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年を振り返って～

年

のメリハリをつけ、充実した

年を
れてきた技術を活用しながら、より良
い品質のお米を安定して出荷出来るよ
うにしたいです。
また、国営事業による基盤整備が
進み大型水田になり、管理作業が行

て農業をしていた時と、新規就農して

りましたか？と尋ねると「手伝いとし

き、吸収したものを共有して交流を深

姿を見て、先輩方の知恵や経験を聞

「昨年、兄（勇作）が部長を務める

術それぞれの良さを取り入れていき

ています。今までの技術と新しい技

を柔軟に取り入れていきたいと考え

るために、ＩＣＴなどの新しい技術

い易くなりますが、より効率を上げ

からでは仕事に対する気持ちが変わり
めると共に、協力し合い東川町農業を

後の想いをお聞きしました。

ました。新規就農をしてからは、農業
たいです」と話してくれました。

積極的に取り組んでいきたいと思いま

へひとこと

より良くしていきたいと思いました。

また、農業を始める前は一般企業に
す。若い世代がより東川町を盛り上げ

私も自分のできる役割や青年部活動に

勤め土日、連休と決まった休暇があり
ていけるよう頑張っていきたいです」

業を行うようになりました。

ましたが、農業は夏に仕事が集中し決
■今後の目標

「今後は、水稲生産における品質向

まった休みが無く大変でした。
ですが、長期休暇となる冬の農閑

いつも農業の仕事を支えて頂き
ありがとうございます。
若い農協職員にも農業を支えて
いることを自覚してもらい、自信
を持って仕事をして欲しいです。

営に携わる。

これからも一緒に頑張って行き
ましょう！

なる昨年、新規就農をして本格的に農業経

上と作業効率向上の両立を図っていき

へ戻り3年間実家の農家を手伝い、4年目と

期には、趣味のウインタースポーツ

自動車関係の仕事に就職。その後、東川町

たいです。知識を深め今まで引き継が

川中学校卒業。旭川工業高等学校卒業後、

～新規就農

年間手伝い、

今後の東川町農業への想い
家業の農家を

ひがしかわ青年部員としての今

■青年部員として

くださいました。

過ごすことが出来ました」と話して

1

を行う自覚と責任を、より強く持ち作

新規就農する前と後で何か変化はあ

■新規就農をして

竜矢さんにお話を伺いました。

目となる昨年に新規就農をした津谷
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を満喫することができ、仕事と趣味

1993年東川町出身、東川第3小学校、東

たつや 氏

つや

家族構成（敬称略）
津 谷 俊 弘（父）
千代子（母）
勇 作（兄）
竜 矢（本人）
咲 絵（妹）
主な生産物
水稲……………… 37ha

人物プロフィール

～明日への挑戦～

33区
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「東川米 High quality 生産運動」
実践に向けて

6

来年の苗床準備をしましょう
春先のpH矯正では限界がありますので、土壌診断を実施し、pH適正値に矯正しておきましょ

1

2

4

5

う。また、えん麦等のすき込みを行い、来年に向けて土づくりに努めましょう。特に、本年リン酸

3

値の値が高い分析結果になった土壌については必ず秋に土壌診断を実施し、対策してください。

移植後の管理は基本技術の徹底と病害虫対策が重要となります。生育に合わせた水管理や幼穂
形成期の確認が大切です。また、来年に向けて空いたハウスについては苗床準備を行いましょう。

6

幼穂形成期の確認を行いましょう

1

（1）確認の前に

幼穂形成期の確認の前に平年の幼穂形成期の時期を確認しましょう。

4

表３ 品種別幼穂形成期及び出穂期（平年値※令和元年データ）
品種

幼穂形成期

出穂期

ゆめぴりか

６月２６日

７月２５日

ななつぼし

６月２７日

７月２４日

（2）幼穂の確認

幼穂形成期を確認しましょう。
（主茎の平均幼穂長が２㎜の状態のとき）
幼穂形成期の確認から前歴期間・冷害危険期を判断します。平均的な生育の株の主茎（親
穂）を３～５本程度抜き取り、カッターナイフ等で縦切りにして幼穂長を測ります。幼穂長が平
均２㎜に達した日が幼穂形成期です。

