
　本年も野田市では稲の健全な育成を目的に、玄米黒酢の一斉散布を行いました。
　玄米黒酢を与えられて育った稲は、農薬や化学肥料を通常の栽培方法の半分以下に抑えて
栽培するちばエコ農産物の認証を受け、野田市ブランド農産物の「黒酢米」として流通します。

JAちば東葛 広報誌８月号 No.149

ホームページアドレス▶http://www.ja-chibatoukatu.or.jp/

8
2022 August

JA CHIBATOUKATSU



2

当 JA 青木進組合長、木下宏之専務、山村勝則常務は７月 12日 13 日の２日間、生産

者に対する行政支援を求めるため、管内各市へ要望書を提出しました。

長引くコロナ禍に加え、ロシアのウクライナ侵攻・中国の輸出規制・急激な円安によ

る燃料や農業資材の価格高騰、更には気象災害の発生など、想像を超えて農業を取り巻

く環境が厳しくなっている事を記し、管内各市長へ生産者と未来の農業を守るために支

援要請をしたものです。

12日に野田市役所と船橋市役所を訪れ、鈴木有野田市長、松戸徹船橋市長へ、13日に

は我孫子市役所と柏市役所を訪れ、星野順一郎我孫子市長、太田和美柏市長へ要望書を手

渡しました。さらに、市議会へも同様の要望書を提出。ひっ迫した現状を強く伝えました。

管内各市へ支援要請の要望書を提出

●野田市

●我孫子市

●船橋市

●柏市
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西船地区経済センターは７月８日、西船地区多目的
ホール調理室で、地域の方に向けた料理教室を開催し
19名が参加しました。

櫻屋敷智子氏を講師に、今が旬の夏野菜を使用した
料理を作りました。参加者は講師の説明を熱心に聞き
ながら、緑色が目に鮮やかな“万願寺唐辛子の詰め焼
き”、瑞々しいトマトを贅沢に使った“トマトご飯”な
ど5品を作りました。

また料理教室が行われる前には、村田西船支店長・飛鷹西船地区
経済センター長がJAの事業について説明し、JAを身近に感じて
もらう場を設けました。

参加者からは、「より地域の野菜の美味しさがわかった」「JAに
ついての理解が深まった」などの声がありました。

感染症対策のため試食は黙食で行うなどの制限がある中、試食で
は料理の美味しさに皆さんの笑顔がこぼれました。

当JAはこのたび、共済利用者満足度の向上に
貢献したとして、全国共済農業協同組合連合会よ
り感謝状を授与しました。

６月 22 日に当 JA で授与式が行われ、JA 共
済連千葉県本部越智伸康氏から青木進組合長へ
感謝状が贈られました。

この感謝状は、JA共済連が実施するJA自動
車共済利用者満足度調査サービスにおいて、JA
が対応した事故対応の満足度上位の組合に贈ら
れます。対象組合は３つの規模に分けられ、当JAは令和３年度調査において100％に近い評
価をいただき、中規模の分野で全国1位に選ばれました。

今後とも、皆さまに信頼いただける対応を心掛けてまいります。

西船地区青壮年部は７月５日、同地区で新規就
農した石井利幸さん・小川晃希さんの歓迎会を
行いました。

この日は、同青壮年部役員や松戸徹船橋市長を
はじめとする市関係者、青木進組合長らJA関係
者など19名が参加しました。また、新たな加入
を祝い、松戸市長・青木組合長から２名へ記念品
が贈呈されました。

飯塚和之青壮年部長は、「次世代を担う若手農業者で、船橋市の農業を盛り上げていきたい。」
と、農業の持続的な発展に向けた意気込みを話しました。

トピックス

「夏野菜を使った料理教室」を開催しました─西船地区経済センター　　　

利用者満足度調査で全国1位！─JA

新規就農者を歓迎しました─西船地区青壮年部

感謝状を贈る越智氏（左）と青木組合長感謝状を贈る越智氏（左）と青木組合長

青木組合長、石井さん、飯塚部長、小川さん、松戸市長青木組合長、石井さん、飯塚部長、小川さん、松戸市長

講師（右）の説明を聞く参加者の皆さん講師（右）の説明を聞く参加者の皆さん

美味しく出来上がりました
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４月に入組した新入職員７名は７月８日、
野田市の木野崎・目吹・船形・小山地区で行っ
た玄米黒酢・空中散布へ参加しました。この
日は、早朝５時から約３時間かけて有人ヘリ
で田んぼに黒酢の散布を実施。２班に分かれ
た新入職員は、病気に負けない美味しいお米
ができるよう願いながら、ヘリに搭載された
タンクへ黒酢を補充する作業を行いました。

