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特 集

営農渉外担当者が
自信を持っておススメします!! … P2・３

※対象は個人の方に限ります。
（丹波市在住の方に限ります）
※定期貯金の満期金の再お預け入れは対象外となります。
※お利息に20.315%（国税15.315%・地方税5%）
の分離課税がかかります。
※金融情勢の変動により、募集期間中であっても金利の見直しを行う場合も
ございます。

※初回満期後の金利は、
お預け入れ期間とお預け入れ金額に応じた店頭表示
金利となります。
※満期日までに中途解約された場合、中途解約利率が適用されます。
※募集総額20億円になり次第、終了させていただきます。

くわしくは最寄りの支店・店窓口、もしくは渉外担当者におたずねください。

今年度は担当者一人ひとりが「おすすめ

組合員・利用者の皆さまのために

の商品」を決めて積極的に情報を集め研究
しています。月に一度担当者6名が集まり、
意見交換や情報共有し、
営農知識や指導技術の向

自信を持っておススメします !!

上につとめ、更なるレベル
アップを目指しています！

情報収集・商品研究

情報共有

市島区域担当
うえみひろまさ

上見浩正の
おススメ

水稲肥料農薬

今回おすすめしますスタークル
粒剤とダントツ粒剤は、浸透移行性
に優れカメムシに対する高い殺虫
効果と吸汁阻害効果があります。
また、キュウリやトマトなどの
野菜への登録も多く、幅広い殺虫
作用を有する農薬となっておりま
す。

知識・技術の向上

組合員・利用者の
皆さまへ情報提供！

氷上区域担当

柏原区域担当

まえかわかずま

あだちやすひこ

前川和馬の
おススメ

電気柵

電気柵は農地に侵入しようとす
る鹿や猪等に電気ショックを与
え、農作物を獣害から守ります。
乾電池式やソーラーバッテリー
式、また家庭菜園用から集落単位
のような大規模なものまで、様々
な種類を取り揃えております。

私たち営農渉外担当者は、組合員・利用者の皆さまの視点に立った情報提
供や営農相談により、さらなる営農活動の向上に向けて取り組んでいます。
今年度も管内で6名の営農渉外担当者が各戸を訪問し、営農情報の提供や
商品提案、各種の相談業務を行っています。
今回は、各担当者が年間を通して研究し、自信を持っておすすめする商品を
ご紹介します。

黒大豆や小豆の乾燥、トマトや軟弱
野菜の栽培に欠かせないのがパイプハ
ウスです。さらに水稲の育苗にも大活
躍です。作物や用途によって材料の規
格などが変わりますので、設置をお考
えの方はぜひ一度ご相談ください。
また、ＪＡ丹波ひかみではパイプハ
ウス設置助成も行っておりますので、
ぜひご活用ください。

山南区域担当

てらだよしひこ

寺田義彦

New フェイス
よろしくお願いします！

足立恭彦の
おススメ

ハウス

山南営農経済センター
℡0795-77-0024

青垣区域担当
たにもとやすたか

谷本康公のおススメ

組合員・利用者の皆さまの視点に
立った提案ができるよう、心掛けてい
ます。お気軽にお声掛けください！

青垣営農経済センター ℡0795-87-0010

防草シート

防草シートは、さまざまな種類があり
ます。
雑草を絶やす防草シートや、根を絶や
さず、のり面を守りながら草をおさえる
防草シートもあります。防草シートは環
境や用途に応じて種類が異なりますの
で、まずはご相談ください。

組合員・利用者の皆さまへ
雑草が繁殖する時期になりま
した。チップソーでその都度、刈
り取る方法もございますが、防
草シートを活用して草刈りの回
数を減らしてみては、いかがで
しょうか。

New フェイス
よろしくお願いします！

春日区域担当
いけがみたくよし

池上拓芳のおススメ
組合員・利用者の皆さまへ

組合員・利用者の皆さまへ

組合員・利用者の皆さまへ

水稲の出穂期が近づいてまいりま
した。今年も斑点米カメムシ対策と
して出穂２週間前までの畔草刈りと
農薬防除をお願いします。

大切な農作物を獣害から守る商品で
す。電気柵のお見積もりや施 行の仕
方、またメンテナンスの方法までお気
軽にお問い合わせください。

営農経済センターではパイプハウスの
無料見積もりを実施しております。現地訪
問をさせていただき、ほ場や目的に合っ
たハウスの見積もりをさせていただきま
すので、
ぜひお気軽にご相談ください。

市島営農経済センター
℡0795-85-0020

氷上営農経済センター
℡0795-82-8820

柏原営農経済センター
℡0795-72-0131

３

牡牛座
全体運 心配のし過ぎは禁物です。話してみればあっさり解決することも。状況把握をきちんとするのが開運のポイント
4/20～5/20 健康運 休憩を小まめに取って。気分転換が大切
幸運を呼ぶ食べ物 スモモ

