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～市場の声～

氏

東川米の主要取引先として多くの

作った「東川ななつぼしご飯」〟は美

の販売を行っている
くりん の｣約
コープさっぽろに東川米の現在の販売
■生産者に求めること

できる商品となっております」

味しく手軽で便利な商品として売れ行

の 商品本部 食品部 バイヤー 森 清
状況についてお聞きしました。「東川
コープさっぽろが、東川米生産者へ期

お客様へ「東川米」を届けて頂いて

史 氏に東川米の販売状況や、コープ
米は、令和元年度ゆめぴりかコンテス

もらい食べてもらいたいという気持ち

「東川米」をより多くの方に認知して

いお米を生産し自信を持つことで、

に携わる生産者の熱意です。品質の高

印象的だったのが、綺麗な水と、農業

ころ、「以前、東川町に訪問した際、

東川町の印象についてお伺いしたと

ことが高い評価の要因となっていま

ているから〝いつ食べても美味しい〟

理由としては、玄米品質が均一化され

なっております。高く評価されている

率が圧倒的に高い重点商品のひとつと

コープさっぽろ組合員さんからの支持

め」に関しては、旭川地区を中心に

史を持つ「ななつぼし」や「ほしのゆ

高く、特に、販売を始めてから長い歴

含め、店舗での販売シェアは非常に

いと考えておりますので、交流会を行う

ろ組合員さんとの交流を継続的に行いた

せんが、生産者の皆さんとコープさっぽ

います。また、昨今の情勢ではかないま

した品質の商品を供給して頂きたいと思

き、年間を通じて食味の変わらない安定

乗り越え良質なお米を生産し続けて頂

「東川米」への熱意をもって、それらを

行かない点が多々あるかと思いますが、

会情勢が変化するなか、これまで通りに

きも大変好調で、米の消費拡大に期待

さっぽろ組合員からの評価などをお
トで金賞を受賞した「ゆめぴりか」を

がより良い品質の農産物をつくる向上
す。あわせて、生産者の顔が見えるこ

いる生活共同組合コープさっぽろ

聞きしました。

心となり、町内外に発信する力へと繋

際には、快く受け入れて頂いたくお願い

■生産者の熱意が感じられる町

待することをお聞きすると、 気｢候変動
や、新型コロナウィルスの影響などで社

きを 行 っ て お り 、 東 川 米 ・ ゆ
｢ めぴ
りか な
｣｢なつぼし ほ
｣｢しのゆめ き
｣｢た

消費者へ
〝東川米〟の美味しさと
生産者の熱意を届ける

～明日への挑戦～
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とで安心・安全が伝わる取組が更なる

安全を守る組織として活動を行っている。

がっていると感じられました」と話し

おり、いつの時代にもくらしの問題を解決し、安心・

申し上げます」と生産者の方に向け話し

現在、北海道全域の組合員数は170万人を達して

てくださいました。

1965年、消費者の手で消費者の利益を守る流

また、本年より発売を行っている無
菌包装米飯〝ＪＡひがしかわ青年部が

通網を作ろうと、札幌市民生協として設立。

「東川米」の評価に繋がっています。
年間に亘り取り引

33

きよふみ

もり

60
%

て頂きました。
年より

｢コープさっぽろ｣のあゆみ

森 清史 氏
商品本部 食品部 バイヤー

■東川米の販売状況
昭和
63

令和元年度コープ交流会

Shine
シャイン
生活協同組合コープさっぽろ

ハイ
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「東川米 High quality 生産運動」
実践に向けて

