JA西八代だより
地域から必要とされるJAを目指します
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～皆様から信頼されるＪＡ
地域から必要とされるＪＡ
社会に誇れるＪＡをめざして～

組織の根幹にかかわる厳しい内容が提案され、自らの組織改革は自らの

農協改革に向け、政府の諮問機関である規制改革推進会議での、事業

申し上げます。

また、平素から農協事業に対し多大なご理解とご協力を賜り厚く御礼

勝のことと謹んでお慶び申し上げます。

組合員をはじめ、地域の皆様におかれましては、新春を迎え益々ご健

新年明けましておめでとうございます。

渡邉

敏文

地域に根ざした協同活動を・・・・

「創造的自己改革への挑戦」

代表理事組合長

年

月に向け「農業者の所得増大」「農業生産の拡大」「地

手でと、
「創造的自己改革への挑戦」を掲げ、農協改革集中推進期間の期
限 で あ る 平成
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域の活性化」を、全国の農協が取り組んでおります。その実践に向け自
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2017年 To p i c s

光センサー設置工事完了式典（3月28日）

新採用職員研修会開催（3月22日）

事業進発式（2月3日）

透過製センサーの採用により、果実の品質
向上を図りました。

新採用内定者5人に対し研修会を開きまし
た。

事業目標達成に向け、役職員の意志統一を
図りました。

鰍沢警察署へ横断安全旗贈呈（3月29日）

農業電子図書館除幕式（3月22日）

臨時総代会（2月28日）

児童の登下校の安全を守るため、横断旗500
本を贈呈しました。

農作物の病気・害虫のデータや、
「食と農」を
テーマにした出版物などを、タッチパネル
操作で簡単にご覧いただけます。

役員選任の審議が行われ、承諾・決定されま
した。
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己改革工程表 へ の 取 り 組 み や 平成

年度 か ら 検討 を 重 ね て ま い り ま し

た近隣ＪＡ「ＪＡふじかわ・ＪＡ中巨摩東部・ＪＡ甲府市」との４ＪＡ合
併推進協議会 を 立 ち 上 げ 協議 を 行 っ て お り ま す。今年 ３ 月頃 に は、組
合員 の 皆様 に 合併推進協議会 の 経過説明会 の 開催 を 計画致 し て お り ま
す。
一方、管内の農業は春先の少雨、梅雨明け後の猛暑と豪雨、 月から
の低温、長雨、台風で、稲作、果実・野菜等の管理に苦慮致しました。
果実は高品質出荷に向けて、糖度センサー・計数器等の入替を行い、
桃の生産者と一体で取り組み、売上げは昨年以上の成果となりましたが、
野沢菜は秋の長雨・低温により、収穫量に影響がありました。
社会環境の変化も激しく、厳しい状況が続いておりますが、地域の高
齢化に対処した通所介護事業「デイサービスほほえみ」、農業の確立と
育成に向けての農業生産法人「アグリ甲斐」、また、葬祭事業「クリスタ
ルホール」も地域の皆様に支えられながら順調に推移致しております
これからも当ＪＡの基本理念「皆様から信頼されるＪＡ」「地域から
必要とされるＪＡ」「社会に誇れるＪＡ」を目指し努力してまいります
ので、変わらぬご支援ご協力をお願い申し上げると共に、新しい年が皆

年金友の会招待旅行（4月6日 ~27日）

2,000人を超える来場者に、用意した3,200ケー
スはイベント終了を待たずに完売しました。

会員の皆様に楽しいひと時を過ごしていた
だきました。

第3回 JA 西八代年金友の会
親睦グラウンドゴルフ大会（9月13日）

役職員コンプライアンス研修会（6月26・29日）

第52回通常総代会（4月25日）

市川大門総合グラウンドで開催され、会員
152名が参加されました。

全職員がコンプライアンス（法令尊守）を学
びました。

117件、1,235名の申込をいただきました。
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様にとって最良の年となりますよう心から御祈念申し上げ、年頭のご
あいさつとさせていただきます。
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第13回甘々娘収穫祭（6月10日）

稲刈作業（9月11日 ~）

28

提出議案について、承認・決定されました。

ＪＡ西八代の 自己改革 について
農業改革の一環として、
「農業者の所得増大」
「農業生産の拡大」
「地域の活性化」を目指し、JA 西八代では
自己改革に取り組んでおります。

