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圃場選定や除草対策
がポイント！

ブロッコリー生産支援（機械収穫）実績
○栽培日誌
生育日数

０日～

３０日～

５０日～

８５日～

作業内容 播種・育苗 耕起・施肥 移植 作物管理・灌水・追肥・除草（カルチ）除草・病害虫防除（2 回程度） 収穫・出荷
※委託作業が ■

〜野菜複合経営で農業所得向上を目指そう！〜

JA生産支援を活用した
土地利用型｢ブロッコリー」栽培が飛躍！
土地利用型
｢ブロッコリー」栽培が飛躍！
本年度の米価下落を受け、安定した農業経営には「高収益作物の導入」が農業所得向上の絶対的
条件となります。JA・東川町蔬菜園芸研究会では過去から「ブロッコリー」を露地野菜の重点品目と
して普及推進を行ってきました。本年度は㈱東川農業振興公社が収穫専用機の導入など、支援体制
を整備した結果、生産支援を希望する新規作付者が増加し、生産者皆様より高い評価を頂きました。

○収穫後の選果体制

鉄コンテナのまま道内契約選果場へ直送

鉄コンテナで JA 出荷

再調整・梱包し量販店へ

オススメ
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○収益実績（一部生産者抜粋）
作付面積

販売金額

産地交付金

収入計

102.1 ａ

2,357 千円

613 千円

2,970 千円

出荷数量

なぜ？ブロッコリー？

運賃・手数料 資材・作業料
1,218 千円

収量

6,408 ｋｇ 約 104 ケース /10 ａ当り
※「産地交付金」は60,000円/10ａで試算
※「運賃・手数料」には選果料金が含まれております
※「資材・作業料」には育苗代金が含まれております

※部会平均以上

ほとんど委託したが
収益になった！

新たにハウス建設や専用機械の購入をしなくても、圃場があれば手軽に栽培できる！

費用計

1,065 千円

2,283 千円

差引収益
差引収益

687
687千円
千円

（10 ａ当り） （6767
千円
（10ａ当り）
千円）

※参考 大豆

（35 千円）

※参考 そば

（20 千円）

初期投資がほとんどない！

オススメ
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育苗・移植・収穫作業は委託できる！
㈱東川農業振興公社に委託作業を申し込めば、水稲作業の繁忙期でも作付け・収穫ができる！

生産者の声
｢育苗管理と移植時期は他の作業が忙しかったので、助かった！」
「収穫作業は必要に応じて人＋機械で対応してくれたので、スムーズだった！」
「出荷物の大きさはさまざまだったが、色々な規格で受け入れてくれた！」
「作型が重ならないように移植日数を空けた方が良い」

オススメ
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需要があり販売価格が安定！
東川産ブロッコリーは、
「コープさっぽろ」
「イオン マックスバリュ東海」などの大手量販店や全
国の市場で人気商品となっており、需要があるため有利販売となる！

取引先の声
生産量は
全然足りない！

㈱札幌みらい中央青果 営業推進部 実需販売課 清水次長より

「機械収穫の面積、数量の把握も容易であり、販売しやすいのが良かった。
そのため、ほとんどが相対契約価格として扱え、規格も柔軟に対応で
きました。」
「新しい取組のため、課題もあったが、一年目としては販売先の評価
も非常に高く、すでに来年度の要望が来ているという素晴らしい成果
となりました。
」
「次年度は作付面積を２倍に拡大お願いします。有利販売に勤めます！」
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主要取引先

年間要望数量

令和 3 年度出荷実績

達成率

量販店

三島青果

20,000 ケース

11,940 ケース

59.7％

マックスバリュ東海

石巻青果

15,000 ケース

12,120 ケース

80.8％

コープみやぎ他

札幌みらい中央青果

15,000 ケース

10,440 ケース

69.6％

コープさっぽろ他

9,000 ケース

5,350 ケース

59.4％

コープさっぽろ他

キョクイチ

野菜複合経営・作業支援に関することは
お気軽にご相談ください

青果課 ℡82-2123
㈱東川農業振興公社

営農指導課 ℡82-2124
℡82-5811 まで
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JAひがしかわってどんな仕事をしているの？

