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水管理と病害対策を
徹底しましょう。

今月は気象状況に応じた管理
をしっかり行いましょう。 紫外線について

来月のカレンダー年金友の会 今月のトピックス

特集:栄養たっぷりなトマトを皆様の元へ
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JA広報通信 　転載
永井 智一（ながい ともかず） 
茨城県笠間市にある「天晴（旧キッチン晴
人）」オーナーシェフ

栄養たっぷりな
トマトを皆様の元へ
町内では、大玉トマト生産者14件、アイコ生産者13件、合計約10,000坪が作付けされています。 
甘みと酸味のバランスが良く、リピーターも多い東川産トマトを紹介します。 

トマト生産者　溝口 泰己 氏
3棟のハウスで、 350坪を栽培 
東川町蔬菜園芸研究会理事を務める
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βカロチンβカロチン
粘膜や肌を健康に保ち粘膜や肌を健康に保ち
、抗酸化作用によりがん、抗酸化作用によりがん
予防や抑制の効果も期予防や抑制の効果も期
待できます。 待できます。 

トマトは、こんな方にオススメ！
動脈硬化を予防したい方、血圧が高い動脈硬化を予防したい方、血圧が高い
方、肩こりでお悩みの方、スリムな体型方、肩こりでお悩みの方、スリムな体型
を目指したい方、美肌・美白を目指したを目指したい方、美肌・美白を目指した
い方 い方 

トマトはなぜ赤いの？トマトはなぜ赤いの？
トマトに含まれる「リコピン」という色トマトに含まれる「リコピン」という色
素成分が多く含まれているから赤くな素成分が多く含まれているから赤くな
ります。 ります。 

「トマトが赤くなると医者が青くなる」！？「トマトが赤くなると医者が青くなる」！？
トマトが実る季節は病気になる人が少なく、医者の出番がトマトが実る季節は病気になる人が少なく、医者の出番が
減ってしまうことから医者が青ざめると、ことわざがある減ってしまうことから医者が青ざめると、ことわざがある
ほどトマトは栄養価が高いんです！ ほどトマトは栄養価が高いんです！ 

トマトの栄養素トマトの栄養素

ビタミンCビタミンC
美肌効果・コラーゲンの生成・夏の日焼美肌効果・コラーゲンの生成・夏の日焼
け対策に有効です。 け対策に有効です。 

クロロフィルクロロフィル
コレステロールの酸化、老コレステロールの酸化、老
化や病気の原因となる活性化や病気の原因となる活性
酸素を抑制する働きなどが酸素を抑制する働きなどが
あります。 あります。 

カリウムカリウム
無駄な塩分の排出を促すため、無駄な塩分の排出を促すため、
高血圧予防が期待でき、筋肉の高血圧予防が期待でき、筋肉の
動きを活発にしてくれるので夏動きを活発にしてくれるので夏
バテ対策にも有効です。 バテ対策にも有効です。 

ベクチンベクチン
水溶性の食物繊維で、整腸水溶性の食物繊維で、整腸
作用で便秘解消、糖分の吸作用で便秘解消、糖分の吸
収を抑制し血糖値の上昇を収を抑制し血糖値の上昇を
抑える効果があります。 抑える効果があります。 

作り方
①サンマの頭、尾、わたを摂り3等分に切り薄塩を振って1時間ほどおく。
②トマトは大きめの角切り、セロリは筋を取って乱切り、ミョウガは千切りにして水にさらしておく。
③サンマに薄力粉を薄くはたき、フライパンにセロリ、トマト、タカノツメ、ニンニクと一緒に並べ、
　上からオリーブ油を回し掛ける。
④強火にかけ、サンマの両面が焼きあがったら、Aを入れ強火のまま蓋をして煮る。
⑤煮汁が少し残るまで煮詰めたら、皿に盛り付け、上にミョウガをのせて完成。