農業者所得の増大

農業生産の拡大として

①営農活動を活発にする、
自己改革につながる業務を実践
○営農情報の環境整備
各拠点事務所に “ 農業電子図書館 ” を導入し、
組合員・地域の方々に広く農業情報提供をするととも
に、
営農指導員資格取得職員の増員に努めています。
○農業講習会・農業相談会の開催
定例的・地区ごとに農業講習会を開催し、
管内の特産品を中心に、
自給的農家向けに直売所出荷を目
的とする省力型農業技術の紹介等を行い、
農業者所得の増大を目指しています。
○地域特産品の振興
甘々娘・キウイフルーツ
（レインボーレッド）
・大塚にんじんを中核に、
収穫体験、
収穫祭、
またマスメ
ディア利用などにより、
地域特産品の県内外への周知活動に努めています。また、
行政との連携に
より学校給食を利用した “ 地産地消 ” や “ 食農教育 ” による
「地域に誇れる特産品」
つくりに努めてい
ます。
○農産物販売価格を上げるために
市場競争力を高めるべく、
光共選機の更新入替により、
従前に比べよりいっそう品質の高い製品出
荷を目指します。
○新規就農者
（担い手）
の育成
農業生産法人アグリ甲斐を担い手育成の研修施設と位置付け、
新規就農者による農業生産高の維持・
拡大に努めます。

②生産資材価格の見直し
○主要作物の生産開始前土壌診断による施肥量の適正化、
作物別専用肥料作成による施肥単価の圧縮、
また化成肥料の銘柄統合による製造コスト圧縮・価格引き下げに努めます。
○ジェネリック農薬の取り扱い拡充を図り、
価格の引き下げに努めます。

地域の活性化を目指した活動として
①耕作放棄地の拡大抑止

 力のかかる水稲の育苗・刈取り作業の受託、
労
農業生産法人
（アグリ甲斐）
による遊休農地の耕作などに
より、
農業者の高齢化等による耕作放棄地の拡大阻止に努め、
美しい田園環境を次世代に引き継げるよ
う取り組んでいます。

②身近な支店を拠点としての地域とのふれあい活動

支店・経済センター毎に
「ふれあいまつり」
の開催や、
地域の祭り等にも積極的に参加し、
地域活性化の一
翼を担うよう取り組んでいます。

③連合会との連携による活動

 地域住民の健康管理 … 町・ＪＡ山梨厚生連との提携による住民健康診断の実施
○
○農業教材の学校への配布と食農教育 … 管内の小学生を対象に教材本を配布
○書道・ポスターコンクールの開催

牡羊座（3/21～4/19）
【 全体運 】行動力が高まり、アクティブに動き回れそう。
やりたいことには積極的に挑戦を。ネットでの情報収集も幸運
【 健康運 】疲れをため込みがち。
適度な休息が必要 【 幸運の食べ物 】
水菜
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ＪＡの自己改革に関する組合員アンケートへ
のご協力について（お知らせ）
現在、ＪＡグループは「農業者の所得増大」
「 農業生産の拡大」
「 地域の活性化」の３つの基
本目標を掲げ、自己改革に取り組んでいます。
一方、政府は規制改革実施計画を策定し、農協改革を実行するようＪＡグループに強く要
請しており、改革の進展状況によっては、ＪＡ事業の見直し・准組合員の利用規制の検討な
どが行われることが想定されます。
今般、全国すべてのＪＡでは自己改革の取り組みに対する皆様の評価をお伺いして、

より一層組合員の皆様の負託に応えるとともに、組合員の協同による総合事業によっ
て、魅力ある地域の農業やくらしを支えるＪＡであるために、組合員アンケートを実
施することといたしました。

このアンケートの実施にあたっては、下記により皆様のお宅にご訪問し
た際、職員からアンケートの主旨をご説明させていただき、ご回答してい
ただくことを予定しております。
アンケートを実施することの主旨をご賢察いただき、ご訪問の際には是
非ともご協力をお願いいたします。
なお、アンケート対象者の選定にあたっては、地区別の組合員構成を考
慮のうえ、無作為に選定させていただいておりますことを申し添えます。

記

１．実施時期
平成３０年１月～２月

２．訪問した際の内容
◎訪問した職員がアンケート実施の主旨を説明いたします。その際に、説明資料・
アンケート内容・アンケート回答用紙をお渡しいたします。
◎アンケートのご回答をいただく設問は、正組合員の方は６項目、准組合員の方は
４項目を予定しております。
（いずれもマークシートによる設問となります。）
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牡牛座（4/20～5/20）
【 全体運 】暗い気分になりやすいかも。気晴らしを心掛けて、好きなことに意識を向けましょう。ヒーリンググッズも有効
【 健康運 】オーバーワークに注意。
のんびりが大事 【 幸運の食べ物 】
クワイ

H 29 年

1月～ 11月21日迄

1月

体力測定

1月16日～20日

新年会

1月24日～27日

2月
制作レク

2月6日～18日

4月

3月

おどり愛好会
道の駅富士川へお買い物

3月30日

4月19日～21日

立正保育園児とのふれあい 5月23日

5月

花植え 5月3日

6月

立正保育園児とのふれあい 6月9日

おどり愛好会

6月26日

双子座（5/21～6/21）
【 全体運 】ささいなことで、つまずきやすい時期。
小さなミスにクヨクヨせず、
スパッと切り替えて。ギャラリー巡りにツキ
【 健康運 】きちんと自己管理を。
食べ過ぎは控えて 【 幸運の食べ物 】
ミカン
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7月
体力測定