小豆・大豆肥料農薬

今回おすすめするのはフェニックス顆粒、ア
ディオン乳剤です。フェニックス顆粒は幅広い
種類のチョウ目幼虫に優れ、速やかに害虫の摂
食行動を阻害します。アディオン乳剤は広範囲
の害虫に対して殺虫効果があります。また、どち
らも効果持続性に優れ、キュウリやトマトなどの
野菜への登録も多い農薬となっております。

組合員・利用者の皆さまの話をよく聞
き、ニーズに合った商品をおすすめできる
よう、心掛けています。お気軽にご相談く
ださい！

春日営農経済センター ℡0795-74-3190

組合員・
利用者の皆さまへ
今年も害虫の発生が
予想されます。小豆、大
豆の防除に効果持続性
に優れた農薬をおすす
めします。

牡羊座
全体運 ハプニングもありますが、うれしい心の交流も。すてきな景色を見掛けたら写真を撮って。共有してハッピー
3/21～4/19 健康運 スクワットなど少しきつめの運動にツキ
幸運を呼ぶ食べ物 ズッキーニ

２

山南・青垣・春日の各営農経済センター等で、農業
用廃プラスチック及び不要農薬の回収を行いました。
この活動は野外焼却や不法投棄を防止し、環境保全に
努めるため、年２回の回収を行っています。
今回、当ＪＡ全体で廃プラスチック類29.4トン、不要
農薬1.7トンが集められ、回収された廃棄物はＪＡが廃
棄物処理業者に委託し、適正に処理されました。

6/
17 丹波黒大豆の播種始まる
丹波黒大豆の播種適期は６月15日から20日で、市内
各地で播種作業が行われていました。生産者は、
専用の
機械に丹波黒大豆の種子を入れ、順調に播種作業を進
めていました。
丹波市黒大豆生産組合では今年度、約43ヘクタール
を作付けし、45トンの収穫を目指しています。

６/
９

全体運 情報を小まめにチェックしてラッキーをキャッチ。連絡も自分からしてみましょう。アクティブに動くほど吉

全体運 あなたの笑顔が周りの人をハッピーにします。
「ありがとう」の言葉をたくさん伝えてください。買い物にツキ

健康運 食事は栄養と見た目にもこだわって

健康運 ダンスやボルダリングなど楽しい運動を

幸運を呼ぶ食べ物 桃

幸運を呼ぶ食べ物 アユ

かすみ草・小菊集荷

５月下旬からかすみ草や小菊などの

花きの集荷が行われています。

週に３回ある集荷日に生産者らが箱

小菊の品質を確認する様子

詰めした花を持ち込み、それぞれの種

市島支店周辺の清掃活動を行いま
した。

類や色、等級ごとに分けられ集荷され

5

田村英夫様による絵画作品を展示し
ました。

ています。

山南文化協会の皆さまによる押し絵
作品を展示しました。

山南営農経済センターで集荷されて

山南町坂尻で行われるかすみ草の集荷

いる小菊は、丹波山南町花卉園芸組合

美化活動

の生産者が一つひとつ箱を開け等級や

6/23

品質の確認をされていました。

窓口ロビー展

市島

マスクの梱包作業

6/1〜12

かすみ草は７月初旬頃、小菊は８月

窓口ロビー展

春日

色とりどりのきれいな花

のお盆頃まで集荷が続き、ＪＡを通じ

6/1〜7/10

区域

て市場等へ出荷されます。

した！
みなさまへ、日頃の感謝の気持ちを込めて様々なイベントや活動を実施しま
区域

ニュース

引き続き感染防止対策を

山南

新型コロナウイルス感染防止に役立ててもらおうと、管内全
ての組合員世帯約１万５７００世帯を対象として一世帯に２０
枚、約３１万枚の不織布マスクを配布しました。
配布を前に各支店・店では、衛生面を考え２０枚ごとに包装さ
れたマスクと案内状を、更に袋に梱包する作業を行いました。６
月上旬に、職員が毎月配布している広報誌と一緒に、感染防止
に配慮し各組合員世帯のポストへ投函しました。
今年度は、ＪＡ丹波ひかみが発足して３０周年を迎えることか
ら、組合員の皆さまへの感謝の意味も込め配布しました。

