
新入職員が入組しました
　４月１日、令和４年度の新入職員21名が入組しました。
　新たに仲間入りした21名に、どうぞご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。
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①サッカー、ドライブ、旅行
②肉全般、穴子
③JA職員としての自覚を胸に、日々精進して参
ります。よろしくお願いいたします。

①カフェ巡り、美術館巡り
②インドカレー、カヌレ、激辛料理
③常に感謝の心を忘れず、日々精進して参りま
す。よろしくお願いいたします。

①野球観戦、ウォーキング
②カレーライス
③組合員の皆様の力になれるように、日々精進
していきたいです。よろしくお願いいたします。

①美術館巡り
②韓国料理
③一日でも早く、即戦力となれるよう精一杯努
力します。よろしくお願いいたします。

①カフェ巡り、ランニング、バドミントン
②海鮮、味噌汁
③元気と明るさをモットーに、JA職員として活
躍できるよう精一杯頑張ります。

①料理、バドミントン
②ラーメン、苺
③JA職員として、一日でも早く組合員の皆様の
お役に立てるよう努めて参ります。

①音楽鑑賞
②お寿司、タルト
③日々笑顔を心掛け、皆様のお役に立てるよう
努めて参ります。よろしくお願いいたします。

①軟式テニス、ドライブ
②焼肉、餃子
③明るく笑顔で元気よく、一日でも早く皆様に
名前を覚えていただけるように頑張ります。

①旅行、書道、珠算
②焼肉、甘い物全般
③一日でも早く仕事を覚えて、皆様に信頼して
いただけるように頑張ります。

①音楽鑑賞、旅行
②お寿司、苺
③社会人として、また、職員としての責任と自覚
を持ち、これから精一杯努力して参ります。

①野球、犬との生活
②カレーライス、ラーメン
③何事にも全力で取り組み、いち早く皆様のお
役に立てるよう、精一杯頑張ります。

いしい　しょうけい

石井 将慶
おかじま　ふみか

岡島 史佳

いそやま　はやて

磯山　颯
かとう　りな

加藤 里奈
さいとう　みな

斎藤 未奈

うえだ　ふたば

上田 双葉
こやま　さやか

小山 紗也加
たかぎ　めぐみ

髙木 恵実

うちだ　なつき

内田 菜月
さいとう　はるか

齋藤 晴香
たかはし　ゆうすけ

高橋 佑輔

氏　名
①趣味・特技　②好きな食べ物
③抱負など一言

年度年度
員21名員21名
します！します！



3

①散歩、音楽
②お寿司、ラスク
③持ち前の笑顔を絶やさず、前向きに精進しま
す。よろしくお願いいたします。

①大相撲観戦、食べ歩き、釣り
②カレー
③皆様に信頼していただけるように、全力を尽く
して参ります。よろしくお願いいたします。

①映画、ドラマ鑑賞、猫のお世話
②麺類、甘い物
③自分の持っている明るさを忘れず、少しでも組織
や組合員の皆様に貢献できるよう頑張ります。

①サッカー、音楽鑑賞
②オムライス
③これまで学んだことを活かして、地域の皆様
に貢献できるよう日々努力して参ります。

①ゲーム、野球
②ラーメン
③一日でも早く仕事を覚えて、皆様のお役に立て
るように頑張ります。よろしくお願いいたします。

①スキー、スノーボード
②お肉、スイーツ
③少しでも早く仕事を覚えて、役に立てるように
精一杯頑張ります。よろしくお願いいたします。

①音楽鑑賞
②オムライス
③組合員の皆様に信頼していただけるよう、日々
努めて参ります。よろしくお願いいたします。

①野球観戦、音楽を聴くこと
②ラーメン、パスタ、お寿司
③一日でも仕事を早く覚え戦力になれるよう、
日々努めます。よろしくお願いいたします。

①音楽鑑賞、散歩
②お寿司
③皆様のお役に立てるよう、明るい笑顔を心掛
け業務に取り組んで参ります。

①読書、音楽鑑賞
②さつまいも、あんこ
③常に笑顔を忘れず、組合員の皆様のお役に立
てるよう努力します。よろしくお願いいたします。

ねざき　ちなつ

根嵜 智捺
ますだ　たくま

増田 拓真

はやし　あき

林　明樹
やまもと　ともき

山本 倫輝
たかまつ　ゆうと

高松 侑豊