1

※確認の際は怪我の無いよう注意しましょう

4

水
深
測定板
後

冷
危

20

険

15

15

期

期

10

10

5

5

分げつ抑制

前 歴 期 間

幼穂

20

前

水深

2
5

20㎝

10

幼穂形成期
を確認
6月下旬～7月上旬

幼穂形成期後の10日間は
花粉の基が増える時期。
温度が高いほど増加する。

前 歴 期 間

冷害危険期の水深
10㎝→18～20㎝

分げつ
促 進

2020/6
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土壌還元（ワキ）の対策を行いましょう
稲わらすき込み田では、水温・地温が20℃を超えると還元が現れるので、田面水の入れ替え

6

を行いましょう。土壌還元の激しい水田では、晴天日を選び、中干しと併せて溝切を行いましょ

う。中干しをする場合は、田面に大きな亀裂を生じさせないように注意してください。土壌還元
対策は幼穂形成期までに終わらせましょう。
症状

生育への影響

対策

水田に足を踏み入れても気泡の発生がない・わ
ずかにある

なし

必要なし

晴天時自然に気泡が発生し、音が聞こえる

冷 害 危 険 期 間

水温上昇（２１℃以上）により花粉数が増加し、稔実歩合が高まります。この期間の最大水
深は１０cmを限度とし、日中は止め水にしましょう。また、茎数が少ない場合は、幼穂形成期
から５日間は５cmの水深にして分げつを促進しましょう。
（冷害危険期の水管理は７月号へ続
きます）
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水田は、水温の上昇に伴って地温も上がります。日中は止め水をして水温上昇を図りましょ
う。また、入水は早朝もしくは夜間に実施し、不要な掛け流しはしないようにしましょう。

水田に足を踏み込むと盛んに気泡が発生する

その後の7～10日間は
花粉が生長する時期。
低温だと花粉にならない。

（3）適切な水管理
前歴期間の水管理はしっかり行いましょう。
（幼穂形成期から約１０日間）

5

5

（１）日中は止め水で水温上昇

水田に足を踏み込むと気泡の発生が多い

6
4

前歴期間の水深
5㎝→10㎝

早期茎数確保のため、水深測定板等を使用し、１日１回こまめな水管理を実施しましょう。

15

5

幼穂形成期
平均長2mm

3

表１ 土壌の「ワキ」の症状と対策

期

害

幼穂長 ２㎜

2

早期茎数確保の水管理を行い、収量増加（10a当り５㎏UP）を目指しましょう

（２）分げつを促進する水深
晴天が続く時は、平均水深２～３㎝の浅水管理を行い、水温を高めましょう。
天気予報により低温が予想される場合（最高気温１５℃以下）は、５～７㎝の水深
にしましょう。

※上川農業改良普及センター営農技術情報より抜粋

水深

クオリティ

1
4

2
5

3
6

根の活力低下
根張り不良
根の伸長阻害
地上部の黄化

水の入れ替え
暗渠水こうの開放
一時落水
暗渠水こうの開放
3 ～ 5 日軽い亀裂が入る中干し

いもち病対策を行いましょう
いもち病の発生が心配される圃場では水面施用剤で早めの防除を実施してください。
表2 主な水面施用剤
薬剤名

使用量（10a 当り）

オリブライト１キロ粒剤

１㎏

使用時期

備考

両剤は予防として使用してくだ
出穂 10 日前収穫 45 日前 さい。詳細は GAP シートの
確認をお願いいたします。
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「ひがしかわサラダ生産性向上運動」
実践に向けて

