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検 索

水稲除草剤

初中期一発剤の上手な使い方
現在、主流となっている初中期一発剤は中干し（土用干し）頃まで主要な雑
草を抑えるとされています。散布のポイントをまとめましたので参考にしてく
ださい。

1 田植えの前から始まる草退治

田植え後の田面に高いところがあると、その部分は除草剤の効果が劣ってし
まいます。代かきを均平に行う必要がありますが、そのためには耕耘の段階で
できるだけ平らになるよう、ていねいに行ってください。
こううん

2 散布前の点検

散布前に水を張る際に畦畔を点検しましょう。畦畔にはモグラや野ネズミの
穴があり、そこから漏水することがしばしばあります。水が切れてしまうと散
布した除草剤が効果を発揮できません。

3 剤型に応じた水深で散布

ジャンボ剤やフロアブル剤は成分が水中にいったん拡散し、その後、田面に
吸着されて効果を発現します。成分を確実に拡散させるため、粒剤の場合より
やや深水にして散布します（水深 5 ㎝が目安）。また、藻の発生やわら等の浮
遊物が多い場合はジャンボ剤が水に溶けにくくなるので、そのような場合は剤
型を見直しましょう。
必要な水深を確保したら水口と水尻と止め、止水して散布してください。

4 散布後は水を落とさない

ラベルの「効果・薬害等の注意」
欄に
「散布後７日間は落水・かけ流しをしない」
などと記載されています。散布された除草剤は水の中を拡散していき、やがて
水田の土の表面に吸着され、
「処理層」と呼ばれる薄い膜を形成します。雑草
の芽生えが、この「処理層」を通過する時に除草剤に接触し枯殺されます。除
草剤の効果を十分発揮させるため、水中に拡散した除草剤が土に十分に吸着さ
れるまで、田面が露出しないように水深を保つようにします。
水もちの悪い水田では静かに養い水を入れて湛水状態を保ちましょう。
た ん す い

5 散布のタイミングを外さない

除草剤のラベルには「使用時期」が記載されています。
「移植後５日～」と
記載がある場合は、それ以前、例えば田植え当日に散布すると薬害が出やすい
ことを示しています。
一方、除草剤は、雑草が小さいうちは効果が高く、大きくなると効果が劣り
ます。
例えば「ノビエ 3 葉期」と記載があればノビエの大きさが葉の枚数で 3 枚ま
では効果が高く、それを過ぎると効果が劣ります。
雑草は代かき水を入水すると発芽のスイッチが入るとされています。そのた
め田植えの時には既に雑草の芽生えも始まっています。さらに、雑草の生長と
気温の間には比例関係があることから、特に高温時は雑草の生長も早くなりま
す。
除草剤の効果を最大限発揮させるため、使用時期の範囲内で、できるだけ早
く散布してください。

★今月のあなたの運勢★

６月

牡羊座

3/21〜4/19
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営農相談員（TAC）
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ＴＡＣは農業者とＪＡの
パイプ役となる総合窓口
です。ＴＡＣが訪問しま
したら、ご意見・ご要望
はもちろん、ＪＡ事業へ
の提言など、何でもお聞
かせ下さい。
誠心誠意対応をさせて頂
きます。

お問い合わせについては、
お近くの
営農経済センターへ
☆モナ・カサンドラ

【全体運】良好運。パワフルなのでエネルギーを注ぐ目標を定めるとより開運。笑顔を心がけ自分から話しかけていって
【健康運】歯科検診などお口の健康チェックを最優先 【幸運の食べ物】サヤエンドウ

❷

初中期 一 発 剤の 例と特 長
写真左から ボデーガード
１キロ粒剤、天空１キロ粒
剤、エンペラー１キロ粒剤、
ジ ェ イ ソ ウ ル １ キ ロ 粒 剤、
流星１キロ粒剤

☆ボデーガード１キロ粒剤

●移植水稲：移植直後～ノビエ３葉期（但し移植後30日まで）、移植時（田植同時散布機で施用）
●直播水稲：稲1葉期～ノビエ2.5葉期（但し収穫90日前まで）
①ほとんど全ての水田一年生雑草、多年生雑草に高い除草効果を示します。オモダカ、クログワイ等の難防除
雑草に対しても有効です。
②スルホニルウレア抵抗性雑草、ならびにイボクサ、クサネム等の特殊雑草に対しても有効です。
③無人ヘリコプターによる散布にも対応しています。
④飼料用稲品種では薬害を生じるものがあるので注意し、あらかじめＪＡの営農経済センターに御相談ください。
なんぼうじょ

ざっそう

☆天空１キロ粒剤（ジャンボ剤、フロアブル剤もあります）

●移植水稲：移植直後～ノビエ３葉期（但し移植後30日まで）、移植時（田植同時散布機で施用）
●直播水稲：稲1葉期～ノビエ３葉期（但し収穫90日前まで）
①ノビエはもちろん、ホタルイ、コナギに卓効があります。クログワイなど多年生雑草に対しても高い除草効
果を示します。また、後発生のノビエに対する効果が持続します。
②スルホニルウレア抵抗性広葉雑草に対しても高い除草効果を示します。
③飼料用稲品種では薬害を生じるものがあるので注意し、あらかじめＪＡの営農経済センターに御相談ください。

☆エンペラー１キロ粒剤（ジャンボ剤、豆つぶ剤もあります）

●移植水稲：移植直後～ノビエ３葉期（但し収穫75日前まで）、移植時（田植同時散布機で施用）
●直播水稲：稲出芽揃期～ノビエ３葉期（但し収穫75日前まで）
①ノビエに対しては３葉期まで高い除草効果を示し、ホタルイ、ミズガヤツリ等の多年生雑草に対しても高い
除草効果を示します。
②スルホニルウレア抵抗性広葉雑草に対しても高い除草効果を示します。
③飼料用稲品種にも薬害を生じにくく、安全性の高い剤です。

☆ジェイソウル１キロ粒剤（ジャンボ剤もあります）

●移植水稲：移植直後～ノビエ2.5葉期（但し移植後30日まで）、移植時（田植同時散布機で施用）
●直播水稲：稲1葉期～ノビエ2.5葉期（但し収穫90日前まで）
①ノビエに対して長い残効性を示し、一年生広葉雑草に対しても安定した効果を示します。
②ALS阻害剤抵抗性雑草（オモダカ、コナギ、ホタルイ等）にも高い効果を発揮します。
③イボクサ、アゼガヤ等の畦畔侵入雑草にも有効です。