3

アカヒゲホソミドリカスミカメの追加防除判断基準
防除適期については先月号の通りとなります。追加防除については、発生予察を行い、下記の
品種別によって判断します。

6

写真2
アカヒゲホソミドリカスミカメ（成虫）

品種名

すくい取り頭数
（２０回振）

ほしのゆめ

１頭

ゆめぴりか・ななつぼし

２頭

きたくりん

３頭

クオリティ

８月は登熟期に向けた重要な時期となります。天候に注意しつつ、稲の生育状況と圃場条件に
応じた適切な水管理と病害虫防除を行い、良品質米生産を行いましょう。

1
4

2

3

胴割などの被害粒を出さないための適切な水管理（昨年度の反省）
前胴割粒は主に下記の要因で発生します。特に登熟期間に土壌水分が少なく、干ばつになる
と粒張り不良となり収量低下の原因となるばかりではなく、乳白・心白米による品質の低下も招
きますので、土壌状態に応じた落水とその後の走水によって、水田に亀裂が発生しないよう注
意してください。

5

6

令和２年度刈取適期判定受付の予定について

①落水後の水田土壌の乾き過ぎ（土壌表面の大きな亀裂）

受

②刈取りの遅れ

付

日：８月27日（木）～９月中旬予定
※出穂期に応じて期間の設定を行い、改めてご案内いたします。

③不適切な乾燥・調整

受 付 場 所：アグリサポートセンター※担当については営農指導課

提 出 方 法：①圃場の平均的な株を３～５株刈取り、２日程度天日干しを行う
②品種・育苗方法・移植日・刈取り日を用紙に記載
③青未熟米が多いと判定が困難なため、圃場と稲を確認して提出
判 定 日 数：受付から３日後程度（３営業日後）※受付時間により変動いたします
適期判定基準：整粒７０％に達する日
※刈遅れが発生すると被害粒が増加し品質が低下します
適 期 報 告：資材課店舗と国営事務所との通路にテーブルを設置し、結果を展示します
（生産者の方には結果を取りに来ていただきます）

【適切な水管理】
（１）間断灌漑の実施
出穂期以降は入水時の水深を４～５㎝とし、その後、圃場の水がなくなるまでは入水せ
ずに１～２日間落水状態で管理し再び入水します。このような管理を落水時期まで繰り返し
行うことで、根に酸素が供給され根の活力が維持されます。
（２）落水時期の目安
落水は出穂後２５日前後を目安（排水不良田については出穂後１２日頃）に行います。天
候・土壌条件・稲の生育状況をよく確認して行ってください。

刈取り適期判定を基に出荷予約を行っていただきますようお願いいたします。令和２年

産の玄米センター品種別受入計画は下記の通りです。
（「令和２年産東川米の取り扱いについて」よ
り抜粋）
品

種

受入順

ゆめぴりか

１

ほしのゆめ

２

ななつぼし

３

きたくりん

４

９月上旬

９月中旬

９月下旬

写真1 胴割粒

※所前出荷については決定次第再度ご案内いたします
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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

ほうれん草、小松菜の管理について
• ハウス内の高温状態が続き、発芽の揃いや初期生育の確
保が難しくなっています。換気や遮光に努めハウス内の気
温や地温の上昇を抑える管理を行いましょう。
• 「しばれほうれん草」栽培予定ハウスの土壌は前作の残
存窒素量が多くなっている場合があります。土壌診断を行
い、適正施肥を心がけてください。

2

3

5

6

• ハウス栽培では、高温障害や生理障害に注意して管理してくだ
さい。
• 高温時の薬剤散布は薬害を生じやすいので、高温になる時間帯
を避け、夕方の涼しい時間に散布してください。
• 下旬からは夜温が下がり始め、夜間ハウスを閉めきることが多
くなります。ハウス内の湿度が高まると病害が発生しやすくなる
ので、朝に大きく換気を行って「もや抜き」をしましょう。

小松菜 生育状況

長葱の管理について
• 長さよりも太さを重視した栽培管理を行ない、生育状況を
確認して培土を行ないましょう。
• 気温の低下や降雨の影響により、
「べと病」が発生しますの
で、薬剤ロテーションによる早期防除を行ないましょう。