なお、７月21日には新入職員５名が関宿地
区を、８月10日には新入職員８名が木野崎・
目吹・船形・小山地区の空中散布補助作業を行いました。

野田市と当JAは７月16日、三協フロンテ
ア柏スタジアムで行われたJ１リーグ・柏レ
イソル対北海道コンサドーレ札幌戦「野田ホー
ムタウンサンクスデー」において、野田市の特
産品を観客100名にプレゼントしました。

市職員とJA役職員は、観客が入場する時間
に合わせ、先着1,000名に抽選番号付きのチ
ラシをゲートにて配布。ハーフタイムに大型
ビジョンにて当選番号が発表され、試合終了
後に野田市産の黒酢米1袋（300g）と枝豆１

袋（300g）を当選者へ手渡しました。
また、試合開始前のセレモニーでは、青木進組合長・木下宏之専務・野田市教育委員会染谷篤

教育長が両チームと審判へ黒酢米を贈呈し、レイソルファンに向けてJA並びに野田市の特産物
のPRを行いました。

三線々下対策連絡協議会は７月１日、野田
地区経済センターで第11回総会を開催しま
した。総会では、３年に１度行われる役員の改
選についての協議後、寺田憲生会長をはじめ
とする12名の役員が再任されました。

また、東京電力ホールディングス㈱の現状報
告及び第16次鬼怒川線の交渉経過報告の後、
来次交渉を迎える東京北線・水海道線に対し
ての交渉姿勢等の意見交換が行われました。

出席者の総意として、協議会が一体となった
更なる粘り強い交渉を今後の課題としました。

トピックス

新入職員が玄米黒酢散布を補助─JA　　　

黒酢米をレイソルファンへPRしました─野田市、JA

役員が選任されました─三線々下対策連絡協議会

当選した子どもに手渡す職員当選した子どもに手渡す職員

挨拶をする寺田会長

ヘリに玄米黒酢を補充する新入職員ヘリに玄米黒酢を補充する新入職員



5

西船地区女性部役員８名は７月４日、西船地区多
目的ホールでSDGsの勉強会を行いました。

女性部活動の多くはSDGs達成に繋がる取り組
みとして行われていますが、更に幅広く実践するた
め、改めてSDGsについて学びました。

この日は、家の光協会が発行するSDGsについて
のDVDを鑑賞し、17の目標について知識を深めた
あと、西船地区女性部として「何ができるか」「みん
なで取り組める活動は何か」を話し合いました。環

境に配慮した活動や食品ロスの解消など、参加した皆さんから様々な意見があがりました。
西船地区女性部では今後も、今回の話し合いを基に持続可能な活動に向け、更に理解を深めて

いきます。

野田地区女性部は６月２日、野田地区経済セン
ター調理室で短期大学第２回講座を開催しました。

大興産業（株）の猪原大介氏を講師に「お酢を使っ
た料理」と題し、部員25名が参加しました。

料理は全てエーコープ商品の「らっきょう酢」「ほ
められ酢」「５倍酢」を使用。見
た目も可愛らしい“コロコロ豚
肉のチラシ寿司”や地中海風南
蛮漬けの“かぼちゃのエスカ
ベッシュ”など、夏の暑さを吹き飛ばす爽やかな料理を作りました。

参加した方からは「サッパリとしているので食欲が増す」「家でも作ってみたい」などの感想が
あり大好評でした。

西船地区経済センターは７月12日、西船地区多
目的ホールでチョークアート教室を開催しました。
MaCouleur（マ・クルール）の樽井真希氏を講師に、
自宅での直売にチョークアートを役立てようと若手
女性生産者５名が参加しました。

第３回目となるこの日、参加者は慣れない指使い
に苦戦しながらも、緑・
白色のチョークを使い
木 製 ブ ラ ッ ク ボ ー ド
に、本物そっくりな小松菜を描きました。