☆流星１キロ粒剤（ジャンボ剤、フロアブル剤もあります）

●移植水稲：移植直後～ノビエ３葉期（但し移植後30日まで）、移植時（田植同時散布機で施用）
●直播水稲：稲１葉期～ノビエ３葉期（但し収穫90日前まで）
①ノビエに対して長い残効性を示し、一年生広葉雑草に対しても安定した効果を示します。
②ホタルイ、クログワイ、オモダカなどの多年生雑草に対しても高い効果を発揮します。
③ALS阻害剤抵抗性雑草（オモダカ、コナギ、ホタルイ等）にも高い効果を発揮します。

※スルホニルウレア： これまでに多くの除草剤で使用された殺草成分。一部の広葉雑草で抵抗性が出現している。
ALS阻害剤：アセト乳酸合成酵素（ALS）を阻害する成分。除草剤の成分として使用される。アミノ酸の正常な合成が阻害され
て雑草を枯殺するとされている。

各除草剤の詳しい使用方法は、各剤の適用表やラベルでご確認ください。

❸

★今月のあなたの運勢★

６月

牡牛座

4/20〜5/20

☆モナ・カサンドラ

【全体運】多少の無理なら聞いてもらえそう。あなたができることは率先して行うようにするといい関係を築けます
【健康運】香りの良いお茶でリラックスタイムを
【幸運の食べ物】ジュンサイ

令和４年の水稲栽培に向けて
生存率が上昇していると考えられていま

～４日間は湛水状態を保ちましょう。

後、効果を確実にするため少なくとも３

③水田内・周辺での卵塊除去

食害を抑えましょう。

濃いピンク色の卵塊は、水中で呼吸で

きないため産み付けられた卵塊を水没さ

②浅水管理
スクミリンゴガイは水中でないと摂食

散布

す。

─

〇スクミリンゴガイ対策をしましょう

発生時

せると駆除できます。黒～白っぽい卵塊

２〜４㎏/10a

できず、水深が浅いと活動が制限されま

スクミン
ベイト３

２ 対策のポイント

散布

熊谷市では北部・東部地域を中心にス

２回
以内

はふ化直前で、水没させてもふ化が可能

収穫60日前
まで

す。可能な範囲で田植え後から約２～３

１〜４㎏/10a

被害を軽減するには薬剤だけに頼らな

スクミノン

クミリンゴガイ（ジャンボタニシ）によ

使用
方法

なため、押しつぶしましょう。

使用
回数

週間までは水深４㎝以下の浅水で管理し、

使用時期

い総合的な対策が必要となります。

使用量

る水稲への食害が発生しています。

薬剤名

⑴侵入防止対策

（令和４年４月20日現在の登録内容）

被害や生息域の拡大を防止するため、

〇麦わらを有効活用しましょう

（大里農林振興センター農業支援部）

らを有効活用しましょう。

果があります。焼却処分はせずに、麦わ

地力の増進、土壌の物理性を改善する効

含む有機物資材です。土壌にすき込むと

麦わらは窒素、リン酸、カリを豊富に

産み付けられた卵塊

トラクタの車輪や作業機に付着した泥

農薬使用時はラベルの記載内容を確認しましょう。
また、周辺作物への飛散防止に努めましょう。

対策を実施しましょう。

に混じって別のほ場に侵入してしまう場
合は付着した泥をこまめに落とします。

合があります。発生地域と行き来する場

く、２００～３００個程度の卵からなる

また、苗箱を介して移動した事例があり

スクミリンゴガイは繁殖力が非常に強
ピンク色の卵塊を稲の茎や水路の壁等に

ます。苗代はスクミリンゴガイが未発生

⑵ 被害防止対策
①薬剤散布
田植え直後を中心に湛水状態で防除を
実施しましょう。「スクミノン」や「ス
クミンベイト３」は、スクミリンゴガイ
に薬剤自体を摂食させる薬剤です。散布

スクミリンゴガイに使用できる農薬の例

【全体運】好調運。優先順位を決め効率的に動くよう心がけて。諦めずに挑戦し続ければ念願もかなう予感です
【健康運】ヘアケアに力を入れて。髪形を変えるのも吉 【幸運の食べ物】ツルムラサキ

❹

☆モナ・カサンドラ

5/21〜6/21

双子座

１ スクミリンゴガイの生態

産み付けます。雑食性で特に柔らかい植

の場所を選択しましょう。
そのほか、水路からの侵入を防ぐため、

物を好むため３～４葉期までの稲は食害

スクミリンゴガイ

６月

★今月のあなたの運勢★

されやすくなっています。冬季は土壌中

全体的に丸い

取水口に９㎜目合い程度の網を設置しま

短

で冬眠しており、越冬個体は入水後に活

先が尖っている

しょう。

在来タニシ

動を開始します。近年は暖冬により越冬

長

農 産 物 直 売 所

ふれあいセンター 妻 沼店

グランドオープン‼

４月29日㈮、「道の駅

めぬま」

敷地内の農産物直売所ふれあいセ
ンター妻沼店が装いを新たにグラ
ンドオープンしました。
売り場面積を拡充し、安心・安
全で新鮮な地元農畜産物をより多
くのお客様にお届けすると共に、
地域農業の振興と農業者の所得増
大を目指してまいります。
オープン当日は、関係者によるテープカットが行われ、
開店一番乗りのお客様には吉田組合長から記念品が贈ら
れました。
また、武州天野流妻沼太鼓「天鼓会」による太鼓の演
奏が行われました。
５月８日㈰までオープニングイベントとして熊谷産キ
ヌヒカリを大特価で販売したほか、日替わりでイベント
を行い多くのお客様で賑わいました。
今後も妻沼店は、地域と密着し、お客様と生産者の懸
け橋となるような店舗運営を図ってまいります。
皆様のご来店をスタッフ一同心からお待ちしておりま
す。

ふれあいセンター妻沼店
住所：埼玉県熊谷市弥藤吾７２０－２
T E L：０４８－５８８－００９０

❺

★今月のあなたの運勢★

６月

蟹座

6/22〜7/22

☆モナ・カサンドラ

【全体運】忙しくなりそう。問題が多いですが解決に向かう兆しも見えています。交渉事は慌てずじっくり進めると吉
【健康運】頑張り過ぎに注意。適度に休息を取って 【幸運の食べ物】ミツバ