⑤スイートコーン

（1）茎葉の生育は、幼穂形成期（葉数５～８枚頃）に急速に伸び、
その時期を目安に、追肥を行って下さい。
１回目⇒本葉４～７葉目
２回目⇒本葉８～雄穂出始めの頃を目安に行い、株元ではなく、
根の先端部分が多いうね間に施す。絹糸抽出後の追肥は効果が低いので注意してください。
栽培講習会でも説明した通り、圃場が乾燥していると肥料が吸収されにくいので、土壌水分がある
状態で施用してください。

⑥ブロッコリー

（1）定植は、本葉3.0～3.5枚程度の苗を根鉢が十分形成されたときに定植します。
（2）セル苗は老化しやすいので、定植時期を逃さないように注意してください。
（3）高温乾燥条件下では、生育抑制、遅延を招くので、かん水や散水できるところでは積極的に
行います。夕方か朝の温度の低い時が効果は高い。

６月は晴天時の急激な気温上昇や夜間及び早朝の低温にも注意した温度管理、水管理を行ない
ましょう。また、近年は短時間に集中的に降水することがあります。露地野菜を栽培する圃場は、透
排水性の改善に努め、高畝栽培等の湿害対策を行うよう心掛けてください。
今後、害虫の発生が増加するので、ハウスや圃場周辺の雑草対策を行い、耕種的防除に努めましょう。

1
4

2

3

品目別の温度・水管理に注意してください
表１ 品目別温度管理

5

日中
夜間
備考

6

トマト
ピーマン
２０～２５℃
２３～３０℃
１２～１５℃
１５～１８℃
３０℃以上にしない

軟白長葱
１５～２２℃
１０℃
２５℃以上にしない

表２ 品目別潅水量（１日当たり/１株）

高温乾燥による植え痛み

スプリンクラーによる散水

通常
最高気温３０℃以上

トマト
１. ０～１．５㍑
１．５～２. ０㍑

ピーマン
２. ０～３. ０㍑
３．０～４．０㍑

①トマト

1

2

4

3

今後発生する害虫に注意してください(アブラナ科野菜)

5

（1）第４～５段花房着果率向上のために、1～２花房当たり３～４果程度となるよう摘
果を行ないましょう。
（2）３段目開花後から樹勢を確認し、開花ごとに追肥を行ないましょう。

②ピーマン

6

（1）Ｌ・Ｍ中心の収穫とし、着果負担を軽減させ樹勢の維持を図りましょう。
（2）内側の混みあった枝を整理し、今後伸ばしていく主枝を決め、誘引を行ないましょう。

③軟白長葱

（1）収量を確保するために長さよりも太さを重視した栽培管理を実施しましょう。
（2）水分の要求量は多いが土を握ると手が僅かに濡れる程度の土壌水分にし、多灌水にならない
ようにしましょう。
（3）フィルム処理は適期に行ない、倒伏や病害虫の発生に注意しましょう。

コナガ成虫

モンシロチョウ

コナガ幼虫

アオムシ

④ほうれん草

（1）この時期に播種する[初夏まき作型]は長日により抽苔
が発生しやすいので、栽培には注意してください。

※播種後１５～３０日で花芽が形成され、その後の花芽の発育（抽
苔・開花）には長日の影響を受けます。日長が１３時間以上で抽苔は
進み、高温、乾燥、過湿などで助長されます。
栽植密度：密植にすると抽苔しやすくなります。

7
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◎安定性が確認されない場合の対応
幅
1.7 ｍ以上

超える場合に必要な対応
・農作業機の両端に反射器（前面白色、後面赤色）、機体左側にサイドミラーを設置。
・農作業機の両端に反射器（前面白色、後面赤色）、機体左側にサイドミラーを設置。
・運転者席にも幅を表示する。
・道路管理者（国道：地方整備局、都道府県道：各都道府県、市町村道：各市町村）
2.5 ｍ以上
から特殊車両通行許可を得る必要がある。
（農道は許可を得る必要はありません）
・幅を他の交通に示すための表示「全幅〇 . ○○メートル」を後面の見やすい位置に表示する。
・最外側が分かるよう、前面及び後面に外側表示板、反射器、灯火器を設置する必要がある。

