
※当ＪＡ管内の範囲で回覧することに同意の上、申し込みます。
※この回覧には個人情報が含まれますので回覧者以外には、情報を出さないようお願いします。
※ご記入いただいた個人情報は､申込商品の受付け､注文品等の配達･配送その他契約の締結･履行､費用･代金の請求･決済､当組合の提供
　する商品・サービスに関する各種情報のご提供等に利用します。

親しい方への贈り物や、
手みやげにご利用下さい。

組合員の皆様へ

※本チラシに掲載の通常価格は、JA 全農希望小売価格です。

2,246円1,419円1,987円1,944円通常価格(税込) 通常価格(税込) 通常価格(税込) 通常価格(税込)

2,190円1,360円1,930円1,890円特別価格(税込) 特別価格(税込) 特別価格(税込) 特別価格(税込)

1,058円1,058円1,058円1,080円通常価格(税込) 通常価格(税込) 通常価格(税込) 通常価格(税込)

1,000円1,000円1,000円1,000円特別価格(税込) 特別価格(税込) 特別価格(税込) 特別価格(税込)

特別価格期間：２０２２年７月１１日～８月３１日

野田地区経済センター

うめさと支店

福田支店

旭支店

七福支店

川間支店

木間ヶ瀬支店

二川支店

関宿支店

04-7129-6611

04-7125-2284

04-7138-1211

04-7125-3003

04-7125-1266

04-7129-4121

04-7198-1221

04-7196-0003

04-7196-1171

中根支店

川間駅前支店

柏地区経済センター

西船地区経済センター

土支店

富勢支店

風早支店

東部地区経済センター

04-7125-3773

04-7129-5561

04-7140-1288

047-438-9571

04-7172-5100

04-7131-2559

04-7191-2804

04-7191-6717

JA ちば東葛

ご注文は、下記の支店・経済センターまでお問い合せください。

多彩な味 伝統の味多彩な味 伝統の味多彩な味 伝統の味多彩な味 伝統の味多彩な味 伝統の味 JA ちば東葛
組合員の皆様へ

9
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　川間駅から車で約20分、流山街道沿いにあるのは、
中華定食のお店『天心楼』さん。明るい店内にはカウン
ター・テーブルまた座敷席もあり、一人でもグループで
もゆっくりとお過ごしいただけます。
　お店にはたくさんの種類の定食・中華料理のメニュー
があり、食材は常に新鮮なものを仕入れ、こだわりの料
理を提供しています。
　おすすめの絶品餃子は、普通のものより大きくて具だ
くさん。定食はボリューミーで、他では味わえない独自
の味付け。またお米は細井さん自家製のお米を使って提
供しております。
　お腹いっぱいになること間違いなし！ぜひ天心楼さん
に足を運んでみてください。

６月25日、『ふなばし朝市』が船橋大神宮で
開催されました。ふなっこ畑では、船橋産ブラ
ンドの小松菜、枝豆などを含む様々な地元野菜
を販売しました。
開始と同時に、開催を楽しみにしていたお客
様が押し寄せて大行列となりました。改めて、
お客様が安全・安心で新鮮な野菜を求めてい
る事、地元野菜の人気を実感出来るイベントと
なりました。

６月中旬からテレビやメディアなどに取り
上げられている「関宿城出世カレー」を、アン
テナショップdaichiでも販売開始いたしまし
た。当店のジェラートにも使用している関宿産
の生乳「せきやどミルク」を使った、中辛でも
まろやかな味わいのビーフカレーです。
野田市関宿のイメージキャラクター「やど
助」の可愛いシール付き！ぜひ、一度お試しく
ださい。

＝JAちば東葛管内　組合員さんのお店紹介＝
二川支店管内
細井　豊 さん

中華定食 天
て ん

心
し ん

楼
ろ う

【住　　所】
野田市柏寺606–1

【電話番号】
04–7196–5100

【定 休 日】 火曜日
【営業時間】
11：00 ～ 14：00
17：00 ～ 20：00

アンテナショップ daichi コーナー
販売開始しました 大神宮の朝市

農産物直売所「ふなっこ畑」コーナー

内観内観外観外観

絶品の餃子
ラーメンとセットでも！

人気のニラレバ、定食
にすればボリューム
満点

★

野田市立
二川小学校

野田市立
二川中学校

関宿学校
給食センター

コンビニ

コンビニ

スーパー
マーケット

コンビニ

17

7

7

17

162

183

375

流
山
街
道

茨城県

至関宿
市営関宿
少年野球場

下総利根
大橋

宝珠花橋

埼玉県

大凧公園

江戸川

利
根
川

JAちば東葛
二川支店

天心楼
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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

写真紹介

うちのアイドルアイドル
坂尾 陽子さん宅（柏市高田）

（柏地区柏支店）

咲
さく

良
ら

ちゃん（１歳）

お父さん 石井大喜さん　　お母さん 喜美さん
【どんなお子さんですか】
いるだけで幸せにしてくれる存在！
皆を笑顔にしてくれます。

【好きな食べ物】
野菜
おばあちゃんが作る野菜が特に好き！

【好きな遊び】
押し車で遊ぶ
絵本を読む

【お手伝い】
一緒に直売所に行ってくれます

ご両親から一言
素直に真っすぐ育ってね！
ニコニコ周りに愛される子に
なってほしいです
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●夏野菜の天ぷら
（野田市　N. Mさん）