万円の

日施行の改正民法

ジュエリーサロンBという店で過去 年

の間に 点、合計5500万円も買って

います。

年間に買っています。取引当

AはBから

宝飾品を

歳、無職で一人暮らし、めった

しまいました。どうやら案内状を受けて

から相続した財産もこの支払いで尽きて

いました。Aは無職で、亡くなった父母

知っているはずですから、Aの生活状況

過量と思われます。BはAの購入履歴は

まえると、

に出かけないといった生活状況などを踏

～

Bへ行ったところ、店員に勧められるま

などを知って多数の宝飾品の勧誘をした

点もの宝飾品はAにとって

ま次々と買ったそうです。Aに認知症は

のなら、その勧誘による契約は取り消し

過料取引で消費者センターへ相談を

なーるほど

てもらえますか。

ありません。品物を返還し、代金を返し

時

点、合計5500万円の

は契約を取り消すことができると定めて

よって消費者が契約したときは、消費者

業者が知りながら勧誘し、その勧誘に

多数の宝飾品購入 契約取り消せる？
どうしよう？
歳）の家を訪ねたところ、沢山の

A（

一人暮らしでめったに出かけない姉

か、敷金には手をつけずに借主に未払い

宝飾品がありました。領収書を見ると、

月

貸主であるあなたの自由です。
万

せていないAの求めに応じるかどうかは、

ですから、アパートの明け渡しを済ま

条の２第１項、第２項）。

でも明文で定められました（民法６２２

（2020）年

このような判例の考え方は、令和

い分を支払うことはできません。

求することはできないので、敷金で未払

金を取り崩して未払い分に当てるよう請

これに対し、借主は、借主の意思で敷

選択できます。

分の支払いを求めるかは、貸主が自由に

て、敷金を取り崩して未払い分に当てる

したがって、借主の未払い賃料につい

した。

未払い賃料 借主は敷金で払える？
どうしよう？

私は、アパートの一室を月額
家賃でAに貸しています。Aは賃料の支
払いが遅れがちで、現在は３か月分の賃
料が未払いです。私がAに契約解除の通
知を送り、アパートの明け渡しと未払い
賃料の支払いを求めたところ、Ａは「今
月中に引越しをしてアパートは明け渡す
万円から支

つもりです。未払い賃料についてはお金
がないので預けてある敷金
払ったことにしてください。」と言うの
です。私はAの求めに応じなければなら
ないのでしょうか。

なーるほど

本件では、Aが差し入れた敷金は

消費者契約法 条 項の取り消しを考

Aが品物を受け取ったときに取り消し

の対象となるでしょう。

できることを知らなかった場合は、取り

消しによってAは手元の宝飾品を返還し、

ます。明け渡しを受けたときに、室内が

全額が未払い賃料分に当てられてしまい

物の分量、回数または期間が生活状況な

えるといいでしょう。これは契約の目的

より消滅します（同法

年間または契約締結時から

き（本件では過量と知ったとき）から

）。取消権は、追認できると

これまでの判例では、敷金とは、賃貸

どに照らして、その消費者にとって通常

条の

Bは代金を返金することになります（同

借契約が終わり、不動産の明け渡しがさ

壊されていた等の場合には、修繕費用も

法

れるまでに生じた借主の債務（未払い賃

費者センターへ相談するとよいでしょう。

万円ですから、敷金

20

20
の分量などを著しく超える（過量）と事

円、未払い賃料も

3

Aに払ってもらう必要があります。色々

貸主の承諾なければできない

☎０４８−５２３−９０１５（直）

3

79

な事情を考えて決める必要があるでしょ
う。

年で時効に

1

条）。まずは消

5

【全体運】交流の機会が増え活動範囲が広がります。分からないことは人に聞いてみると「目からうろこ」のアドバイスが
【健康運】体力増進のチャンス。筋トレもお勧め 【幸運の食べ物】ニンニク

❻

☆モナ・カサンドラ

7/23〜8/22

税務・法務の相談

79

2

獅子座

2

料や修繕義務等）を担保するために、借

4

６月

本店 資産相談課
○税務相談…毎月15日（要予約）
（ＡＭ10：00より）
相談員 高橋顧問税理士
○法務相談…毎月15日（要予約）
（ＰＭ１：30より）
相談員 長島顧問弁護士
※尚、15日が土日及び祝日にあたる場
合は翌日となります。
※お申し込みは、電話でご予約下さい。

7

★今月のあなたの運勢★

ＪＡの無料相談

6

ＪＡくまがや
顧問弁護士

主が貸主に預け入れる金銭とされていま

4

1

77

?

佑享
長島
12

12

20

!

4

12

4

?
!

