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JA CHIBATOUKATSU

野田市古布内の齋藤哲也さんは、就農後、農業生産法人クローバーリンクを立ち上げて、
無農薬、減農薬を心掛けながら、約 36,000㎡の水田で米を、約 18,000㎡の畑でキャベツ
を栽培しています。
詳しくは 16 ページをご覧ください

ホームページアドレス▶h t tp://www.ja-chibat oukatu.or .jp/

トピックス
電話 de 詐欺を未然に防止 ─当 JA・うめさと支店
８月８日、うめさと支店の深作朱理職員は、
電話 de 詐欺を未然に防いだとして、末吉敏和
野田警察署長から、同警察署で感謝状を贈ら
れました。７月 25 日に野田市内に住む高齢
の女性が同支店を訪れ、800 万円出金したい
と申し出ました。深作職員が理由を尋ねると、
リフォーム資金との事。深作職員と相談を受
けた役席者がさらに話を聞くと、女性は「息
子が会社の重要な書類と財布を無くしまし
た。今日中にお金を用意しないとクビになる」
末吉署長から感謝状を受けとる深作職員
と話しました。
その後、役席者が直ちに同警察署に連絡。電話 de 詐欺と判明しました。

表彰を受けました ─当 JA ライフアドバイザー
７月 10 日に千代田区のホテルニューオー
タニで行われた、平成 30 年度 JA 共済優績
ライフアドバイザー全国表彰式において、木
間ヶ瀬支店の小島千春支店長代理、中根支店
の横張真也係長、柏支店の越前貴之職員が表
彰を受けました。
この表彰は平成 30 年度において、組合員
や地域住民の皆様に生活設計を提案する訪問
活動を実施し、優秀な成績を収めた職員の功
績を讃えて行われました。
左より

横張真也係長、勝田実組合長、小島千春支店長代理、越前貴之職員

楽しい夏休みの１日になりました ─西船地区青色申告部会、貸地貸家経営組合
西船地区青色申告部会と貸地貸家経営組合
（西船地区）は８月８日、二会合同による親子
見学会を東京ディズニーシーで行いました。
参加した皆さんは、当日の朝に現地に集合。
天候にも恵まれたこの日は、１日ゆっくりと
１デーパスポートを使って数々のアトラク
ションやショーを楽しみました。当日は夏休
み中という事もあり、多くの人が来場してい
ましたが、参加した皆さんには楽しい夏休み
の１日となりました。

東京ディズニーシーを楽しむ皆さん
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トピックス
共撰出荷開始・幸水なしの査定会を実施 ─栄農会果樹組合
幸水なしの共撰出荷開始を前に、東部地区
の栄農会果樹組合は７月 30 日、東部支店で
同なしの査定会を開きました。
査定会には、生産者の皆さん 17 名をはじ
め、千葉県東葛飾農業事務所、千葉青果㈱、当
JA の職員が参加しました。この日はまず、同
組合の石井昌美組合長が、なしの詰め方、
［当
日収穫・当日出荷］といった取り決め事項を
説明。その後、生産者が、持ち寄った幸水なし
出荷規格を確認する生産者
を手に取り、出荷規格を確認すると共に、糖
度の計測や試食をするなどして今年の出来を確かめました。

野田市議会議員の皆さんと意見交換 ─野田地区青壮年部
野田地区青壮年部は８月２日、野田市内で
同市議会議員との意見交換会を行いました。
意見交換会には、同市議会の会派［政清会］
に所属する議員の皆さん８名、同地区青壮年
部代表の皆さん７名、JA 職員３名が参加しま
した。
この日は、同地区青壮年部が、同市内の農
業の現状や若手生産者が直面する課題などを
説明した後、参加者が、課題の解決にも繋が
意見交換を行う参加者の皆さん
る［野田市堆肥センターが生産する堆肥の品
質改善］
［㈱野田自然共生ファームが行う就農支援事業の改善］
［近隣自治体と比較した野田市の
補助事業］等について意見交換をしました。