1
4

2
5

1
4

3
長葱 べと病

6

ブロッコリーの管理について

2

3

5

6

ピーマン 薬害

トマトの管理について
• 収穫果房が上段に進むにつれて、草勢の維持や果実の肥大促進が難しくなります。特に、高温
が続く場合は、樹にストレスがかかり、生育不良や着果不良・果実の形状不良が目立ってくるの
で、換気に努め、適切な追肥とこまめなかん水を行なって下さい。
• 窒素肥料が多く、かん水が少ない場合や水揚げが悪い場合、へたに近い果実の肩部に緑色が
残る「グリーンバック果」が発生することがあります。
• トマトサビダニの発生が多くなるので、こまめに観察して早期防除を心がけましょう。

• 病害虫の多発傾向が続きますので、圃場での成虫の飛来、産卵、幼虫の発生を確認し、早め
の防除を行いましょう。山際の圃場ではカメムシ(ナガメ)の発生が見られます。
• 窒素過多やホウ素欠乏による「空洞症」が生育旺盛な株に見られます。
• 収穫が遅れると花蕾の軟化・光沢消失・黄化が発生するので、適期収穫に努めましょう。

トマト 不良果

2

3

5

6

ブロッコリー空洞症

カメムシ(ナガメ)

スイートコーンの管理について

トマト グリーンバック果

• アブラムシは圃場での発生状況を確認し、早めの防除を行いましょう。
• オオタバコガはフェロモントラップの誘殺状況を参考にして、防除してください。
• 連作圃場では「黒穂病」の発生が目立っています。畑から持ち出して処分してください。

トマト サビダニ被害

1
4

スイートコーン アブラムシ

7
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ミニトマト 裂果

スイートコーン 黒穂病

2
5

3

ピーマンの管理について
• ハウス内の高温や茎葉の繁茂で受光体勢が悪化する
ことにより、品質低下や着果不良が発生しやすくなりま
す。換気に努めるとともに、草勢の観察を行ない整枝
やＬ・Ｍ中心の収穫により、安定した出荷や品質保持
に努めましょう。
• アブラムシ、ハダニ、オオタバコガの発生があるので、
早期防除を徹底しましょう