マスクを配布する職員

区域

柏原ライスセンターの
荷受作業の様子

６/
８ 組合員世帯へマスク配布

適期播種を心掛け

専用の機械で行う播種作業

荷おろし作業を行う様子

動
ふれあい活

5.6

小麦の収穫作業

廃棄物の適正処理

6/
20 農業用廃プラスチック及び
不要農薬の回収

順調に収穫作業

46.7

６/
５
小麦収穫・荷受作業

生育調査を行う担当者
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管内各地で、シロガネコムギの収穫
作業が行われました。
氷上町の下新庄営農組合では、約
ヘクタール作付けされており、５日か
ら行われた収穫作業は天候にも恵まれ
順調に進んでいました。
ＪＡの担当者は「全体的に例年より
１週間ほど早い刈取りになっている」
と話し、柏原ライスセンターでは、約
トンの小麦が荷受されました。
収穫した後のほ場には、丹波大納言
小豆や丹波黒大豆
などが作付けされ
る予定です。

平年より生育やや早く

130

90

生育に応じた管理作業を

20

6/
16

水稲の生育調査

水稲の生育調査を各営農経済センターや
全農の担当者など 名で実施しました。
この日の調査は、選定した調査ほ場の
中から連続した 株を調査株とし、１株
ずつ草丈と分げつを数えました。
調査の結果、草丈は平均 ㎝で同時期に
比べ長く（平年値比 ％）、分げつは平均
で 本で同時期より多くありました（平年
値比 ％）。調査したＪＡの担当者は「平
年よりも生育はやや早く進んでいるため、
生育に応じた管理作業を行ってほしい」と
話します。
この生育調査は今後、７月下旬まで数
回予定しており、生育状況を随時確認し
農家への情報発信に役立てます。
111

17.6

4

営 農 掲 示 板
水稲

資材コーナー

カメムシ防除
スタークル 豆つぶ

近年は特に斑点米が目立ち、出穂前の草刈り・
カメムシ防除を徹底する必要があります。

おすすめポイント

① カメムシに効果が高く、長く効く！
② 一人でもまきやすい！
③ 粒だから飛散しにくい！

営農経済部

栽培のポイント

丹波市の特産物である「丹波大納言小豆」の栽培時期が到来！天候に左右されることもありますが、
そのダメージを最小限に抑えるには、生産者の皆さまの管理作業が重要になってきます。
反収 200kg を目標に栽培ごよみに沿って、基本管理作業を早めに進めていきましょう。

使用量

10ａあたり
250ｇ（1 袋）

ポイント1. 排水対策はいつも万全に！ 〜湿害は大敵です。ほ場管理がしやすい体制にしましょう〜
●ほ場の選定と高畝による排水対策

250ｇ入り引取価格
3,960 円（税込）

・畦の草刈りを徹底！カメムシの住み家をなくしましょう。

・雨の間は無理して耕起せず、土を練らないようにしましょう。
・必ず額縁明きょと排水溝を設置して排水口までの導線を確保し、
表面排水の徹底を図りましょう。

周囲溝と排水口
は必ずつなぐ！

出穂２週間前まで

周囲溝
（額縁明きょ）

排水溝

・高畝にして排水しやすいようにしてください。

●カメムシ防除の流れ

4〜5ｍ間隔

・排水不良ほ場では、生育不良、立ち枯れ病の発生を招きます。

出穂

スタークル 豆つぶ

出穂７日後頃

手まき散布ＯＫ！

カメムシ防除の適期！
薬剤散布でしっかり防除！

●必要種子量 １０ａ当たり2Kg
●播種の深さ ほ場 乾いているとき やや深め8cm
湿っているとき 3cm

●２粒播き

その他の薬剤紹介
カメムシ防除の定番

ビームバシボン粉剤 DL

スタークル 粒剤

2,261 円（税込）

3,593 円（税込）

排水口

７月期丹波市和子牛品評会

上田さん・ひょうたん
農場㈱が一等一席に！

播種適期 ７月15日〜７月31日
最適期間 ７月20日〜７月25日

●1粒播き
50cm

散布時期：出穂 5 日前〜
使用量
出穂直前（収穫 14 日前まで）
10ａあたり
3Kg 入り引取価格
4Kg

散布時期：出穂後 7 日頃
使用量
（収穫 7 日前まで）
10ａあたり
3Kg 入り引取価格
3Kg

畜産センターにて、7月期丹波市
和子牛品評会を開催しました。7月
市に出品される雌牛19頭、去勢牛
16頭について、特徴検査および品評
会が行われ、審査の結果、上田真吾
さん出品のはまひさ号（雌牛の部）
と、ひょうたん農場株式会社出品の
秋悠号（去勢牛の部）が一等一席に
選ばれました。