参加者は「楽しくいい経験になった。一緒に作品を作った方と顔
見知りになれて良かった。」と声を弾ませました。

トピックス

SDGsについて考えました─西船地区女性部　　　

暑～い夏にピッタリ！お酢を使った料理を作りました─野田地区女性部

小松菜のチョークアートを完成させました─西船地区経済センター

協力して作りました協力して作りました

素敵なチョークアートが完成しました素敵なチョークアートが完成しました

SDGsについて勉強する女性部の皆さんSDGsについて勉強する女性部の皆さん

美味しくできました美味しくできました

講師の指導を受ける姿は真剣そのもの！
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【全国１位を受賞して】
まず、私に関わってくださった皆さんに感謝の気持ちを伝えたいです。表彰台に立ち、改めて皆さん
に支えてもらい押し上げてもらったことを実感しました。

【心掛けていること】
どの業務でも“組合員さんのため“この想いでいます。対話の際には目の前の方に寄り添い、必要と
していることを汲み取りながら、農協事業全体で捉えることを心掛けています。共済以外でも、常に相
手にとって何が最善かを考えています。農福連携もその気持ちから始めた取り組みでした。結果、組合
員さん・事業所双方が抱える問題解決に向けたきっかけになったと思います。”組合員さんのため“そ
の先には、地域のため・世の中のため……と社会貢献に繋がり、最終的にはJAそのもの、JA職員の成
長に返ってくると思っています。
その他心掛けていることは、常に新しい情報や知識を取り入れ、
自己研鑽に努めるよう日々を過ごしています。

【皆さんにひと言】
全国1位はまだまだ通過点だと思っています。これからは、日本
中から目標とされる立場となるため、全国２万人のLAのトップ
として相応しい活躍を続けていきたいと思います。
また、地域やJAといった枠にとらわれることなく、関わる全ての人が幸せになるように努力してま
いりますので、引き続きご指導の程お願いいたします。

このたび、当JAの越前貴之係長（共済部）、川
島翔平係長（柏支店）、仲村直和係長（行田支店）
が、ライフアドバイザー（LA）として、令和３年
度に共済の普及拡大に努めた功績を称えられ、全
国共済農業協同組合連合会（JA共済連）から表彰
を受けました。

全国で２万人近くいるLAの中でも優秀な成績
をおさめた３名は、７月に行われたJA共済連主催「令和３年度JA共済優績LA全国表彰式」に出席。３
年ぶりに開催された表彰式で多くの関係者に祝福されました。

全国表彰で1位を受賞した川島係長に話を伺いました

トピックス

表彰式で受け取った表彰状を手に表彰式で受け取った表彰状を手に
左より　越前係長、大塚常務、青木組合長、川島係長、仲村係長左より　越前係長、大塚常務、青木組合長、川島係長、仲村係長

表彰状を受け取る川島係長（左）表彰状を受け取る川島係長（左）

全国表彰を受けました─JA

職員インタビュー
令和３年度 JA共済優績ライフアドバイザー

全国総合優績表彰受賞

川島　翔平
（柏支店 係長）
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営農情報

ぜひこの機会に土の健康診断を始めませんか？
お気軽に各地区の経済センターまでお問い合わせください。

【土壌診断について】
～土壌診断結果を基にした「土づくり」と「施肥」を始めましょう～

野田地区経済センター　　　　　田島　大

土壌診断を行うことで以下のようなメリットがあります！

サンプル土壌の取り方〈ポイント！〉

土壌診断は「土の健康診断」であり、今の土壌の養分状態を人間の健康診断の様にひ
と目で知ることが出来ます。土壌診断の結果に基づいて、適切な施肥設計を行ってい
きましょう。

化学肥料の価格高騰に伴う生産コストの上昇を抑えるため、土壌診断結果に応じた
肥料の適切な使用を推進しています。

基準より多い養分は減らし、少ない養分は増やすことで、最適な土壌の養分状態・バランス
へと近づけ、作物の収量や品質の安定・向上につながります。

各資材・養分の施用量の目安が分かれば、目安よりも少なく施用していた場合は従来よりも
施用量を増やして土壌養分の不足を補い、過剰に施用していた場合は施用量を少なくすること
で施肥コストを減らすことができます。

過剰な土づくり資材や肥料の施用は、土壌への養分の過剰蓄積や地下水の汚染につながる場
合があります。土壌診断結果に基づく適正な土づくり・施肥は、環境負荷の低減につながりま
す。