7月10日～15日

おやつ作り 7月25日～29日

8月

介護スタッフ研修

8月25日 （協力：JA共済中伊豆リハビリセンター）

9月
敬老会

9月21日、26日、29日、10月4日

10月

ひまわり保育園児とのふれあい 10月16日

運動会

10月24日～27日

11月
買い物
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11月6日～17日

立正保育園児とのふれあい 11月21日

蟹座（6/22～7/22）
【 全体運 】情緒不安定になりがち。
身近な人たちに迷惑を掛けがちなので、気を付けて。
玄関に花を飾るとリラックス可能
【 健康運 】気が緩みやすいかも。
小さなけがに注意 【 幸運の食べ物 】
キンメダイ

JA インフォメーション
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年金友の会
グラウンドゴルフ大会

河西澄江様（８９歳）

11月15日（水）小瀬スポーツ公園陸上競技場で「平成29年度

伊藤喜美子様（８９歳）

年金友の会ではグラウンドゴルフを生涯ス

ＪＡバンク山梨年金友の会グラウンドゴルフ大会」が開催され、 ポーツとして会員の皆様の親睦と交流、およ
県下ＪＡより377名が参加されました。

び 健康増進 に 寄与 す る こ と を 目的 と し て い

当ＪＡからは9月6日に行われた予選大会の上位36名が参加
し、日頃の練習の成果を存分に発揮いたしました。会員同士の

ます。当ＪＡで２人の方が最高齢特別表彰さ
れました。

親睦を深めるとともに、健康と長寿をめざし和やかな雰囲気で
プレーに興じました。

市川支店

上野支店

六郷支店

「年金友の会」会員募集中 !!
年金友の会って
なに？

年金のお受け取り口座を当ＪＡに指定していただくと「年金友の会」の会員となります。
年金友の会会員の皆様には様々な特典やサービスがあります。

すでに他の金融機関で年金を受け取られている方は
簡単なお手続きで当ＪＡに変更することが出来ます。
年金友の会特典

①年金振込加入特典「記念品」プレゼント

②誕生日プレゼントの贈呈

④定期貯金の金利上乗せ

⑤「グラウンドゴルフ大会」参加

③年金友の会招待旅行へのご案内

これから年金をお受け取りの皆様へ
年金を受給される年齢の誕生月の３ヶ月前になりますと、

（年金請求書）が届きます。
日本年金機構から
「みどりの封筒」

農協 太郎 様

面倒な手続きをＪＡがお手伝いします !!
各支店窓口または担当までお声掛けください

獅子座（7/23～8/22）
【 全体運 】レジャー運が活性化。
気の合う仲間たちとにぎやかに過ごせそう。遠出のドライブやイベントへの参加も好結果に
【 健康運 】健康の話題に注目を。
好情報があるかも 【 幸運の食べ物 】
小松菜
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JA インフォメーション

2

ＪＡでおトクに貯金を始めませんか ?

金融部からのお知らせ
子育て応援定期積金

年金定期貯金

「みらい」

店頭表示金利10倍

「結いの恵み」

平成30年1月31日まで

「ひだまり2017」

平成30年3月30日まで

平成30年1月31日まで

特徴①
ＪＡ で 年金 を 受給 さ れ て い る 方、
ＪＡへ年金受給口座の指定をされ
た方限定の定期貯金になります。
特徴②
お申込みと満期時でそれぞれ８千
円相当の農作物が当たるギフトカ
タログ抽選権付き商品です。
特徴③
店頭表示金利 に 年0.1% 上乗 せ さ
せていただきます。

ご 契約時18歳以下 の お 子様 が
い ら っ し ゃ る 保護者（ 親権者 ま た
は 祖父母 ）の 方限定 の 定期積金 で
す。
「こども共済」に加入していただ
いている組合員の方は店頭表示金
利に年0.1% 上乗せさせていただ
きます。

お得に貯金ができるチャンス !! 定
期貯金・定期積金の金利が10倍に
なります。ご契約いただくと、ちょ
リスグッズをプレゼントいたしま
す。

JA マイカー

自動車・バイクの購入をはじめ、車庫設置、車検、運転免許
取得などの費用にご利用いただけます。
店頭表示金利
適 用 金 利

年3.0% から最大年▲1.8% 軽減
年1.2% 〜年3.0%

※いずれの金利も保証料を含んでおりません。
軽減条件など詳しくは最寄りの各支店窓口へお問い合わせください。

ATM 及びネットバンクなどのサービス一時休止について
誠に勝手ながらＡＴＭ・ＪＡネットバンク等のサービスを一時休止させていただきます。ご不便をおかけいた
しますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
12/31（日） 1/1（月）