●夏料理の定番は麺類です。冷やし中華や

素麵は食欲がでます。 （柏市　S. Nさん）

●冷やし中華
（野田市　Y. Kさん）

●食べて遊んで美味しい「流しソーメン」
（我孫子市　K. Sさん）

●焼きなす、冷やしそうめん、冷やしなめろう
茶漬け、ところてん、冷ややっこ等、皆さっぱ
り系です （野田市　M. Sさん）

●ネギのみそ・油いため。
夏はやっぱりそうめんですね

（柏市　J. Oさん）
●ナスを炒めてすりおろした生姜を上に乗せ、黒酢をかけて食べます。簡単で美味しい！ （我孫子市　M. Nさん）

●茄子のみそいため（祖母、母、妻と微妙に味の差あり） （野田市　T. Kさん）

●冷やし中華・豆腐のサラダ・と
ろろそば、夏はサッパリがいいね

（野田市　S. Kさん）

●きゅうりわかめの酢の物
（野田市　H. Nさん） ●「酢の魅力」油で野菜炒めの時、少々私の

家の料理がまろやかになりとってもおいしいです。
（柏市　H. Tさん）

●つゆにみょうがを入れそうめんを
すする料理 （柏市　M. Hさん）

●なすとみょうがをめんつゆで煮る。

冷たくてもおいしい（柏市　S. Oさん）

●何と言っても麺類ですね。そう
めん、そば、冷やし中華などです。

（我孫子市　Y. Sさん）●うな重（野田市　T. Oさん）

７月号のテーマ『おすすめの夏料理』

８月号のテーマ『あなたの夏の思い出』です

まちがいさがし 右のイラストには左のイラストと違う部分が５カ所あります。
間違っている部分を左下の枠内の数字で探しましょう。

◎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⑦８月号のテーマ「あなたの夏の思い出」（30字以内にて）をご記
入の上ご応募ください。

◎宛　　先　〒277－0861�柏市高田362�JAちば東葛�総合企画部「パズル係」
　　　　　　または、info@ja-chibatoukatu.or.jp
◎締　　切　７月15日（金）（消印有効）
●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。
●応募については、管内にお住まいの組合員及びそのご家族の方に限らせていただきます。
●�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いた一言・ご意見等は「──
市　T.�Oさん」との表記でご紹介させていただきます。

お便り紹
介

正解者の中から抽選で５名様にクオカード（500円）をプレゼントいたします。

６月号の答え　１、５、７、10、12

出題・イラスト：酒井栄子

間違いがある部分の数字をお答えください

�１�…カタツムリがいる　　　��５�…皿の上の料理（フルーツ）が減っている
�７�…棚の瓶が増えている　　�10…レモンが減っている
12…酢の量が違う
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インフォメーション
事業分量配当金お支払いのご案内

　令和３年度の JA事業利用高に応じて、組合員の皆さまを対象に配当金をお

支払いさせていただきました。配当金の対象となる項目及び消費税率、振込日

については以下の通りです。

　また、お支払いさせていただいた配当金は、確定申告の際に農業所得を申告

されている方については、雑収入に計上していただく事になりますので、「ご案

内」は来年の確定申告時まで大切に保管してください。

○対象項目：購買品利用高、園芸販売高、米出荷数量、生乳出荷数量

○振 込 日：令和４年７月５日（火）

○消費税率：ご利用期間が令和３年４月～令和４年３月

　　　　　　軽減税率８％又は標準税率 10％

※委託販売品については、標準税率 10％の消費税率を適用しております。
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令和４年産米の出荷契約がまとまりました。令和４年産米の契
約数量は主食用米で 37,176 俵でした。主食用米のうち、黒酢米（野
田地区）が 11,514 俵となりました。
飼料用米は、作付けしなかったり、全量出荷できない場合は、違
約金が科せられてしまいますので、気をつけてください。本年も、
天候不順等が考えられますので、後半の栽培管理を万全にして、良
品質で安全、安心なお米を生産していただき、秋には契約数量全
量の出荷をお待ち申しあげております。

○日　　時　９月 13 日（火）、14 日（水）
　　　　　　午前９時〜午前 11 時、午後１時〜午後２時 30 分
○定　　員　９月 13 日 55 名、14 日 40 名
○会　　場　西船地区多目的ホール
○健診料金　4,020 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　７月 29 日（金）までに西船地区経済センターへお申し込みください（FAX可）
○お問い合わせ　西船地区経済センター　TEL：047－438－9571　FAX：047－439－3900
※９月 13 日のみオプション検査で胸部Ｘ線が受けられます。
※船橋市人間ドック助成事業の適用あり。（詳細をご確認ください）
※費用の一部を JA・各連合会・船橋市が助成しています。