おのうえ ひ で と

【課長】尾上 秀人

JAひがしかわ職員・業務紹介

庶務課

出 身 地：東川町
入組年数：平成12年～（22年目）

担当業務：中期経営計画進捗状況管理、事務所運営・管理
一
言：組合員の皆様と会う機会は少ない部署ですが、組合員・農協職員
がお互いに利用しやすい環境となるよう、これからも一生懸命
業務に取り組みます。

の

だ

え

み

【係長】野田 絵美

出 身 地：東川町
入組年数：平成16年～（18年目）

担当業務：施設保全、労務管理、無線業務
一
言：今年2月に共済課から庶務課へ異動致しました。組合員の皆様と
お会いする機会は減少致しましたが、今後も皆様のお役に
立てるよう業務に取り組んでまいります。

ひらおか こ う や

平岡 航弥

出 身 地：東川町
入組年数：平成26年～（8年目）
担当業務：出資金関係・農協経費経理全般、業務施設・設備運営
一
言：迅速かつ丁寧な対応を心掛けています。出資金についてお困りの
際は、お気軽に窓口またはお電話にてご相談ください。

ながさわ きょうか

長澤 京香

出 身 地：東神楽町
入組年数：平成27年～（7年目）
担当業務：労務関係、無線業務、組合員組織事務局会計
一
言：組合員の皆様と直接関わる部署・職員のサポートに励み、間接的
にでも皆様のお役に立てるよう精進致します。あまり組合員の皆
様とお会いする機会はございませんが、事務所に立ち寄られた際
などは、是非お声掛けください。

庶務課の主な業務内容
施設保全・管理

さいとう あや

齋藤 絢

出 身 地：上士別町

入組年数：平成31年～（3年目）
担当業務：農業者年金・労働保険事務組合業務、組合員組織事務局会計
一
言：多くの組合員の皆様に名前と顔を覚えていただき信頼される職員
になれるよう日々の業務に努めてまいります。
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職員労務管理

施設の老朽化による改修など必要に応じて実
施し、組合員の皆様に快適にご利用いただける
よう管理しています。

組合員の皆様へ各担当職員が高いサービスを
提供できるよう、各種研修会や健康・労働管理
を行っています。

中期経営計画進捗状況
第18次中期経営計画の達成に向け、設備投資や環境改善の進捗状況を管理し、より安定した農
協経営を目指して業務に取り組んでいます。
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土壌診断結果で留意する測定値を確認しましょう

6

次年度の作付に向けて、皆さんには土壌診断を提出していただいていると思います。育
苗床・本田にはそれぞれ測定値によって施肥成分量を決める項目があります。配布された

次年度の作付に向けて確認しておきましょう
令和３年産の作付が終了して間もないですが、農閑期こそ落ち着いて反省点の確認や次年度に向
けての課題を洗い出すことができます。まずは次年度の作付に向けて、現在東川町で起こっている
雑草問題や土壌診断結果で留意する数値を確認しましょう。

土壌診断結果の肥料設計のみを見るのではなく、「なぜこのような設計になっているの
か」「うちの圃場にはこの成分が足りない（多い）のか」など理解を深める機会をつくり
ましょう。

1

（１）水稲育苗床の注目する数値
●リン酸

表１ 水稲育苗床診断値
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ハウスを利用しているとリン酸が蓄積し、数値が
高くなります。目標値を超えている場合はリン酸の
施肥率は０％（投入しなくてよい）という判断となり
単肥の設計を行います。リン酸が高いままポットで
育苗した場合、リン酸過剰症が発生する可能性が非
常に高くなりますので注意が必要です。
●苦土
苦土とは「葉の葉緑素の構成」「光合成に関与」
する成分です。リン酸値が高いと苦土の吸収が阻害
され、作物自体が吸えない状況となります。また、
本町については苦土が非常に低い傾向にあります
ので、苦土が低い場合は苦土入りの肥料を選定しま

