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537
北瓜幕
パパ

ひ な た

八木

幸大さん

陽大くん

ママ

さくらさん
︻生年月日︼

ヵ月

令和元年７月 日

︻年齢︼

１歳

︻名前の由来︼

太陽のように暖かく、大

らかな人になって欲しい。

パパから一文字とりました

︻初めて話した言葉︼

パパ

︻好きな遊び︼

ミニカー

︻好きな食べ物︼

いちご、すいか

︻特技︼

どこでもよじ登る

︻チャームポイント︼

笑顔とえくぼ

︻笑いのツボ︼

左右に動く目（大人が左

右に目を動かすと笑います）

︻成長を感じた瞬間︼

自分でお片付けできた時

︻パパママから一言︼

元気に大きくなってね！
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キャベツの簡単サラダ

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５月 日
－
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石川

ゆかりさん

エーコープ

信州なめ茸
内容量：200g

－

北鹿追
植田明義さん、葉子さん、憲明さん、綾里さん（前列左から）
従業員の皆さん（後列）

商品の特長
長野県産えのき茸を100％使用。
あったかいご飯にぴったりのなめ茸です。

キャベツ…………1/4玉
キュウリ……………１本

なめたけ………１ビン
酢…………………適量

ツナ缶………………１缶
ソーセージ…………１本

マヨネーズ………適量

作り方

①キャベツはスライサーで細切りにする。
キュウリ、ソーセージもそれぞれ細切りにする。
②ツナ缶の汁を切り、①に入れる。
③なめたけも入れて、酢、マヨネーズを加えて和
える。

番地

6月

鹿追

料

51
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年より１日早い５月７日か

アスパラガスの収穫は、昨

今年の鹿追町産グリーン

各地へ出荷し、毎年高

店やギフトとして全国

感が特徴的です。量販

とても甘く柔らかい食

鹿追産グリーンアスパラガス
今年も収穫が始まりました

ら始まりました。

アスパラ部会の生産者は
い評価を頂いておりま

す。

今しか味わえない鹿

牡牛座 4/20～5/20
【全体運】初夏を感じられる散歩コースで気分も運気もアップ。いつもより少しだけ行動範囲を広げて。新製品にツキあり
【健康運】腹も身の内。食べ過ぎに気を付けて
【幸運を呼ぶ食べ物】ゴーヤー

牡羊座 3/21～4/19
【全体運】おおむね順調です。心配事があるなら独りで抱え込まず相談を。良い知恵を出してもらえそう。買い物は後半が吉
【健康運】頑張り過ぎは体調不良のもと。適宜休憩を
【幸運を呼ぶ食べ物】サヤインゲン