1/2（火）

1/3（水）

営業日

1/4（木）

1/5（金）

1/6（土）

1/7（日）

1/8（月）

休止日

※各商品、ATM 利用に対する詳しい情報は各支店窓口までお問い合わせください。
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乙女座（8/23～9/22）
【 全体運 】ちょっとしたことでイライラしやすい傾向あり。
笑顔を忘れずに。ストレス解消には、1 人の時間を満喫して
【 健康運 】まめに動くと好変化が。
散歩もお勧め 【 幸運の食べ物 】レンコン

1/9（火）
営業日

JA インフォメーション
共済部からのお知らせ

3

共済に関するお問い合わせ先は
本店共済部 ☎055-230-3073
市 川 支 店 ☎055-272-1211
上 野 支 店 ☎055-272-1414
六 郷 支 店 ☎0556-32-2041

■ＪＡの介護共済■

統計上ではございますが、将来の介護費用は5年間で500万円の出費
だと言われています。また、平成30年には自己負担割合の改正が予定さ
れ、自己負担額が増えていく事が今後も予想されています。
介護に対するリスクには、あらかじめ備えておくべきだと JA では考
えています。組合員の皆様は、介護に対してどのようにお考えでしょう
か?
JA ではご自身やご家族の老後の備えとして「介護共済」をご提案いた
します。皆様の不安や疑問などに JA 担当職員が親身になって対応させ
ていただきます。
ポイント

1

一生涯にわたる
介護保障で不安の高まる

公的介護保険
制度に連動した

2

高齢期も安心です。

介護共済金
（一時金）
は

3

わかりやすい保障です。

※「共済金年金支払特約」の付加により年金方式でお受取りいただくことも可能です。

40歳～75歳

● 共済金額：500万円
● 共済掛金払込終了年齢：99歳

特

● 指定代理請求特約

❶ 公的介護保険制度に定める

要介護2～5に認定されたとき
または
❷ 所定の重度要介護状態になったとき
（JA共済独自基準）

介護共済金

共済掛金（平成29年4月現在）
男性月払い 5,354円

男性年払い 61,599円

女性月払い 6,244円

女性年払い 71,804円

（共済掛金の払込連絡が口座振替扱いの場合）

ご注意ください
● この共済は、死亡時に
おける保障はありませ
ん。
● 介護共済金をお支払し
た場合にはご契約は消
滅します。

500万円

公的介護保険制度
（第2号被保険者）

一生 涯 保 障

加入年齢：40歳

主契約
約

に役立てられます。

このプランにご加入いただける年齢

一生涯にわたって備えられる介護保障

ご契約例

ご自宅の改修などの初期費用

公的介護保険制度
（第1号被保険者）
65歳

40歳 ご加入

お手元のスマートフォンに、自動車共済アプリ「JA 共済
くるまのミカタ」をダウンロードしておけば、万一の事故・
故障の時、いつでもどこでもフリーダイヤル安心サービス
にご連絡いただけます。
「JA 共済くるまのミカタ」は、スマー
トフォンの GPS 機能やカメラ機能を利用して、電話発信と
ともに位置情報やトラブル現場の写真を JA 共済サポート
センターに送信する機能を搭載しており、見知らぬ場所の
事故・故障でお車が走行できなくなった場合でも、安心して
レッカー・ロードサービスをご利用いただけるのが特長です。

機能紹介

1レッカー・ロードサービスの要請
2事故受付
営業時間外の事故発生時には下記までご連絡ください
ジ

コ

は

ク

ミ

ア

イ

JA 共済事故受付センター

0 120-258-931

JA 共済サポートセンター

0 120-063-931

レッカーロードサービスはクミアイ

電話料金は無料です。携帯電話、PHS からも
ご利用いただけます。
JA の営業時間内は共済部事故相談課までご
連絡下さい。
（☎055-230-3055）

天秤座（9/23～10/23）
【 全体運 】フットワークが軽くなり、チャレンジ精神が旺盛になる月。行動範囲を広げていけば、うれしい驚きに出合えそう
【 健康運 】スポーツを始めて。気分転換にも効果的 【 幸運の食べ物 】
サバ
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経済センターからのお知らせ

4

種イモの保存について

・お買い上げいただいた種子馬鈴薯が届いたら

すぐに開封して中をご確認ください。外観でわかる激しい痛みや腐敗しているものがございましたら経

済センターまでご連絡ください。
（種子馬鈴薯は生ものですので、納品時の若干の痛み傷はご容赦ください）
また、保管は涼しく通気の良い場所にお願いします。種子馬鈴薯は呼吸をしています。高温で呼吸できな
い状況下では、貯蔵病害が発生し種子として使えなくなります。