2

3

令和４年度に注意が必要な雑草
近年雑草の発生が目立っている圃場が散見
されます。特に問題視されるのが「オモダカ」
です。多年生雑草で多くは塊茎から発生する
ことから水田で雑草を確認できるまで大きな
時間差が生じます。これは塊茎のある場所の
深さが影響しており、除草剤の使用時期の判
断が難しい雑草となります。除草剤の使用に
あたってはオモダカの生育を見ながら適正に
対処して下さい。令和３年度はその他に「シズ
イ」「ミズアオイ」「ノビエ」も確認されていま
すので、圃場の雑草発生に応じて薬剤の選定
をしましょう。

5

6

写真１ オモダカの発生圃場

す。

1

（２）本田の注目する数値
●培養窒素

土壌中に含まれる培養窒素の値で基肥窒素量が
下記の通り変わります。

表２ 水稲本田診断値

4

2
5

3

オモダカの基本的な対策について
★オモダカの生育期間と防除適期を確認しましょう。

6

生育期間（オモダカ）
4月

5月

6月

7月

8月

9月

10 月

11 月

12 月

1月

2月

3月

塊茎形成
生育

この数値を基に基肥及び側条に投入する窒素量
を決めています。
「去年もこの肥料をこの量散布した
から今年も一緒」というわけにはいきませんので適
正な施肥を行いましょう。
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開花

結実

地上部枯死

休眠

防除適期

オモダカに有効的な薬剤については初期の対策として「ユニハーブ」+「エンペラー」or「アッ
パレZ」があり、初期剤にて取りこぼしがあった場合はその後「アトトリ」or「バサグラン」などの
体系処理が有効です。
その他の対策としては、中干し時に後期剤を処理しても次年度の塊茎形成防止効果が高くな
る試験結果も出ています。
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◆ブロッコリー

次年度のひがしかわサラダ生産に向けて

• 干ばつにより、活着不良や生育不良の発生が

目立ちました。高温多日照により、平年よりも
生理障害が多発し、花蕾が大きくならずに収

穫を迎えるなど収量・品質に大きな影響を及

今年度の野菜各品目の生育状況を再度振り返り、課題や改善点を把握するとともに、次年度作付
に向け、堆肥の投入や土壌診断を実施しましょう。

ぼしました。また、一部で「根朽ち病」の発生
が見られました。育苗トレーからの感染が原

因であるため、自家育苗を行う際は、事前に
育苗トレーの消毒を行ってください。

根朽ち病

◆スイートコーン

1
4

• 高温・少雨の影響により、生育不良・受精

不良が多発しました。水を欲しがる時期に

2

3

野菜各品目別生育状況
◆トマト

5

6

• 栽培期間中、高温多日照の影響により「尻
腐れ症状」や「裂果」などの生理障害が多

雨がなく、肥料が効かなかったことにより、

く見られ、栽培期間中継続して発生したた

となり収量・品質に多大な影響を及ぼしま

• 曇雨天が続いた５月下旬には、灰色かび病

め、収量・品質に影響を及ぼしました。

草丈が伸びず、不稔や俵が肥大しない状態

の発生が見られました。

した。

※次年度以降も干ばつによる被害が懸念さ
れるため、対策として灌水設備の導入を
検討しましょう!