ふじい　ゆきの

藤井 雪姫乃
よこやま　さよ

横山 采代
たご　ゆうき

田子 裕樹

ふせ　はるか

布施　遥
なりた　あかり

成田 朱里

令和４令和４
新入職新入職
紹介いた紹介いた

よろし
くお願

い

いたします！
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野田地区経済センターと「社会福祉法人はーとふ
る　就労サポート・のだ」は、３月中旬から下旬の
４日間、農福連携事業の理解促進と発展を目的に、
野田地区青壮年部を中心とした生産者と野田市内の
福祉事業所を対象に「農福連携見学会」を開催しま
した。

野田地区木間ケ瀬の川邉正夫さん宅で行われた見
学会では、同法人の職員１名のサポートのもと、施
設利用者２名がネギの根切り作業を各日３時間程行

いました。
今回の取り組みは、昨年同地区青壮年部の鈴木等部長が実践した「お試し農福」をきっかけに、

農福連携に興味を持った多くの生産者からの声を受け、実際の作業風景を見てもらうことで取
り組む足掛かりになるように実施しました。

４月１日、本店３階会議室で令和４年度
新入職員21名の入組式を執り行いました。

入組式では、青木進組合長の挨拶に続き、
常勤役員が見守るなか辞令が交付されまし
た。

これから新入職員21名は、JAにおける
様々な研修を終えたあと、各部署へ配属さ
れます。

新たに加わった21名を、どうぞよろし
くお願いいたします。

このたび、当JAのライフアドバイザー 14名とスマイルサポーター２名が令和３年度に優秀
な成績を収めたことを讃えられ、JA全共連千葉県本部から表彰を受けました。

（支店名・役職については、表彰時点のものです）
●総合優席表彰
　織屋　亮祐（うめさと支店）　　西村　展彰係長（旭支店）　　　池澤　暁係長（川間支店）
　深井　健太郎（木間ケ瀬支店）　横張　真也係長（中根支店）　　越前　貴之係長（柏支店）
　川島　翔平（柏支店）　　　　　野口　和希係長（西船支店）　　引間　勝也（土支店）
　逆井　一樹（川間駅前支店）　　湯浅　拓哉（西船支店）　　　　仲村　直和係長（行田支店）

●部門別表彰
　塩田　貴章支店長代理（福田支店）　　　仲野　勇太係長（富勢支店）

●スマイルサポーター優席表彰者
　島田　寛之副支店長（木間ケ瀬支店）　　金子　宏美支店長代理（東部支店）

トピックス

農福連携の見学会を行いました─野田地区経済センター、社会福祉法人はーとふる　就労サポート・のだ

新入職員21名が入組しました─JA

16名が表彰されました─JA

作業する様子作業する様子

挨拶をする青木進組合長挨拶をする青木進組合長
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当JAとJAいちかわは３月４日か
ら３日間、JR東日本西船橋駅とのコ
ラボイベント「エキナカイチゴ」を行
いました。当JAのブースでは、西船
地区管内のイチゴ生産者・石井秀樹さ
んが「紅ほっぺ」「おいＣベリー」「章姫」
などを、トマト生産者・三須美智子さ
んが定番の赤と黄色やグリーンなどが
入った「カラフルミニトマト」の販売
を行いました。

このイベントは、同駅が船橋市の魅
力発信と観光流動を目的とした「コト
づくり」プロジェクトの一環で開催しました。

また、10日には同駅の池田則夫駅長と廣川智助
役が来組し、今回のイベントの報告をしたあと、今
後の展開について青木組合長と話し合いました。
池田駅長は「季節に合わせた農産物の販売を行うこ
とで、地元の生産者や農産物、地域の魅力をPRし、
地域活性化に繋げたい」と話しました。

当JAも引き続き、地域農業の理解と活性化のた
め、企業と協力し地域住民や消費者に向けて発信
していきます。

当 JA は３月１日、野田市産
コシヒカリ「黒酢米」１トンを
野田市へ寄贈しました。

野田市役所で行われた寄贈式
には、青木進組合長、山村勝則
常務、染谷美佐夫野田市統括理
事、高橋指導経済部長（出席時）が
出席。青木組合長が「地域の皆
さんやお子さんの役に立てて欲
しい」と話し、鈴木有野田市長
へ目録を手渡しました。

