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ご注意ください、農作業中の熱中症！
─夏場の農作業での心がけ─

●�特に70歳以上の方は、のどの渇きや気温の上昇を感じづらくなるの
で、高温時の作業は極力避けましょう。
●�のどが渇いていなくても20分おきに休憩し、毎回コップ１〜２杯以
上を目安に水分を補給しましょう。
●�足がつったり、筋肉がピクピクする症状がみられたら、0.1 〜 0.2％
程度の食塩水（１Lの水に１〜２gの食塩）、スポーツ飲料、塩分補給
用タブレットを摂取しましょう。
●�休憩時は、日陰等の涼しい場所で休憩し、作業着を脱ぎ、手足を露
出して体温を下げましょう。
●�屋外では帽子、吸汗速乾性素材の衣服、屋内では送風機やスポット
クーラーなどを活用しましょう。
●�作業は２人以上で行うか、時間を決めて水分・塩分補給の声かけを
行うなど、定期的に異常がないか確認し合うようにしましょう。
●暑さ指数（WBGT）計、温度計、湿度計で、作業環境を確認しましょう。
●作業場所には日よけを設ける等、できるだけ日陰で作業をするようにしましょう。
●特にビニールハウス等の施設内では、風通しを良くしたり断熱材を活用しましょう。

※農林水産省ホームページより
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クロスワードパズル Q 二重マスの文字をＡ〜Ｄの順に並べて
　　  できる言葉は何でしょうか？

頭の体操　出題◦ニコリ ■ヨコのカギ
₁．�初夏にピンクや紫色の花を咲か
せます

₂．パンダの餌になる植物
₃．相撲取りのリングネーム
₄．�煮た小豆に砂糖を混ぜて作りま
す

₅．那須与一はこれの名手
₈．出口の反対語
₉．�湖などの水を取り除いて陸地に
すること

11．�ギリシャ神話の登場人物。鳥の
羽根をろうで固めて翼を作り、
空を飛びました

13．臼でひいて粉にした茶
15．入院した友人のお──に行った
16．�『桃太郎』でおじいさんが刈りに
行った物

17．刀の手で持つ部分

■タテのカギ
₁．そんなの簡単さ、──前だよ
₄．６月ごろの長雨のこと
₆．�東京と北京では１時間、東京と
モスクワなら６時間

₇．ラブレターです
₉．�漢字で書くと金糸雀。美しい声
で鳴く小鳥です

10．�学級──の進行で学級会が行わ
れた

12．�下仁田ネギや水沢うどんで知ら
れる県

14．�──は210円、往復で420円で
す

16．ホッキョクグマの別名です
17．黒、赤玉、鹿沼といえば
18．�停留所に止まりながら客を運び
ます

19．宴会によく使われる飲食店

正解者の中から抽選で3名の方にクオカード（500円）をプレゼントいたします。
◎応募方法　�ハガキ又はＥメールにて①答え②住所③氏名④年齢⑤職業⑥電話番号⑦７月号のテーマについて一言（50字以内

にて）をご記入の上ご応募ください。７月号のテーマは「コロナ禍について（一言）」です。
　［ 宛 先 ］　●ハ ガ キ　〒277－0861　柏市高田362　JAちば東葛　総合企画部「パズル係」
　　　　　　●Ｅメール　info@ja-chibatoukatu.or.jp
　　　　　　までお願いします。また、当JAのホームページ「お問い合せメールフォーム」からも応募できます。
●�締め切りは６月24日（水）（消印有効）です。●当選者の発表につきましては、賞品の発送をもってかえさせていただきます。
●�ご応募に際して取得しました個人情報は、「個人情報保護法」に基づいてお取り扱いいたします。なお、テーマについてお寄せ
いただきました一言・ご意見等は「──市 Ｔ・Ｏ（例）さん」との表記でご紹介させていただきます。よろしくお願いいたします。
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協議事項 報告事項

をプレゼント！

例:2020年5月に口座開設した方は、2020年7月末までがご応募期間となります。

●本特典の応募対象は、過去にＪＡで口座を開設したことがなく、2020年4月以降に、初めて口座を開設したお客さまに限ります。
●口座開設月から３か月目の月末時点において、JAカードのご入会およびJAネットバンクのご利用開始、WEB応募を確認できたお客さまに限ります。

●三菱UFJニコス株式会社から対象者のJAカードに125ポイント（500円相当）を付与します。●ポイントの付与に関しては、口座開設月の月末から6か月程度かかります。
●JAカードポイントは、「JAカードわいわいプレゼント」または「JAカードゴールドポイントプログラム」でご利用いただけるものです。●特典の金額は、ポイントをキャッシュバック
商品と交換した場合の金額（１ポイントを４円換算で交換）です。●一部JAにおいては、お申込みいただけないお取引があります。●本特典は、2020年4月現在のもので
あり、予告なく本特典の内容を変更または終了する場合があります。