トマト生育状況

生育不良

◆ピーマン

◆ほうれん草・小松菜

• 長期間、高温が続いたため、ほうれん草で

• 高温多日照の影響により、トマト同様「尻腐

た。ほうれん草は高温に弱いため、ハウス

られました。害虫についても「スリップス」や

策を実施しましょう。

病害の発生は平年より少ない状況となりま

は、立ち枯れ症状や発芽不良が目立ちまし

れ症状」や「形状不良果」の発生が多く見

内換気や遮光ネットを施用するなど暑熱対

「ダニ類」の発生が目立ちました。一方で、
した。

• 小松菜については、害虫の発生やホウ素欠
乏が見られました。連作障害である、根こ

ぶ病の発生も懸念されるため、土壌消毒の
実施を検討しましょう。

スリップス被害

ほうれん草生育状

◆長葱（軟白・露地）

• 軟白長葱では、６月～７月の高温によりハウ

1

2

4

5

3
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に影響を及ぼしました。露地長葱では、干
ばつにより生育不良が目立ち、生育後半に

◆ほうれん草・小松菜

6

• 次年度の作付に向け、土壌診断を実施し、現状の土壌状態を把握し施肥改善を行いましょう。
また、堆肥を投入し良質な農産物生産に努めましょう。

堆肥施用量

9

ス内温度が上昇し、フィルム被覆後の生育

次年度の作付に向けた土づくり

施設野菜 ４ｔ／１０ａ

は「さび病」・「べと病」の発生が見られま

した。軟白・露地ともに「スリップス」や「ハ
ダニ」による被害が多発したため、適期防

露地野菜 ２ｔ／１０ａ

除が課題となりました。

べと病（軟白長葱）
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話題満載 ! 今月の

岩塚製菓株式会社・東川町と三者協定締結式

東くによしさんと語る女性集会
10月26日（火）に、旭川市民文化会館にて
「東くによしさんと語る女性集会」が開催さ
れました。
女性代表パネリストとしてJA上川地区女
性協議会 金巻会長が参加し、女性農業者
目線の現代農業に係る問題や課題につい
て東くによしさんと熱い議論が交わされまし
た。

第30回JA北海道大会開催
JAグループ北海道は11月16日（火）、札幌市で大会を開き、次
なる3年にむけて「人づくり、JA経営の強化」に取り組むことで将
来ビジョンである「北海道550万人と共に創る力強い農業と豊かな
魅力ある地域社会を達成する」など大会決議を採択しました。
本大会にむけて当JAでは、事前に7月から8月にかけて「組合員向
けハンドブック」のもと、TAC訪問、青年部・女性部、各研究会と
組織討議を実施し、組合員皆さまと対話活動を通じて意見集約し
大会事務局へ提出し、協議・決議したなかで本大会を迎えたとこ
ろであります。
大会当日は、新型コロナウイルス感染症対策としてWEBと併用し、大会会場にはJA組合長や連合会役
員、青年部、女性部員ら座席間隔を確保し収容定数の半分程度約300名が参加しました。また当JAホ
ールにおいてはJA役職員、青年部・女性部役員など計40名が一堂に会しWEB配信により出席し大会参
加いたしました。