寄贈した黒酢米は、生活困窮
者の自立や生活の支援を行う

「野田市パーソナルサポートセ
ンター」を通じ、対象家庭へ届けられます。

写真左より　池田駅長、青木組合長、廣川助役写真左より　池田駅長、青木組合長、廣川助役

トピックス

写真左より　高橋部長、染谷統括理事、鈴木市長、青木組合長、山村常務

丁寧に説明をする石井さん

イチゴの直売を行いました─JA、JAいちかわ、JR東日本西船橋駅

地域の皆さんの役に立つために─JA



未来のために考える『SDGs』

◇食農教育への取り組み
　地域の方が参加できる農業体験ツアーなどを実施し、管内農産物の収穫作業などを体験することで、地域の
“農業”と“食”についてより関心を高めてもらえるよう取り組みます。

◇フードロスに係る取り組み
　地域の学校と連携し、規格外の廃棄予定の野菜を活用した6次化商品等の開発・販売に取り組みます。

◇耕作放棄地に係る取り組み
　これからの農業発展に向け、休耕地・耕作放棄地の解消や働く人の働きがいの向上を目指し、農福連携などを
活用した取り組みを行います。

SDGsとはSDGsとは

JAちば東葛“SDGsプロジェクトチーム”を立ち上げました！

　最近耳にする「SDGs(エスディージーズ)（持続可能な開発目標）」。
一体どんなことなのでしょう。
　「誰一人取り残さない」という理念を掲げた国際目標で、17の達成
目標（ゴール）、169の具体的目標（ターゲット）、232の具体的数値
（指標）が設けられています。
　国際目標というと難しく聞こえますが、「世界中の環境・差別・貧
困・人権問題といった課題を、2030年までにみんなで解決しよう！」
という目標・計画を指します。

　JAちば東葛ではSDGsプロジェクト
チームを発足しました。
　職員自ら実践することで一人一人が活
躍できる場を作り、JAちば東葛全体・地域
全体の更なる活性化に資するため行動し、
目標達成に向け取り組みを実施します。

JAちば東葛のSDGs～プロジェクトチーム今後の取り組み～JAちば東葛のSDGs～プロジェクトチーム今後の取り組み～

後列左から　横張真也・山﨑貴紀・川村美樹・秋田直輝
　　　　　　佐藤晃稀・鷺野谷飛・川島翔平
前列左から　山野辺崇・松本千夏・青木組合長
　　　　　　矢口常務・山本昌広・池田太一

ちばSDGsパートナーに登録されました
　「ちばSDGsパートナー登録制度」とは、県内企業等におけるSDGs推進の機
運を醸成するとともに、具体的な取り組みを後押しするため、千葉県により令
和3年11月に創設された制度です。SDGsに積極的に取り組む県内企業等が登
録され、その取り組みが県のホームページ等で広く発信されます。
　３月23日現在、県内の業種・規模を問わない945の団体・企業が登録されて
います。当JAも３月に登録され、ちばSDGsパートナーとしてSDGsの普及・啓
発に努めます。
　なお、「ちばSDGsパートナー登録制度」への登録は県内JAで初となります。
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令和４年３月７日付
山田　進司　金融部次長（東部支店支店長）
勝柴　亮一　富勢支店支店長（金融部課長）
林　　正裕　東部支店支店長（富勢支店支店長）
令和４年３月 11日付
山岡　拓磨　総務部
　　　　　　（総務部付JA経営マスターコース派遣）
令和４年３月 31日付
張替　勝幸　定年退職（旭支店支店長）
大岩恵理佳　退職（共済部）
岩撫　裕人　退職（土支店）
令和４年４月１日付
秋山　　亘　監査室次長（川間駅前支店支店長）
渡辺　勝久　総合企画部部長（共済部次長）
川村　美樹　総合企画部（野田地区経済センター）
大塚　裕生　総務部部長（総合企画部部長）
皆川登美子　総務部次長（総務部課長）
菊地　広一　審査部部長（総務部部長）
伊藤　康範　審査部課長（総務部課長）
堺　　順子　金融部課長代理（柏こかぶ出張所所長代理）
堂新橋大輔　金融部係長
　　　　　　（金融部係長柏・我孫子地区ローンセンター）
鎌倉　　誠　金融部次長西船地区ローンセンター
　　　　　　（西船支店支店長）
高橋　将人　共済部部長
　　　　　　（指導経済部部長兼直販事業部部長）
越前　貴之　共済部係長（柏支店係長）
相河　正剛　相談部部長（共済部部長）
横島　　匡　相談部係長（金融部係長）
高橋　敏行　指導経済部部長兼直販事業部部長（相談部部長）
柳　　政幸　指導経済部次長
　　　　　　（野田地区経済センターセンター長）
大木　英樹　指導経済部次長
　　　　　　（西船地区経済センターセンター長）
堀江　　泉　うめさと支店（川間駅前支店）
佐藤　晃稀　福田支店（旭支店）
染谷　直之　旭支店支店長（中根支店副支店長）
桐田　潤一　旭支店（関宿支店）
長野　浩一　七福支店支店長（木間ヶ瀬支店支店長）
齋藤　隆弘　川間支店係長（七福支店係長）
野口　宗志　木間ヶ瀬支店支店長（七福支店支店長）
本多彩耶佳　木間ヶ瀬支店（関宿支店）