圃場内中央と対角線の５か所の地点から採ります。
採取時期は収穫後、次作の作業に入る前です。

表土１～５㎝程度を除いてから、深さ20㎝ぐらいまでの
作土層を均一に移植ゴテで採ります。
採取後は他地点の土壌と混ぜ合わせて均一にします。十分
に乾燥させた後に所定の袋へ入れてください。

１．土壌養分の過不足が分かり、作物の収量や品質が安定・向上するためのヒントとなります。

２．土づくり資材や肥料の適切な施用量の目安が分かります。

３．地球の環境保全に繋がります。

１．土を取る場所と時期

２．土の取り方
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令和４年産米の収穫も間近となりましたので取扱方策についてご紹介します。
【取扱方策】
■�米の価格＝作柄・需給動向、販売状況等を勘案して、集荷時期までに設定。窓口に掲示します。
■�黒酢米・JA米＝フレコン集荷を実施しています。量目については黒酢米 510kg（皆掛重量
515kg）及び 1,020kg（皆掛重量 1,030kg）、JA米 1,020kg（皆掛重量 1,030kg）です。なお、端数
の集荷は行いません。
■�飼料用米＝平成 26 年産から、数量払いが導入されたことにともない、農産物検査機関による
数量確認（農産物検査）が必要となりました。
■�違約金＝飼料用米は、違約金制度がありますので、契約している方は、全量出荷をお願いいた
します。

【収獲・調製等の注意点】
　収穫は適期刈り取りに徹し、早刈りをしないでください。
　調製では、次の４点を守って作業してください。
　　①仕上げ水分＝ 14.5％〜 15.0％　　②皆掛重量＝ 30.6kg
　　③整粒歩合＝ 80％以上　　　　　 �④粒選別機の網目幅＝ 1.8 ミリ以上

　生育管理や収穫時に気をつけて作業していただき、異物混入を防ぐため、乾燥機等の清掃を徹
底してください。良品質で安全・安心なお米の生産と出荷契約数量の全量出荷にご協力を宜し
くお願いいたします。

　野田市では農業用廃プラスチック類を回収するにあたり、今年度も廃プラ類の放射線量の測
定を行うことになりましたのでお知らせします。農家の皆様には以下の点に注意していただき
廃プラ類の搬入を行ってください。

　①　回収日：令和４年 10 月 23 日（日）・令和５年１月 22 日（日）
　②　時　間：午前９時〜正午　旧関宿地区・午後１時〜午後４時　旧野田地区
　③　集積所：野田市堆肥センター
　④　�梱包したビニールの 1つ 1 つに、農家登録番号と分類を油性マジックで記入してご持参

ください。記入がない場合、処理工場では回収できません。
分類
　・廃ビニールＡ　：平成 23年 3月に展張されていた使用済みビニール
　・廃ビニールＢ　：廃ビニールA以外の使用済みビニール
　・廃ポリエチレン：使用済みポリエチレン（従来どおり、番号等記載不要）

　⑤　�回収時に廃プラ類の放射能測定を行います。その結果、0.23 マイクロシーベルト/時以上
検出された場合は回収できませんのでご注意ください。

　⑥　梱包する前に、付着した土や泥をよく水で洗い落してください。

上から見た梱包「廃ビニールＡ」の記入例
（例）

2084251111  Ⓐ

「農家登録番号」とは、2084を頭に付
けた電話番号（71を除く）です。
（例）7125－1111  →  2084251111

１つ１つの梱包に農家登録番号と分類を記入

インフォメーション

令和４年産　米取扱方策

野田地区の農業用廃プラスチック類の回収について
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７月16日、『ふなっこ畑朝市』を開催しまし
た。産地の農産物販売や小松菜焼きそば販売、
子ども縁日を店頭にて開催しました。
当日は松戸徹船橋市長にご来店いただき、船
橋の農業にエールを頂きました。今後もお客様
の喜ぶイベントを開催していきますので、皆様
のご来店をお待ちしております！