鹿追町産グリーン

植田 明義 さん

マルチコーンプランターでの播種

アスパラガス収穫最盛期

北鹿追

今が旬の「鹿追町産

グリーンアスパラガス」

を生産している北鹿追

地区の植田明義さんに

消費者に向けてメッセ

ージを頂きました。

「鹿追町産のグリーン

アスパラガスは甘みが

3

強く、コクがあり、柔

ました。

らかい食感が特徴です！

なり51ha（４戸）の圃場で播種作業を実施し

アスパラにはビタミン

収量増を目的としたマルチ播種も４年目と

一本一本丁寧に選果されるアスパラガス

やミネラルが豊富に含

1,190haの播種作業を５月20日に終了しました。

まれ疲労回復効果もあ

体制で行い天候も順調であった事から、約

りますので、皆さん沢

作業は耕起・整地・播種の一連の作業を七班

山食べて下さいね」

《飼料用とうもろこし播種》

ろこしの播種作業を本格的に開始しました。

追町産グリーンアスパ

ラガスはＡコープ鹿追

店で取扱いをしており

ますので、是非旬の味

をご賞味下さい
甘味が強く柔らかい新鮮なアスパラガスは
Ａコープ鹿追店で販売されています。

コントラ課では５月４日より飼料用とうも

戸・収穫面積は８・１

で、取扱数量は ｔを計画

収穫したアスパラガスは野
菜センターに搬入されます。

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、当ＪＡの

野菜センターで受入し選果

収穫：７月上旬～10月末頃

します。

にキャベツが出荷されます。

有機質を豊富に含んだ畑

道内の量販店やカットサラダ用の加工品向け

で栽培されている鹿追町産

れます。７月上旬頃より収穫作業を開始し、

28

《キャベツ定植》

４月20日から８月上旬まで定植作業が行わ

17

ha
グリーンアスパラガスは、

《ビート直播・移植》

馬鈴しょ同様に降雨の影響で直播作業の開
始時期は平年の２日遅れの４月22日となりま
した。
ペーパーポット苗の移植作業は、平年より
１日早い４月24日より本格的に開始され、５
月上旬は低温であったものの順調に作業が進
みました。
圃場の土壌水分もあり、根の活着は良好で
順調な初期生育となっています。
収穫：10月頃

一本一本手作業で収穫されます。

４月上旬は平年より暖かく推移しましたが、
４月18日、４月30日の多雨や４月26日の降雪で
平年の２倍を上回る降水量であった事に加え、
５月上旬は低温に見舞われ作業が一時停滞しま
した。
農作業の遅れが心配されましたが、天候は回
復し順調に植付作業が進められました。
実りの秋に向けて、今後は防除等の肥培管理
を行い、良品質、高収量な馬鈴しょ生産に向け
て作業が進められます。
収穫：８月下旬～10月中頃

《馬鈴しょ植付》

実りの秋に向けて
植付作業が無事完了

‼

2

Ａコープ鹿追店では、５月７日～８日、 日～
二週に渡り苗の即売会を実施しました。

活用した研究や取り組みが

その解決に向けてＩＣＴを

る人手不足等の課題を抱え、

高齢化・就農者の減少によ

現代の農業は大規模化や

人工衛星からの位置情報

行う事が可能となります。

用いて自動運転や農作業を

により、タブレット端末を

区画を計測し図面化する事

を必要とせず、予め圃場の

ロボット技術やＩＣＴを
活用したスマート農業

全国各地で行われています。

山崎広志さんの取り組みに

ターを導入した美蔓地区の

して、無人ロボットトラク

今回、最先端技術の一例と

との距離を計測する機能が

や超音波のセンサーで物体

情報の通信技術とレーザー

ＮＳＳという高精度な位置

を常時取得するＲＴＫ
Ｇ

ついてご紹介します。
ロボットトラクターとは、
ハンドル操作による操縦者

搭載される事により、ロボ
ットトラクターは無人での

日の
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

す事が期待されています。

の軽減に大きな役割を果た

縮や省人化または肉体疲労

機械操縦者の作業時間の短

肥を行う事が可能となり、

ロードキャスターによる施

じめとする耕うん作業やブ

場でロータリーハローをは

ロボットトラクターは圃

載されています。

レーキが安全装置として搭

自動制御するセーフティブ

物等の予期せぬ物を検知し、

ンサー機能により人や障害

自動運転の場合、このセ

た。

自動運転が可能になりまし

て参りますので、またのご利用をお待ちしております。

た。次年度も改めて十分な品揃えで苗の即売会を企画し

が用意出来なかった物もあり、ご迷惑をお掛け致しまし

仕入する等対応させて頂きましたが、一部、ご希望の苗

多くのお客様にご利用頂き、期間中不足した苗を追加

苗を厳選し、来場頂いた方にご利用頂きました。

の苗の他、近隣提携農場からＡコープ店が安全で安心な

即売会では、当ＪＡ野菜センターのアスパラやイチゴ

て頂きました。

お買い物頂けるよう売場を広くとりながらの開催とさせ

続き、当ＪＡ公用車の車庫を活用し、お客様に安心して

新型コロナウイルス感染症拡大を考慮し、昨年に引き
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ロボットトラクターの操

軽に経営課（☎
軽に経営課（
☎66－3923）迄お問い合わせ下さい。
今後とも、地域に密着した事業に取り組んで参
ります。

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事業に理解を深めて頂く

と共に、土に触れ、収穫する喜びを味わって頂き
たく実施しています。

全34区画の畑（１区画幅約5.5ｍ×長さ約８ｍ）
に対し、14名の方から申込みを頂き、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る方は、お気