6

ピーマン アブラムシ被害

大雪清流てっぺんだより

2020/8

6

みやざき

宮崎

しゅういち

み

ゆ

修一さん 美優さん ご夫婦

営農地区

26区

栽培作物

水稲、トマトほか

趣味・特技

<修一さん>

音楽鑑賞・トレーニング

農業への想い

<修一さん>

品質の良い米をつくり「安全・安心な食」を消費者へ届けていきた
い！
水稲、トマトの栽培を日々勉強しながらがんばっていきたい！

<美優さん>

<美優さん>

運動全般

よしだ

お名前

吉田

営農地区

ひろき

裕樹 さん

いなば

6

6

人の新たな仲間に大きなエール！

高品質、また高収量の栽培を心掛け、規模拡大に向け、収益を確保
し営農をしていきたい！
<美菜さん> 安定した収入を得るために、栽培技術の向上を図っていきたい！

令和二年度
新規就農者激励会開催

新舞踊、中国語会話

J
A

ひがしかわ青年部主催『令

<洵司さん>

<美菜さん>

2

階ホールにて

農業への想い

パソコン

8

日（水）、ＪＡひがしかわ

<洵司さん>

7

月

趣味・特技

名で内

トマト、ブロッコリーほか

和 二 年 度 新 規 就 農者激励会』が開催されました。今年度の新規就農者は、

栽培作物

組が夫婦での就農となります。新型コロナウイルス感染拡大防止対策のため、今年

26区

11

組の代表者のみ出

洵司さん 美菜さん ご夫婦

の激励会は関係団体

席して頂きました。

樽井功組合長は新規就農者一人一人に

激励の言葉をかけ『共に誇りをもって前

進していきましょう』と挨拶。松岡市郎

町長からは、『基幹産業である農業が果

たす役割は大きく、新しく就農された皆

さんに大きな期待を寄せています』と激

励しました。

新規就農者の決意表明に続き、ＪＡグ

ループからの激励状が樽井組合長より授

与され、ＪＡひがしかわ女性部 金巻部長

からは記念品が贈呈されました。

本年はご臨席いただいた各関係団体代

表者から激励の言葉を頂いた後、名刺交

換会が行われました。名刺交換会は初め

ての試みでしたが、関係団体代表者と一

営農地区

2020/8

人ずつ挨拶をかわしていく中で、新規就

髙田
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名は東川町の農業者であること

な

お名前

お名前

9

み

農者の

しゅんじ

を実感し、農業への強い想いが感じられ

ました。

たかだ

6

2

ゆうせい

お名前

稲場

柚星 さん

23区

営農地区

6東区

栽培作物

水稲、養液栽培野菜ほか

栽培作物

ピーマン、露地長葱、大豆ほか

趣味・特技

釣り

趣味・特技

映画鑑賞

農業への想い

おいしいお米や野菜を消費者に届
けられるように栽培技術を学んで
いきたい！

農業への想い

日々、努力を続け消費者から「美
味しい」と言われる野菜を作って
いきたい！
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話題満載 ! 今月の

ホクレン農業協同組合連合会

来所

青果物販売環境について

6月にホクレン農業協同組合
の常勤役員新体制が決定し、
米担当副会長に就任された
畠山 良一 氏が7月3日、東川町

青果物の販売状況について、今年度は新型コロナウイルスや天候不順による生育不良等による出荷

農協に来訪されました。

量の乱高下から、相場環境は１週間ごとに変化しております。府県産については、曇雨天が続き野菜

東川米の作柄状況や新型コ
ロナウイルスの影響、
それに係

全般の出荷量が減少傾向となっており、全国的な品薄となり販売単価は高騰傾向となっております。

る市場動向等について樽井功

東川産の野菜販売については、相対販売を中心に取り進めており相場に左右されにくく、安定した

組合長と意見交換が行われま
した。

販売金額が確保に努めております。また、北海道産の需要が非常に高くなっており、各品目で引き合
写真左より
〈ＪＡひがしかわ〉高橋 賢 営農販売部長、樽井 博行 理事参事、樽井 功 代表理事組合長
〈ホクレン農業協同組合連合会〉畠山 良一 代表理事副会長、田辺 裕一 米穀事業部長参事
〈旭川支所〉高橋 康久 支所長、坂爪 久史 営農支援室 室長 兼 次長、菊地 修 米穀課長

受験者659人中全国9位で受賞！

農業用廃プラスチック・
廃タイヤ処理受入
6月25日、
6月26日の2日間で
「農業用廃プラスチッ
ク・廃タイヤ処理受入」
が行われました。
2日間で廃プラスチック208件89トン、廃タイヤ約
1,900本を回収しました。
今年度も皆様のご協力を頂き、
事故もなくスムーズ

（株）農林中金アカデミー主催「第46回信用事業
業務検定試験」
にＪＡひがしかわ金融課 佐藤玲奈

に回収を進めることができました。
ありがとうございま
した。

スチックを25％使用し
た袋を使用しておりま
す。お買い物をしてい
ただいた際には、必要
のない方は窓口にお伝
えください。
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中でもアイコは別枠として確立されているため、需要は非常に高く良い販売環境となります。
●●ピーマン⇒全道的に品薄状態が続いており、7月上旬に一時的に出荷が増加しましたが、低温等の影響から再
度品薄状態になり引き合いはかなり強く相場も高値で安定しております。
●●軟白長葱⇒本州で発生した豪雨の影響により道外では品薄状態となっております。道内需要は例年並み、本