和やかに親睦を深めました ─柏地区青色申告部会
柏地区青色申告部会は８月２日、ザ・クレ
ストホテル柏で、毎年恒例の懇親会を開催し
ました。懇親会には部会員の皆さん 33 名が
参加しました。
高橋新一副部会長の開会の辞で始った懇親
会は、まず染谷透部会長が挨拶。続いて鵜澤
彰顧問の音頭で乾杯が行われ、部会員の皆さ
んは和やかに親睦を深めていました。懇親会
は木村祐一監事の挨拶で終了しました。

挨拶をする染谷部会長
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トピックス
担い手の知識向上を目指して勉強会を開催 ─野田地区青壮年部
野田地区青壮年部は７月 30 日、部員の皆
さん 16 名が参加して、野田地区経済センター
で税務と補助事業の勉強会を行いました。
勉強会では、当 JA 相談部の佐藤美砂課長
が税務の基礎研修を行った後、千葉県東葛飾
農業事務所の赤崎啓介副主幹と森彩子副主査
が、国や県が行う補助事業の仕組みや対象者
について説明しました。部員の皆さんからは
数多くの質問や要望が寄せられ、関心の高さ
税務の基礎研修を行う佐藤課長
が窺えました。なお、勉強会終了後、当 JA の
湯原靖雄常務と山村勝則指導経済部長も参加して意見交換会を行いました。

豊洲市場、築地場外市場を視察しました ─富勢野菜研究会
富勢野菜研究会は８月５日、会員の皆さん
19 名が参加して、豊洲市場、築地場外市場の
視察を行いました。
富勢支店からバスに乗った一行は、まず豊
洲市場を訪れました。同市場では、説明を受
けながら、最新の設備が整った場内をゆっく
りと視察しました。品川プリンスホテルで
ビュッフェ形式のランチを楽しんだ後は東京
タワーに寄り道。最後に築地場外市場を視察
して帰途につきました。
豊洲市場をゆっくりと視察しました。

ホウレンソウの播種開始を控え栽培講習会を開催 ─当 JA（西船地区）
西船地区産ホウレンソウの播種開始を控え
た８月６日、当 JA は、西船地区多目的ホール
で栽培講習会を開催しました。
講習会では、㈱サカタのタネと㈱ヤサキの
職員が、品種の特徴、害虫防除、土づくりなど
について、船橋市農業センターの職員が、品
種比較試験の結果について説明。千葉県東葛
飾農業事務所の職員は、ハコベハナバエの被
害状況について、当 JA 西船地区経済センター
生産者に説明する当 JA の池田太一職員
の池田太一職員は、ベト病とヨトウムシ類の
防除について説明しました。播種開始を控えた生産者の皆さんは、熱心に耳を傾けると共に、講
師を務めた職員に疑問点を質問していました。
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女性部 トピックス
揃いの浴衣と前掛けで民踊パレードに参加 ─西船地区女性部
西船地区女性部は７月 28 日、船橋市の本
町通りで行われた［第 52 回ふなばし市民ま
つり］の［ふれあいまつり］民踊パレードに参
加しました。
揃いの浴衣と前掛けを着込んだ女性部員
25 名の皆さんは、同通りにある川奈部書店
前を午後５時近くにスタート。船橋音頭と春
夏秋冬船橋音頭に合わせて、沿道に詰めかけ
た大勢の見物客に踊りを披露しました。同地
息の合った踊りを披露する西船地区女性部の皆さん
区女性部は、街の活性化を願うと共に、地域
に根差した活動を行う JA 女性部を PR しようと、毎年このパレードに参加しています。

綺麗に仕上がりました ─柏地区女性部
柏地区女性部は７月 30 日、柏支店２階会
議室で、部員の皆さん 20 名が参加して、クラ
フト教室を行いました。
この日は、同地区女性部の柴井栄子副部長
に講師をお願いして、和紙を切って作るハー
バリウムと、17 枚のカー
ドが入るカードケースを、
どちらも好きな 柄を 選 ん
で作りました。力を使った
細かい作業を進める柏地区女性部の皆さん
り、細かい作業もありまし
たが、皆さん最後は綺麗に仕上げ、同じ柄でもそれぞれ個性が光った作品の数々が完成しました。