材料（約3人前）
生サンマ…2本　薄力粉…適宜　　トマト…2個　セロリ…1本　ミョウガ…2個
ニンニク… 1片　タカノツメ…1本　オリーブ油…大さじ3
A（合わせ出し汁）
水…200㎖　 カレー粉…小さじ1　顆粒だし…小さじ1　料理酒…大さじ2　みりん…小さじ2
酢…小さじ2　しょうゆ…小さじ1　塩…………小さじ1/2

サンマのトマトカレー煮レシピ

トマトが皆さまのもとへ届くまで
　東川町のトマトは、2月に播種（種まき）を行い、2カ月ほどたってか
らハウス内に定植します。その後実がつき始め、6月中〜下旬頃から出
荷が始まります。 

美味しいトマトの選び方
色　味：均一に赤いもの 
見た目：ヘタが緑色でピンとしているもの
　　　 トマトのおしりに白い筋があり、ハリとツヤがある
　　　 もの 

保存方法
冷蔵保存：ヘタ側を下にして、キッチンペーパーで一つずつ
　　　　  包みポリ袋に入れ野菜室で保存（7 日〜10 日
　　　　  ほど保存可能
冷凍保存：水洗いをして水分をふき取ってから、ヘタを取
              りジッパー付きの保存袋に入れて冷凍保存
            （2か月ほど保存可能） 

大玉トマトは緑色の時に出荷して
いる！？
　皆様が店頭でトマトを手にする時に、ち
ょうど赤く追熟されるように、まだ青みが
残っているうちに出荷しています。
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水管理と病害対策を徹底しましょう。

稲作

　７月は水管理や防除、畦畔の草刈りなど、管理作業が大変な時期ですが、圃場状況を確認し、今後の
水管理や注意すべき病害虫について確認するなど、高品質米生産へ向けた栽培管理を徹底しましょう。

1. 収量確保のため水管理を徹底しましょう

3.ケイ酸資材の追肥

5. 除草剤の効果的な使用方法

4. 注意すべき病害虫について

2. 冷害危険期終了後には根の活性化を行いましょう

ケイ酸資材の追肥を実施することにより、茎の強度が向上し耐倒伏性が向上します。葉全体が直立すること
により下葉にも太陽光が当たるようになり、でん粉の成分と転流が活発になる為、タンパク含有率が下がり、食
味の向上などが期待できます。

  ケイ酸の吸収がピークをむかえる
  幼穂形成期の追肥に！
「バリカタ！」

 資材課より資材紹介

ケイ酸20%、苦土12%、鉄2%、マンガ
ン0.5%、ほう素0.2%、銅0.1%、亜鉛
0.25%
光合成に必要な苦土や各種微量要素、
ケイ酸を一度に補給できるため、品質向
上と増収に効果が期待できます！
使用量：20kg/10a

品質向上・増収に効果が期待できます！
「マルチサポートＣＺ」

資材価格1㎏ 3,630円、10㎏ 31,350円
ビークル・ドローンの場合 使用量 : 115㎏/10a
施肥コスト　418円/10a 資材価格（施肥コスト）1,540円/10a

除草剤は、水の動きによって除草の効果が左右されやすい薬剤であるため、降雨前の散布を避け、水口・水
尻をしっかり止め、湛水状態を保ちましょう。水持ちの悪い圃場で除草剤を使用する場合は、あらかじめ、水を
多めに入れてから散布しましょう。

前歴期間終了後の冷害危険期もしっかり深水管理をしましょう。（前歴期間１０日以降の約７日間）冷害危
険期に低温に遭遇すると正常な花粉が減少し、収量低下へ繋がります。冷害危険期は止葉と前葉の付根にある
「葉耳」の間隔（葉耳間長）を計測して判断します。止葉と前葉の葉耳間長が－５㎝（写真１）で冷害危険期の
始まりとなります。
水深は幼穂の伸長に合わせて徐々に深くし、最大１８～２０㎝を保ち、低温から幼穂を守りましょう。天候不

順が続くと止葉の抽出が鈍り冷害危険期が長引きますので、葉耳間長を確認して適時深水期間の延長を図って
ください。また、晴天などの気温が高い場合は浅水管理を行い、分けつを促進させましょう。