・種子馬鈴薯の大きさは収穫するジャガイモの大きさと関係はありません

種子馬鈴薯は出芽～初期の育成に必要な養分があれば、その後の生育には影響がありません。
（種子馬鈴

薯の大きさは最低30g 前後で充分です）

・ジャガイモの連作障害

ジャガイモは連作障害が出やすい野菜です。毎回違う場所で栽培することをお勧めします。詳しくは営

農経済部指導販売課までお問い合わせください。
（営農経済部

☎055-230-3056）

経済センター
土曜日 営業時間
4月〜10月
8:30〜13:00
11月〜  3月
9:00〜12:00
※平 成30年1月13日（土）
より営業をいたします。

コイン精米機の営業日及び営業時間

平成29年11月
高田集荷場コイン精米機
リニューアル

・経済センター
7:00〜19:00
・高田集荷場
8:30〜19:00
・六郷地区
8:30〜19:00

※12月31日〜1月3日は休業となります。

※1 2月29日は17：00で終了となります。1月4日は
8：30より営業となります。

農業機械のことなら、JA の農機センターへ
農機 の ト ラ ブ ル は 当ＪＡ農機 セ
ンターへお任せください。
事前点検もお承りしております。
※職 員が現場へ急行の際は、電話口
が 不在 に な る 場合 も ご ざ い ま す
ので、お急ぎの場合は、経済セン
ターまでご連絡ください。

第42回ＪＡグループ山梨
「農業機械・自動車大展示会」
開催日

平成30年2月24日（土） 9:00〜16:00
25日（日） 9:00〜15:00

開催場所 日本航空学園（甲斐市宇津谷445番地）

農機センターへの受付は下記までお願いします
ＪＡ西八代経済センター
☎055-230-3057
ＪＡ西八代農機センター

☎055-230-3066

農作業は焦らず、
急がず、慎重に・・・
作業時はキチンとした服装で！
圃場の出入り、畔越えに注意！
移動走行時は、人や車に気をつけて！
点検・整備はエンジンを止めて！

死亡事故が
多発しています

取扱説明書・安全ラベルを理解して！
棚・支柱・針金等に目印を！
できる限り一人で作業は行わない！
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蠍座（10/24～11/22）
【 全体運 】ゆったり過ごせる期間です。趣味や習い事に力を注ぐと、新たな発見があるはず。プライベートを充実させて
【 健康運 】質の高い眠りを目指せば、体調アップへ 【 幸運の食べ物 】
ダイコン

JA インフォメーション

5

病害虫・雑草の診断や栽培方法などの最新農業情報を指先で検索！

「JA 西八代版農業電子図書館」を使ってみよう !!

これは便利！！

タ ッ チ パ ネ ル 式情報端末機「JA 西八代
版農業電子図書館」が支店窓口に設置して
あります。病害虫や雑草、農薬やくらしの
情報などパソコンが苦手な方でも指先で
画面をタッチするだけで簡単に操作でき
ます。
農作物 の 栽培方法 や 料理 の レ シ ピ な ど
も検索できますのでお気軽にご利用くだ
さい。

経済センター
大塚経済センター
南部経済センター

【設置店舗】 下記の窓口でご利用いただけます
☎055-230-3057
市川支店
☎055-272-1211
☎055-272-1147
上野支店
☎055-272-1414
☎0556-37-0224
六郷支店
☎0556-32-2041

やさしい農業講座

参加自由！
特典いっぱい！！

やさしい農業講座 講習会圃場地図
やさしい農業講座

六郷地区圃場にて、いろいろな野菜の定植、播種

JA西八代
六郷支店

のやり方や肥料基準などの講習会を開催しています。

講習会圃場地図

六郷町民会館

どなたさまでも参加自由ですので、大勢の方のご参
加お待ちしております。

次回の開催内容
日時：2月24日（土） 午前9時30分〜12時
場所：JA 西八代六郷支店

らんぶる様

セブンイレブン様

講習内容

●土づくりについて

JR甲斐岩間駅

講習会圃場

●春作の野菜の準備

峡南橋

だれでもわかる農業相談会
農業を基礎から学べる相談会は当ＪＡ営農経済部

開催場所
開催日
開催時間

指導販売課職員が講師をしております。どなたさま
でも参加することが出来ますので、大勢の方のご参
加をお待ちしております。

農業講習会・農業相談会

経済センター
毎月第一土曜日
午前10時〜12時まで

※平成30年1月13日（土）より開催予定です。

お問い合わせは・・・

開催日・開催場所などの変更がある場合もございます
ので、詳しくは右記までお問い合わせください。

経済センター
☎055-230-3057

射手座（11/23～12/21）
【 全体運 】自分に自信が持てそう。
意見やアイデアがあるなら意欲的に主張して。過去に駄目だったことにも新たな変化が
【 健康運 】不規則な生活習慣を見直せば、
恩恵多し 【 幸運の食べ物 】
長ネギ
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ＪＡ西八代女性部からのお知らせ