９月以降に根腐れにより早期の株衰弱が起きることもあります。

ポイント2. 適期播種 〜計画的なほ場準備で、適期を逃さず播種しましょう〜

カメムシ退治！

7

丹波大納言小豆

40cm

20cm

50cm

120〜140cm

120〜140cm

向こう３ヵ月の天候の見通し（近畿地方）

大阪管区気象台
令和 2 年６月 24 日発表

7月

期間の前半は、平年と同様に曇りや雨の日が多い見込みで、
期間の後半は、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。

8月

高気圧に覆われやすいため、平年に比べ晴れの日が多い見込みです。

9月

天気は数日の周期で変わる見込みです。

適期播種に向けて、
早め早めの対応と改めて
基本管理の励行が必要です！

山の芋・黒大豆・大納言小豆の
単収達成奨励を受付中です！
単収達成奨励
雌牛の部、一等一席に選ばれた
上田真吾さん

【雌牛の部 】
【去勢牛の部 】

一等一席
一等二席
一等一席
一等二席

去勢牛の部、一等一席に選ばれた
ひょうたん農場㈱

は ま ひ
ひ さ
秋
市 春

さ号
こ号
悠号
波号

上田 真吾さん
（柏原町）
元田 松雄さん
（氷上町）
ひょうたん農場㈱
（市島町）
ひょうたん農場㈱
（市島町）

乙女座
全体運 ＵＶカットの帽子や保冷剤を準備、暑さ対策には万全を期しましょう。栽培や余暇の計画も綿密に立てて◎
8/23 ～ 9/22 健康運 水分補給をしっかりと。休憩も忘れずに
幸運を呼ぶ食べ物 ミョウガ

個々の栽培面積から換算した基準出荷量を達成した生産者に対し、達成奨励金をお支払いします
助成基準

基準出荷量以上の出荷量に対し、一定額を加算

生産者の皆さまには、ご案内を送付させていただいておりますので、ご確認いただき
申請いただきますようお願いします。
受付は、８月末までとなっております。詳しくは最寄りの営農経済センターへお問い合わせください。

獅子座
全体運 上昇運です。体調も上向きで活動量も増加。やりたかったことを始めて。
「楽しい」にたくさん巡り合えるはず
7/23～8/22 健康運 プロの指導にツキ。良い巡り合いあり
幸運を呼ぶ食べ物 ゴーヤー

6

【おいしい時期 ( 旬 )】5 〜 8 月ころ

【主な栄養成分】カリウム、β- カロテンなど

保存方法

長期保存する場合は、スライス
して水分を絞って冷凍保存

※イボのない品種もある

キュウリのチカラ
主成分は水分
95％以上が水分
で、体を冷やす
効果があるとい
われているため、
暑い夏の水分補
給やほてりの抑
制に役立つよ

10 〜 15 度を
保とう
水にも熱にも弱いデリケートな野菜。水気を
しっかり拭き取り、ポリ袋またはラップに包
んで冷蔵庫の野菜室へ。寒い時期は冷暗所で
も OK

まさと

【和名】胡瓜

皮に張りがありイボがと
がっていて果肉の堅いもの

いけの

【原産地】インド北部、ネパールのヒマラヤ山麓

さん

【分類】ウリ科キュウリ属

池野 創人

キュウリのプロフィール

市島町

太さがなるべく
均一のもの

池野さんの夏野菜

多少曲がっていても味
は大きく変わらないよ

ズッキーニやナス、ピーマンやキュウリなど数

見分け方

〜みずみずしさが涼を誘う夏野菜〜

多くの夏野菜を栽培されています。

キュウリ

農薬は使わず全て露地で栽培されており、旬の

旬

とれたて野菜をお客様にお届けされています。

おうち菜園

皮が美しい緑色で持った
ときに重みがあり、みず
みずしいもの

食べ方のコツ
漬物や酢の物にする場合は、調理する前に
薄い塩水に漬けておくと、水分が抜けて味
が染み込みやすくなる
天日で干すと、特有の青
くささや苦味がやわら
ぎ、生とは異なる弾力が
ある食感に。炒め物、あ
えもの、漬物などに活用
できる