運動前後の食事
ります。そのため、試合時間など
一番力を発揮したい時間の3時間

息子の学校では春に運動会が
あります。運動会やスポーツの
前までには食事を済ませておくと
ちょっと小腹がすいてしまうとい

試合前など、朝から食事を何に
まいます。お子さんがいる家庭
う子には消化しやすいゼリーやバ

良いと思います。3時間もたつと

では、スポーツの習い事など運
ナナを1～2時間前に食べるのも

しようかと母も気合が入ってし

動前に、どのタイミングで何を
お勧めです。
運動をたくさんするときに意識

食べてもらおうか悩むことも多
いのではないでしょうか。

をたくさん取らないと、と食べ

が必要です。
しかし、
エネルギー

ご飯や麺類に含まれる炭水化物

ウレンソウやヒジキ、赤身のお肉

に過ごすためにも、日頃から、ホ

てしまいます。毎日元気いっぱい

が不足してしまうと持久力も落ち

してほしいのが、鉄分です。鉄分

過ぎてしまうとおなかがいっ

を意識的に食べて、鉄分不足にな

控 え、 お に ぎ り や パ ス タ な ど、

ん。大事な日の朝こそ、油物は

運動に全ての力を使い切れませ

質が同時に取れる物が理想的です。

イッチなど、炭水化物とタンパク

給をすることも大切です。サンド

まり時間を空けずにエネルギー補

たくさん運動をした後には、あ

予想雨量何ミリで、危険か

大 雨 に よ る 災 害 が 発 生 し ま す。

に、梅雨時から台風シーズンに

ます。ここ近年は、毎年のよう

くらいではそれほど危険ではない

すし、雨の多い地域では100㎜

100㎜でも危険な場合がありま

す。もともと雨の少ない地域では

それは地域によっても違いま

大雨に対する備えを確認してお

所もあります。それぞれの地域の

今年も長雨の季節がやって来

きましょう。

気象庁から予想雨量が発表され

す。この雨量なら危険、これ以下

の雨量と比べることをお勧めしま

過去の雨量の記録や過去の災害時

ま す。「 今 日 6 時 か ら 明 日 6 時

なら安全と線引きできるわけでは

大 雨 が 予 想 さ れ る と き に は、

時間に降る雨量は、関

ありませんが、目安の一つにはな

までの

東甲信で〇〇〇㎜です」という

ると思います。

しょうか。

のように受け止めれば良いので

も伝えています。この数字をど

ようにテレビなどの気象情報で

24

元 気 に 運 動 を す る た め に は、

ぱいで動きづらく、また消化に

炭水化物は腹八分目にするのが

エネルギーが使われてしまって、 らないよう気を付けたいものです。

一番です。また、胃の中の物を

また、運動後の蜂蜜レモンもお勧
めです。蜂蜜は使ったエネルギー

消化するには、3時間ほどかか

を素早く補給してくれますし、レ
モンのクエン酸やビタミンCは体
わが子が全力を出して思いっ切

にたまった疲れを取ってくれます。
りスポーツを楽しめるよう、前後
の食事に愛情を込めて、応援する
気持ちを伝えたいと思います。

【全体運】問題が表面化しがち。ただ表に出てきたことで解決に向かうケースも多々。ポジティブシンキングが開運の鍵
【健康運】美しい景色を眺めて気分転換。深呼吸も◎ 【幸運の食べ物】サヤインゲン

❼

気象予報士 ● 檜 山 靖 洋

お天気カレンダー

☆モナ・カサンドラ

8/23〜9/22

乙女座

６月

★今月のあなたの運勢★

食育インストラクター ● 岡 村 麻 純

私の食育日記

組合員全戸訪問
当ＪＡは４月より管内の正・准組合員約17,000名を対象と
した、全役職員による組合員全戸訪問活動を行いました。
組合員との対話や聞き取りアンケートにより、意見や要望
等を把握し、事業改善や事業利用拡大につなげることを目的
としています。
また、職員の農業協同組合運動への理解を深め、対話能力や提案力の向上による人材育成も目的と
しています。
訪問先の組合員からは「肥料等農業資材の価格高騰に対して今後も農業経営を継続的に行えるよう
価格面での努力をお願いしたい。
」
「地元農産物のＰＲを積極的に行ってほしい。
」
「ＪＡ職員の訪問回
数を増やし情報提供をお願いした
い。
」との声がありました。
吉田組合長は「全戸訪問を通し、
直接組合員からいただいた貴重な意
見を事業に反映できるよう、役職員
一丸となり努力していきたい。」と
話しました。

農業機械展示会・資材展示即売会
東部営農経済センターにて４月15日㈮から16日㈯の２日間にわた
り、当ＪＡ主催、全農埼玉県本部および取扱メーカー各社協賛の農
業機械展示会・資材展示即売会が行われました。
当日は、コンバイン、トラクター、乾燥機等の農業関連機械が展
示されました。また、会場近くの圃場にて農業用ドローンの実演会
も開かれ多くの来場者で賑わいました。
さらに、ＪＡ信用部融資課による農業融資相談
コーナーが設けられ来場者から融資の相談を受け
付けました。また、農業融資に関係する保証料助
成や利子補給などのＰＲが行われました。展示会
の来場者は２日間合計で226名となりました。

大型特殊免許取得に向けた事前練習会
西部営農経済センターにて４月20
日㈬、農耕車限定の大型特殊免許取
得に向けた事前練習会が行われまし
た。
この事前練習会は、21日㈭、22日
㈮に免許センターで行われた免許取
得会の技能試験対策として開催さ

れ、今回で20回目となります。
市内在住の農業従事者で、18歳以上の普通自動車免許または自動二輪車免許の取得者が対象とな
り、今回の参加者は20名でした。
参加者は、ＪＡ農機センター担当者よりトラクター運転の基本操作や免許実技試験受験時における
注意事項について説明を受け、敷地内に設けた練習用コースにて実際にトラクターに乗り操作の確認
を行いました。
★今月のあなたの運勢★

６月

天秤座

9/23〜10/23

☆モナ・カサンドラ

【全体運】吉凶混合運。判断に迷ったときは初心に返って。目的を再認識すれば答えが見えてきます。即断即決で動いて
【健康運】刃物など器具の取り扱いは慎重を心がけて 【幸運の食べ物】ソラマメ

❽

熊谷青パパイヤ勉強会
４月14日㈭、熊谷青パパイヤ研究会が主催する第１回勉強会が熊
谷市大里コミュニティーセンターにて開かれました。
市内の青パパイヤ生産者や、大里農林振興センター職員を中心に
26名が参加しました。
同研究会は市内における青パパイヤの栽培、販売、加工等に関す
る研究と情報発信による、熊谷産青パパイヤの特産化とブランド化を目的に設立されました。
当日は、大里農林振興センターの職員が講師となり青パパイヤの栽培について、土づくりから、定
植後の温度、水分管理、追肥のタイミングや量などの講習がありました。
また、生産者から令和３年度の経験談が語られ、工夫や試行錯誤している点についての意見交換が
行われました。
今後も適時、勉強会等を開催し、青パパイヤの栽培やレシピの考案など６次産業化を目指した活動
が予定されています。

北部営農経済センター春の農薬大売出し
北部営農経済センターにて４月20日㈬から21日㈭の２日間にわたり
春の農薬大売出しが行われました。
この売り出しは同センター独自の取り組みで、令和２年から開催し
ており、現在は年４回行い、その時期ごとに生産者が必要としている
農薬等をピックアップし販売しています。
今回の売り出しでは、ねぎ定植時の殺虫剤や殺菌剤をメインに取り
扱い、複数ケース購入した場合に限り店頭価格よりさらに値引きした価格での販売を行いました。
各種メーカー担当者とＪＡ担当者が来場者の対応を行い、２日間合計で150名が来店しました。

ラグビーボール型カボチャ圃場巡回
５月11日㈬、当ＪＡ管内にてラグビーボール型のカボチャ「ロロン」の圃
場巡回が行われました。
「ロロン」はラグビーボール型の形が特徴で、ラグビータウン熊谷にちな
んで市内の青果市場に2020年から出荷をしており、本年産の市場出荷向けに
取り組む生産者は17名で作付面積は約70㌃になります。
当日は、ＪＡの担当者が圃場を巡回し、ＪＡが作成した作業工程管理表に
基づき、親づるの摘心や栽植間隔が適正かを生産者との面談を交えながら確
認しました。
今後は出荷がはじまる７月下旬までに、生育状況に合わせ４回程の圃場巡回を予定しています。