6

料理講習会を開催しました

農協活動の基盤を創る女性組織である女性部は、JA をよりどころとし、食や農、くらしに関心のある
女性が集まりさまざまな活動を行っています。
（11月現在部員数398名）

講習会の様子

女性部員を募集中

女性部上野支部では9月28日（木）に健康管理セ
ンター（上野地区）において料理講習会を行い、20

女性部は自主的に運営し地域社会に貢献する活動
を行っています。興味のある方は各支店担当者にお
問い合わせください。

人の部員が参加いたしました。講習会では常備食
材を使い簡単で素早く出来る献立を学びました。

～女性部の活動～
●女性部スクール

ほか
●料理教室

●健康教室

●ぼかし作り

●味噌作り

●高齢者のつどい

●手芸講習会

農業者年金で老後の安心を !!

●グラウンドゴルフ大会

しっかり積み

農業者年金

がっちりサポ

立て

安心で豊かな

ート

老後

特徴①

農業に従事されている方は幅広く加入できます。

特徴②

少子高齢時代に強い積立年金です。年金資産は安全性を重視して運用しています。

特徴③

保険料は自分で選べ、いつでも見直しできます。

特徴④

終身年金で80歳までの保証付きです。

特徴⑤

支払った保険料は全額社会保険料控除など税制面で大きな優遇措置があります。

特徴⑥

認定農業者など一定の要件を満たす方には、保険料の国庫補助があります。

農業者年金に加入して安心で豊かな老後を
農業者年金のお問い合わせは
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営農経済部 ☎055-230-3056

山羊座（12/22～1/19）
【 全体運 】インスピレーションがさえているので、
ピンときたことはやってみるのが正解。人間関係は協調性をモットーに
【 健康運 】回復へ。
マッサージで血行を促進させて 【 幸運の食べ物 】
タラコ

JA インフォメーション

7

クリスタルホールからのお知らせ
平成16年10月のクリスタルホール開業から、おかげさまで13年が経ちました。
このたび、地域の皆様から寄せられたご要望に応えるべく、下記の改修工事を実施させていただくこ
とになりました。
参列時の渋滞緩和のため、お帰り時の車道を拡幅し左折レーン・右折レーンを設けるなど、一層ご利用
しやすくなります。これからもご愛顧いただきますようお願いいたします。

改修工事内容

道路拡幅工事完了予定図
左折

レー

レー

ン

ン

２レーンから３レーンへ（左図参照）
②ホ ールエントランス改修（天井美粧化

笛
吹
ライ
ン

右折

①車 道の拡幅

など）
③「ご遺族控室２」への外玄関設置
④ホールおよび会食室祭壇の入れ替え

クリスタルホール

クリスタル互助会員『羽衣』のご案内

家族葬等
事前相談承ります

ＪＡ西八代では心のこもった葬儀を執り行っております。
「羽衣定期積金」
「 羽衣定期貯金」ご契約の方は会員の特典をご利用いただけます。

詳しくはお近くのＪＡ窓口にお問い合わせください。

「羽衣定期貯金」 一括預入型
預入金額

1口30万円以上

預入期間

1年満期（自動継続）

「羽衣定期積金」 積立型
払込金額
払込期間

ＪＡ西八代クリスタルホール・とりしんホール
24時間

365日受付

URL

１口 5,000円から
3年（36回）満期
5年（60回）満期

☎055-230-3026

※貯 金商品ですので満期
金・解約金 は 葬儀以外
にもご利用いただけま
す。

西八代郡市川三郷町高田476-6

http://www.jp2482.jp/kyoudou_top.html

組合員からの情報提供窓口設置
Ⅰ  理事職務に係る情報窓口

組合経営の健全な発展に資するため、農協法 ( 第35条の5）および第24回ＪＡ全国大会決議を実施するため、組合経営に関する理事職務で適正な遂行を阻
害する行為に関する情報の提供窓口を設置いたしました。情報提供は電話または封書にて下記宛にご連絡くださるようお願いします。
西八代郡農業協同組合 監事会
【連絡先】
住
所 〒409-3601 西八代郡市川三郷町市川大門1801
電話番号 055-230-3058
受付部署 西八代郡農業協同組合本店 監査室 常勤監事
※受 付ける情報は理事の職務に係る情報に限ります。一般的な苦情相談につきましては下記「Ⅱ一般苦情相談窓口」を設置しておりますのでご利用ください。

