パセリ

移譲者

河辺

昇さん
美恵さん

後継者に一言
より良い経営のため各関係者、農業者の話を
参考にして、堅実的な経営を願っています。

新組合員

河辺

雅俊さん

組合員になっての抱負
まだまだ経験不足なので、先輩方にご指導頂
きながら頑張ります。宜しくお願いします。

獅子座 7/23～8/22
【全体運】高齢者との交流から幸運が舞い込みます。新企画は経験談や前例を参考に。転ばぬ先のつえが大きな力を発揮します
【健康運】人気の健康法にツキがあります。お試しを
【幸運を呼ぶ食べ物】タマネギ

6

ナイスカップルさん

ONE TEAM しかおい

～このコーナーでは鹿追町農業を支える関連会社等の仕事内容を紹介致します～

鹿追町農業委員会

【入籍日】 令和２年４月24日

農業委員会（会長 菊池輝夫）は「農業委員会等に関する法律」に基づいて
市町村に設置が義務づけられた行政委員会です。農地法に基づき農地の権利
移動についての許可、農地転用申請書の受理等を行い、農業生産力の増進を
支援する組織として、担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生
防止等に取組んでいます。今回は農業委員会の業務内容を一部紹介致します。

【出会いのきっかけ】
いつ？

平成26年３月（出会い）

きっかけは？

同じ職場だったので、ご飯に行く

機会があり、そこで意気投合し、お付き合いする
ことになりました。

総

会

農地パトロール

農地あっせん

【その時の印象】
弾 さん…新人の子だ
沙季さん…お兄ちゃんみたいな人がいるなぁ
【お互いの良いところ】
弾 さん…器が大きいところ
沙季さん…何事も受け止めてくれるところ
【今後について】
笑顔の絶えない明るい家庭を築いていきたいです。

畜産課 畑 中
（旧姓 野曽原）沙

弾職員
季さん

✎

農地の権利移動、転用許可等の申請に
応じて現地調査を実施。現地の状況を踏ま
え毎月１回開催される総会で許可の可否等
の審議を行っています。

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

✎毎年１回、町内の圃場を見て回り、遊休 ✎農地を「売りたい、貸したい人」と、「買
農地や荒廃農地等がないか調査をしていま
す。

いたい、借りたい人」のあっせんを行って
おります。遊休農地・荒廃農地をなくし、
農地振興を図る取組みです。

第24期鹿追町農業委員会委員

農業委員会
事務局長 渡邉

恒義さん

✎ 日頃より、農業者、関係機関の皆様に
は農業委員会活動にご理解とご協力を賜
り厚くお礼申し上げます。本委員会は委
員13名と事務局員３名の体制で、これか
らも「ONE TEAM しかおい」の一員と
して農地行政を中心に活動して参ります。

農業委員会事務局

（後列左から）清水智久さん、加藤義雄さん、石坂正義さん、蓑口武司さん
髙田美津裕さん、坂本慎一さん、津田宏巳さん、坂本弘美さん
（前列左から）大下秀樹さん、菊池和弘さん、菊池輝夫さん、金田芳康さん、
上嶋尚さん

✎

「農業の変化（進歩）に適応出来る委員会」を目指し、農業委員・事務局職員の知恵と力を
結集し頑張って参ります。
農地に関するご相談は農業委員会までお気軽にお申し付け下さい。

鹿追町農業委員会 ☎66-4036（直通）
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蠍座 10/24～11/22
【全体運】楽しみにしていたことが実現しそう。途中で諦めず継続するのは大賛成。話し合えば味方になってくれる人も
【健康運】おいしい物を食べて、睡眠もしっかり取って
【幸運を呼ぶ食べ物】ワカサギ

天秤座 9/23～10/23
【全体運】努力が認められスポットライトが当たりそう。いつも通りのことを丁寧に進めておくのが幸運の秘訣（ひけつ）
【健康運】スポーツなど上達しやすいとき。レッスンにツキ
【幸運を呼ぶ食べ物】シイタケ
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農協改革をめぐる情勢について（PartⅠ）
≪ＪＡを取り巻く情勢≫
平成24年12月から第２次安倍政権がスタートしＴＰＰ（関税の撤廃や引き下げによ
り、日本を含め当時の12か国の環太平洋地域の国々が、物やサービスを自由に貿易し
やすくする目的の連携協定）参加に舵を切る中で、アベノミクス成長戦略の「農業・
農村所得倍増戦略」において、世界の食市場規模の増加に伴う輸出及び六次産業化の
拡大を「農業・農村の所得倍増目標」に掲げ、農林水産省を巻き込み国家戦略とされ
ました。その戦略には、「農協の果たす役割はきわめて重要」とされ、農業者の所得