女 性 部 支 部 活 動

ＪＡくまがや女性部支部長会議＆味噌作り
ＪＡくまがや女性部は３月29日㈫に同ＪＡ本店会議
室にて支部長会議および味噌作り講習会を開きました。
当日は女性部支部長18名とＪＡ担当者が出席し、支
部長会議終了後は、厚生産業株式会社の担当者を講師
として、味噌作りの講習会を開きました。
今回作った味噌は冷暗所で約10カ月熟成させてから食べ始められるとのことです。
参加者は「今回の味噌作りをしっかりと覚えて、地元の女性部員にも伝えられるようにした
い。」と話しました。

❾

★今月のあなたの運勢★

６月

蠍座

10/24〜11/22

☆モナ・カサンドラ

【全体運】周りの状況に振り回されがち。怒りは抑えつつも主張すべきところは主張して。丁寧な作業を心がけると好転
【健康運】いつものペースで。規則正しい生活が一番 【幸運の食べ物】ゴーヤー

わが家のアイドル
６ヵ月

２歳

た
う
た
こ

川柳
われ

新井

光

誠也

幸治

稲村

平凡な 今日に感謝の 吾は古希
熊谷市上中条

若林

花曇り 覆うは黄砂か 杉花粉

つ

熊谷市中恩田
い

橋本

公約が 何時の間にやら 口約に
熊谷市御正新田

熊谷市押切

照夫

なみ子

白鳥の 引き立て役か 鴨浮かぶ

短歌

春浅き 荒川堤に 佇めば
あおがきちちぶ

山下

青垣秩父 かすみたなびく
熊谷市平塚新田

文恵

フジ子

青天に 恵まれ我が家の 大田植
坂本

孫曾孫応援 楽しい一日
熊谷市上江袋

四世代 支え守りし この住い
中嶌

共に朽ちなん 悔いなき命
熊谷市塩

はら

秀夫

寒さ耐え 踏まれて育ち 穂を孕み
小久保

なにも言わずに かがやく麦秋
熊谷市千代

俳句

なび

坂本

崇子

フジ子

初夏の風 葉を靡かせて 庭の木 木

熊谷市上江袋

田部

雪の宿 一句したたむ 箸袋

さつ

熊谷市下川上

ごふうじゅうう こ

柴﨑

えつこ

美代子

五風十雨 古刹四ひらの はな咲かせ

熊谷市市ノ坪

風間

暖かや 畑仕事の 捗りぬ

熊谷市上之

●撰者のワンポイントアドバイス

俳句は十七音の最短の文芸です。

言葉の内容が重ならないよう表現す

る こ と が 大 切 で す 。 例 え ば 、「 つ く

し」といえば「春」は不要です。

ふれあい文芸応募方法

〆 切 令和４年７月１日
あて先 ＪＡ く ま が や 各 支 店 、
直売所
郵送、ＦＡＸの場合は、折り込み
の応募用紙をごらん下さい。

協力：熊谷市文化連合

掲載の方には記念品を
プレゼントいたします。

【全体運】やった者勝ちなところがあるので先んじて動いて。問題が出てきたら後からフォローしていきましょう
【健康運】ハードなスポーツも楽しめる好機です 【幸運の食べ物】ミョウガ

❿

☆モナ・カサンドラ

11/23〜12/21

射手座

６月

★今月のあなたの運勢★

詩花ちゃん

鼓太くん

本店営業課管内、多田秀子さんのひ孫さん
ひいおばあちゃんから一言
外で遊ぶのが大好きな鼓太くん。いつもひーちゃ
んと呼んでくれてとても嬉しいです。詩花ちゃんも
よく笑ってくれます。２人のひ孫に元気をもらって
ます。これからの成長が楽しみです。

みなと

９ヵ月

湊くん

妻沼東支店管内、望月利明さんのお孫さん
じいじ、ばあばから一言
湊くん、会うたびに何でも出来るようになりすご
いね。
毎日楽しくあそび、元気に健やかに誰にでもやさ
しい人に育ってネ。将来はジャニーズかな？

６月の予定について

営農経済センター便り

今月は休まず営業致します。皆様方のご来店を心よりお待ちしております！
組合員の
皆様へ

「飲料水」
キャンペーン♪

～春の暖かさから夏の清々しさへ～ 是非この機会に美味しいドリンクはいかがでしょうか。

対象商品
① プラッシーアップル１００

⑦ コカ・コーラ スリムボトル（埼玉デザイン） ⑬ 三ツ矢サイダー ボトル缶

② つぶらなカボス

⑧ スーパー H2O

⑭ エーコープ緑茶

③ Ｃ１０００ビタミンレモン

⑨ ジョージア 香る微糖

⑮ ウィルキンソン タンサン

④ Ｃ１０００ビタミンレモンゼリー ⑩ ジョージア ジャパンクラフトマン ブラック

⑯ だし本番（かつお風味）

⑤ １日分のビタミン 食物繊維

⑪ 富士山のバナジウム天然水

⑰ 山形代表ギフト

⑥ 武蔵の国

⑫ みかん日和【機能性表示食品】

狭山茶

１回のご注文で３ケース以上ご購入の方は、１ケースあたり250円の値引きをさせていただきます。
※⑰山形代表ギフト（160ｇ×21缶）において、セット内容の青りんごが原料不足により製造ができないとの連絡が
ありました。
商品内容に変更が生じ、以下のとおりとなります。
（誤）：りんご、ラ・フランス、もも、トマト無塩、ぶどう（赤）各３缶 かき、青りんご、ぶどう（白）各２缶 計21缶
（正）
：りんご、ラ・フランス、もも、トマト無塩、ぶどう（赤）、かき、ぶどう（白）各３缶 計21缶
チラシ掲載内容通りの取扱いができないことに対し深くお詫び申し上げるとともに、今後も変わらぬご愛顧のほど
何卒よろしくお願い申し上げます。

JAくまがや

の農薬特別セール

○◦○ お問い合せは最寄りの営農経済センターまで ○◦○

東部営農経済センター

048-523-4311

西部営農経済センター

048-533-3911

南部営農経済センター

048-536-7911

北部営農経済センター

048-589-2911

営業時間
8：45〜17：15

■ 道路に泥を落とさないように注意しましょう。
農繁期は作業のために農業用車両で道路を通行する機会が多くなります。トラ
クター、田植機、コンバイン等を使用した農作業の後に田や畑から公道に出る際
には、機械に付いた泥のかたまり等を落としてから走行するようお願いいたします。
車道や歩道に落ちた泥のかたまりは、自動車等の通行の妨げになるおそれがあり、大変危険です。
やむを得ず道路を汚してしまった場合は、速やかに泥の撤去、清掃をお願いいたします。
地域の交通安全と環境美化のために、ご理解とご協力をお願いいたします。