■ 留 意 事 項

■応募の対象

●Webのみとなります。また、複数回応募した場合も、ポイント付与は125ポイント（500円相当）とさせていただきます。■ 応 募 方 法

ご応募はコチラ！

口座開設月から
3か月目の月末時点までに、
右記 ・ の条件を満たし、
WEBからご応募いただいた
お客さま

対象の
お客さま ©よりぞう

JAカードポイント

500
もれなく
貰える

円円
相当

初めてJAで口座開設した方限定新規
ご利用特典

JAカードのご入会
　JAの口座を決済口座に指定のうえ、
お手元にJAカードが届いたお客さま

JAネットバンクの
ご利用開始

　JAネットバンクをお申込みのうえ、
お手元にJAネットバンク操作手引きが届いたお客さま

詳しくは、お近くのJA窓口にお問い合わせください。

⑴　定款の一部変更について
⑵　定款附属書総代選挙規程の一部変更について
⑶　信用事業規程の一部変更について
⑷　職務権限表の一部変更について
⑸　令和元年度決算について
⑹　令和２年度事業計画について
⑺　令和２年度の余裕金運用について
⑻　�令和２年度同一人に対する信用の供与等の最高限度額に
ついて

⑼　令和２年度貸出金利率の最高限度について
⑽　令和２年度借入金限度額の設定について
⑾　不良債権処理基本方針ならびに個別処理方針について
⑿　第12回通常総代会の開催について
⒀　野田地区経済事業施設新設入札業者選定について
⒁　令和２年度夏期賞与の支給について

理 事 会 報 告
５月12日、柏支店２階大会議室で理事会が
開催され、下記の議案が審議されました。

−５月−

⑴　令和元年度第４四半期余裕金運用状況について
⑵　資産自己査定結果について
⑶　令和元年度内部監査業務活動報告書について
⑷　令和２年度の会計監査人について
⑸　令和元年度下半期における個人情報の管理について
⑹　�令和元年度第４四半期コンプライアンス・プログラム
の進捗状況について

⑺　�令和元年度第４四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

⑻　�令和元年度第４四半期相談・苦情等対応状況定期報告
について

⑼　令和元年度第４四半期自主検査結果報告について
⑽　令和元年度第４四半期連続職場離脱の実施報告について
⑾　令和元年度第４四半期疑わしい取引の届出状況について
⑿　株式会社ちば東葛農協サービスの決算状況について
⒀　地区運営委員会活動報告について
⒁　協同組合員講座の延期について
⒂　西船地区農業まつりの延期について
⒃　職員の人事異動について
⒄　主要業務実績について
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６月の相談日

税務相談

開催日 開催場所 顧問名
18日（木） 柏 支 店 春　日
23日（火） 西船支店 深　代

25日（木） 行田支店 青　木
川間支店 深　水

法律相談
18日（木） 西船支店 草　薙
23日（火） 川間支店 高　山

労務・年金相談 24日（水） 西船支店 川　名
年金相談 16日（火） 柏 支 店 池田（智）

７月の相談日

税務相談

開催日 開催場所 顧問名

2日（木） 柏 支 店 春　日
西船支店 青　木

7日（火） 東部支店 松　丸
9日（木） うめさと支店 深　水

14日（火） 行田支店 深　代
東部支店 松　丸

16日（木） 柏 支 店 春　日
22日（水） 川間支店 深　水
28日（火） 西船支店 深　代
30日（木） 行田支店 青　木

法律相談
9日（木） 柏 支 店 小　倉
16日（木） 西船支店 草　薙
28日（火） 川間支店 高　山

労務・年金相談 22日（水） 西船支店 川　名
年金相談 14日（火） 東部支店 池田（智）

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。

10 日　●理事会
13日　●一斉訪問日
16日　●貸地貸家経営組合（西船地区）通常総会
　　　　（西船地区多目的ホール）
19日　●上半期監事研修会
24日　●第 12回通常総代会（柏支店２階大会議室）

源泉税個別指導会日程
〇行田支店／ 17日〜 19日　22日〜 23日
〇土支店／ 19日　〇東部支店／ 23日〜 26日　29日　〇富勢支店／ 26日

　５月25日に千葉県を含む5都道県で、新型コロナウイルスに関する緊急事態宣言がようやく解除さ
れました。しかし、依然として感染拡大の危険があり、今しばらくは広報誌の取材活動が難しい状況となっています。そ
の為、広報誌「大地の声」の発行につきましては、感染状況、政府・地方公共団体の方針などを考慮しながら対応させてい
ただきます。ご理解のほど、よろしくお願いいたします。また、宣言発令中は誌面を変更し、郵送にて皆様へお届けさせ
ていただきましたが、お届けが遅くなるなどご迷惑をお掛けいたしまして大変申し訳ありませんでした。
　６月号からクロスワードパズルコーナーを始めさせていただきました。たくさんのご応募をお待ちしております。よろ
しくお願いします。

日曜・祭日のほか
6月 17 日（水）・6月 24 日（水）・7月 1日（水）・7月 8日（水）・7月 15 日（水）

アンテナショップ daichi 営業再開のお知らせ
　アンテナショップ daichi では、緊急事態宣言の解除を受け、６月４日から感染防止対策を徹底した上で、
営業時間を短縮（午前11時〜午後５時）して再開させていただきます。
　尚、店内での飲食については、引き続きご遠慮いただいておりますので、ご了承ください。

JA顧問弁護士、税理士、社会保険労務士による無料相談会

行 事 予 定・６月

編集室だより

あけぼの山農業公園のポピー畑
5月28日撮影

市場・休市日