えて、講習による修了書の
取得や人工衛星の位置情報
を受信できる環境整備等の
制約や条件が必要とされて
います。
今後のトラクターをはじ
めとする農作業機械の展望
については、北海道内各地
でＲＴＫ基地局が整備され
はじめ、今回ご紹介したロ
ボットトラクターのような
無人で農作業可能な高性能
機械の普及が見込まれ、機
械作業における農作業は効
率化や合理化がより一層進
められます。
ロボットトラクターを導
入した山崎広志さんは「農
作業の効率化を図る上で、

大型機械を導入する選択肢
もありましたが、既存の機
械をフル活用したいという
思いと人手不足を解消した
いという思いから、ロボッ
トトラクターを導入しまし
た。
」
「タブレット端末で作業
計画をセットするとトラク
ターが自動運転で圃場内の
整地作業等をしてくれ、作
業終了までの残り時間がわ
かるので作業計画を立てる
のに非常に役立っています。
今後もスマート農業が町内
にどんどん普及して欲しい。
」
と嬉しそうに話して下さい
ました。
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縦には、大型特殊免許に加

4
双子座 5/21～6/21
【全体運】やる気が新しい扉を開きます。興味があることはそのままにせず調べてみましょう。新しい品種へのチャレンジが吉
【健康運】上昇中。筋力アップの運動がお勧め
【幸運を呼ぶ食べ物】パプリカ
蟹座 6/22～7/22
【全体運】上昇運。滞っていたことも動きだし一息つけます。下旬からは自分のやりたいことを優先してＯＫ。音楽鑑賞にツキ
【健康運】寝不足に注意。体調を見ながらゆっくり
【幸運を呼ぶ食べ物】ツルムラサキ

これから色々な野菜が植付されます。
無人で旋回・走行を繰り返しながら整地作業
をするロボットトラクター

（乳牛育成牧場）

JA鹿追町 町民農園が
今年も開園しました！
夏期放牧始まる

今年も北町２丁目（ＪＡ穀類集荷施設北側）で
令和３年度の夏期入牧を５月９日より実施しました。
４月中旬から５月上旬にかけて、平年を上回る降水量
及び低温で推移しましたが、牧草は順調に生育してい
ます。
このため、例年通りの日程で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、栄養充分な青草をふん
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。
その後、約５カ月間の放牧期間を終えた10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用効
率向上を図ると共に、事故防止の徹底及び、飼養管理
技術の向上を図り、生産性が高く健康な乳牛の育成に
努めて参ります。
タブレット端末で稼働面積や時間、運転
席からの映像等の確認が出来ます。