雑草などを食べてくれるヤギ２頭も飼育中です

スライスして
日なたで 5 〜 6
時間ほど干す

参考：KAORUのベジタブルライフ イラスト：小林裕美子

業人
旬の野菜をお届け

約６ヘクタールのほ場でお米や年間約
100

種類

の野菜を栽培されています。農業を始めて６年

目で、自慢の野菜を神戸や明石、関東のお客様

に 宅 配 し た り、
ＪＡの 直 売 所 な ど に 出 荷 さ れて

います。おいしい旬の野菜を届けたいと日々の

栽培管理を徹底されています。

ご両親の代から有機栽培をされており、そのほ

場を引き継ぎ、より一層こだわりを持って農業に

取り組まれています。農薬等を使わない分、野菜

に虫が付いていないかなど、毎日畑へ足を運び確

認します。
「栽培には大変なこともありますが、

野菜の味は抜群！」と自信に満ちた表情で話され

ます。

また、お客様から「子どもたちが池野さんの野

菜を喜んで食べます」などの声を聞くと、とても

やりがいを感じると話されます。

地域で農業を守る

9

ポイント

近年、災害や高齢化などで離農する人も多い

永井智一（ながい・ともかず）
茨城県笠間市にある
「キッチン晴人（ハレジン）」のオーナーシェフ

中、農業に少しでも興味を持ってもらいたいと、

（2）別鍋に湯を沸かし、中華麺をゆで、皿に盛り付け、肉みそ、針野菜、トマト、
ゆで卵をのせて出来上がり。

地域の野菜を集め都市部へ出荷販売もされてい

（1）フライパンにサラダ油を熱しひき肉を入れ、塩・こしょうをして炒める。
料理酒、てん麺じゃん、豆ちじゃん、砂糖、しょうゆ、おろしショウガ、
おろしニンニクを入れ、さらに炒める。水、がらスープのもとを入れ、
水溶き片栗粉でとろみをつけ、仕上げにごま油を入れる。

ます。兼業農家の方や若い方などにも野菜を出し

作り方

てもらえるよう声を掛けられています。
「一人で

肉みそ
ひき肉…150g
てん麺じゃん…大さじ 1 と 1/2
豆ちじゃん…小さじ 1
砂糖…小さじ 2
しょうゆ…小さじ 1
おろしニンニク…少々
おろしショウガ… 小さじ 1
塩、こしょう…適宜
料理酒…大さじ 1
水…3/4 カップ
がらスープのもと…小さじ 1
水溶き片栗粉…大さじ 1
サラダ油…大さじ 1
ごま油 …小さじ 1

は無理ですが、地域で農業を守っていきたい」と

意欲的に取り組まれています。

材料（1人分）
中華麺…1 玉
トマト…1/4 個
ゆで卵…1/2 個
針野菜
キュウリ…1 本
ミョウガ…2 個
シュンギク…1/5 わ

こだわり 農

無農薬で育てられる水稲
うき除草」
2 〜 3 日おきに中干し期まで行う「竹ぼ

有機にこだわり

針野菜たっぷり
ジャージャー麺

ゆで上がった麺にがらスープのもと（分量外）を少量
入れ混ぜておくと、おいしさアップ

蠍座
全体運 勢いのある好調運。いろいろなところから声が掛かりそう。経験したことのないものに挑戦した方が楽しめます
10/24 ～ 11/22 健康運 弱い部分はサポーターなどでガードを
幸運を呼ぶ食べ物 葉ショウガ

天秤座
全体運 考え過ぎは失敗のもと。感じるままにシンプルに動いた方が、スムーズに進みます。おしゃれに時間をかけて
9/23 ～ 10/23 健康運 運動前には準備運動をしっかりと
幸運を呼ぶ食べ物 メロン

8

y
p
p
a
H
& Smile
仲良しファミリー
青垣町

今月の表紙

せんすい

たいき

仙水

泰樹さん 佳奈さん
いろは

かな

わだ

りょうたろう

山南町

彩葉ちゃん 椋大郎くん

( 和田

とっても楽しみ♪
現在マイホームを建築中の仙水さんご家族。いよいよ7月
に完成予定で、とても楽しみな様子です。
そんなご家族の長女彩葉ちゃんは、お絵描きや工作が大
好き。新しいお家には工作専用のスペースがあるそうで「家
族みんなで工作したい」と彩葉ちゃんは待ちきれない様子。
また、元気いっぱい遊び盛りの椋大郎くんに、ご両親は「お
姉ちゃんと仲良く、伸び伸び遊んでくれたら」とニッコリ。
みんなが心待ちにするお家で「バーベキューをしたり、家
庭菜園なども楽しみたいですね」と仙水さんご家族の夢は
膨らむばかりです。

和田

さくや

いくと

みこと

朔弥くん 郁人くん 実琴ちゃん
慎史さん・佳子さんの長男・次男・長女 )

カメラに夢中

のを
新しい家に住む 仲良し姉弟
心待ちにする

お父さんお母さ
ん
得意の絵をプレ へ
ゼント！

朔弥くんは、最近キッズカメラに夢中。特に花の写真
をいつも撮っているそうで「きれいに撮りたい！」と様々
な花をいろんな角度で撮っていました。「動物の写真に
も挑戦したい」とやる気満々です。そんなお兄ちゃんが
大好きな郁人くんと実琴ちゃん。お兄ちゃんの後をつい
て自転車や三輪車に乗って遊んだり、近くの川で釣りを
楽しんだり、とても仲の良い三兄妹です。
そんな子どもたちに、ご両親は「大人になっても兄妹
仲良く、自分たちの好きな道をあきらめずに進んでほし
い」と三人の成長を見守られます。