柔らかな癒しの明かり 繭から作ったランプシェード ─野田地区女性部
野田地区女性部は８月８日、野田地区経済
センターで、JA 全農千葉県本部の岩瀬智彦氏
を講師に迎え、22 名が参加して、短期大学の
第３回講座・「繭で作るランプ作り」を行いま
した。
この日は、岩瀬氏のクイ
ズを交えた蚕の話を楽し
く聞いた後、繭玉を湯に入
れて絹糸を取り、さらに絹
糸を支柱にまきつけた後
に生の草花や押し花で装飾して、行燈型のランプを作りました。部員の皆さんは、柔らかな光を
放つランプの出来映えに満足していました。
作業を行う野田地区女性部の皆さん
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インフォメーション
「JA ちば東葛夏得キャンペーン 2019 懸賞金品
付定期貯金」の当選番号が決まりました
令和元年６月から７月にかけてお
取り扱いいたしました「JA ちば東葛
夏得キャンペーン 2019 懸賞金品付
定期貯金」の抽選会が、８月 22 日に
本店会議室で行われました。
勝田実組合長、館岡誠専務、水辺
均常務が見守る中、農林中央金庫千
葉支店長谷川典正氏、石山正剛常勤
監事の立会いのもと、支店女子職員
が厳正な抽選を行いました。なお、
抽 選 会 に は「 ラ ッ キ ー」と「 ブ ラ ッ
キー」も参加しました。

JA ちば東葛夏得キャンペーン 2019

懸賞金品付定期貯金当選番号

びっくりＡ賞

びっくりＢ賞

ラッキー賞

ハッピー賞

グッド賞

真空ジューサーミキサー

JA 全農ミートフーズ
サーロイン 1.5kg

JA 秋田
たかのす比内地鶏
詰合わせ

JA ひだ
飛騨フレッシュハム
詰合わせ

アンテナショップ daichi
オリジナル米粉麺セット

「各組共通」当選番号

「各組共通」当選番号

「各組共通」当選番号

「各組共通」当選番号

「各組共通」当選番号

１０４９０

１０２２２

１０４６２

１０３９３

１０２１２
１０４２６
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インフォメーション
JA ちば東葛東部地区運営委員会チャリティーゴルフ大会 参加者募集のお知らせ
参加資格／東部地区の組合員
日
程／令和元年 11 月７日（木）
会
場／取手国際ゴルフ倶楽部
（茨城県つくばみらい市板橋）
参 加 費／3,500 円（交通遺児募金 500 円を含む）

プレー費／ 16,000 円【昼食付】
予定参加者／ 25 組・100 名
申込み締切／10 月４日（金）
先着順、定員になり次第締切
競技方法／新ペリア方式

◎参加申込みは、１組単位で土、富勢、風早、東部支店までお願いします。
◎お問い合わせは各支店までお願いします。

JA ちば東葛柏地区運営委員会親睦チャリティーゴルフ大会 参加者募集のお知らせ
参加資格／柏地区の組合員及び利用者
日
程／令和元年 11 月 12 日（火）
会
場／阿見ゴルフクラブ
（茨城県稲敷郡阿見町上条）
参 加 費／5,000 円（チャリティーを含む）

プレー費／11,180 円【セルフ・昼食、ワンドリンク付】
予定参加者／35 組・140 名
申込み締切／９月 27 日（金）
先着順、定員になり次第締切
競技方法／新ペリア方式（スルーザグリー
ン、６インチプレース）

◎参加申込み（参加費を添えてください）
、
お問い合わせは柏支店、
柏地区経済センターまでお願いします。

JA ちば東葛西船地区運営委員会チャリティーゴルフ大会 参加者募集のお知らせ
参加資格／西船地区の組合員及び利用者
日
程／令和元年 11 月 19 日（火）
会
場／富里ゴルフ倶楽部
（千葉県山武郡芝山町小原子）
参 加 費／3,500 円（船橋市への寄付金を含む）