熊谷市農業振興課

⓫

★今月のあなたの運勢★

６月

山羊座

12/22〜1/19

TEL.048-588-9987
☆モナ・カサンドラ

【全体運】表面的には穏やかでもはらわたが煮えくり返るようなことがあるかも。よく観察し冷静に。相手の術中にはまらないで
【健康運】やり過ぎは駄目。無理せずスローペースで 【幸運の食べ物】オクラ

急募！

直売所パート募集

ＪＡくまがやふれあいセンターでは、下記の内容にてパートさんを募集致します。
１．募集職種

直売所販売員

２．募集人数

若干名

３．勤務場所

ふれあいセンター（店舗は原則年中無休）

４．業務内容

直売所における青果物の販売・レジ等
①フルパート
勤務時間

AM８：45 ～ PM６：00（休憩１時間15分）

週５日勤務

時給【平日】960 円

【土・日・祝祭日】1,060 円

②時短パート（実労働時間４時間）
勤務時間

勤務時間については要相談

週５日勤務

時給【平日】1,000 円 【土・日・祝祭日】1,060 円

５．募集条件

学歴不問・要普通自動車免許

６．応募方法

履歴書（３ヶ月以内の写真を添付）を本店総務課まで郵送又は持参
（〒360-0014

熊谷市箱田5-8-2）書類選考後、随時面接を実施します。

＊その他詳細につきましてはＪＡくまがや本店総務課（048-521-6529）までお問い合わせ下さい。

事前
予約制

参加
無料

資産形資
成・
運用セミナー
講

粗品
贈呈

どなたでも
お申込みいただけます

師

農林中金全共連アセットマネジメント（株）

「人生100年時代を乗り切るために
今日から始める資産運用」
日

程

会

場

令和

4 年7 月23 日土

JAくまがや 本店

〒360-0014 熊谷市箱田5-8-2
時

間

①10:00〜

②13:30〜

信 用 部
金融業務課

お問合せ先

★今月のあなたの運勢★

参加
ご希望の
方へ

６月

水瓶座

1/20〜2/18

令和４年６月末日までに最
寄りの店舗へお申込みくだ
さい。

TEL. 048-526-1221
☆モナ・カサンドラ

【全体運】状況が好転。良い知らせが届きそう。旅行など遊びに行く計画を立てるのがお勧め。思いやりあふれる言動にツキ
【健康運】友人たちとスポーツを楽しみましょう 【幸運の食べ物】パプリカ

⓬

組合員の皆様へ

夏の共催
特別販売会

はせがわは「仏壇公正取引
協議会」の会員です。
仏壇公正取引協議会は、不当表示によるトラブル
を防止し、より安心してお仏壇を購入していただ
ける情報提供を目的として設立されました。

ご先 祖さまや 故 人を想い 、偲 ぶ ひとときを大 切に

テレビCMでおなじみ
しあわせ少女ゆうかちゃん

お 盆 販売会

仏 壇・仏 具
4 7 2 土 ・7 3 日
令和

開催期間

ご 来場

50組

年

先着

限定

10：00～16：30
東部営農経済センター

開催時間
開催場所

お盆用お墓参セット

プレゼント!

●お仏壇約30基展示 ●お仏壇・お仏具塗替え、修復、洗浄のご相談 ●多くなってしまった位牌のおまとめ
※画像はイメージです。

特典

特典

1

特典

2

数 量限 定

JA 特別

大特価
ご奉仕

3

開催期間中

古いお仏壇の
お引取料が
一定の
条件で

ご来場
サービス

使わなくなった
お盆用品を

無料

無料引取り

になります。

いたします。

詳しくは裏面をご覧ください。▶

※一部商品、特注品、特価品を除く。

販売会についてのお問い合わせは

Q&A
Q

お仏壇のはせがわ ニットーモール熊谷店

お仏壇・お位牌の

先祖のお位牌がたくさんあって、お仏壇の中を
整理したいんだけど どうすればいいの？

お位牌をまとめるためには、①繰出位牌、②過去帳と
いうまとめ方があります。お客さまのご要望に応じて、

Q

048-501-1150 までお気軽にどうぞ！

ご購入された方に限り、

よくある質 問

提案させていただきますのでまずはご相談ください。

TEL

古いお仏壇の
お引取り料が
一定の条件で

ご対応いたします。

ご相談・お見積無料。

無料になります。

古いお仏壇を買い替えてもいいの？
お仏壇を買い替えるタイミングはいつでも構いません。
近年お仏壇を買い替える需要が高まっております。

ぜひご相談下さい。

（注）
お盆販売会期間中に11万円
（税込）以上のお仏壇をご購入いただいた方に

まずは買い替える理由をお教えください。

限ります。お引取りの地域によっては有料となります。お引取り日は新しい

お客さまに合ったご提案をいたします。

お仏壇の

塗替え・修復・洗浄も

（注）

A

はせがわだからこそ！

Before

After

お仏壇のご購入日の翌日から3ヵ月以内の日をご指定いただきます。
※古いお仏壇にお祀りされているお仏像・お掛軸・お位牌を引続きお祀りする
場合は、寸法（高さ、幅、奥行）
をご確認の上、
ご来店ください。

A

はせがわでは、お預かりしたお仏壇に読経をしたうえで、
ご供養いたします。

Q

今まで使っていたお仏壇を大切にしたいけど、
古くなり、傷ついたり汚れたりしている。

どうしたらいいの？

大切なお仏壇だからこそ、メンテナンスが必要です。
お客さまのご予算に合わせて、塗替え・修復・洗浄など
様々なご提案ができますので、ご相談ください。

はせがわのお仏壇は

品 質 保 証 付 き！

お仏壇 3 年間
品質保証

※当社保証規定に定められた内容に限ります。詳細は店舗までお問い合わせください。

新 型コロナウイルス感 染 拡 大 防 止 の 取り組み
●従業員はマスク・手袋を着用します。 ●従業員は手洗い・うがい、出社前・出社時の検温を実施します。
●店内には消毒薬を常備します。
●定期的に店内消毒を実施します。
●定期的に換気を実施します。
●店内には飛沫防止パネルを設置します。
お客様へ