冷害危険期が終了したら中干の実施をしてください。圃場全体の８０％程度が止葉と前葉との葉耳間長が＋
５㎝（写真３）に達したら冷害危険期の終了です。長期間の深水により、根の活性が低下していますので中干を
行い、再度、根に酸素を与え活力を向上させましょう。同時に溝切を行うと効果的です。

（１）いもち病
いもち病は、風速が低く、日照がない条件で葉面湿潤時間が１０時間以上となった時、平均気温が１５～

２５℃であれば感染に好適な条件となります。特に山際などの日陰になりやすい水田は注意しましょう。圃場予
察、適期防除を併せて行いましょう。
発生予察は幼穂形成期５日後から約７日間隔で出穂期まで見歩き調査を行ってください。予察の結果、葉いも

ちが見つからない場合は、基幹防除のみの対応も可能となります。また、いもち病は出穂後２０日間の内に発生
すると減収の可能性があるため、適正防除に努めてください。

（２）アカヒゲホソミドリカスミカメ
アカヒゲホソミドリカスミカメは、出穂期に第２世代成虫が浸入し産卵します。その後の第３世代幼虫が加害

の中心となることから、防除適期は、出穂期と出穂後７～１０日が目安となります。被害を受けると、斑点米の原
因となるため、圃場周辺の草刈りと予察を行いましょう。

写真１
葉耳間長－５㎝

（冷害危険期の始まり）

写真２
葉耳間長±０㎝

（冷害危険期の最中）

写真３
葉耳間長＋５㎝

（冷害危険期終了）

写真４　葉いもち 　写真５　アカヒゲホソミドリカスミカメ（成虫）

（価格は税込）
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野菜

今月は気象状況に応じた管理をしっかり行いましょう
　７月は気温上昇・日照量増加に伴い、トマトやピーマンなどの果菜類は生理障害の発生が多くなりま
す。原因と対策を確認し発生を防ぎましょう。また、病害虫の発生も多くなっております。適期防除を行
い、収量・品質向上に努めましょう。

1. 生理障害について確認しましょう

２.品目ごとの栽培管理を確認しましょう

3. 病害虫の発生に注意しましょう

○トマト

○ピーマン

○トマト
５段目開花期以降（１段目収穫期）が最も着果負担が大きくなるため、１段あたり４果程度となるよう摘果

しましょう。開花ごとの追肥や通路潅水を行い、根張り促進・草勢維持に努めましょう。また、高温による落
果や奇形果の発生を防ぐために、ハウス内換気や遮光を行うとともに、循環扇を活用するなど対策を講じま
しょう。

○ピーマン
ピーマンは高温作物ですが、ハウス内の温度が３２℃を超えると受精不良が起こり、落花や奇形果が発

生しやすくなります。循環扇を活用したハウス内換気や株元から離し潅水を行うなど温度・水管理に注意しま
しょう。また、Ｌ・Ｍ中心の収穫や内側の混みあった枝を少なくし、樹勢維持・着果負担軽減に努めましょう。
整枝を行うことにより、採光と通気性を良好に保ち、病害虫発生を低減させることに繋がります。

○長葱類
軟白長葱の場合、高温期はハウス内換気や遮光資材を被覆し気温の上昇を防ぎましょう。露地長葱の土寄

せは生育に合わせて３～４回行いましょう。また、土寄せの直前に追肥と防除を行いましょう。土寄せの際、
葉の分岐点が埋まると生育が遅れてしまうため、埋めないよう注意し、軟白部の長さを３５ｃｍ以上確保しま
しょう。太さを重視した栽培管理を行い収量確保に努めましょう。

○ブロッコリー
夏季は、高温・多湿により「花蕾腐敗病」が多発する傾向にあり、短期間で圃場全体に広がるため注意が

必要となります。石灰資材の葉面散布や薬剤防除（予防的散布）を行いましょう。干ばつ状態が続くとホウ素
欠乏などの生理障害が発生しやすくなるため、潅水ができるところでは積極的に行いましょう。また、カルチ
を実施し除草対策を講じましょう。