－

広志さん
山崎
美蔓

タブレット端末でロボットトラクターを
コントロールする広志さん

Ａ

・
花
菜
の
野
苗
プ
即
ー
売会
コ

～規模拡大をしても
高品質な農畜産物生産を目指して～

弘子さん
宮下
上幌内

当時の弘子さん

した。

して店内に置かせて頂きま
な状況ですが、女性部活動

行等に行けず、非常に残念
に参加すると地域を越えた
繋がりを大切にして欲しい

仲間が沢山出来ます。その

すか？
です。そして、女性部活動

○部長時代の思い出は何で
平成 年に鹿追町民ホー

た上幌内の宮下弘子さんに
星澤先生の軽快なトークと

グ講習会を開催しました。

先生をお招きし、クッキン

ルで料理研究家の星澤幸子

ょう！

農村社会を築いていきまし

のパワーで活きいきとした

とりが提言を出して、女性

に積極的に参加し、一人ひ

代女性部長を歴任され

当時の女性部活動の取り組
手際の良さで会場が大いに

第

み等についてお聞きし女性
また、ＪＡ十勝地区

盛り上がりました。

した。
験し、全道・全国大会

女性協議会の理事を経
○女性部活動ではどのよう
ド北海道のＣＭにも出

への出席やミルクラン

か？
演させて頂いた事が懐

な事に取り組まれました
当時は日本各地で食品の

活動では地元の農畜産物を

その様な情勢の中、女性部

安心に注がれていました。

心が鮮度や品質、食の安全・

ざんが相次ぎ、消費者の関

出来ました。今でも感

で３年間活動する事が

のご支援があった御陰

んのご協力、農協から

いご指導や部員の皆さ

その間先輩方の温か

かしい思い出です。

もっと多くの人に食べて頂
謝しています。

偽装表示や消費期限等の改

きたいという思いから、女

なものをＡコープ鹿追店の

の中からおかずになりそう
今年も新型コロナウ

ジをお願いします！

○女性部員にメッセー

性部で制作している料理集

お弁当のおかずに利用して

たいです」

イルスの影響で研修旅

でも気を抜かず、怪我を

慎吾さん「まだやった事の
無い仕事があるので少しず
つ覚えていきたいです。
また、趣味で豚肉を使用

優太さん「家族で同じ仕

出来る様に勉強していきた

ているので、いつか販売も

した自家製ベーコンを作っ
事が出来る事と美味しい

や今後の目標等を

行う上での心がけ

お二人に農業を

掛けています」

ら次の仕事を考える様に心

全体の作業の流れを見なが

に適確な指示を出せるよう

行う事です。また、従業員

品質な農畜産物

拡大をしても高

優太さん「規模

何ですか？

○今後の目標は

大豆の種子消毒をする慎吾さん

話して下さいました。

いです」と二人とも笑顔で

お聞きしました。

を生産していき

す」

りがいを感じま

良かった時はや

作物の出来が

ありますが、

いかない時も

るので上手く

候に左右され

慎吾さん「天

いを感じます」

作業にやりが

機械を使った

機械や新しい

また、大型

です。

農畜産物を生産出来る事

すか？

○農業のやりがいは何で

す」

しない様に心掛けていま

頂いたり、お料理レシピと

○農業を行う上での心掛け
優太さん「本作業前の機械

は何ですか？
食店で勤務後、平

の整備等、準備を念入りに

成

19

部員にメッセージを頂きま

今回は平成 年～ 年に
19

年から就農し

動車関係会社や飲

17

慎吾さん「慣れている仕事

ました。

星澤幸子さんのクッキング講習会には大勢の参加者が集まりました。
（平成19年７月 町民ホールにて）

26

大豆の播種作業をする優太さん

第26代女性部長（平成17年〜19年）

門学院卒業後、自

等技術専

は帯広高

慎吾さん

就農し、

年から

後、平成

農業大学校を卒業

優太さんは本別

ます。

頭を飼育してい

を作付し、母豚約

加工ブロッコリー

豆、加工キャベツ、

鈴しょ、小豆、大

小麦、てん菜、馬

営をされており、

共に畑作と養豚経

んと母・緑さんと

さんは父・政浩さ

太さんと弟の慎吾

上然別の上村優

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。
23

30

6
7

優太さん・慎吾さん（左から）
上村

獅子座 7/23～8/22
【全体運】気持ちがせくときは深呼吸を。慌てなければ実力を発揮できます。習い事や友人とのおしゃべりの時間を大切に
【健康運】足浴やマッサージで足元をケアして
【幸運を呼ぶ食べ物】梅
乙女座 8/23～9/22
【全体運】目標は高めに。自分を甘やかさない姿勢が高評価につながります。後半は味方が増えそう。地元のお店にツキ
【健康運】香りの良いお茶でリラックス。散歩も◎
【幸運を呼ぶ食べ物】ナス

女性のパワーで
 活きいきとした農村社会を！
70

上然別

軌跡
マイ ドリーム

L
L
E
Y

種まき

家 庭 菜 園

土を細かく砕き、表面を平らにする事が大切です。

種をまく方法

種まきと苗の植付け

１．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、小松菜、
すじ状に種をまく

春菊、人参、カブ等に行います。
狭い株間に栽培する野菜に適用されます。
２．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、ダイコン、
ハクサイ、豆類等に行います。