daichiでは、７月８日・９日の２日間、柏市
内で生産されたとうもろこしの即売会を実施
しました。販売したとうもろこしは、昨年に引
き続き「味

みか ん

甘」と今年から取り扱いをはじめた
「恵

めぐみ

味」の２種類。
どちらの品種もお客様から非常に好評をい
ただき、共に即日完売となりました。

アンテナショップ daichi コーナー
もぎたてとうもろこしの即売会を実施 「ふなっこ畑朝市」開催！

農産物直売所「ふなっこ畑」コーナー

　川間駅から車で約15分。扉を開け階段を上ると、今年の６月にリニューア
ルオープンした『居酒屋 ばく』さんがあります。木目調のカウンター・テーブ
ルがある店内には、植物が多く置かれ、落ち着いた雰囲気です。
　野菜は近隣の農家の方のものを使用し、国産の食材にこだわった安全安心
な料理を提供しています。多くのメニューの中でも一番のおすすめは、塩ガツ
オ。カツオが旬の時期限定のメニューで、市場から仕入れた新鮮なカツオを使
用。炙ったカツオの旨味がたまりません。その他、果実酒をはじめ自家製のお
酒も沢山。特に、コーヒー豆を漬けたコーヒー酒が女性に人気なんだとか！
　ランチメニューも人気で、カレーや日替わりパスタなど種類は豊富。テイク
アウトもあるので、お店の味を自宅でも気軽に楽しめます。是非、足を運んで
みてはいかがでしょうか。

7
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茨
城
県

利
根
川

★
居酒屋 ばくJAちば東葛

木間ケ瀬支店

野田市立
木間ケ瀬中学校

野田市立
木間ケ瀬小学校

野田市立関宿
南部幼稚園

木間ケ瀬
公民館

木間ケ瀬
郵便局

駒形神社

木間ケ瀬
庚申塔群

熊野神社

コンビニ

東葛北部土地改良区
木間ケ瀬揚水機場

インスタグラム

ライン

＝JAちば東葛管内　組合員さんのお店紹介＝
木間ケ瀬支店管内
佐久間 功 さん

居酒屋 ばく

【住　　所】野田市木間ケ瀬9359－1
【電話番号】090－1546－8989　　【定休日】月曜日、火曜日
【営業時間】水～土　11時～ 23時（ランチは14時まで）
　　　　　　 日　　11時～ 22時（ランチなし）

個室カラオケルーム個室カラオケルーム

絶品の塩ガツオ絶品の塩ガツオ

内観内観

外観外観 お得な情報を配信しています！お得な情報を配信しています！
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令和４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2022懸賞金品付定期貯金」の抽選会を、
８月８日に本店会議室で行いました。
青木進組合長、木下宏之専務、大塚幸夫常
務が見守る中、農林中央金庫浅野卓哉氏、田
村正幸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。
当選番号は以下の通りとなります。

JAちば東葛󠄀夏得キャンペーン2022　懸賞金品付定期貯金当選番号
びっくり賞 美味しんぼ賞 ラッキー賞 ハッピー賞 スウィート賞

全農ミートフーズ
国産黒毛和牛
すき焼き用 800g

北海道栗山町産
日原メロン２玉

農協観光
明治座の西京漬
５個詰セット

農協観光
カタログギフト

ふなっこ畑
ジェラートセット

「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

１０４８６ １０３６９ １０１０６ １０３４９ １００３８
１０４６５

写真紹介

うちのアイドルアイドル
鈴木 偉三男さん宅（船橋市古作）

（西船地区行田支店）

結
ゆい

菜
な

ちゃん（２歳）

お父さん 鈴木德彦さん　　お母さん 敬子さん
【どんなお子さんですか】
体を動かすのが好き
テレビの音楽に合わせて踊っています
【好きな食べ物】
いちご・ぶどう
お肉（特に牛のお肉が好き！）
【好きな遊び】
シャボン玉（吹いて追いかけています）
【お手伝い】
コップのお片付け、新聞・手紙運びをしてくれます

ご両親から一言
　元気に明るく
　　　　　育ってほしいです

左より　木下専務、川間支店：酒井職員、柏支店：辻林職員左より　木下専務、川間支店：酒井職員、柏支店：辻林職員
　　　　富勢支店：深野係長、青木組合長　　　　富勢支店：深野係長、青木組合長

「JAちば東葛󠄀夏得キャンペーン2022懸賞金品「JAちば東葛󠄀夏得キャンペーン2022懸賞金品
付定期貯金」の当選番号が決まりました付定期貯金」の当選番号が決まりました
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●中学生の時、海でおぼれ
ていた幼児を救助した事