○スイートコーン
７月～８月にかけて、アブラムシが多発するため、適期防除を行い対策しましょう。また、絹糸抽出前まで

に２回追肥を行い、俵の肥大促進に努めましょう。出穂・開花・受精の時期には水分が必要となります。水分
が不足し、高温・乾燥状態が続くと先端不稔の原因となるため注意しましょう。

　先月、果菜類では「灰色かび病」や「すすかび病」の被害が発生しました。今後は気温の上昇に伴い、病害虫の発
生が多くなる傾向にあります。圃場をよく観察するとともに、予防的な防除を基本とした病害虫対策を講じましょう。

＜すすかび病＞＜灰色かび病＞

１回目：本葉４～７葉目
２回目：本葉８～雄穂出始めの頃

追 肥

障害名 原　因 対　策

乱形果 花芽分化期の低温・強草勢 適正な温度・草勢管理

尻腐れ果 カルシウム欠乏（夏季高温時の乾燥） 適正な施肥・水分管理、石灰資材の施用

裂果 果実への強日射、急激な水分変化 遮光資材の活用、少量多潅水を行う
（急激な水分変化を起こさない）

グリーンバック果 窒素過多、高温・乾燥 適正な施肥・水分管理

障害名 原　因 対　策

尻腐れ果 高温時の水分不足、カルシウム欠乏 土壌水分の保持、石灰資材の葉面散布

日焼け果 強い直射日光により果面が 40℃以上
で発生しやすい 適度に葉かげを作る整枝を行う

変形果 過度の低温、高温による受精不良 生育にあった温度管理、潅水を行う

果菜類の尻腐れや葉菜類の縁枯れ葉先
枯れ防止に「ファイト・カル」

散布方法　500 ～ 1,000 倍　葉面散布
発生しやすい果房の開花時から定期的に散布
資材価格1リットル1,870円（税込）

 資材課より資材紹介 （価格は税込）
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　6月8日（水）、JAひがしかわ本所にて年金友の会役員会が開催されました。
総会が新型コロナウイルス感染症防止対策で書面議決にて行われ、役員の意向
に沿った内容で可決し承認したことから、役員会にて役員改選が行われました。

　会員皆さまにおかれましては益 ご々清栄のこととお喜び申し上げます。
　私事で恐縮ですが、令和４年５月３１日をもちまして年金友の会会長を退任することといたしました。
　平成24年からの長きにわたり会長職として皆さまと共に活動を行って参りましたが、会員皆さまのご協力のもと全て
の行事が大きな事故もなく開催できたことを改めて御礼申し上げます。歴代の役員方々、そして担当された農協職員の
皆さまにも改めて感謝申し上げます。
　立場は変わりますが、今後も会員として皆さまと共に活動していきたいと思っております。引き続きお世話になります
が、何卒よろしくお願い申し上げます。
　新役員の方々におかれましては、新型コロナウイルス感染症が流行している中、行事の開催可否を判断しなければ
いけない時代となり、苦労されるかと思いますが会員皆さまの安全を第一に、そして、皆さまの生きがいづくりにご尽力
いただきますようよろしくお願いいたします。
　総会で会員皆さまの顔を見て挨拶できないのが非常に残念ではございますが、略式ながら退任の挨拶とさせていた
だきます。

　新型コロナウイルス感染症流行に伴う行動制限など気苦労の絶えない日々をお過ごしのことと存じ上げます。
　さて、このたび令和４年度年金友の会会長に長縄恵光会長の後任として就任させていただくこととなりました。
　これまで副会長として長縄前会長をはじめ、役員とともに各種行事を行っておりましたが、会長の重責を担いました
うえは、力のかぎり年金友の会の発展に尽力いたす覚悟でございます。
　新役員とともに１人でも多くの会員の皆さまが参加できる行事の企画運営をさせていただきたいと思っております。
ここ２年ほどコロナ感染症拡大防止につき活動できてはおりませんが、状況を見て役員協議を行い判断させていただ
きたいと思いますので、案内が届きましたら参加のご検討をよろしくお願いいたします。
　最後になりましたが、JAひがしかわ金融課の皆さまにも事務局としてご指導・ご協力いただきますようお願いいたし
ます。
　総会を開催することができず、会員皆さまの前でご挨拶できないのは大変残念ではございますが、略儀ながら就任
の挨拶とさせていただきます。

健 康トピックス

紫外 線について

紫外線とは？

トマトは紫外線対策に効果的 !?