年末年始のご案内
12 月 30 日

12 月 31 日

1月1日

1月2日

1月3日

1月4日

1月5日

木

金

土

日

月

火

水

木

JA 事務所

8:30~12:00

休業

休業

休業

休業

休業

休業

8:30~17:00

金融課窓口業務

9:00~16:00

休業

休業

休業

休業

9:00~16:00 9:00~16:00

9:00~16:00

農協 ATM

8:45~18:00

休業

休業

休業

休業

8:45~18:00 8:45~18:00

8:45~18:00

役場 ATM

9:00~16:00

休業

休業

休業

休業

休業

休業

9:00~16:00

アグリサポートセンター

8:30~12:00

休業

休業

休業

休業

休業

休業

8:30~17:00

スタンド

8:00~18:00

8:00~15:00

休業

休業

休業

8:30~17:00 8:30~17:00

■提携ATM、農協ATM稼動時間は110円、非稼動時間は220円の手数料が発生しますので計画的にご使用ください。

通常営業時間
平日

土曜日

日曜日・祝日

JA 事務所

8:30~17:00

奇数週のみ営業
8:30~12:00

休業

金融課窓口業務

9:00~16:00

休業

休業

共済課

9:00~16:00

奇数週のみ営業
9:00~12:00

休業

アグリサポートセンター

8:30~17:00

休業

休業

スタンド

8:00~18:00

8:00~18:00

8:30~17:00

1月6日

8:30~17:00

東川産「ゆめぴりか」を使用
したせんべい「味しらべ」「黒
豆せんべい」「塩せんべい」を
製造する岩塚製菓株式会社と、
東川町と共にアレルゲン28品
目・化学調味料不使用の「ふわ
っと雪どけ煎餅」が開発されま
した。また、今後さらなる連携
わくわくプレスの児童に「ふわっと雪どけ煎餅」を贈呈
を深めるため10月25日（月）、 写真右、岩塚製菓株式会社 槇代表取締役社長
岩塚製菓株式会社、東川町、ＪＡひがしかわで三者協定締結式が開催されました。
槇代表取締役社長は、「 “米菓”を通じて日本の伝統ある食文化を世界中に発信していきたい」樽
井組合長は「世界中で食べられる東川米を目指し、米を食べる文化の無い国にも加工品等を通じて発
信していきたい」と話しました。
また、今回開発された「ふわっと雪どけ煎餅」を町民の皆様により親しんでいただくため、東川町教
育委員会および町内の児童に贈呈いたしました。贈呈式では、槇代表取締役社長、松岡町長、樽井組
合長より、子供たちへ「地元のお米を使った米菓で、元気に大きくなってください！」と手渡されま
した。

女性部部員研修
10月27日（水）に女性部部員研修が旭岳・天人峡で行わ
れ、部員14名が参加いたしました。
新型コロナウイルス感染拡大の影響により、昨年は部員研修
を行うことが出来ませんでしたが、今年度は、ソーシャルディ
スタンスを保つなどの感染対策を行いながらの開催となりまし
た。旭岳ではロープウエイで姿見駅まで行き第一展望台より大
雪山の広大な景色を眺め、改めて自然の豊かさを実感しまし
た。その後、ビジターセンターを見学いたしました。久しぶり
に会う部員同士で会話も弾み、参加した部員からは「旭岳には
東川に住んでいてもなかなか行くことがないので今回参加でき
て良かった」と喜びの声が聞かれました。

女性部捨て布づくり
JAひがしかわ女性部は、11月5日（金）地域福祉事業の一環として、社会福祉施設に寄付することを
目的に捨て布づくりがJA本部事務所2階ホールで行われ、部員16名が参加しました。
部員の手によって一枚
一枚丁寧に切り揃えられ
た捨て布は、代表して金
巻部長より特別養護老人
ホーム羽衣園へ引渡しを
行い寄付いたしました。

■ご不便をお掛け致しますが、ご理解とご協力をお願い致します。 ■変更点がございましたら、防災無線でお知らせいたします。
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JAグループ通信

ＪＡ北海道中央会

ＪＡグループ北海道では、
令和３年11月16日に、第30回ＪＡ北海道大
会を開催いたしました。本大会は、グループの基本方針を確認し関係者
の意識を統一することを目的に、3ヵ年に1度、全道から組合員の皆さん
の代表者が札幌に集まり開催しているものです。
今回の大会では、グループの将来ビジョン“北海道550万人※と共
に創る「力強い農業」と「豊かな魅力ある地域社会」”を実現すべく、
令和４～６年度におけるグループの基本目標として、
「ＪＡ運営の好循
環に向けて対話の成果を実践」
「ＪＡ運営の好循環を支える人づくり・
ＪＡ経営の強化」が定められました。
本決議をもとに、組合員･ＪＡ･連合会一丸となって、ＪＡ運営のスパ
イラルアップに繋がるよう取り組みましょう。

農協法公布記念日にあたっての組合員皆様へのメッセージ

北海道農業協同組合中央会
代表理事会長

小野寺 俊幸

昭和22年11月19日に農業協同組合法（農協法）が公布され、今年で74年を迎えました。
戦後の食糧不足の混乱期に、農業者の協同組織の発達を通じ、
「農業生産力の増進」と