（野田市　M. Sさん）

●今盛りの葵の花をみるたび子供の頃の実

家の庭を思い出します（野田市　T. Iさん）

●息子と虫とり。その息子も今は父
親となりました （野田市　T. Kさん）

●孫とやった「楽しかった花火」
（我孫子市　N. Sさん）

●今はコロナで行けませんが山、海のド

ライブ旅行です。 （柏市　S. Nさん）

●日本一の富士山に登ったこと（おはちま
わり）天気最高！ （柏市　J. Oさん）

●私が若かりし頃、家族とは毎

年夏休みに民宿へ遊びに行ったこ

とが 74 歳になった今ではいい思

い出です （柏市　E. Gさん）

●サークル仲間で行った西伊豆
での海水浴、海がとてもきれいで
した （野田市　Y. Kさん）

●７月末頃に行われる柏まつり

が楽しみでした。コロナの為、今

年もダメでした。再開を期待しま

す。 （野田市　Y. Iさん）
●虫カゴいっぱいのカブトムシ

（野田市　M. Mさん）

●朝早く木の上の方でみつけたカ
ブトムシ （野田市　M. Oさん）

●初めての海水浴で体を焼きすぎてピリピ

リヒリヒリ大変だった！ （野田市　M. Hさん）

　　８月号のテーマ『あなたの夏の思い出』

９月号のテーマ『あなたの好きなスイーツ』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⑦９月号のテーマ「あなたの好きなスイーツ」（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　８月26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。

７月号の答え　１、３、６、９、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 …森の大きさが違う　　　　　　   ３ …眉の形が違う
 ６ …おにぎりがかじられている　　   ９ …リンゴの向きが違う
12…咲いている花が多い
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令和４年６月 28日付
太和田安紀　退職（行田支店）

令和４年６月 30日付
櫻井　　宏　退職（東部地区経済センター）

令和４年７月１日付
山﨑　貴紀　総合企画部係長（東部支店係長）
福井　寿之　金融部課長（総合企画部課長）
鈴木　政光　金融部野田地区ローンセンター課長
　　　　　　（うめさと支店副支店長）
島田　寛之　うめさと支店副支店長
　　　　　　（木間ケ瀬支店副支店長）
山岸　涼子　旭支店支店長代理
　　　　　　（川間支店支店長代理）
茂木　友望　川間支店支店長代理
　　　　　　（二川支店支店長代理）
海老原千明　川間支店係長（土支店係長）
岡安　恵子　木間ケ瀬支店支店長代理
　　　　　　（中根支店支店長代理）
江口　正代　二川支店係長（福田支店係長）
茂木　俊孝　中根支店係長（川間駅前支店係長）
秋田　直輝　柏支店（川間支店）
池田　太一　西船支店（西船地区経済センター）
吉田　康希　行田支店係長（西船支店係長）
金子　　厚　土支店係長（うめさと支店係長）
金子　宏美　風早支店支店長代理
　　　　　　（東部支店支店長代理）
秋山　実穂　風早支店（東部支店）
濁川　潤一　東部支店支店長代理
　　　　　　（風早支店支店長代理）
押切　春佳　東部支店（風早支店）
駒形　美音　東部支店（土支店）
岩井　義則　野田地区経済センター係長
　　　　　　（川間支店係長）

令和４年７月１日付つづき
足立　明彦　西船地区経済センター［嘱託］
　　　　　　（行田支店［嘱託］）
小暮　直晃　東部地区経済センター副センター長
　　　　　　（東部支店副支店長）

令和４年７月１日付［試用期間終了］
上田　双葉　総務部（総務部［試用期間］）
岡島　史佳　総合企画部（総務部［試用期間］）
斎藤　未奈　共済部（総務部［試用期間］）
林　　明樹　指導経済部（総務部［試用期間］）
髙木　恵実　うめさと支店（総務部［試用期間］）
石井　将慶　福田支店（総務部［試用期間］）
内田　菜月　旭支店（総務部［試用期間］）
田子　裕樹　七福支店（総務部［試用期間］）
山本　倫輝　川間支店（総務部［試用期間］）
齋藤　晴香　二川支店（総務部［試用期間］）
小山紗也加　川間駅前支店（総務部［試用期間］）
藤井雪姫乃　柏支店（総務部［試用期間］）
加藤　里奈　西船支店（総務部［試用期間］）
横山　采代　西船支店（総務部［試用期間］）
成田　朱里　行田支店（総務部［試用期間］）
高松　侑豊　土支店（総務部［試用期間］）
布施　　遥　風早支店（総務部［試用期間］）
根﨑　智捺　東部支店（総務部［試用期間］）
増田　拓真　野田地区経済センター
　　　　　　（総務部［試用期間］）
磯山　　颯　西船地区経済センター
　　　　　　（総務部［試用期間］）
高橋　佑輔　東部地区経済センター
　　　　　　（総務部［試用期間］）