いつも一緒の
仲良し三兄妹！

真剣な表情で る朔弥くん
カメラを構え

おしどり夫婦
あわじ

氷上町

淡路

やすひさ

泰久 さ ん

けいこ

わが家の

恵子 さ ん

アイドル

新しいことに挑 戦
1年前にＩターンされた淡路さんご夫婦。丹波の雰囲気と住ん
でいる人たちの印象が良く、泰久さんのイメージにピッタリだっ
たと話されます。
そんな泰久さんは、昨年から米づくりを始められたそうで「今
まで土も触ったことがなかったが、やりがいもありとても楽し
い！」と笑顔で話されます。恵子さんは野菜づくりに励まれ「虫
対策が大変ですが、美味しい野菜をつくりたい」とニッコリ。
お二人は「これからもいろんな新しいことに挑戦していきた
い」と話され、丹波で暮らされる淡路さんご夫婦の第二の人生は
まだまだ始まったばかりです。

春日町 義積 武さん宅のアイドル
アローカナ
（鶏）
のひよこ
も6羽います！

だい（6）写真左 あか（6）写真右

金魚

いってらっしゃ〜い
僕たちはだいとあか。6年前にこの家に来た時は3ｃｍくら
いだったけど、家族みんなに育てられて今では20ｃｍを超え
近所の方に教わりながらたほ場
田植えを行われ

るくらいに大きくなったよ。
夏野菜が生長中！

そんな僕たちは、毎日玄関でみんなを見送ってるんだ。み
んなが「いってきま〜す！」と声を掛けてくれるから、ついう
れしくなって横泳ぎしちゃうんだよね。

あなたの笑顔を
ぜひ掲載させてください！
11

ハッピースマイル 掲載者随時募集中！！
JA丹波ひかみの広報「丹波ひかみ」
では、
ハッピースマイルへの掲載者を随時募集しております。
掲載ご希望の方は、
ぜひ最寄りの支店・店までご連絡ください。

これからもみんなのことを元気にお見送りするから、いつ

仲良く追いかけっこもするよ！

みんな、気を付けてね
ー！

までもよろしくね！

全体運 オーバーワークの危険があります。1 人で無理をしないで周囲に相談しましょう。好きな曲を聴いてストレス発散

全体運 追い風に恵まれます。ゆっくりスタートして、後半からスピードアップするのが成功のこつ。作業の洗い出しを

健康運 疲労回復効果のあるマッサージが◎

健康運 筋力アップのトレーニングがお勧め

幸運を呼ぶ食べ物 ウナギ

幸運を呼ぶ食べ物 モロヘイヤ

10

クイズ①

まちがいさがし

お た よ り い ら す と

イラスト①②を見比べてみよう。間違っている箇所が５箇所あるよ。
左のイラストの枠内の数字から一緒に探してみよう。
①

②

自粛要請が解除になり、少しづつ外出の回数も増えてきまし
た。まだまだ踏ん張りどころですが、早く終息していろんな
所にいきたいですね。
（春日町
宮下 智子さん）
早くもとの生活が出来るように、感染対策をしっかり行っていきたいですね。

こだわり農業人の記事。900 箱の苗を作り頑張っておられ感心
している私は 25 枚程の苗を買って人に植えてもらいました。
若い人はいいなあ・・・
（青垣町
田中 明生さん）
6月号の蘆田さんですね。米づくりに一生懸命取り組んでおられ、とても楽しんで農
業と向き合っておられましたよ！