●●スイートコーン⇒道内では上川、後志で出荷が始まっており、相場としてはやや安値となっております。コロナ

目標を掲げました。

のため、植物由来プラ

●●アイコ⇒全道的に出荷量は少ないため、一般のミニトマトと比較すると高単価となっております。ミニトマトの

週目以降には出荷量が減少したことで相場は高く推移しております。

らも難しい試験に挑戦していきたいです」
と新たな

自然環境の保全に貢献

が、納品関係が依然回復しきらず相場安となっております。

●●ブロッコリー⇒７月３週目には全道的に好天が続き、収穫時期が早まり集中出荷となりました。その為、７月４

員は、
「組合員の皆さまのお役に立てるよう、
これか

課では、温暖化防止・

●●トマト⇒日照不足と低温の影響により全道的に物量は少ない状況にあり、量販店需要は高く推移しております

予想されます。

受賞し、表彰状と記念品が授与されました。佐藤職

JAひがしかわ資材

主要品目の販売環境

州需要は非常に高くなっておりますが梅雨明けには天候が安定し出荷増となり価格は例年並みに戻ることが

職員が、受験者659人中、9位の成績で優秀賞を

資材課よりお知らせ

いが強くなっておりますので、是非多くの出荷をお願い致します。

による収入の不安定さによる購買意欲の低下、また観光地への販売が滞っていることが要因と思われます。

第3回稲作研究会役員会

内容報告

7月16日（木）、第3回稲作研究会役員会
が開催されました。
活発な意見交換がなされ、次年度の防除
体型の見直しや今年度の出来秋における出
荷体制の円滑化に向けた有意義な会議とな
りました。
8月中には、収穫前の水管理についての水
稲栽培技術講習会や出荷方法の説明など重要
な集会も開催を予定しておりますので、会員
皆さまの参加を宜しくお願い致します。

今後販売状況について
●●トマト類…夏秋産地が出揃い最盛期を迎え、相場は一時的に安値となる見込みですが、9月以降には北海道
が主力産地となります。
●●ピーマン…東北産の出荷量が伸び悩んでおり、長期的な高相場となる予想です。
●●長葱類…高値疲れとなっておりますが、品薄は続く見込みです。
●●ブロッコリー…前進出荷に強い冷え込みが重なり品薄状態となり高騰となる見込みです。
●●スイートコーン…引き合いはやや弱く、天候不順により出荷量は少ないため堅調相場となる見込みです。
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話題満載 ! 今月の

JAグループ通信

道の駅ひがしかわ「道草館」１５周年記念イベント
7月11日
（土）道の駅 ひがしかわ
「道草館」
にて15周年記念イベントが開催されました。
ＪＡひがしかわは、
キッチンカーを使用した田園そばの提供や、
「ひがしかわボール」
と
「ひがしかわサラダ」
、
年間を通

ＪＡ北海道中央会

して東川農産物を味わって頂きたいという思いから、
東川町産のトマトのみを使用したトマトジュースやそばに東川米
の米粉を練りこんだ田園そばを販売し、
来場した多くのお客様に購入して頂きました。

ＪＡグループ北海道は、農政情報をタイムリーに組合員や役職員の皆様に知って

頂くことを目的として、農政に関する専用サイト「ＪＡグループ北海道農政ＮＥＷ

「ひがしかわボール」
とは、
お米を食べる文化のない地域に新しいお米の食べ方を通じて米食文化の素晴ら

Ｓウェブサイト」を開設いたしました。

しさと友好の輪を広げるため、
「東川米」
と各地域の食材を組み合わせ、
お米の食べ方、
「東川米」
の美味しさを

本サイトでは、農政及び国際貿易交渉をめぐる現在の情勢やＪＡグループ北海道

認知して頂くことを目的に商品化されたもので、
大きさに定めは無く丸い形が特徴の商品です。
今回イベントで

が行っている農政運動等のご報告、ＪＡグループ北海道をより知って頂きたい情報
などを随時更新する予定です。
サイトの更新情報については、ＪＡ
北海道中央会公式ＬＩＮＥにてお知ら