令和４年７月 31日付
柳澤　啓太　退職（東部支店）

人　事　異　動

人　の　動　き （　　）内は旧任

インフォメーション
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SDGsプロジェクトチームは７月22日、
SDGs 活動の一つとして JA本店近くを流
れる大堀川沿いの清掃活動を行いました。
この日はメンバーと有志職員計 15 名が
参加し、本店を起点に約 1時間かけゴミ拾いを行いました。
すれ違う方からも「ご苦労様」や「助かるわ」などと声をかけていただき、地域の方との交流

と JAの活動を知っていただくきっかけになりました。
この活動は、地域に根差した組織として、組合員や地域
の皆さんが安心して暮らせる豊かな地域社会を築き、住み
よい街づくりに貢献するため実施しました。
SDGs の「11．住み続けられるまちづくりを」「15．陸の
豊かさも守ろう」に繋がる活動として、今後各地区でも継
続して行います。

６月15日～ 19日に大阪市で行われた「第72回全日本実業団バドミントン選手権大会」に
当JAのバドミントン部が出場しました。

男子女子ともに、春に開催した「第72回全日本実業団バドミントン選手権大会千葉県選考会」
兼「第64回千葉県春季実業団バドミントン選手権大会」を勝ち上がり、全国大会への出場が決
まりました。

全国大会では、女子は強豪相手に健闘しましたが惜しくも予選リーグ２位という結果となり
ました。男子は予選リーグを突破し、決勝トーナメント２回戦まで進出。全148チーム中ベス
ト32という成績を収めました。

今後も、来年の出場に向け練習を重ねます。

S D G s

わたしたちの

SDGsプロジェクトチーム活動報告

全国大会に出場しました─バドミントン部

トピックス
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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。

協議事項

報告事項

⑴　�令和３年度ディスクロージャー誌の発
行について

⑵　ヘルプライン運営要領の改正について
⑶　令和４年度理事報酬の配分について

⑴　�不祥事再発防止策（兼整備計画）取組状
況報告について

⑵　職員の人事異動について

理 事 会 報 告
７月11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。７月11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。

−７月−

⑶　�令和４年度５月期余裕金運用状況につ
いて

⑷　組合員資格別の事業利用状況について
⑸　�令和４年度余裕金運用第２四半期計画
について

⑹　�野田市関宿台町東土地区画整理組合と
の経緯について

⑺　�野田業務サービス株式会社の状況につ
いて

⑻　主要業務実績について
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10日　●理事会

　　　  ●黒酢散布（木野崎・目吹・船形・小山地区）

20日　●一斉訪問日

　　　  ●ふなっこ畑　朝市

８月の相談日

税務相談

開催日 開催場所 顧問名
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 23日（火） 川間支店 高　山
労務・年金相談 24日（水） 西船支店 川　名

９月の相談日

税務相談

開催日 開催場所 顧問名

1日（木）
柏 支 店 春　日
西船支店 青　木

6日（火） 東部支店 松　丸
8日（木） うめさと支店 深　水
13日（火） 行田支店 深　代
14日（水） 柏 支 店 春　日

22日（木）
川間支店 深　水
行田支店 青　木

27日（火） 西船支店 深　代
28日（水） 東部支店 松　丸

法律相談
12日（月） 柏 支 店 小　倉
15日（木） 西船支店 草　薙
28日（水） 川間支店 高　山

労務・年金相談 28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。

大地の声７月号行事予定に関するお詫びと訂正
７月号の行事予定で一部誤りがございました。お詫びして訂正いたします。

（誤）　13 日　理事会、監事会　　（正）　11 日　理事会、監事会

日曜・祭日のほか

８月 24（水）・８月 31 日（水）・９月７日（水）

JAちば東葛 広報誌８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・８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

柏支店の職員が育てるブルーベリー