1

タテのカギ

セーフではなくて

4

赤い顔をして郵便物をの

み込みます

7

漂白や殺菌に用いる白い粉

タコやイカが吐きます

11 10 9
銃のこと︒モデル ――
土用の丑︵うし︶の日に

よく食べられます

13

冷やし中華に添える黄色

い薬味

水稲が育つ場所

16 15
雨や日光を遮るために差

します

18 17

眼鏡︑ ――
巻き
――
寺社を巡って集めている

高温や多湿といった環境下でのマスク着用は、熱中症のリスクが高くなるおそれが
あるとのこと。マスク着用時は、特に熱中症に注意したいですね！

人もいます

基子さん）

答え

21 20

畳表にも使われる植物

久保

クロスワ〜ド

タテとヨコのカギを全部解いて、二重マスに入る文字を並び替えてできる言
葉は何か考えてみよう。
目からぽろりと落ちるこ

イラスト
（柏原町

クイズ②

とも

コロナと熱中症との戦いです。なんとか切り抜けたいです。
（市島町
近藤 加代子さん）

出題・イラスト：酒井栄子

ヨコのカギ
1

6 月 号 のクイズ の

正 解

と

当 選 者 発 表！

応募総数

2
3
5

281 通、正解率 96.7％

おめでとうございます！
（アウトドアテーブル １０名様）

柏原町
氷上町
氷上町
市島町
市島町

6 月下旬頃から
た！
集荷始まりまし
早生の黒枝豆の

柏原営農経済センター

やまもと

山 本

ゆうじ

優 治

山河
梅津
足立
青木
荻野

美幸さん
由美さん
光夫さん
環さん
敏子さん

１．
ま ちが い さがし
先月号の答え
「1・6・7・9・12」

市島町
春日町
春日町
春日町
春日町

荻野
今泉
本庄
山本
秋山

俊也さん
昌範さん
幸代さん
留美子さん
心咲さん

２．
ク ロ ス ワ 〜ド
先月号の答え
「イチジク」

クイズ③

Ｑ. 今月号の広報誌「丹波ひかみ」７月号は vol.

魚座
全体運 好調運です。グッドアイデアが浮かんできそう。実現に向けて行動を開始して。思い切りの良さが道を開きます
2/19～3/20 健康運 リズムに合わせて体を動かしましょう
幸運を呼ぶ食べ物 ナス

当日消印有効

ハガキにクイズ①②③の答えを右記の要領でご記
入の上、
ご応募ください。
全問正解者の中から抽選で10名の方に記念品を
プレゼントいたします。
おたより・イラスト・俳句などを
添えていただいた方は、
おたよりコーナーで採用させ
ていただきます。

thk.kikaku@jamail.hyogo.jp

答え
発表は8月号

669 -3461
丹波市氷上町市辺

円/Ｌ引き

アウトドアテーブル
13

7 月20 日（月）

E-mail でも応募出来るようになりました !!
右記の要領をご記入の上、下記アドレスまで
ご応募ください !!

3 . プラスワン ク イズ

5

締め切りは

です。

ＪＡ 丹 波 ひ か み
本店企画課

1：てるてる坊主の数が違う 6：口の大きさが違う
7：ようじの長さが違う 9：こぼれた量が違う
12：梅が1個多い

ＪＡ給油所ジョイナスが実施するキャンペーン
令和2年6月12日
（金）
〜21日
（日） ハイオク・レギュラー・軽油

答えは今月の
広報誌の中に
あるよ

プラスワンクイズ

7月号の記念品はコレ！
（１0名様）

先月号の答え

12 「有りの実」と呼ばれることもあ
ります
13 スチールやアルミに分けてリサ
イクル
14 北海道和種という馬の俗称
15 障子やふすまなどのこと
16 エジプトの首都
17 自動車を数えるときに使う言葉
19 義を見てせざるは――無きなり

30周年記念

応募要項

肥料・農薬等の販売管理や、米・青果物の集荷担
当をしています。組合員の皆さまから信頼していただけ
るよう、正確な業務を心掛けています。
趣味は野球観戦で、昨年は甲子園や京セラドームに
行きました。
[ 組合員の皆さまへ ]
柏原町では、小豆・黒大豆・山の芋といった特産物や、
そら
豆や菌床椎茸の栽培に力を入れています。栽培に興味のあ
る方はぜひお声掛けください。

6
8

夏の夜明けにラッパ形の花を咲かせ
ます
元素記号はＵ。『鉄腕アトム』ではア
トムの妹の名前になっています
誕生日が来ると一つ取ります
この全自動洗濯機のコース運転は、
洗い→ ―― →脱水と進みます
起業して巨万の――を得た
カメが日当たりのいい場所に出ています

440

①クイズ①②③の答え
②住所
③氏名（ふりがな）
④年齢
⑤電話番号
⑥面白かった・興味
深かったページ
⑦おたより・ご意見

ご応募に際して取得した個人情報は、プレゼントの
抽選・発送以外の目的には一切使用いたしません

（送信時、件名に「広報誌丹波ひかみクイズ係」とご記入ください）

水瓶座
全体運 きちょうめんなくらいがちょうどいいようです。一つ一つ確認して進めましょう。見晴らし台がラッキースポット
1/20 ～ 2/18 健康運 継続は力なり。いつもの健康法が一番
幸運を呼ぶ食べ物 スズキ

12

からの

2020
vol.356

理事会報告

5 月 29 日開催

●区域別総代協議会資料等についての主
な意見について

●令和元年度末自己資本比率算出結果に
ついて

営農経済部からのお知らせ レジ袋の有料化について

共済部からのお知らせ

7月1日より、全国一律でプラスチック製買物袋（レジ袋）の有料化がスター
トしました。
当ＪＡでも、各営農経済センターととれたて野菜直売所でお買物をいただい
た際のレジ袋を下記の通り有料化させていただいております。
マイバック等をご持参いただき、有料化制度についてご理解・ご協力をお願
いいたします。