プレー費／14,000 円【キャディー、昼食付】
予定参加者／16 組・64 名
申込み締切／９月 30 日（月）
先着順、定員になり次第締切
競技方法／新ペリア方式

◎参加申込みは、４名１組（１名様から申込み可能）で、参加費を添えて西船支店、行田支店までお願い
します。
◎キャンセルは 10 月 31 日（木）までとなります。以降、参加費の返金は致しかねますのでご了承ください。
◎お問い合わせは両支店までお願いします。

JA 集団健康診断のお知らせ 費用の一部を JA、各連合会が助成しています。
（野田地区）
○日
時／11 月 19 日（火）午前９時〜午前 11 時、午後１時〜午後２時（受付時間）
○会
場／木間ヶ瀬支店
○健診料金／8,560 円（基本健診）
（希望検査各項目は別料金となります）
○お申込み／10 月 11 日（金）までに最寄りの JA 各支店へお申込みください。
（FAX 可）
○お問い合わせ／野田地区経済センター TEL 04－7129－6611 FAX 04－7129－6616
※野田市の「特定健診」と連携しています。また、国民健康保険（年度当初 18 歳以上）・後期高
齢者医療制度において野田市の費用助成制度（費用の 1 ／ 2・上限 25,000 円）もあります。

詳しくは、野田市役所国保年金課へお問い合わせください。 TEL 04－7125－1111（代）
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インフォメーション
令和２年度 千葉県立農業大学校学生募集（推薦入試）のお知らせ
●募集人員 農学科 約 40 名、研究科 約 10 名
▶受験資格 農学科：高等学校等を卒業した者又は令和２年３月に卒業見込みの者で高等学校
等の長の推薦がある者
研究科：農業大学校等の農学科等を卒業した者又は令和２年３月に卒業見込みの
者で学校長の推薦がある者
▶試験期日 令和元年 10 月 29 日（火） ▶試験場所 千葉県立農業大学校
▶試験内容 各科共通：書類審査、小論文、面接
▶願書受付 令和元年９月 27 日（金）〜 10 月 11 日（金）
▶合格発表 令和元年 11 月７日（木）
▶申込み・問い合わせ 千葉県立農業大学校
〒 283－0001 千葉県東金市家之子 1059
TEL 0475（52）5121 FAX 0475（54）0630
ホームページ：http：//www.pref.chiba.lg.jp/noudai/

ATMなどのサービスを一時休止させていただきます
このたび誠に勝手ながら ATM・JA ネットバンク等、
一部のサービスを一時休止させていただきます。
ご不便をおかけしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申しあげます。
2019 年

2019 年

2019 年

9/21

10/19

11/2

県外 JA 他金融機関等

終日休止

終日休止

終日休止

県内 JA

利用可能

休止日

（土）

（土）

利用可能

21:00〜

休止

（土）

利用可能

○県外 JA や他の金融機関等を介するお取引につきましては、終日休止となります。
○県内 JA 間でのお取引につきましては、10 月 19 日（土）の 21 時以降を除き、通常の土曜日ど
おりご利用いただけます。
休止させていただくサービス
◆ ATM（県外 JA・コンビニ等を含む） ◆ JA ネットバンク ◆デビットカードサービス
詳しくは支店窓口へお問い合わせください。