紫外線による健康被害

予防策

紫外線は、太陽から放出される太陽光線の成分のひとつで、私たちに

様々な影響を与えます。

有用性として、ビタミン D を生成する効果があり、カルシウムの吸収を

促進し骨の形成や筋力を高める効果や、がん・アレルギーの抑制、血流

が良くなり血流改善に伴い基礎代謝促進が期待できます。また、睡眠の

質を向上させるメラトニンの分泌や、脳が幸せや安心感を得るために必要

なセロトニンというホルモンの分泌を促進させます。

有害性もいくつかあり、肌老化の原因の 8 割が紫外線と言われているほ

ど肌や目への悪影響も大きいため、しっかり紫外線対策を行いましょう。

　2 ～ 3 ページで紹介しましたトマトに含まれる赤い色素成分の「リコ

ピン」には、強力な抗酸化作用があり、紫外線ダメージによるシミやそば

かすから肌を守る働きがあります。また、血糖値を下げる効果、動脈硬化

の予防、美白効果、ダイエット効果など、美容や健康に効果的であると

言われています。

・日焼け

・紫外線角膜炎

・免疫低下

○皮膚 　シワ・たるみの促進

　　 　シミ・ソバカスの生成

　　　  前がん症（日光角化症、悪性黒子）

○目　　　白内障／翼状片

・帽子や日傘をかぶる

・衣装で覆う

・サングラスをかける

・日焼け止めを上手に使う

急

慢性

年金友の会

長縄恵光前会長　退任挨拶

桒原克光新会長　就任挨拶
帽子

20％減
サングラス

90％減

【役　員】
  会　長　桒原　克光
  副会長　林　　次男
  理　事　藤田　勝典
  監　事　高橋　忠
  監　事　竹田　笑子

紫外線
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JA HIGASHIKAWAJA HIGASHIKAWA
TopicsTopics

　6月より、国営農地再編整備後の農地から石を堀上げ
土壌などと分離して除去することのできるストーンピッ
カー作業が行われ、農作業の妨げになる圃場の石が除
去されました。作業委託をご希望の方は、（株）東川農業
振興公社（℡82-5811）までご連絡ください。

　6月16日（木）JAひがしかわスタンドにて、小農機具
展示会が開催されました。展示会に併せて、店頭価格5
円引きと、店頭給油ガソリンまたは軽油を10L以上給油
頂いた方に田園そばが無償提供され、約150人が来場
されました。訪れた方は、「コロナ禍により外で食事をす
る機会が減ってしまっていたため、久しぶりに外で食事
ができて嬉しい」と話していました。

令和5年度　東川町農業協同組合職員募集要領
１．事業所名　　　　東川町農業協同組合
２．勤務地　　　　　東川町農業協同組合管内
３．採用予定人員　　若干名
４．採用試験の内容　適性試験・面接試験
５．試験日時　　　　令和４年９月中旬頃
　　　　　　　　　　詳細日程は決定次第別途通知
６．待遇	
（１）業務内容　　　総務・共済・金融・農産物管理・

販売・資材販売・葬儀・燃料事
業・自動車販売、いずれかにおい
ての業務となります。

（２）給与　　　　　150,600円～
（３）採用月日　　　令和５年４月１日※試用期間あり
（４）その他　　　　詳細はハローワーク求人票をご確
　　　　　　　　　　認ください。
７．就業時間及び休日
（１）就業時間　　　午前８時30分～午後５時00分　
　　　　　　　　　　※変形労働時間、時差出勤有
（２）休日　　　　　日曜日、祝日、第二、四土曜日　
　　　　　　　　　　※変形労働あり
　　　　　　　　　　年末年始休暇、お盆、地方祭