●ＪＡにおける持続化給付金の申請支援に
ついて

ＪＡの学資応援隊で効率的にお孫さんの
学費をサポートしませんか？
不担保特則付契約・学資金型（基本型・口座振替扱掛金）なら…
共済掛金払込免除

各営農経済センター
とれたて野菜直売所

実 施 店 舗・・・

●組合員世帯へのマスクの配布について

全期前納掛金

●第30回通常総代会の開催及び議案につ
いて
（案）

年

と

8 21

ところ 山南支店

春日支店

（0795）77-0009
（0795）74-0501

※お一人おひとりの個別相談ですので、相談希望
の方は事前にご希望時間を最寄りの支店・店
へご連絡ください
※相談会当日は、年金手帳、年金証書など資料
となるものをご持参ください

2,821,860円

8 13

営農経済部からのお知らせ

ところ 本店

キャンペーン期間

＊

日

時

この資料は概要を説明したものです。ご検討にあたっては「重要事項説明書（契約概要）」を必ずご覧ください。また、ご契約の際には、
「重要事項説明書（注意喚起情報）」および「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。

22

7月
日（水）
９：３０〜１６：００

営農経済部からのお知らせ

23

日（木・祝）
９：３０〜１２：００
場

所

※ご来場の際は、マスクの着用をお願いいたします。
農機センター

ＪＡ給油所ジョイナスからのご案内

５

ハイオク
レギュラー
軽油

令和２年7月10日（金）～19日（日）

円/Ｌ
引き

ＪＡ会館 こもれび

お待たせしました

ＪＡ丹波ひかみ 本店 駐車場
お問い合わせ

健康状態の告知不要

共済掛金払込免除不担保特則を付加する場合、ご契約者の年齢や健康状態に関わらず
＊共済掛金の払込免除の保障はなくなります。
ご契約いただけるようになりました。

農機センター
夏の農機大展示会

今年も、夏の農機大展示会を行います！
様々な農機具を展示・販売いたします。

（0795）82-0170

※お一人おひとりの個別相談ですので、相談希望
の方は事前にご希望時間を最寄りの支店・店
へご連絡ください

106.3％

300 万円

年齢制限なし

8 月開催

月
日(木)
き 令和２年
午前10時〜午後４時

給付率

＊給付率は、お孫さまの契約日時点の年齢、学資金支払開始年齢など契約内容によって異なります。
＊お父さま・お母さまがご契約者になることも可能です。

相続・遺言無料相談会
と

給付総額

払込共済掛金総額

8 月開催

月
日(金)
き 令和２年
午後１時〜午後４時

＊

18歳から給付金

235,155円/年

相談会のご案内

106.3％

300 万円

給付総額

12歳払込終了（0歳加入）

共済掛金

他 17 件

年金無料相談会

払

給付率

18歳から給付金

2,820,308円

お買物の際には、マイバック等を
ご持参いただきますようお願いいたします！

ついて

（0歳加入）※12歳払込終了契約の場合

払込共済掛金総額

レジ袋代金・・・ 1 枚 5 円（税込）

●令和元年度期末監事監査実施報告書に

おじいちゃん︑
おばあちゃん︒
ありがとう︒

丹波ひかみ

お知らせ

安全講習
会
開催しま
す
10:30 よ
り

お世話になったあの方へ、毎日頑張る私にも…
STAY

℡0795-74-0169

日頃の
ご愛顧に感謝

の受付をスタートしました。

HOME 「おうち時間」 をちょっと贅沢に過ごしましょう

美味しい夏のギフトがそろいました!!

!!

左下の特別割引券を切り取
り、給油時にご利用ください！

6月１日
（月）
より給油スタンプカードへの押印を再開いたしました。
３月１日
（日）〜5月31日
（日）
までのレシートは押印の対象となりますので7月3１日
（金）
までにスタッフへご提示ください。

【お問い合わせ先】 ジョイナス山南 ℡0795-77-1122
ジョイナス氷上
ジョイナス春日

℡0795-82-4635
℡0795-74-0520

の準備お手伝いいたします
どうぞお気軽にお問い合わせください。

JA会館こもれび

丹波市氷上町市辺220-2
編集後記

新型コロナウイルスの影響で、各種イベント等が中止になっており、
取材も例年とは違うところにお伺いすることが多くなっています。これ
からも予防対策をしっかり行い、新しい発見を求めて取材を続けてい
み
きたいです。○

フリーダイヤル

0120-03-5344
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