農業機械の導入・更新をご検討の組合員さま、バス動員も予定しておりますので、支店・セン
ターにお問い合わせください。
8

営農情報
【小かぶ害虫防除のポイントについて】
柏地区経済センター

佐藤

和真

はじめに…
９月に入り本格的に小かぶの秋作準備時期を迎えます。気温も高温が続くことが予測される
為、害虫の発生も多発することが考えられます。
発生が懸念される害虫の防除ポイントをまとめましたので、ぜひご参考にして下さい。
〜ハイマダラノメイガ〜
○発生しやすい条件
１．高温で雨が少ないと多くなる。
２．世代を重ねるにつれ増加するため、８月中旬から９月中旬にかけて発生量が最
も多くなる。
ハイマダラノメイガ
○防除のポイント
（ダイコンシンクイムシ）
１．幼植物ほど被害が大きくなるので、
生長点付近をよく観察し、
早期発見に努める。
２．発生が懸念されるときは、播種時に土壌処理殺虫剤を施用し、発生時は早期防除に努める。
３．播種直後から寒冷紗、ワリフ、サンサンネット等で被覆する。
４．圃場周辺の雑草や、アブラナ科野菜の残渣はいち早く処理する。
５．８月〜９月播きは特に警戒が必要。
○主な適用薬剤と使用法
農薬名
エルサン乳剤
フェニックス顆粒水和剤
ハチハチ乳剤
エスマルク DF

希釈倍数
1000 〜 2000 倍
2000 〜 4000 倍
2000 倍
1000 倍

使用時期
収穫 30 日前まで
収穫前日まで
収穫７日前まで
収穫前日まで

使用回数
２回以内
２回以内
１回
─

〜コナガ〜
○発生しやすい条件
１．乾燥年に発生が多くなる。
２．取り残しのアブラナ科野菜があると越冬場所となり多発の原因となる。
○防除のポイント
１．取り残しのアブラナ科野菜や圃場周辺のアブラナ科雑草はできるだけ早く処分
コナガ（アオムシ）
する。
２．発生状況に注意し、発生初期に下記薬剤を散布する。
３．防虫効果のある資材を用い、成虫の侵入を防ぐ。べた掛けでは資材の上から産卵するので、完全な防除ができない。
４．作付が３ha 以上まとまっている場合には地域でまとめて、フェロモン剤（コナガコンやコンフューザーＶ）を使用
し、農薬散布回数を減らす。
○主な適用薬剤と使用法
農薬名
アファーム乳剤
アニキ乳剤
ディアナ SC
コテツフロアブル
ハチハチ乳剤
プレバソンフロアブル５
アクセルフロアブル
サブリナフロアブル
エスマルク DF

希釈倍数
2000 倍
1000 倍
2500 〜 5000 倍
2000 倍
2000 倍
2000 倍
1000 倍
1000 〜 1500 倍
1000 〜 2000 倍

使用時期
収穫３日前まで
収穫前日まで
収穫前日まで
収穫前日まで
収穫７日前まで
収穫前日まで
収穫３日前まで
収穫前日まで
収穫前日まで

使用回数
２回以内
３回以内
２回以内
２回以内
１回
３回以内
２回以内
─
─

※農薬使用時には必ず表示ラベルを確認し、ご不明な点はお近くの支店・経済センターまでお問い合わせ下さい。
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＝ JA ちば東葛管内

組合員さんのお店紹介＝

川間駅前支店管内

小市 幸作 さん
ま

る

か

満留賀
川間駅北口から徒歩１分の所にお店を構える『満留賀』さん。
昭和 43 年の開店から変わらない場所で、気さくなご主人と女将さ
んが出迎えてくれる温かいお店です。
そばはもちろん、定食や丼ものなどのメニューも豊富で、特に天ぷ
らは定番とのこと。大きな海老やご主人の育てたししとうなどの天ぷ
らが味わえます。
駅を利用するお客さんだけでなく常連さんも多く、家族で来ていた
お子さん達が大人になっても来るような世代を超えたお店です。
ゆったりとした居心地の良いお店で、ぜひお食事を愉しんでみては。

出前も行っています

テーブルと座敷があ
り、店内はゆったり
としているので、車
イスやベビーカーで
も利用できます。

野田市尾崎 840－17
【定休日】水曜日

☎ 04－7129－2335

【営業時間】11：00 〜 20：00

アンテナショップ daichi コーナー

農産物直売所「ふなっこ畑」コーナー

柏まつり、今年も大盛況 !!