お問い合わせは
東川町農業協同組合 管理課 ℡82-2121 まで

　5月31日（火）、家庭用野菜苗取りまとめの引渡しが株
式会社 松匠で行われ、女性部部員17名が集まりました。
今年は、593本の野菜苗が部員の皆様に引き渡され、そ
れぞれの畑で植えられました。収穫時期には、丹精込め
て育てられた野菜が食卓に並ぶのが楽しみですね。

　6月4日（土）、東川ゆめ公園体験農園にて体験農園
専門部会の田植えが行われ、JAひがしかわ女性部役員
も参加し、学童の子供達に苗の植え方の指導を行いま
した。田植えを体験した子供たちは、水の冷たさや泥の
感触を感じながら、一本一本丁寧に苗を植えていました。
植えられた稲は、10月頃に収穫予定です。

　5月28日（土）、29日（日）キトウシ森林公園にて第
72回くらし楽しくフェスティバルが開催され、JAひがし
かわは農産物販売を行いました。コロナ禍により2年ぶ
りとなる開催でしたが、多くの人が来場しました。来場さ
れた方からは、「野菜の価格が上がっているので、新鮮
な野菜を安く買うことができ、とても良かった」「ドライ
べジのおすすめの調理法が知りたかったから聞けて良
かった」と話してくれました。
　今後も、農産物のPR活動を積極的に行い、消費者と
の交流を図っていきます。

（株）東川農業振興公社 
ストーンピッカー作業委託

スタンド小農機具展示会

JAひがしかわ女性部
家庭用野菜苗引き渡し

JAひがしかわ女性部 
田んぼの学校に参加！

くらし楽しくフェスティバルにて
農産物販売を行いました！　6月27日（月）、ＪＡひがしかわ2階ホールにて持続可

能な東川農業の実現に向けて制定された「ひがしかわ
アグリ2050」の宣言式が開催されました。
　「ひがしかわアグリ2050」は、ＪＡひがしかわ
がＳＤＧｓと密 接にかかわり生 産 現 場から消 費ま
で のサプライチェーン へ の 取 組を加 速させ「み
どりの 食 料シ ステム 戦 略 」の 農 業・食 品 分 野 に
おける2 0 5 0 年までの目指 す姿と取り取 組 方 針 
に沿って制定されました。
　宣言式では、農林水産省北海道農政事務所旭川地域
拠点 森岡 哲夫 地方参事官より「みどりの食料システ
ム戦略」についてご説明頂いた後、JAひがしかわ樽井
組合長、ＪＡひがしかわ青年部 秋山部長、ＪＡひがしか
わ女性部 金巻部長、東川町稲作研究会 板谷会長、東
川町蔬菜園芸研究会 松家会長より、「ひがしかわアグリ
2050」を宣言いたしました。
　これからも、「ひがしかわ農業ビジョン」のもと農業者、
地域住民との対話を進めながら豊かな東川農業・農村の
未来予想図をしっかりと描いてまいります。

ひがしかわアグリ2050宣言式開催

 

ひ持続可能な東川農業の実現をめざす 

ひがしかわアグリ 2050宣言書 

 

 

国内農業は、地球温暖化や自然災害の増加、農業者人口の減少と生産基

盤の脆弱化、新型コロナを契機とした生産・消費の変化など、多くの課題

に直面しています。 

その一方で、食の安全・安心や健康志向など消費者の環境や栄養面に対

する意識の高まりから、化学合成肥料・農薬使用の削減が求められる中、

これからの食料生産は、生物多様性を育む農業の推進により、持続可能な

農業の発展と、豊かな自然・農村環境の維持・継続を目指して行かなけれ

ばなりません。 

 