4.免許の確認（無免許運転だと普通免許などの全ての免許が取り消しに!）
小型特殊免許・普通免許

農耕トラクタ単体又は、農耕トラクタに農作業機を装置した状態
で寸法が、長さ 4.7 ｍ以下、幅 1.7 ｍ以下、高さ 2.0 ｍ以下、最
高速度が 15km/ ｈ以下の条件を全て満たす、いわゆる特定小型
特殊自動車。

大型特殊免許
小型特殊免許・普通免許で運転できる寸法を超える場合。
（農耕作業用自動車限定の大型特殊免許でも可）
けん引き免許
車両総量重量が 750㎏を超えるトレーラをけん引きする場合。
（農耕作業用自動車限定のけん引き免許でも可）

恵みの田園づくり支援事業からの助成ができました！
大型特殊免許、けん引免許取得に対する助成を行います。
対象者
助成金額

担い手農業者
免許取得にかかった金額150,000円を上限に30%を助成

詳しくは営農指導課まで（82-2124）
免許種類

所持免許

大型特殊

普通免許あり

けん引

普通免許・準中型・中型・大型あり

技能教習時間

授業料

6

129,800 円

12

166,100 円

※上記金額は北海道クミアイ自動車学校ホームページより

点検、整備の励行し、交通ルールと運転マナーを遵守しよう！
労災保険と傷害共済、自動車共済等の任意保険へ加入しよう！
労災保険のご相談は……庶務課（82-2121）
各種共済のご相談は……共済課（82-5011）
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トラクタの公道走行について詳しくは
一般社団法人

日本農業機械工業会

農作業機付き農耕トラクタの公道走行について
農耕トラクタの使用者が公示された基準緩和認定の条件や制限事項（灯火器類の確認、安全
性の確認、車両幅の確認、免許の確認）を遵守することにより、公道走行が可能です。
違反が無いよう、下記のチェック項目すべてを必ず確認してください。

1.灯火器類の確認

農作業機を着けた状態で、灯火器類（下記イラスト）が他の交通から確認できることが必要。

!!

※見えない場合は、別途、取り付ける必要があります。
※灯火器類が確認できる場合でも、取付位置が最外側（農作業機の端）40㎝を超える場合は、農作業機の両端に反射器
（前面白色、後面赤色）を設置する。
※保安上の制限を受けている自動車であることを示す標識を後面の見やすい位置に表示する。

制限を受けた自動車の標識
道路運送車両法施行規則第五十四条
第十九号様式（制限を受けた自動車の標識）
※形状は倒立正三角形とすること
※寸法、色を反映させること

赤色0.5㎝
白色1.5㎝
赤色0.5㎝

15
㎝

農耕トラクタ単体で、長さ4.7ｍ以下、幅1.7ｍ以下、高さ2.0ｍ以下、かつ、最高速度15km/ｈ
以下の場合、農作業機を装着した状態で、幅が1.7ｍを超えていないか。

違反・無免許絶対ダメ

3.車両幅の確認

表 示 板・別 途 取
付用の 灯火 類は
資材課・スタンド
で購入できます。

2.安定性の確認

農作業機を装着した際、最大安定傾斜角度が
30度以上又は、35度以上で、通常の速度で道
路走行可能。
◎安定性が確認されない場合の対応
・15km/ｈ以下で走行
・「運行速度15キロメートル毎時以下」の標示を
後面の見やすい位置に表示
・運転者席にも制限速度を表示