食育ソムリエの活動

７月 27 日・28 日、今年も柏まつりが盛大
に開催されました。
当日、店頭で焼きそば・千葉県の日本酒の販
売・つがる市の山芋コロッケ・リンゴジュー
ス・只見町のマトンケバブを販売。店内では、
ジェラートトリプル（祭り限定のマンゴー味も
登場）を販売。どの商品も完売し、大盛況に終
わりました。
今後も地域のイベントなどに参加し、盛り上
げていきますので、皆さんのご来店をお待ちし
ております！

毎週木曜日、ふなっこ畑のスタッフでもある
「食育ソムリエ」が、様々な食材を使った意外性
のある家庭料理を提案する食育ソムリエワゴ
ンを出しています。
ふなっこ畑の名物企画としてお客様から親
しまれており、とても人気です。
８月 15 日には、旬の梨を使ったレシピ「梨
と鶏の中華炊き込みご飯」
「梨カレー」
「梨のお
ろし和え」を提案。一風変わったレシピですが、
試食をしたお客様は、
「違和感がないね」と舌鼓
を打っておりました。
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うちの アイドル

成嶋 一也さん宅（柏市布施）
（東部地区富勢支店管内）

【将来の夢】

（凛音ちゃん）カフェの店員
（栞菜ちゃん）お花屋さん

すくすく元気に
素直に育ってね

─お二人の一日を教えてください
ご主人：自宅とは別の場所でラーメン専門
店を営んでいます。その為、早朝より店に行
き仕込みをします。
（スープ作り、製麺、トッ
ピングなどの用意をされます）
奥様：主婦としての仕事を一通り済ました
後、店に向かい開店前の準備をします。午後
２時まで働いた後、一旦自宅へ戻り、再度主婦
の仕事を済ませます。その後、特養に居る義
父の様子を伺いに行き、店に戻り閉店まで仕
事をしています。
─ご夫婦円満の秘訣は
お互いに一日一日の大変さを理解し合えて
いる事だと思います。
─お仕事（お店）について教えてください
ご主人：大手飲料メーカーを退職後、五香
でラーメン作りを学び、
［ラーメン店・寺小屋
しみず］（清水公園駅近く・流山街道沿い）を
始めました。
通常メニューの押しは清水ラーメン（さっぱ
りスープと大きなチャーシューが売り。トッピ
ングの使用食材は殆ど野田市産を使用）です。
また、６月中旬〜８月は野田市産枝豆・湯上
り娘を麺に練りこんだ枝豆麺を冷ザルラーメ
ンと梅塩中華で提供しています。非常に手間
は掛かりますが、お客様の「美味しい」の一言
が支えです。
─健康の秘訣を教えてください
ご主人：好きなゴルフが出来なくなって約
２年、今は二人で素人ながら多品種の野菜を
栽培しています。野菜作りで体を動かす事が
二人の楽しみです。
─今後の目標は
ゆくゆくは、家庭菜園をやりながら、時々
温泉旅行へ出掛けるような、ゆったりとした
生活をしたいと思っています。うちのラーメ
ンを楽しみにしてくれる常連さんもいるので、
なかなか辞められませんが、うまく折り合い
をつけて奥さん孝行をしたいと思っています。
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香織さん
お母さん
お父さん

一也さん

凛音

逆井 康作 さん（67 歳）
美佐子 さん（60 歳）

枝豆麺を使った冷ザルラーメ
ン（上）と梅塩中華（下）

逆井さんのお店［寺子屋しみず］前にて

【お手伝い】

ネギの袋詰め・ドレッシング瓶のラベルシール貼り

ご両親から一言

栞菜ちゃん（７歳）

な

（左）か ん
ちゃん（９歳）

写真紹介
（右） り の ん

【特技】

絵を描くこと、トランポリン
【好きな食べ物】

からあげ・ぎょうざ

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

いきいきライフ

野田市木間ヶ瀬（木間ヶ瀬支店管内）
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トピックス
木間ヶ瀬支店管内の水田にコウノトリ３羽が飛来しました