ＪＡニュース

健康推進企画

の倍増に向けて、「六次産業化・農産物の輸出促進に主体的に取組むためのＪＡ自己
改革」を促すものでした。また、准組合員が正組合員（※①）
を上回るといった制度発足時と異なる状況を踏まえ今後の農協
の在り方、役割等について、その見通しを検討するとされ、ア
ベノミクス農業成長産業化戦略と農協改革（※②）が合わさっ
た形となりました。その狙いは、農協は営農指導・販売に特化
し生産資材・生活・信用・共済を分離・解体し銀行や大企業、
外国企業の参入を促す狙いもあり、組合員や地域住民を置き去
りにした戦略でもあります。
①肩幅に開いた足を八の字に開き、
背筋を伸ばし、両腕を前に伸ばす。
②つま先と膝が同じ方向に曲がるこ
とを確認しながら、３秒間で椅子に
座るように膝を曲げ、１秒間姿勢を
保持する。
③３秒間でもとの姿勢に戻す。

①背筋を伸ばし、腰の位置を固定し
たまま、お尻の下の方に力を入れる。
②３秒間でかかとから足を後ろに上
げ、１秒間姿勢を保持する。
③３秒間で足をもとに戻す。

※膝がつま先より前に出ないようにする。
※下を向かないようにする。

※上半身が前傾しないようにする。
※足を上げる際は腰を反らさない。
※椅子に体重をかけない。

①膝を少し曲げた状態で膝を床につけ、
両腕を床に対して垂直に伸ばす。（肘
は少し曲げる）
②両手を肩幅よりやや広めにおき、指
先をやや内側に入れる。
③ゆっくり肘を曲げ、１秒間姿勢を保
持する。
④ゆっくりともとの姿勢に戻す。（こ
のとき腰を反らさない）

≪農協改革案の内容とは≫

（※②）

政府が内閣府に設置した規制改革推進会議において、平成26年５月に「農協改革に関する意見」
とする改革案が公表され、信用事業の代理店化・共済事業の分離、准組合員の利用規制等ＪＡグ
ループの「総合事業」を否定する内容でした。
尚、准組合員の組合の事業利用に関する規制の在り方については、本年３月末までに、利用状
況等を調査し検討を加え結論を出す予定となっています。

≪ＪＡの正組合員と准組合員との違い≫

（※①）

正組合員は農業者が条件で、耕作面積や農業従事日数などが定款で定められています。農業者
以外でも一定の出資金を払えば准組合員として加入ができＪＡ事業を利用できますが、役員選挙
権や議決権等のＪＡ運営に関わる権利は正組合員に限定されます。

≪ＪＡ全国大会で決定した３つの基本目標≫
頭の上で両手を組み、手
の平を上に向けて腕を少し
後方に押し上げる。

背筋を伸ばし肩の力
を抜き、首を左右に
倒す。

両腕を頭上にあげ、片方の
肘を反対の手で掴み、肘を
頭の後方にゆっくり引きな
がら伸ばす。

右腕を胸の前で横に伸ば
し、もう一方の手で肘を
肩の方へ引っ張る。（左
も同様）

肩の高さに両腕を伸
ばし、手を組んで前
方に伸ばす。

平成27年のＪＡ全国大会（ＪＡグループ組織で共通の目標や実践内容を決定し、３年に１度開
催）では「農業者の所得増大」
「農業生産の拡大」
「地域の活性化」の３つを基本目標とすること
が決定され、５年間の「農協改革集中
推進期間」を経て、現在においても各
ＪＡの創意工夫により、地域の生活基
盤を支えるＪＡを目指し自己改革の取
組みが継続されています。

後ろで手を組み、腕を
伸ばしてゆっくり上に
上げる。あごを引いて
胸を張る。
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後頭部を床から離さな
いように、右足を胸の
方に近づける。（左も
同様）

右足を左足に掛けて、
左肘で膝を押す。（左
も同様）

片足の膝を曲げ、伸ば
した足首をつかむ。

右足を曲げて座り、左足の
足の裏が、右膝の内側につ
くように座る。（左も同
様）

山羊座 12/22～1/19
【全体運】人の輪の中に入っていきましょう。「三人寄れば文殊の知恵」、１人では解決できないことにも光が見えてきます
【健康運】話題のエクササイズにトライ。早起きは吉
【幸運を呼ぶ食べ物】シュンギク

（次回は准組合員の利用調査及びＪＡの役割について紹介します）
射手座 11/23～12/21
【全体運】怠け心に流されないで。面倒なことから取り掛かると運気が好転。反対意見を持つ人の話にも耳を傾けましょう
【健康運】無理をしないのが一番。自分自身をいたわって
【幸運を呼ぶ食べ物】ハッサク
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キャンペーン最引下金利