Ⅱ  一般苦情相談窓口
【連絡先】
住
所 〒409-3601 西八代郡市川三郷町市川大門1801
電話番号 055-230-3050
受付部署 西八代郡農業協同組合本店 総務企画部
※電 話の場合は、月曜日～金曜日 午前９時～午後5時にお願いします。
ご好意による情報提供であっても、誹謗・中傷に類似する内容のものは受付いたしかねますので、あらかじめご了承ください。

組合員資格確認のお願い

当ＪＡ定款規定により、組合員資格などの変更等があった場合は、その旨を届けていただくことになっております。つきましては、組合員資格・氏名・住所・電話
番号等の届出事項に変更・修正があった場合は、加入していただきました支店へご連絡・ご相談くださいますようお願いいたします。

水瓶座（1/20～2/18）
【 全体運 】知的好奇心を刺激される予感。
体験教室や説明会に顔を出してみると手応えあり。趣味の集まりにも積極参加を
【 健康運 】リラックスすれば好調をキープできます 【 幸運の食べ物 】ヒラメ

14

JA インフォメーション

8

秋季火災予防運動で一日消防署長を務めました

消防署前での朝礼の風景

火災予防運動の様子

11月9日峡南広域地域行政組合消防本部において4月に入組した上野支店望月香那職員が望月久北部
消防署長から一日消防署長の委嘱を受け、秋の火災予防運動に協力いたしました。
望月香那職員は「大変貴重な体験が出来ました。出動に備えた緊急車両の点検や消防指令センターな
どを見学することができ、私たちの生活は消防署の皆様の日々の努力によって守られていることを実感
しました」と一日消防署長を務めた感想をのべました。
11月9日は119番の日とし、昭和62年より消防に対する正しい理解と認識を深め、防火防災意識の高
揚や地域ぐるみの防災体制の確立を目的として設けられています。

振り込め詐欺にご注意ください
振り込め詐欺とは、いわゆる「オレオレ詐欺」
「架空請求詐欺」
「融
資保証金詐欺」
「 還付金返済詐欺」などの総称です。最近は犯罪の
手口が複雑化しておりますので、十分にご注意ください。

防止策１

振り込む前に、まずはご確認

ご家族・ご親戚

JA バンク窓口

警察

現金の振込み指示や、ATM での還付金返還の連絡を電話などで受けた場合

ご家族やご親戚、
JA バンク窓口、
警察などに相談ください

電話、郵便、メール等により現金を貯金口座に「振り込め」という請求に対しては、すぐに振り込まず、
ご家族などに連絡を取り、本当に支払う必要のある請求か、事前に必ずご確認ください。少しでも「なに
かおかしい？」と思ったら最寄りの警察に連絡をしてください。
また、税務署などが、税金や年金などをお客さまに還付するために ATM の操作をお願いすることはあ
りません。ATM での還付金返還の連絡を受けた際も、同様にご確認・ご連絡をお願いします。
各財務局の Web サイト上で、架空の登録番号や別の登録業者の登録番号を使用したり、実在する会社
名や類似した会社名を使用するなど、無登録で貸金業を行っている悪質な業者名などが公開されています。
「JA」の名を使用した紛らわしい社名など、少しでも疑問があるような業者であれば、お近くの各支店ま
でお問い合わせください。

防止策２

ＡＴＭ利用限度額の引き下げ

振り込め詐欺被害を未然に防ぐためには、ATM による1日あたりの利用限度額をあらかじめ低く設定
しておくことが有効です。普段、高額の振り込みを行うことがない方は、万一に備え ATM 利用限度額を
引き下げることをおすすめします。
※具体的な手続きについては、各支店窓口にお問い合わせください。
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魚座（2/19～3/20）
【 全体運 】何かとプレッシャーを感じる気配。深呼吸で気持ちを落ち着けましょう。また、人の意見には謙虚に耳を傾けて
【 健康運 】徐々に好転。
体にいいことをすると◎ 【 幸運の食べ物 】野沢菜

季節の
野菜を使った

推 奨 健 康 レシピ

■1人分の栄養価
・エネルギー 75kcal
・食塩相当量 0.6g

にんじんとキウイのサラダ
クイズコーナー
材

料（２人分）

作り方

●キウイフルーツ …………… 1/2個
●にんじん ……………………… 70g
●キャベツ ……………………… 70g
●オリーブオイル …… 大さじ1/2

A

●粒マスタード ………… 大さじ1
●酢 …………………… 小さじ1
●塩こしょう ……………… 少々

※キウイフルーツを加えない場合は

1 にんじんとキャベツは同じくらいの太さのせん切りにす
る。

2 にんじんに塩(分量外)をふり、しばらく置く。しんなりして
きたら、水気を絞る。

3 キウイは皮をむき、厚さ3mm程のいちょう切りにする。
4 Aを混ぜ合わせ、ドレッシングをつくる。
5 キャベツと2を4のドレッシングで和え、最 後に3を加え
ざっくり混ぜる。