将来はＪＡのコントラクター
で働きたいです！

１ヵ所に
数粒の種をまく

土をかぶす「覆土」
１．覆土
一般的には0.5～1.0㎝位、覆土し、土を軽く押さえ、種と土を密着させる事が大切です。

南瓜幕

密着しないと乾燥により発芽不良の原因となります。
※人参、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。

（㈱正保牧場

力くん

今回は南瓜幕地区で酪農

を営んでいる㈱正保牧場の

正保拓也さん、奈美江さん

の次男の力君（ 歳）にお

話を伺い、今頑張っている

○心に残る思

い出は何で

すか？

お父さんの

運転するトラ

クターに乗っ

て一緒に農作

業をした事や

スケート大会

の時に家族で

阿寒湖温泉に

泊まった事です。

○将来の夢や目標は何です

か？

お父さんは車で色々なイ

ハーベスターやトラクタ

ーが大好きなので、将来は

とても苦手なので上達出来

る様に頑張りたいです。

○お父さんとお母さんはど

んな人ですか？

もあるけれど、学校や友達

9

蠍座 10/24～11/22
【全体運】懐かしい人、懐かしい場所とご縁がつながります。頼まれ事は引き受けてみて。あなたからのお願いも◎
【健康運】体を柔らかくするストレッチがお勧め
【幸運を呼ぶ食べ物】キュウリ

の事で悩んでいる時は優し

ＪＡグループ北海道ＨＰ「チャレンジ家庭菜園」より抜粋

く相談に乗ってくれます。

合掌式

○お父さんとお母さんに応

（ナス、ピーマン、シシトウなどは80㎝位）
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。

援メッセージをお願いし

1.8ｍくらいの主柱

ます。

80㎝くらい
の主柱

これからも体や怪我に気

ナス等

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。

をつけて農作業を頑張って

ポリ袋で風よけをする

下さい。また、色々な所に

市販の竹かイボ支柱（1.8ｍ）が使われています。

餌寄せをする奈美江さん

連れて行って欲しいです。

６．主柱をたてる
トマト、キュウリ、いんげんは主柱を立てましょう。

ベントに連れて行ってくれ

保温と防風対策が極めて大事です。
ポリ袋か肥料袋で風よけをする方法も良いでしょう。

ＪＡのコントラクターで働

５．ポリ袋をかける
定植後、活着（新しい根が出て養水分の吸収をはじめる）するまでは

ます。お母さんは厳しい時

通気を良くする
ため、手のひら
で軽くおさえる
程度にします。

きたいです。また、漢字が

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。

10

牛に与える餌の準備をする拓也さん

３．植付け箇所のビニールマルチに10㎝前後の穴を開けるか、または
カッターナイフで十字に切り込みを入れた後、移植ごてで穴を掘る。
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、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、土と根を
密着させます。

事や思い出、将来の夢やお

掘った土を
入れる

父さんとお母さんへのメッ

セージ等をお聞きしました。

○今頑張っている事は何で

すか？

スピードスケートが速く

なりたいので夏場は週二回

ビニール

りき

正保拓也さんの次男）
陸上トレーニングをしてい

２．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。

ます。また、クラスで学級

１．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。

委員長をやっているので、

苗の植付け（移植）

皆をまとめられる様に頑張

半日ほどため水をし、水温を上げて
から、ポットのまま水につけて十分
吸い上げます。

りたいです。

２．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。

正保

このコーナーでは組合員の子ども達を紹介し、今頑
張っている事や心に残る思い出、将来の夢、農業を営
むお父さんとお母さんへのメッセージ等を写真を交え
て紹介し、農業を頑張るお父さん・お母さん方にエー
ルを送るコーナーです。

（後列）みわさん（中３）、元さん（高２）
（前列）もえさん（高３）、力くん（小５）

天秤座 9/23～10/23
【全体運】実力発揮の好機。スケジュールを調整し、できるだけたくさんの人と連絡を取って。新しい話は丁寧に検討を
【健康運】前半は無理をしないで。後半は行動力アップ
【幸運を呼ぶ食べ物】キャベツ