ンなど

を取る

を取った

⑭クロワッサンやコロネ、マフィ

します

⑫ボビンに巻いてミシンにセット

⑪人数確認のために

⑨円を描くときに使います

⑧お清めにも使う調味料

⑦名を捨てて

⑤仏様の頭の渦巻き

う言うことも

②速度違反の交通取り締まりをこ

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、

⑮コウゾやミツマタの繊維をすい
て作ります

※別途０．７％保証料負担頂きます

令和3年2月1日～10月31日

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
なの

夢のマイホームへのお手伝い！！

代表格
④難関を

も
⑬友人と
った

号

部分を食べます

⑯アスパラガスやウドは主にこの

⑭円周率を表すギリシャ文字

もない話で盛り上が

⑪「元気で留守がいい」と言う人

って行います

⑩乳液や化粧水、パックなどを使

ンビ、

⑨萩本欽一と坂上二郎のお笑いコ

⑥恥ずかしいときに赤らめます

して大学に合格した

③理科で学ぶ動物プランクトンの

す

②体温計であるかどうか確かめま

①桃の節句に付きもののすし

ヨコのカギ

のテレビドラマもありました

⑰三蔵法師の旅物語。堺正章主演

です

⑯花より団子、色気より

受付
期間

さらに金利△0.1%！！！
車両購入のご相談は是非
JA整備工場
(66-2635 担当：清野） へ

〈応募方法〉

３月 日ですので、以降は無効と

函して下さい。応募の締め切りは

設置してあります応募ＢＯＸに投

所、瓜幕事業所、東瓜幕事業所に

コープ鹿追店、ホクレン鹿追給油

ＪＡ鹿追町経営課、金融店舗、Ａ

別紙の解答用紙に答えを記入し、

住宅を新築・購入するならこの間に！
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、「日清
たこ焼粉５００ｇ」です。多数の

名）
の中

ご応募お待ちしています。

名
（応募総数

〈２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３月
末日までにＡコープ鹿追店サービ

年
固定変動選択
3年型

＊上記金利は令和3年2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頂きます。
＊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。
＊ローンをご利用頂ける方は、当ＪＡ所定の資格・要件を満たす方に限ります。

泉町３丁目
泉町１丁目
瓜
幕
緑町１丁目
栄町２丁目
東町２丁目
東町２丁目
笹
川
緑町２丁目
仲町４丁目
北 鹿 追
西町２丁目
西町２丁目
新町１丁目
東町１丁目
新町２丁目
笹
川
緑町２丁目
南町５丁目
鹿
追

〈当選者〉 
松
石
岡
青
横
木
斉
山
石
岡
中
緑
川
小
三
米
飯
大
石
北

岡
田
田
砥
山
村
藤
中
川
本
村
川
村
森
坂
澤
田
上
川

未 久
公 子
琉 花
みほの
幸 子
雅 央
洋 子
康 輔
和 子
宏 仁
貴 志
孝 子
時 雄
元
鮎 姫
恭 平
勉
きみこ
ゆかり
心 実

（敬称略）

ので、お早目にお引取り下さい。

らなければ無効とさせて頂きます

なお、期日までにお引取りにな

年

当初固定金利適用期間終了後
4年目以降、基準金利から最大
＊基準金利 2.575％
当初３年間

（適用金利2.00%）

1.40%
最引下金利
変動金利型

担当：吹 上

℡ ６６-２１３１
℡ ６６-３４００

JA鹿追町
高野 桃子ちゃん（３歳）、峰くん（６歳）

お申込期限：令和3年4月30日迄
191
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水瓶座 1/20～2/18
【全体運】調子に乗ってＯＫ。やらないよりやった方がラッキーに出合えます。金運は回復。欲しかった物に手が届きそう
【健康運】ハードなトレーニングで大躍進。鍛えて◎
【幸運を呼ぶ食べ物】キウイフルーツ
魚座 2/19～3/20
【全体運】誠意を見せて。あなたの本気に周りの人が触発され力になってくれます。困難なことほどやりがいを感じられるとき
【健康運】準備運動が大切。急な温度変化に気を付けて
【幸運を呼ぶ食べ物】セリ
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186

スカウンターでお受取り下さい。

〈今月の抽選者は私です〉

10

ユ キ マ ツ リ

詳しくは下記までお問い合わせご相談下さい。
代
表
融資課 直通
みね
もも こ
たか の

北町１丁目
（写真左から）

20

でした。
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

55

ＪＡは、皆様のカーライフを応援します ！！
〔435回〕
二重枠に入った文字を、Ａ→Ｅの順に
並べてできる言葉は何でしょうか？