砂糖小さじ１をAへ追加してください。

栄 養 ワ ン ポ イ ント
にんじんには強い抗酸化作用をもつβ-カロテンが豊富に含まれており、
がん予防に効果的です。血圧を安定させてくれるカリウムも多く含まれています。特に、市
川三郷町の特産品である
「大塚にんじん」は通常の人参に比べ、
カロテンは1.5倍、
ビタミンB2は３倍、
ビタミンCは2.3倍多く含まれ、栄養豊富な品種です。

にんじんのレアチーズケーキ
材

■1人分の栄養価
・エネルギー 195kcal

料（6人分）

≪にんじんレアチーズ≫

≪上層ゼリー≫

●人参 ……………… 中1本
（150g）

●オレンジジュース ………… 200cc

●レモン汁 …………………… 大さじ２

●ゼラチン ………………………… 5g

●ヨーグルト …………………… 50g

●オレンジ果肉 ………………… 1個分
（皮ごと220g・可食部120g）

●砂糖 ………………………… 50g
●ゼラチン ……………………… 10g
（ふやかさないタイプ）
●クリームチーズ ……………… 200g

▲

作り方

1
2
3
4
5

＊クリームチーズとオレンジジュースは常温にしておく

≪にんじんレアチーズ≫
人参はよく洗い硬い部分を除き薄く輪切りにする。

6

小鍋に水と1を入れ、すっと箸が入るくらいまで茹でる。
2を熱いままミキサーに入れ、ヨーグルトとレモン汁を入れて回す。
砂糖・ゼラチンも入れ、回す。最後にクリームチーズを入れて、さらに回す。

7
8

容器に移し、冷蔵庫で冷やす。

≪上層ゼリー≫
大さじ2のオレンジジュースにゼラチンを振り入れ、湯煎か電子レン
ジで溶かす。
残りのオレンジジュースを入れたボウルに6を入れてよく混ぜる。
固まったレアチーズの上に流し、オレンジの果肉を散らす。冷蔵庫で
冷やす。

情報提供：JA山梨厚生連

冬場の健康・運動に関する豆知識について
寒い冬こそ運動を！

冬は寒さのために運動不足になりやすく、
また寒
さを防御するため体には脂肪がつき、
「冬は太り
やすい季節だから仕方ない！」
と諦めていません
か？実は、夏に比べて冬の方が、運動によるダイ
エット効果が高いのはご存知でしょうか？
冬は外気温が低いため、体は生きるために熱を
発生し体温を上げ、内臓を冷えから守ろうとしま
す。よって、夏よりも多くのエネルギーを必要とす
るため、寒い時期の方が運動の効果はでやすい
のです。

て体を動かすようにしましょう！

■運動のポイント！
1.今より1000歩多く歩きましょう！

普段の生活にプラス10分歩くことで、歩数を
1000歩増やすことが出来ます。こまめに動くこと
で、運動習慣の定着、筋肉量を増やすことに繋が
ります。エレベーターではなく階段を使う、買い物の

3.ながら運動も効果的！

普段仕事が忙しく運動する時間が作れない方は、
ながら運動がオススメです！歯磨きをしている時にス
クワット、電車の中でかかと上げ、上体ひねり、
テレ
ビをみながらチェアウォーキングなど、
ながら運動も
効果的です。普段の生活の中に、運動を取り入れ
てみましょう！

際はできるだけ遠くに駐車するなど工夫しましょう。

参考文献

2.短時間でもOK！

■沢井製薬 サワイ健康推進課
■タニタ 健康の作り方
■大日本住友製薬
■お医者さんと作るカラダのレシピ

「運動は２０分以上しないと効果がない」
と聞いた
ことがあると思いますが、20分を10分ずつに分け
ても効果は同じです。よって、
こまめに時間を作っ

冬の寒さにさらす寒締め栽培で、当ＪＡ特産品でもある野
菜を次の①～③の中から選んでください。

①ちぢみほうれん草 ②ちぢみキャベツ ③ちぢみ白菜
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前回

vol.162 クイズコーナー解答

大 塚

にんじん でした

■JA 西八代だより 1 月号 vol.163

平成 30 年 1 月発行

〒409-3601 山梨県西八代郡市川三郷町市川大門 1801

●締切は●月●日
（消印有効）
までとなります。
●抽選の対象は1家族1枚までとさせていただきます。
商品の受け渡しをもって発表とさせていただきます。
●当選者には、
●当選の有無にかかわらず、
お名前やお寄せ頂きましたご
意見・ご感想は当ＪＡ広報誌「JA西八代だより」にてご利
用させていただく場合がございます。
●提供される個人情報は、当ＪＡの個人情報保護法に基づ

〒409-3601

西八代郡市川三郷町
市川大門１８０１

切手

応募のきまり

西八代郡農業協同組合
JAだより係 行

問題
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