令和４年４月１日付つづき
芳野　　祥　二川支店副支店長（福田支店副支店長）
奥原　　仁　関宿支店副支店長（川間支店支店長代理）
笠見　慎吾　関宿支店（福田支店）
倉持　浩一　中根支店副支店長（二川支店副支店長）
松本　千夏　中根支店係長（二川支店係長）
嶋山　良一　川間駅前支店支店長（総務部次長）
横張　真也　川間駅前支店係長（中根支店係長）
鯨岡　実穂　柏こかぶ出張所所長代理
　　　　　　（西船支店支店長代理）
村田　光紀　西船支店支店長（行田支店支店長）
椙本　友子　西船支店支店長代理
　　　　　　（金融部課長代理西船地区ローンセンター）
村越友理子　西船支店（東部支店）
知久　鉄郎　行田支店支店長（行田支店副支店長）
田中　　甫　行田支店副支店長
　　　　　　（金融部課長代理西船地区ローンセンター）
山野辺　崇　土支店係長（富勢支店係長）
伊藤　千尋　土支店（富勢支店）
武藤光乃璃　土支店（風早支店）
小林　宏州　富勢支店係長（東部地区経済センター係長）
引間　勝也　富勢支店（土支店）
深野　公与　富勢支店（土支店）
濁川　潤一　風早支店支店長代理（風早支店係長）
小野﨑晋太郎　風早支店係長（総合企画部係長）
座間　幸代　東部支店（東部地区経済センター）
原田　裕士　野田地区経済センターセンター長
　　　　　　（指導経済部課長）
川島　則男　野田地区経済センター副センター長
　　　　　　（関宿支店副支店長）
秋谷　大介　野田地区経済センター（土支店）
鈴木　裕明　野田地区経済センター［嘱託職員］
　　　　　　（川間支店［嘱託職員］）
秋田　博之　柏地区経済センター係長
　　　　　　（野田地区経済センター係長）
飛鷹　栄一　西船地区経済センターセンター長
　　　　　　（指導経済部次長）
櫻井　　宏　東部地区経済センターセンター長代理
　　　　　　（富勢支店支店長代理）
菅原　隼人　東部地区経済センター（野田地区経済センター）
礒谷　崇弘　農産物直売所所長（アンテナショップ店長）
栗島　貴大　アンテナショップ所長（農産物直売所所長）

インフォメーション
人　の　動　き （　　）内は旧任
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［お問い合わせ先］　　　　　　　　うめさと支店　04（7125）2284　　　　　福 田 支 店　04（7138）1211　　旭　支　店　04（7125）3003
七 福 支 店　04（7125）1266　　川 間 支 店　04（7129）4121　　　　　木間ヶ瀬支店　04（7198）1221　　二 川 支 店　04（7196）0003
関 宿 支 店　04（7196）1171　　中 根 支 店　04（7125）3773　　　　　川間駅前支店　04（7129）5561　　柏　支　店　04（7140）1285
西 船 支 店　047（431）1285　　行 田 支 店　047（439）3051　　　　　土　支　店　04（7172）0111　　富 勢 支 店　04（7131）2559
風 早 支 店　04（7191）2804　　東 部 支 店　04（7191）2141