※550万人とは、
「道民」と「北海道にゆかりのある道外の方々」のことを指します。

「農業者の経済的社会的地位の向上」を図り、国民経済の発展に寄与することを目的として、

ＪＡ北海道信連

ＪＡ共済連北海道

特殊詐欺被害については、新聞・テレビなどで連日報
道されている通り、新たな手口が拡がるなど大きな社会
問題となっています。ＪＡバンク北海道では、１１月～１月
にかけ、道内のＪＡバンク店舗でご来店者に対する声か
け運動を行うとともに、ＳＴＶラジオで
オリジナルコーナーを設け、北海道警察
の専門家から、詐欺の手口や気を付け
るポイントを説明いただくなど、啓発活
動に取組んでいます。ＪＡバンクでは、
引続き北海道警察と連携し、特殊詐欺
被害の撲滅に向け取組んで参ります。

ＪＡ共済連では、地域社会貢献活動の一環として、昭
和５０年から毎年道内各市町村の消防本部に救急車を寄
贈しております。今年度の寄贈台数は３台であり、十勝地
区の中札内消防署、留萌地区の羽幌消防署、上川地区の
上富良野消防署に寄贈いたします。
当年度の救急車の寄贈が完了しますと、寄贈させてい
ただきました台数は累計で２１２台となります。
今後も行政とＪＡとの連携を図り
ながら、組合員ならびに地域住民に
安心と安全の提供を続けるように努
力してまいります。

ホクレン

ＪＡ北海道厚生連

ホクレンは、北海道日本ハムファイターズと共同で取り組ん
でいる「北海道農業応援プロジェクト」の一環として、10月1日
に札幌ドームで開催された北海道日本ハムファイターズ vs 埼
玉西武ライオンズ戦に協賛し、
「ホクレン北海道農業応援ナ
イター」として試合が行われました。試合観戦に訪れた来場者
に向けて北海道農畜産物のＰＲや農業への理解を深めてもら
おうと特設ブースを設置。ホクレ
ン大収穫祭などのチラシを配布
するほか、大型ビジョンでＣＭ
放映を行うなどＰＲ活動を行い
ました。

北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、本会事業の積極的な啓発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。本号
ではプレゼント企画も行っております。ＱＲコードからＷｅ
ｂ上で閲覧・応募が可能となっておりますので、ぜひご応
募ください。

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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農協法が制定され、農協が設立されました。
農協は「農業者による農業者のための組織」であり、協同組合原則に掲げる「自主・自立」
「民主的運営」の基本に立ち、相互扶助の精神のもと、幾多の困難な状況を乗り越え、組合員
の皆様の営農と生活の安定並びにより良い地域社会の実現を目指し、今日に至っております。
昨年より、新型コロナウイルスという今まで経験したことのないウイルスが世界的に感染拡
大しており、このウイルスは、社会・経済の環境変化にも大きな影響を与えております。
農業分野においても農畜産物の深刻な需要の減少、東京一極集中の是正などの地方への関
心の高まり、SDGｓへの貢献、地球温暖化による気候変動への対応として「２０５０カーボン
ニュートラルへの挑戦」の具体化（みどりの食料システム戦略の策定）など取り巻く環境の大
きな変化も加速しております。
かかる状況のもと、先般、３年に１度のＪＡ北海道大会を開催し、
【北海道５５０万人と共に
創る「力強い農業」と「豊かな魅力ある地域社会」】が決議されたところであります。
組合員・ＪＡ・連合会・中央会が各々の役割を再認識するとともに、JAグループ北海道が一
体となって、しっかりと対話を行い、経営基盤を強化していくことが大会の基本目標であり、着
実に実践していくことが社会からの要請に応えることにもなります。
最後になりますが、ＪＡグループ北海道は、協同組合の理念と精神を事業の拠り所とし、今