●ご来店の際にはマスク着用にご協力をお願いします。
●ご入店時の検温にご協力をお願いします。
●ご入店時に設置してある消毒液で手指の消毒をお願いします。

販売会についてのお問い合わせは

⓭

A

開催
場所

東部営農経済センター

６月

スポーツ
公園通り

〒360-0005 埼玉県熊谷市今井486-1

JAくまがや本支店一覧
本
店
成宮支店
佐久良支店
山王支店
玉井支店

☎048-521-0878
☎048-524-8686
☎048-524-8690
☎048-522-4564
☎048-532-3604

魚座

2/19〜3/20

八木原牧場

東部
営農経済
センター

熊谷ラグビー場

中条支店
三尻支店
奈良支店
別府支店
妻沼西支店

☎048-524-8711
☎048-532-3606
☎048-524-8734
☎048-532-6307
☎048-588-1667

お仏壇のはせがわ ニットーモール熊谷店

★今月のあなたの運勢★

今井
揚水機場

TEL

妻沼東支店
江南支店
大里支店

☎048-588-0049
☎048-536-1392
☎048-536-0518

スポーツ文化公園

さいたま博
通り
17

熊谷

バイ

パス

048-501-1150 までお気軽にどうぞ！
☆モナ・カサンドラ

【全体運】お金で解決できる問題なら出し惜しみしないのが得策。終わらせることで新しい道が開けます。部屋の片付け吉
【健康運】腹も身の内。腹八分目を心がけましょう 【幸運の食べ物】キュウリ

行先、メンバー、コースなどを書

親は時間をかけて、よく手作りかり

なかった時代、雨の日になると、母

●子どもの頃、今のようにおやつが

コーナーです。ＪＡへのご意見、本
いた計画表の他、残しておきたい写

ん と う 、 フ ラ イ （ お や き ）、 み そ お で

のファイルを作っています。

誌を読んだご感想、イラストなどを

真、また行った先のスタンプがあれ

んなどを作ってくれた。雨の日のひ

このページは、皆様のふれあいの

お寄せください。今月は、３月号の

ばそれらも一緒にして整理、保存し

秋雄〉

応募用紙からの掲載です。

深澤

とつの楽しみでした。
〈熊谷市小島

ています。
そしてガイドブックを見ながら、

●雨の日には「野菜づくりの本」を

「雨の日の過 ご し 方 」

とうしい雨でも心は楽しいひととき

次の計画を考えていると、外はうっ
●雨の日は混ぜて焼くだけ簡単ケー

読みかえす。
定年退職後、畑を借りて家庭菜園

です。
圭一〉

て方がわかりませんでした。本屋へ

〈熊谷市葛和田 木元

キ作りです。材料もいつも身近にあ
るものです。季節の果物を輪切りに

●雨の日は家の中にいることが多い

行き身近な野菜の育て方の本を買い、

を始めました。ズブの素人なので育

見た目もきれいで味も良く我が家

ので退屈です。そこで私は疎遠に

して飾って焼くだけです。

の定番ケーキとなっています。輪切

それを参考にしながら取り組んでい

洋〉

なっている同級生や知人に電話をす

い ち じ く

伊藤

りにした無花果を飾り、焼いた時は

〈熊谷市中央

ます。
どう思われるか不安で勇気もいる。

ることがあります。
江美子〉

見栄え良く家族は大喜びでした。
〈熊谷市下川上 野沢

などで長電話になります。とても楽

つながると相手も喜び、昔話や近況
●山歩き、温泉旅行など自然とのふ

※次のテーマは、
秀夫〉 「これだけは捨てられないもの」です。

しいことです。
〈熊谷市千代 小久保

れあいが好きな私は、屋外に出られ
ない雨の日、行ってきたところの旅

ほのぼのカップル

ＪＡで年金を受け取られている

栗田位一、孝子さんです。

（別府支店）

ご主人の趣味は健康維持のため

に行っている庭木の手入れと野菜

作りだそうです。

奥様の趣味はお孫さんの世話の

合間に行うガーデニングとウォー

キングだそうです。

元々ご夫婦で旅行に出かけるの

が共通の趣味で、コロナが終息し

年

たらお二人で温泉に行きたいと話

されていました。

４人のお孫さんをもつ結婚

目の素敵なご夫婦です。

48

⓮

JAくまがや

毎週

日曜日
開催
※予約制

記念品
プレゼント！
ホームページの
ご予約フォーム
から事前予約も
24時間受付中!

ローン
相談会
●会
場／JAくまがや本店 総合相談センター
●営業時間／平日（月～金） 8：45～17：15まで
9：00～15：00まで
日曜

0.625%

■当初適用金利╱年▲1.850％の場合

新築・借換

変動
金利型

年

2022年5月10日現在

〈店頭標準金利／変動金利

お取引状況等に応じて
店頭標準金利から（※表1参照）

新築・借換

固定金利
選択型

最大

年

〈店頭標準金利／10年固定

2022年5月10日現在

3年
固定金利

1.850%

年▲

0.950%

10年
固定金利

5年
固定金利

年2.475％〉

0.925%
0.900%

年

最大

1.70%

年▲

※期間中でも店頭標準金利と軽減金利は、金融
情勢等の変化により、見直しさせていただく
場合があります。

年

ください

お借換シミュレーション実施中!!

お借入れの返済計画表
をお持ちください

新築シミュレーションもお気軽にご相談ください！
！

JAとのお取引はこれから!!

…というお客様も
お気軽にどうぞ

ご利用に関しては、組合員加入のための出資が必要となります

表1／金利軽減を受けられる取引項目等
提携住宅ローン扱い

カードローン契約者
（既保有者含む）
正組合員（子弟等含む）
案件
（申込者または２親等以内（同世帯以外の兄弟姉妹は除く）の親族が対象） アプリ及びネットバンク併用者

給与振込者

タテのカギ
1人用がシングルなら２人
用は

１

虹の七色の一つ。赤の隣で
す

３

作物のテンサイは、——ダ
イコンとも呼びます

２

役者が立つ所

４

アメリカに行くことを漢字
で表すと

５

とげに覆われた海の幸

預り資産（国債・投信）
保有者
年金受給口座指定者または遺言信託契約者
公共料金2種目以上指定者（JAカード払い含む） （申込者または２親等以内（同世帯以外の兄弟姉妹は除く）の親族が対象） パパ・ママ応援ショップ適用者