大雪清流てっぺんだより
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話題満載 ! 今月の

【今年も消費者が求めるお米を！令和２年産『東川米』の種まき】

連日、新型コロナウイルスの話題が報じられる中ですが、

『彗星』の播種作業（牧清隆さん宅）

【『東川米』田植え最盛期！】

４月上旬から下旬にかけ町内

本町は例年通り順調に営農が進んでいます。今年の
『東川

各生産者のほ場で、播種作業が

米』
の田植えは５月１０日からスタートし、
その後、町内で順次

行われました。

田植えが始まり２０日にはピークを迎えました。豊穣の秋を

今年の水稲作付面積は東川町

迎える頃には新型コロナウィルスが終息し、
明るい気持ちで

全体で約2,176haを予定してい

『東川米』
を味わっていただきたいと生産者の願いが込め

ます。

られています。

このうち令和２年度より本格的
に作付けが始まる酒米の
「彗星」
と
「きたしずく」は約５haの予定をし
ており、冬には酒造施設で日本酒
が完成します。
4月は天 候 不 順が続きました
が、生産者の皆さまの細やかな技
術で苗は順調に育ちました。

田植機 2 台で作業（( 有 ) 板谷農場）

【第42回

良食味米生産へ（尾上康紀さん）

北海道神宮神饌田御田植祭】

次々と育苗ハウスに並べられます

【令和元年度「北海道信用事業優績ＪＡ」で表彰】

5月13日
（水）本年で42回目を

ＪＡ北海道信連が実施している令和元年度
「北海道信用事業優績ＪＡ表彰選定基準」
における重点推進項

向かえた北海道神宮神饌田御田

目において総合的に優秀な成果を収めてとして、
４月２１日にＪＡ北海道信連から樽井代表理事組合長へ
「総

植祭が北海道神宮の神饌田であ

合表彰」
の表彰状が授与されました。

る三田和幸さんの水田で斎行され

この度の表彰につきましては、
組合員や地域の皆様のご愛顧とご支援によるものと心より感謝申し上げます。

ました。

また、今回の新型コロナウイルス感染症対策緊急事業で、東川町の
「1日でも早く特別定額給付金を届け

この日は雨が降るあいにくの天
気ではありましたが、
田植えの儀の
際には雨が上がり、早乙女と介助

たい」
という思いと、
「 農業者・地域住民
丁寧な作業で良食味米生産へ（尾上康紀さん）
雨が上がった中での田植えの儀
神宮 吉田宮司により祝詞が奉じられる

と発展する」
ＪＡバンクの基本理念が合致
した、希望者に給付金を返済財源とした

役が水田に入り、今年の豊作を願

一人当たり10万円を無利子で融資する

い田植え歌に合わせて早苗を植え

東川町と一体となった事業を北央信組と

ました。

取り組み、町民の方々に全国で最も早く

秋にはこの水田で「抜穂祭」が

支給にこぎつけた市町村の一つのなるこ

斎行され、収穫されたお米は北海

とができました。

道神宮新嘗祭で北海道神宮の祭
壇に奉納されます。
また、御田植祭斉行後、北海道

今後も地域の皆様に対して、
ご満足い
感謝状を受け取る宮崎前参事（右）

介助役に手渡される「ゆめぴりか」の早苗

神宮 吉田宮司より、
宮崎俊章前参事に長年の功労を讃え、
感謝状と記念品が授与されました。

ただける様々な商品やサービスを提供し
て参りますので、
引き続き、
ＪＡひがしかわ
（JAバンク）
をご利用頂きますようお願い
申し上げます。
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ＪＡ北海道信連旭川支所 南出
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話題満載 ! 今月の

JAグループ通信

【生産者の愛情がこもった『ひがしかわサラダ』を食卓へ！】
6月に入り出荷品種も増え、
『ひがしかわサラダ』
が旬を迎えています。野菜生産者が忙しい日々を送ってい
ます。美味しく健康にも良いひがしかわサラダは
『野菜嫌いの子も食べられた！』
と人気です。
どの野菜も一つ