販売した
「ひがしかわボール」
は、
ＪＡひがしかわの職員が考案した、
東川町産の野菜と北海道の食材を使用し

● LINE アドレス：https://lin.ee/zkY09op
●２次元バーコード

た3種類｢惣肉サンチェボール｣｢ホタテバター
ロール｣｢塩昆布枝豆チーズ｣をセットで販売し

せをいたしますので、是非、
アドレスお

昼過ぎには完売しました。今後、
より東川米の

よび２次元バーコードにより追加願

●農政 NEWS ウェブサイト URL
http://ja-dosanko.jp/nousei/

います。

美味しさを多くの方に認知してもらうため各地
域の食材とコラボした
「ひがしかわボール」
を販
売していく予定です。

ＪＡ北海道信連

ＪＡ共済連北海道

現在、８月３１日まで、
『北海道農業応援！「記録に残したい」こ
どもフォトギャラリー』を実施しています。
お子様がご飯を食べた時の「美味しい笑顔の写真」や、一緒に
調理をしている時の「楽しい笑顔の写真」を募集中です。
応募方法は、ＪＡバンク北海道ＨＰからバナーをクリックして

ＪＡ共済連は、(公社) 北海道交通安全推進委員会に『夏

楽しく農業について知ってほしい！『ちゃぐりん』１００冊を寄贈

の交通安全運動』チラシ５万１千枚、ポスター９千２百枚・

７月１４日、
ＪＡひがしかわは子供向け食農教育雑誌
『ちゃぐりん８月号』

うちわ１０万枚を寄贈しました。

１００冊を学社連携推進本部へ寄贈しました。
『ちゃぐりん』
はチャイルド

「全道小・中学生 交通安 全ポスターコン

（こども）
アグリカルチャー
（農業）
グリーン
（緑）
を合わせた造語です。
ＪＡ

クール」令和元年度入賞作品が掲載されてお

ひがしかわ馬場伸二専務は「マンガや写真を楽しく見ているうちに農

ご確認下さい。応募いただい

り、全道の市町村や警察署などで交通安全に

た写真や北海道農業への応援

役立たれます。ＪＡ共済連では、今後も行政

業について理解が深まる本です。農業の町の子供たちにはたくさん農

メッセージ（任意）は同ＨＰ上で

やＪＡと連携しながら交通事故の防止に向け

後日公開させていただきます。

た地域貢献活動を展開していきます。

業に親しんでほしい」
と挨拶。学者連携推進本部を代表して受け取っ
た杉山昌次教育長は
「毎年ありがとうございます。東川町の教育の柱の
一つ、
『農育・食育』
をしっかり学び、世界に東川の良さを発信できる人

ホクレン

ＪＡ北海道厚生連

不安定となる中、ホクレンは北海道産の黒毛和牛モモスライス、

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

同バラ焼肉、乳用種肥育牛ロース焼肉のうち2種を組み合わせ

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・

た「北海道産牛肉セット」3商品の販売をホクレングリーンネット

健康情報を発信しております。

新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、牛肉の国内需要が

ショップで7月からスタートさせ
ました。

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

ホームページにも
バックナンバーを掲

材となるための一助とします」
と応えました。
『ちゃぐりん』
は
『田んぼの学校』
の授業を受けている全町８２名の小学５年生全員と、各学校の図書館など
に届けられます。

ＪＡ女性部『もぎたて市部会』で栽培講習会開催
『新鮮な朝採り野菜を食卓へ！家庭菜園の野菜をおすそわけ』
ホクレンショップに並んだ野菜でおなじみ

北海道産牛肉の一般家庭で

載しておりますので、

の
『もぎたて市部会』
が、営農指導課 中島悠浩指導係長を講師に栽培講習会を開催しました。事前に受け

の消費喚 起に向けた取り組み

是非ご一読ください。

付けた質問『キュウリが曲がるのはなぜ？』

で、PR活動などを通じ生 産者
の現状を知っていただくことも
目的の一つにしています。

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

『作る品目に合わせた肥料は？』
などの他
に、
より美味しい野菜を作るため栽培の
ポイントを熱心に聞いていました。
８名のメ
ンバーは
「すごくわかりやすかった」
「長年
の疑問がスッキリしたわ」
と好評でした。
『もぎたて市部会』
では、今後も勉強会
を開催する予定です。
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2020
1土