※各取引項目等の軽減金利は、JA窓口にお問い合わせください。 ※上記取引項目は、｢これから取引を開始する｣という方にも適用されます。

インターネット マイカーローン
仮審査申込を リフォームローン 取扱い中‼
教育ローン
ご利用できます
JAくまがやは

ヨコのカギ

１

JAカード契約者（既保有者含む）

パパ・ママ応援ショップ に協賛しています

048-524-8720

理事会議事

⒅理事会附議を要する大口信用供
（令和４年３月議事）
与等の額について
⑴令和４年度内部監査計画につい
⒆貸付金の利率の最高限度につい
て
て
⑵令和３年度ＪＡくまがや計算書
類等及び事業報告等の作成に関 ⒇令和４年度借入金の最高限度に
ついて
する方針について
㉑不良債権の処理方針について
⑶令和４年度事業計画について
⑷当組合における取引のリスク評 ㉒令和３年度職員への年度末賞与
の支給について
価書の一部変更について
⑸内部統制システム基本方針の制 （令和４年４月議事）
⑴令和３年度決算結果について
定について
⑹内部統制の整備・運用にかかる ⑵店舗再編による新店舗名称につ
いて
年間計画について
⑺資産査定要領の一部変更につい ⑶欠員理事の対応について
⑷第27回通常総代会の開催日程
て
について
⑻資産の償却・引当基準の一部変
⑸第27回通常総代会提出議案並
更について
びに剰余金処分案について
⑼組合員からの出資口数減少申出
⑹内部監査規程の一部変更につい
について
て
⑽定期積金に係る集金業務見直し
⑺機構の改正に伴う規程類の変更
について
について
⑾令和４年度余裕金運用について
⑿ＪＡ統一ローン（埼玉県農業信 ⑻職員育児・介護休業等に関する
規程の一部変更について
用基金協会保証）融資要項の一
⑼改正個人情報保護法を踏まえた
部改正について
個人情報保護に関する規程類の
⒀無担保ローン（三菱ＵＦＪニコ
一部変更について
ス保証）新商品導入に伴う融資
要項の制定及び一部改正につい ⑽令和４年度コンプライアンス・
プログラム及び個人情報保護計
て
画について
⒁貸出金利基準の一部改正につい
⑾令和４年度マネー・ローンダリ
て
ング等対応・プログラム及び目
⒂令和４年度ＪＡ住宅ローン金利
標設定について
軽減の考え方について
⒃令和４年度ＪＡマイカーロー ⑿組合員からの出資口数減少申出
について
ン・ＪＡリフォームローン・Ｊ
Ａ教育ローン金利軽減の考え方 ⒀農業災害資金の申込期間延長に
ついて
について
⒄令和４年度信用の供与等の限度 ⒁賃貸住宅取得資金等にかかる特
別貸出要項の変更について
額について

表紙の写真 「春夏きゅうりの収穫風景」妻沼東支店管内

⓯

＊パズルの応募方法＊
◦〆 切 令和４年７月１日
◦あて先 ＪＡくまがや各支
店、直売所
郵送、FAXの場合は、折り
込みの応募用紙をごらん下
さい。
◦発 表 ８月号のこの紙面
抽選で５名様に、記念品を
プレゼントいたします。

年3.600％〉

お借入れ金利は、
「お申込み時」
または
「お借入れ時」
のいずれか低い軽減金利を適用します
ご注意

ょうか？

お取引状況等に応じて店頭標準金利から（※表1参照）

〈店頭標準金利／3年固定 年3.100％〉

●ご融資時に、融資新規実行手数料、保証料を別途申し受けます。
●店頭標準金利と軽減金利は、金融情勢等の変化により、見直しさせていただく場合があります。
●店頭標準金利は原則毎月10日に見直します。
●協同住宅ローン
（株）
保証案件につきましては、事務手数料を別途申し受けます。

出題:ニコリ

二重マスの文字をA〜Eの順に並べてできる言葉は何でし

■当初固定金利選択期間終了後

〈店頭標準金利／5年固定 年3.200％〉

※お申込み月を含め、
７ヶ月以内
（借換案件は３ヶ月以内）
にお借入れいただいた
場合に適用されます。

パズル？ 頭の体操

６

かまぼこの土台にします

８

唇に差す物

９

最高学府に通う人々

12

2022の百の——の数字は
0です

10

出番前の出演者が支度をす
る場所

14

賭博師、ばくち打ちのこと

11

16

ビールやジャムを詰めます

ジ ョ ン・ ウ ェ イ ン や ゲ イ
リー・クーパーは——劇で
活躍しました

17

—— サ ラ ダ、 —— サ ン
ド、——マヨネーズ

13

賞与とも呼ばれます

大福とかようかんとか。水
無月（みなづき）というの
もあります

14

多くの星が集まってできて
います

15

おなかの上で貝を割る動物

16

生産量日本一は長崎県。特
に茂木の物が知られている
果物

18

19

７ 「佐藤錦」「ナポレオン」な
どの品種があります

いろいろな具をトルティー
ヤで挟んで作ります

３月号の正解
Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

E

ネ ン ド マ ツ
プレゼントの当選者は次の方です
熊谷市 中 西 武石美奈子様
熊谷市 大麻生 湯本 明子様
熊谷市 三ヶ尻 林 フミヨ様
熊谷市 平塚新田 堀口久三子様		
熊谷市 中恩田 深作まつ子様
おめでとうございます
⃝⃝⃝春夏きゅうり⃝⃝⃝

春夏きゅうりの魅力はみずみずしさとパリッとした歯ごたえです。サラダや酢の物、漬け物等様々な料理で活躍します。新鮮なきゅう
りは皮に張りがありトゲがとがっています。また皮が濃い緑色で持ったときに重みがあり、太さがなるべく均一のものを選びましょう。

し

と く

知っ得情報

2022

６月号

【ＪＡくまがやでは“おうちごはん”を推奨しています】
ＪＡふれあい食材をはじめませんか？
買い物に行くのが大変だな…

忙しい時にパパッとつくりたい!

栄養バランスが気になる…

安心・安全な食材をご自宅までお届けします

お問い合わせは

048-533-8181

ＪＡくまがや食材センターまで

豚小間とブロッコリーのマヨ炒め

しらすとトマトの和え物

ししゃもの南蛮漬け

JAくまがや事業概要
貯
金 220,943,499 千円
貸 出 金 30,442,397 千円
共済保有高 37,949,724 万円

葬儀は農協にお任せください !

購買品供給高
販売品販売高

葬儀のご用命は 24時間受付

302,957 千円
196,398 千円
（令和４年４月現在）

皿0120-972-068

JAくまがや 催事課

⓰