令和４年４月 30日付

土屋　文彦　退職

　　　　　　（農産物直売所ふなっこ畑［嘱託］）

仲村百々子　行田支店（試用期間終了）

榎木　康浩　東部支店（試用期間終了）

令和４年５月１日付

中原　公美　柏支店（採用）

令和４年５月 31日付

川島　則男　退職（野田地区経済センター）

令和４年６月１日付

山田　進司　�農産物直売所ふなっこ畑　係長

（金融部　課長）

インフォメーション

令和４年産米の出荷契約まとまる！

西船地区JA集団健康診断のお知らせ

人　の　動　き （　　）内は旧任
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集金業務等終了のご案内
　平素は、JAちば東葛をご利用いただき、誠にありがとうございます。
　当 JAでは令和２年５月１日から定期積金（集金扱い）の新規取り扱い及び、共済掛金月払（集
金扱い）の新規取り扱いを廃止させていただいておりましたが、コンプライアンス体制の更なる強
化と健全化及び業務の効率化を進めていくにあたり、この度、集金等業務を終了させていただくこ
ととなりました。
　今後につきましては、渉外担当者による訪問活動（相談業務・各種ご案内やご提案・記帳等の現
金の授受を伴わないもの）は引き続き行ってまいります。
　ご利用の皆様には、ご不便をお掛けいたしますが、役職員一同、皆様にご満足いただけるよう更
なるサービスの向上に努めてまいる所存ですので、何卒ご理解、ご協力を賜りますよう、よろしく
お願い申し上げます。
　今後とも当 JAに変わらぬご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。

終了日：令和４年 10 月 31 日（月）
　ご不明な点がございましたら、お伺いしております職員またはお取引の支店まで
お問合せください。

TEL 04-7120-0366 FAX 04-7120-0377
お任せくださ

い！ちば東葛農
協サービス

に

株式会社ちば東葛農協サービス 〒278-0022 千葉県野田市山崎1949-1
営業時間 月～金曜 9:00～17:00 土日祝休み

・ ・ ・
お電話・FAXで

お気軽にご相談ください！

お見積り・相談無料

草刈りでお困りの
方

耕うんでお困りの
方

協議事項 報告事項

⑴　令和３年度決算について
⑵　職員表彰（功績表彰）について
⑶　第14回通常総代会提出議案について
⑷　役員責任調査委員会の答申について
⑸　令和３年度業務報告書の提出について
⑹　貸付金承認について

理 事 会 報 告
６月10日、柏支店２階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。６月10日、柏支店２階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。

−６月−

⑴　職員の懲戒について
⑵　職員の人事異動について
⑶　監査結果概要報告書について
⑷　�JAバンク基本方針に基づく「経営管理資
料」のうち農林中金が定める事項について

⑸　大口信用供与先報告について
⑹　主要業務実績について
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� 7日　●黒酢散布（関宿地区）
� 8日　●黒酢散布（木野崎・目吹・船形・小山地区）
� 9日　●一斉訪問日
12日　●黒酢散布（木間ケ瀬地区）
13日　●理事会、監事会
14日　●黒酢散布（今上地区）
20日　●柏地区女性部お酢を使った料理講習会（柏支店２階会議室）
21日　●黒酢散布（関宿地区）
25日　●女性部協議会総会（柏支店２階大会議室）
26日　●青壮年部協議会総会（柏支店２階大会議室）
　　　���●西船地区女性部大学講座（西船地区多目的ホール・調理実習室）

７月の相談日

税務相談

開催日 開催場所 顧問名

12日（火）
東部支店 松　丸
行田支店 深　代

14日（木） うめさと支店 深　水
21日（木） 柏 支 店 春　日
26日（火） 西船支店 深　代

28日（木）
行田支店 青　木
川間支店 深　水

法律相談
21日（木） 柏 支 店 小　倉
26日（火） 川間支店 高　山
28日（木） 西船支店 草　薙

労務・年金相談 27日（水） 西船支店 川　名

８月の相談日

税務相談

開催日 開催場所 顧問名
2日（火） 東部支店 松　丸

4日（木）
西船支店 青　木
柏 支 店 春　日

9日（火）
行田支店 深　代
東部支店 松　丸

10日（水） うめさと支店 深　水
23日（火） 西船支店 深　代

25日（木）
行田支店 青　木
川間支店 深　水

26日（金） 柏 支 店 春　日

法律相談
10日（水） 柏 支 店 小　倉
17日（水） 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
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。

一斉訪問日変更のお知らせ

８月の一斉訪問日は 20 日（土）（第３週土曜日）に変更させていただきます。
ご理解の程よろしくお願い申しあげます。

日曜・祭日のほか

７月 13（水）・７月 27 日（水）・８月３日（水）・８月 15 日（月）・８月 16 日（火）

JAちば東葛 広報誌７月号 発行／ちば東葛農業協同組合　編集／総合企画部
〒277-0861 千葉県柏市高田362番地　TEL.04-7140-2215  FAX.04-7140-2216

行 事 予 定・７月

JA顧問弁護士、税理士、社会保険労務士による無料相談会JA顧問弁護士、税理士、社会保険労務士による無料相談会

市場・休市日