飛来したコウノトリ

稲の穂が色づきはじめたお盆の８月 16 日、コウノトリ３羽が、木間ヶ瀬支店管内の水田に飛来
し、その後３羽が共に過ごしています。
（記事作成時現在）３羽は、今年の７月３日に野田市内にあ
るコウノトリの里から放鳥されたカズ
（雄）
とレイ
（雌）
、昨年３月に徳島県鳴門市で生まれた歌
（雌）
です。３羽は野田市の協力で黒酢米（玄米黒酢を散布。化学肥料、化学農薬を一般的な基準の半分
以下に抑えて栽培した野田市のブランド米）に取り組む水田で盛んに餌をついばんでいました。
コウノトリを豊かな自然環境の象徴にしようと、野田市では、コウノトリが棲めるような自然
環境の保全を進めると共に、市内でコウノトリを育て、平成 27 年から放鳥事業を行っています。
また、当 JA も、その取り組みが野田市産農畜産物のブランド力強化に繋がる事もあり、協力して
います。
コウノトリ飛来の情報及び写真を寄せていただいた黒酢米生産者の山田政宏さんは「最近は水
田にザリガニやドジョウが増えました。市内で農業を行う者として、コウノトリが生育できる環
境を次世代へ引き継いでいく事が我々の責務だと思います」と話していました。

理 事 会 報 告

−８月−

８月９日、本店会議室で理事会が開催され、
下記の議案が審議されました。
⑹

協議事項
⑴
⑵
⑶
⑷
⑸

農産物検査業務規程の一部変更について
ガイドラインに基づくギャップ分析等の実
施について
貸付金承認について
既貸付金条件変更について
既貸付金条件変更について

⑺
⑻
⑼

報告事項

⑽

⑴ 不祥事の発生について
⑵ 不良債権先の処理報告について
⑶ 監査計画概要書について
⑷ 令和元年度第１四半期内部監査結果について
⑸ 令和元年度第１四半期コンプライアンス・
プログラムの進捗状況について

⑾
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⑿
⒀
⒁

令和元年度第１四半期反社会的勢力排除対
応管理先対応状況報告について
令和元年度第１四半期相談・苦情対応状況
定期報告について
令和元年度第１四半期自主検査結果報告に
ついて
令和元年度第１四半期疑わしい取引の届出
状況について
令和元年度第１四半期余裕金運用状況につ
いて
令和元年度余裕金運用第２四半期計画につ
いて
地区運営委員会について
職員の人事異動について
主要業務実績について

行 事 予 定 ・ ９月
3 日 ●柏地区集団健診結果報告会（柏支店）
10 日 ●柏地区女性部料理教室（柏支店）
●西船地区青壮年部レクリエーション大会
（ボーリング）
（ラウンドワン市川）
12 日 ●理事会 ●監事会
14 日 ●一斉訪問日
20 日 ●野田予冷部会中間検査会（旭支店）
24 日 ●西船地区消費税の軽減税率制度に関する
研修会（西船地区多目的ホール）
●トマト栽培講習会
（西船地区多目的ホール）
24 日〜 27 日 ●帳簿記帳個別相談会（柏支店）
JA ちば東葛（東部、柏、野田地区）農業まつり
東部地区
柏 地 区
野田地区

米検査日程
福 田 支 店 9月18日
（水）
、25日
（水）
旭 支 店 9月25日
（水）
川 間 支 店 9月19日
（木）
、26日
（木）
木間ヶ瀬支店 9月20日
（金）
、27日
（金）
二 川 支 店 9月19日
（木）
、26日
（木）
関 宿 支 店 9月20日
（金）
、25日
（水）
柏 支 店 9月25日
（水）
富 勢 支 店 9月19日
（木）
、25日
（水）
東部地区経済センター

日程

9月18日
（水）
、19日
（木）
、

令和元年 10 月 19 日（土）東部支店敷地内
令和元年 10 月 26 日（土）柏集出荷場
令和元年 11 月 16 日（土）
清水公園・花ファンタジア駐車場