私たち JAひがしかわ は、国連の提唱する持続可能な開発目標（SDGs）

に賛同し、事業活動を通じてその達成に積極的に取り組みながら、2021年

5月に農林水産省が定めた「みどりの食料システム戦略」を踏まえ、資材・

エネルギー調達における脱輸入・脱炭素化・環境負荷軽減の推進、イノベ

ーションなどによる持続的生産体制の構築、ムリ・ムダのない持続可能な

加工・流通システムの確立、環境にやさしい持続可能な消費の拡大や食育

の推進などに取り組みます。 

 

2050年までには、東川農業の CO2ゼロエミッション化の実現、化学農

薬・化学肥料の使用量の低減、有機農業の取組面積の拡大等の実現を目指

すことを、ここに宣言いたします。 

 

2022(令和 4)年 6月 27日 

みずとくらす JAひがしかわ 

使用前 使用後

■令和5年度　職員募集案内

宣言の様子 森岡地方参事官「みどりの食料
システム戦略」説明の様子
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〈お詫びと訂正〉
6月号で掲載写真に一部誤りがありました。ここにお詫びして訂正させてい
ただきます。ｐ8トピックス ｢令和4年産東川米田植えがスタートいたしまし
た！｣の株式会社カナマキ田植え写真

誤 正

組合員の推移（令和4年5月末現在）
正組合員戸数 正組合員数 准組合員数

424 戸 488名 1,108 名
（前月比　− 8戸） （前月比　− 8名） （前月比　− 5名）

〒071-1495　北海道上川郡東川町西町1丁目5番1号　TEL0166-82-2121　発行所/東川町農業協同組合　責任者/樽井　功　編集者/営農販売部  営農指導課

JA事業推進係　0120 － 82 － 2125 へ
●葬儀・法要のご用命は…24時間フリーダイヤル

お菓子教室 tiroir 最愛の
焼き菓子 毎日焼きたく
なる

これだけは知っておき
たい JA と農業のきほん
仕事に役立つ

もっとストウブはじめまし
て ラクしておいしい 1 品
晩ごはん

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。農協文庫新刊

議案１号　 道常例検査の指摘事項に対する改善状況の報告について
議案２号　 自己資本造成計画に係る出資基準の改正及び増資依頼につい
　　　　　 て
議案３号　 信用事業ならびに組合財産状況の開示（デｲスクロージャー
　　　　　 誌）について
議案４号　 ひがしかわアグリ2050宣言（仮称）について（案）
議案５号　 令和４年産東川米の取扱方針（案）について
議案６号　 東川米関連施設の設備概要（案）について
議案７号　 大規模乾燥調製貯蔵施設（ＣＥ等）の用地造成に係る入札に
                ついて
議案８号　 JAグループ北海道不祥事ゼロ運動　不祥事根絶に向けた重点
　　　　　 ３か年
　　　　 （令和４～６年度）対策の取り組みについて
議案９号　 固定資産の処分・施設修繕について
議案10号　理事との利益相反取取引について
議案11号　労働組合からの夏期手当の要求について

第5回 理事会　日時:令和４年5月31日（火）

【議決事項】

2022年 7月の予定

2022年 8月の予定

5の付く日（スタンド店頭ガソリン・軽油5円引き）

5の付く日（スタンド店頭ガソリン・軽油5円引き）

スタンド通常営業　平日土曜　午前7:30～午後7:00　
　　　　　　　　　日曜祝日　午前8:30～午後5:00

招魂祭のため休業

資材課営業（午前8:30～12:00）

資材課営業（午前8:30～12:00）

資材課営業（午前8:30～12:00）

資材課営業（午前8:30～12:00）

資材課営業（午前8:30～12:00）

海の日

資材課営業（午前8:30～12:00）

資材課営業（午前8:30～12:00）

資材課営業（午前8:30～12:00）

資材課営業（午前8:30～12:00）

資材課営業（午前8:30～12:00）

スタンド通常営業　平日土曜　午前7:30～午後7:00　
　　　　　　　　　日曜祝日　午前8:30～午後5:00

5の付く日（スタンド店頭ガソリン・軽油5円引き）
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5の付く日（スタンド店頭ガソリン・軽油5円引き）
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