ＪＡ北海道中央会

ずつ丁寧に育てられ、生産者の愛情がたっぷり注ぎ込まれています。生産者の皆さんは
「新型コロナウイルス

新型コロナウイルス感染防止のためテレビ会議システムを活用した中で、5月13日に北海道農協酪農畜産対策本部委員会

と生乳受託販売委員会の合同会議を開催し、新型コロナウイルス感染拡大に関する対応、及び令和3年度酪農畜産政策・価
格対策に向けた対策等について協議しました。

の影響で自粛されていた学校給食が再開されたら、子供たちに美味しい野菜をたくさん食べてもらいたい」
と
話していました。

新型コロナウイルスによる牛乳・乳製品の需要低下に対しては、乳業者等と連携を図り生乳処理の最大化を図るとともに、
国の緊急対策を活用した消費拡大・需給調整対策を実施することとしました。
また、今後農林水産省に対し酪農畜産分野の懸念事項を踏まえ必要な対策を継続して
要請することとしました。
令和3年度に向けた酪農畜産政策・価格対策については、組織討議の内容を踏まえ、7
月上旬に開催する道酪畜対で、概算要求に向けた政策提案の内容を決定いたします。な
お、新型コロナウイルスによる国内経済への影響が長期化した場合、さらなる牛乳・乳製
品の需要低下が懸念されることから、酪農生産基盤を棄損させないよう国の緊急対策も
踏まえ、万全な需給安定の仕組みの構築を強く要請することを確認しました。

ＪＡ北海道信連

ＪＡ共済連北海道

２００８年度から全国の子どもたちに向けて食農教育等の取

ＪＡ共済では「家族みんなで健やかに、安全に。
『おうち時間を

組みを実践する「ＪＡバンク食農教育応援事業」を展開していま

充実させよう！』」をテーマに、ＪＡ共済のホームページに様々な

す。本事業の一環として、子どもたちが食・環境と農業への理解を

お役立ちコンテンツをご用意しております。コンテンツは、〇お

深めるきっかけとなることを願い、小

うちでできる健康増進活動

学５年生を中心とする高学年向けの補

ぼう

助教材「農業とわたしたちのくらし」

護ほっとラインをご紹介しております。

を作製しています。道内においては、

外出自粛中にご自宅で「健康で安心して過ごし

本年度、約５万部の冊子とＤＶＤを全

ていただく」、
「子どもたちが楽しく交通ルール

道の小学校へ贈呈いたしました。

を学べる」取組みとしてぜひご活用ください。

一株ずつ丁寧に玉レタスの苗の補植（片山農園）

新鮮なほうれん草を早朝から収穫中。
（得永昇司さん）

〇おうちでじっくり、交通安全を学

〇おうちの防犯、コロナ詐欺が増えています

〇健康・介

【ＪＡ製造の消毒液『次亜塩素酸水』を全町へ無料配布】
新型コロナウイルス感染予防の一環として、
ＪＡひがしかわでは、食品添加物として指定されており、安全
性、除菌効果が高い消毒液（次亜塩素酸水）
を製造しました。
5月18日
（月）
には、町民への無料配布に先立ち贈呈式が催され、JAひがしかわ 樽井組合長より東川町

ホクレン
ミルクランド北海道（事務局・ホクレン）は、新型コロナウイルス
の感染拡大が深刻化した４月下旬から５月にかけて、医療スタッ
フへの感謝と、子どもたちの健康増進を願う気持ちを込めて、道
内医療機関や札幌市内の保育園、幼稚園などに200mlパック換
算で計16万本相当の牛乳を無償で提供しました。またホクレン
は、厳しい社会状況の中でも、ひたむきに農作業を続ける道内生
産者の姿を伝えようと、ホクレ
ンアンバサダーの森崎博之さん

ＪＡ北海道厚生連

組合員ならびに地域住民の皆様の生命と健康を守るため、本

松岡町長へ次亜塩素酸消毒液が贈呈されました。町民には、5月18日から29日にかけ無料配布が行われま
した。

会事業の積極的な啓蒙推進を図ることを目的として、広報誌「す
まいる」を発行しております。年3回発行しており、様々な医療・
健康情報を発信しております。
ホームページにも
バックナンバーを掲
載しておりますので、
是非ご一読ください。
「役場で受け取りました」
（西田信一さんご夫婦）