↑Web上の閲覧・
応募はこちらから

後とも組合員の皆様が夢と希望を持って営農と生活が続けられる環境を整えること、地域農
業とＪＡの発展に全力でサポートすることをお誓い申し上げ、農協法公布記念日にあたっての
メッセージと致します。
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年末年始の詳しい営業については別表でご確認ください。

12 月の予定

2021
1

■理事会の動き

スタンド通常営業平日
午前8:00～午後6:00
水
日曜祝日午前8:30～午後5:00

2木
4土
5の付く日（スタンド店頭ガソリン・軽油5円引き）

6月
7火
8水
9木

令和3年10月7日（木）

日

時

令和3年10月27日（木）

【議決事項】
議案 1号 ８月末定例監査の報告について
議案 2号 定年退職者再雇用規程の廃止について
議案 3号 契約職員・嘱託職員就業規則の一部改正について
議案 4号 自動車通勤管理規程の一部改正について
議案 5号 系統外取引先にかかる与信限度額設定および変更について
議案 6号 任期満了に伴う次期役員執行体制について
議案 7号 地区別農協・農事組合懇談会の開催について
議案 8号 農地信託事業期間満了処理に係る対応について
議案 9号 理事との利益相反取引について

第5回役員会議案書

日

時

令和3年11月9日（火）

報告2.令和3年産東川米の出荷実績について

【協議事項】 議案1.令和4年播種用ゆめぴりか種子の配分方法について

スタンド定休日（第2日曜日）

議案2.東川米生産者の集い開催日程等について
議案3.稲作研究会役員研修について
議案4.その他

13 月
14 火

農協温泉湯治中止のおしらせ

5の付く日（スタンド店頭ガソリン・軽油5円引き）

16 木

今年度の農協温泉湯治は新型コロナウイル感染拡大
防止のため中止とさせていただきます。楽しみにされてい
た組合員の皆さまには大変申し訳ございませんが、何卒
ご理解とご協力をお願い致します。

17 金
18 土
19 日
20 月

お世話になりました

21 火

経済部 機械燃料課

22 水

営農販売部 青果課

石持 千奈
岩瀬 基己

23 木

●令和3年11月30日付退職
●令和3年11月30日付退職

農 協 文 庫 新刊

24 金
25 土

時

【報告事項】 報告1.令和3年産水稲総括について

11 土

15 水

日

異常気象被害報告について

｢第11回 理事会｣

東川町稲作研究会

10 金
12 日

【報告事項】
報告 1号 １０／４発生

■理事会の動き

3金
5日

｢第10回 理事会｣

5の付く日（スタンド店頭ガソリン・軽油5円引き）

26 日

JA ひがしかわ事務所エントランスにて展示しておりますので、ぜひお立
ち寄りください。

27 月
28 火
29 水
30 木
31

JA事務所・金融課・アグリサポートセンター仕事納め

スタンド業務納め（午後3時まで営業）
金 大晦日

2022
1

いのち・地球を未来につなぐ
これからの協同組合間連携

1 月の予定

JA事業推進係

2日

JA全業務休業

3月

JA全業務休業

4火

スタンド・金融課仕事始め

5水

5の付く日（スタンド店頭ガソリン・軽油5円引き）

〒071-1495

JA事務所・アグリサポートセンター仕事始め

北海道上川郡東川町西町1丁目5番1号

菓子工房ルスルスの
カスタードの本

●葬儀・法要のご用命は・・・24 時間フリーダイヤル

元旦
土 JA全業務休業

6木

からだに効く 和の薬膳便利帳

0120 － 82 － 2125 へ

組合員の推移（令和3年10月末現在）
正組合員戸数

437 戸

（前月比

TEL0166-82-2121

− 3 戸）

正組合員数

501 名

（前月比

発行所/東川町農業協同組合

准組合員数

− 3 名）

責任者/樽井

功

1,107 名

（前月比

＋ 1 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

2021/12

14