8

クロスワードパズル
タテのカギ
が衆議院を通過した

⑬奈良公園にたくさんいます

⑪酔った人がフラフラと歩く様子

⑩火を通していません

⑧船が進む方向を定める装置

こと

⑦傘や長靴、レインコートなどの

⑥水を引き入れ、稲を植えます

④南の島に生えていそうな木

①新しい

＊ 基 準 金 利 2 . 5 7 5％
当初３年間

にカラ

⑭アサガオが伸ばして巻き付ける
物
のちょうちん

⑯月がなくて真っ暗。
ス、

す

を見てもら

性に傾けます
⑮傘の先からポタポタ落ちます

⑬オルカと呼ばれる生き物

⑫石灰は土壌を

⑪こっちを通ると早く着くよ！

⑨独り立ちしています

Σ、σと書きます

⑤ギリシャ文字の第 番目の文字。

ある県

④桃やブドウの収穫量が日本一で

実

③「森のバター」の異名がある果

った

②手相占いで恋愛

①お尻が光る水辺の虫

ヨコのカギ

があります

⑳ささみや手羽、砂肝などの部位

の日で

飛び込む水の音（芭

新築・リフォー
ム・住宅購入等お
考えの方は是非こ
の機会に。
⑲６月の第３日曜日は

蕉）

⑰古池や

固定変動選択
3年型

⑱口の大きな爬虫（はちゅう）類

名
（応募総数

〈５月の正解〉

正解者

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

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、「ロッ
テカスタードケーキパーティパッ
ク９個入」です。多数のご応募お
待ちしています。

〈応募方法〉

お問い合わせ・ご
相談ください。

末日までにＡコープ鹿追店サービ

〈当選者〉 
遠
松
井
浅
郡
星
正
松
米
富
中
三
中
津
宮
石
山
川
斉
濱

保
村
沢
田
川
坂
内
川
本
田
本
端
藤
田

藤
谷
馬
野
谷

優 太
敏 子
 哉
陽 子
幸 江
朝 子
陽 大
新 吉
哲 也
博
花 子
雅 信
定 男
八重子
睦 子
武 則
栄美子
康 子
茂 子
祐 輔

（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

＊固定変動選択3年型の場合、4年目以降は基準金利より最大1
1.35%引き下げとなります。
上記キャンペーン期間中に申し込みの方が対象となります。
＊固定変動選択3年型の金利は上
＊固定変動選択5年型及び7年型のプランもご用意しています。
＊上記金利は令和3年5月1日現在の金利です。
＊団体信用生命共済に加入して頂きます。（掛金はＪＡで負担致します）
＊当ＪＡが指定する保証機関の保証をご利用頂きますので、別途保証料が必要となります。
＊事務手数料としては借入金額の 0.13% 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。
詳しくは下記までお問い合わせご相談下さい。

南町２丁目
緑町１丁目
中 瓜 幕
仲町１丁目
緑町２丁目
仲町４丁目
南町２丁目
上 然 別
新町２丁目
東町２丁目
上 然 別
東町１丁目
仲町１丁目
新町３丁目
北町１丁目
泉町１丁目
瓜
幕
栄町２丁目
西町２丁目
中 鹿 追

担当：吹上
℡ ６６-２１３１
℡ ６６-３４００

JA鹿追町

代
表
融資課直通
元町４丁目 吉田 美希ちゃん（３歳）

10
射手座 11/23～12/21
【全体運】交友関係が活性化。判断に迷ったときは今までにやったことのない選択肢を優先すると吉。うれしい贈り物の予感
【健康運】弱い部分のケアを。名医に出会えそう
【幸運を呼ぶ食べ物】トウガラシ
魚座 2/19～3/20
【全体運】厳しい状況は次第に改善の兆しを見せてきます。手間と時間のかかる方法が結果的には最善、最短の予感です
【健康運】楽しく体を動かせる体操がお勧め
【幸運を呼ぶ食べ物】オクラ

11

10

コ ド モ ノ ヒ

*お問い合わせ・ご相談は ・・・
み き
よし だ

172

20

でした。
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

スカウンターでお受取り下さい。

〈今月の抽選者は私です〉

ＪＡへお気軽に
164

18

〔438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？