スタンド通常営業

8 月の予定

平日土曜
日曜祝日
資材課営業（8:30～正午）

2日

■理事会の動き

午前7:30～午後7:00
午前8:30～午後5:00

資材課営業（8:30～正午）

3月
4火
5水

5の付く日（スタンド店頭ガソリン・軽油5円引き）

6木
7金
8土

資材課営業（8:30～正午）

9日

資材課営業（8:30～正午）

10 月

日

時

令和 2 年 6 月 25 日（木）

【議決事項】
議案１号

５月末定例監査の報告について

議案２号

農協・農事組合懇談会の開催について

議案３号

ひがしかわサラダ共同選果運営方法について

議案４号

就業規則の一部改訂について

議案５号

資産の償却・引当基準の一部改訂について

議案６号

固定資産の取得について

議案７号

令和３年度（令和２肥）肥料価格の設定について

議案８号

東川町森林組合への出資増口について

令和３年度

東川町農業協同組合職員募集要領

山の日

11 火

■応募要領

12 水

令和３年４月１日以降、東川町または近隣市町に居住できる方

13 木

令和３年高校以上の卒業見込み、
または既卒者
（概ね３年以内）

14 金
15 土

5の付く日（スタンド店頭ガソリン・軽油5円引き）
お盆休み（事務所、資材課）

16 日

お盆休み（事務所、スタンド、資材課）

■採用予定人員
大卒

3名、高卒

3名

■待遇

17 月

（１）
初任給

18 火

大 卒：
１７５，
６００円
短大卒：
１５３，
８００円

19 水

高

20 木

（２）
賞

21 金

卒：
１４７，
８００円

与：年４回(夏期、越冬、年末、期末)

昇給年１回

（３）
健康保険、雇用保険、労災保険加入

22 土

（４）
厚生年金加入

23 日

■就業時間及び休日

24 月
5の付く日（スタンド店頭ガソリン・軽油5円引き）

25 火

東川神社祭のため休み（事務所、資材課）

26 水

東川神社祭のため休み（事務所、資材課、スタンド）

（１）
就業時間

午前８時３０分～午後５時００分

（２）
休日

日曜日、祝日、第二、四土曜日、年末年始休暇、
お盆、地方祭

27 木

※変形労働時間、時差出勤有

28 金
29 土

資材課営業（8:30～正午）

30 日

資材課営業（8:30～正午）

31 月
2020
1火

｢第7回 理事会｣

お問い合わせは、

東川町農業協同組合 庶務課 ℡82-2121 まで

9 月の予定

スタンド通常営業

平日土曜
日曜祝日
資材課営業（8:30～正午）

●葬儀・法要のご用命は・・・24 時間フリーダイヤ

午前7:30～午後7:00
午前8:30～午後5:00

JA事業推進係

2水

組合員の推移（令和2年6月末現在）

3木
4金
5土
6日
〒071-1495

0120 － 82 － 2125 へ

正組合員戸数
5の付く日（スタンド店頭ガソリン・軽油5円引き）
資材課営業（8:30～正午）
資材課営業（8:30～正午）

北海道上川郡東川町西町1丁目5番1号

462 戸

（前月比

TEL0166-82-2121

− 2 戸）

正組合員数

524 名

（前月比

発行所/東川町農業協同組合

准組合員数

− 2 名）

責任者/樽井

功

1,101 名

（前月比

＋ 3 名）

編集者/営農販売部 営農指導課
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