市場・休市日

20日
（金）
、26日
（木）

日曜・祭日のほか

10 月 2 日（水）、10 月 9 日（水）、10 月 22 日（火）、10 月 30 日（水）

相談日 ─９月、10 月─
９月の相談日

税務相談

開催日
17日（火）
18日（水）
24日（火）
26日（木）

法律相談
労務・年金相談

18日（水）
24日（火）
25日（水）

開催場所
行田支店
柏 支 店
西船支店
行田支店
川間支店
西船支店
川間支店
西船支店

10 月 の 相 談 日
顧問名
深 代
春 日
深 代
青 木
深 水
草 薙
高 山
川 名

税務相談

法律相談

東部地区にお住いで法律相談をご希望の方は、
本店相談部へお申込みください。
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労務・年金相談

開催日
開催場所
1日（火） 東 部 支 店
柏 支 店
3日（木）
西船支店
行田支店
8日（火）
東部支店
10日（木） うめさと支店
17日（木） 柏 支 店
行田支店
24日（木） 川 間 支 店
西船支店
10日（木） 柏 支 店
17日（木） 西 船 支 店
23日（水） 川 間 支 店
23日（水） 西 船 支 店

顧問名
松 丸
春 日
青 木
深 代
松 丸
深 水
春 日
青 木
深 水
深 代
小 倉
草 薙
高 山
川 名

農業家

ご自宅前にて

齋藤 哲也

野田地区二川支店管内

があまり付かない事もあって、ほぼ無農薬で

さん （ 歳） 野田市古布内

─農業を始めたきっかけを教えてください。

事務職をしていましたが、父が体調を崩した

思っていました。学校卒業後、都内の学校で

いつかは家の跡 を継がなくてはいけないと

どの有機肥料を多く使って栽培しています。

は井戸の水を汲んで作り、キャベツは堆肥な

にしています。また、手間が掛りますが、米

にすると共に、収穫前には一切使わないよう

長男という事もあり、物心ついた頃から、 作っています。キャベツも極力農薬は少なめ

のを機に 歳で実家に戻り就農しました。子

してきました。その事もあり、考えていたよ

に色々教わりながら田植えなどの手伝いを

た仲間には、接骨院をやっている友人が多く

やっていました。その頃一緒に汗を流してい

高校、大学（法学部）時代は柔道（３段）を

─農業以外の活動を教えてください

りはスムーズに就農できました。

おり、その紹 介で米を販 売する事 もありま

供の頃からサラリーマン時代まで、祖父や父

─現在作られている作物、規模、出荷につい

く、おかげさまで注文がよく来ます。趣味は

す。ほぼ無 農 薬なのでお客さんの受けが良

農 業生産 法人クローバーリンクを立ち上

長年 続けているスノーボードと映画鑑賞で

て教えてください。
げ て、約 ３ ６，０ ０ ０ ㎡ の 水 田 で 米 を、約

す。

この辺りで農業をしている方は高齢者が

１８，０００㎡の畑でキャベツを作っていま
の水田では飼料用米を作りＪＡへ出荷。残り

多く、
「空いている畑を使ってほしい」（引退・

─これからの抱負を教えてください
の水田で作る米は直接消費者などへ販売し

規模縮小したので）と希望する方が増えてい

す。耕作放棄地を整備した約１４，０００㎡

〜

ます。加えて、最近は水田の耕作放棄地も増

ています。また、キャベツは５〜７月と

２月に柏と春日部の市場へ出荷するほか、数

加してきました。このような状況の中、労働

ています。また、生産する作物も徐々に増や

うなどして、規模を拡大していきたいと思っ

─栽培をする上で何か注意されている事や、 力をうまく確保しながら機械を効率的に使
こだわっている事はありますか？
消 費者へ安 全な農作物を届けたいと思っ

していきたいと思います。

編集／総合企画部

〒277-0861 千葉県柏市高田362番地
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ています。米は圃場の場所柄もあるのか、虫
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TEL.04-7140-2215 FAX.04-7140-2216

発行／ちば東葛農業協同組合

JAちば東葛 広報誌９月号
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か所の直売所、工場などへ納めています。

10

育苗中のキャベツの苗
トラクターを運転する齋藤さん