を起用したテレビCM＝写真＝
を制作、道内民放各局で放映し
ました。

ＪＡグループ北海道の連合会・中央会の活動内容を紹
介します。各団体の詳しい取り組み内容はＷＥＢサイトを
ご覧ください
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2020
1月

スタンド通常営業

6 月の予定
平日土曜
日曜祝日

■理事会の動き

午前7:30～午後7:00
午前8:30～午後5:00

2火
3水
4木
5金

5の付く日（スタンド店頭ガソリン・軽油5円引き）

6土

資材課営業（8:30～正午）

7日

資材課営業（8:30～正午）

8月
9火
10 水
11 木
12 金
13 土

資材課営業（8:30～正午）

14 日

資材課営業（8:30～正午）

15 月

5の付く日（スタンド店頭ガソリン・軽油5円引き）

｢第5回 理事会｣

日

時

令和 2 年 4 月 10 日（金）

【議決事項】
議案１号

部門委員会委員の選任について

議案２号

理事の公式席順の決定について

議案３号

関係団体に係る農協推薦外部委員の推薦について

議案４号

役員報酬個別支給額の決定について

議案５号

退任役員に対する役員退職慰労金の支給について

議案６号

行政庁提出用業務報告書の承認について

議案７号

令和２年度 貸出利率最高限度の設定について

議案８号

令和２年度 信用供与最高限度額の設定について

議案９号

インターネットバンキングの手数料無料化について

議案10号

令和２年度 販売手数料の設定について

議案11号

令和２年度 経済再建指導農家について

議案12号

令和２年産 米穀等収穫前出荷契約の取進めについて

議案13号

TAC巡回による組合員からの意見回答（案）について

議案14号

理事の利益相反取引について

議案15号

労働組合からの春季要求について

議案16号

令和３年度 職員採用について

営農指導課 中島悠治係長が農協営農指導員の資格を取得しました

16 火
17 水

農協職員で組合員のために農業経営及び生産技

18 木

術向上に関する指導を専門に行う営農指導員の資

19 金
20 土

資材課営業（8:30～正午）

21 日

資材課営業（8:30～正午）

格を営農指導課係長 中島 悠治が取得しました。職
員の資格試験の中でも難関といわれる資格です。
「資格を活かして組合員の皆様のお役に立ちた

22 月

い」と、ご相談をお待ちしています。

23 火
24 水
25 木

5の付く日（スタンド店頭ガソリン・軽油5円引き）

26 金

業用廃プラスチック処理・廃タイヤ受け入れのご案内
6月25日（木）、26日（金）の二日間、㈱東川振興公社駐車場（西
5号北44番地）で行います。
今年は廃タイヤも受け入れします。詳しくは6月の新聞折り込み

27 土

資材課営業（8:30～正午）

28 日

資材課営業（8:30～正午）

29 月

棚卸しのため資材課正午より30日午後3時まで
休業

チラシでお知らせいたします。

30 火

スタンド棚卸しのため午後5時で終了

お問い合わせは
82-2124（営農指導課）・82-2454（ＪＡスタンド）へ

2020
1水

7 月の予定

スタンド通常営業

平日土曜
日曜祝日

午前7:30～午後7:00
午前8:30～午後5:00

●葬儀・法要のご用命は・・・24 時間フリーダイヤ

2木

JA事業推進係

3金

組合員の推移（令和2年3月末現在）

4土

資材課営業（8:30～正午）

5日

5の付く日（スタンド店頭ガソリン・軽油5円引き）

（前月比＋ 1 名）

7火
〒071-1495

正組合員戸数

464 戸

6月

北海道上川郡東川町西町1丁目5番1号

0120 － 82 － 2125 へ

TEL0166-82-2121

正組合員数

准組合員数

526 名

（前月比＋ 1 名）

発行所/東川町農業協同組合

責任者/樽井

功

1,098 名

（前月比＋ 5 名）

編集者/営農販売部 営農指導課
大雪清流てっぺんだより
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