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１．募集内容　　　　　　　　　　　　　        
�　ＪＡ南彩合併25周年を記念して、ＪＡ南彩のロゴ（シンボル）
マークで、イメージ向上につながり親しみやすく個性のある
デザインを募集します。

２．ロゴ（シンボル）マークの前提条件　　　  
　色は３色まででお願いします。

３．応募資格　　　　　　　　　　　　  　   
　ＪＡ南彩組合員世帯の方、及びＪＡ南彩管内に住所を有す
る方であれば、どなたでも応募可能です。

４．応募方法　　　　　　　　　　　　　     
�　応募用紙（ＪＡ南彩公式ホームページよりダウンロード）に
必要事項を記載し、裏面にデザイン（原画でカラー仕上げのも
の）を記入の上、右記応募先へ郵送またはメールにて提出して
ください。メールでの応募の場合は、件名を『ＪＡ南彩合併
25周年ロゴ（シンボル）マーク応募』とし、メール１件につき
１作品とします。自作で未発表のものに限り、お一人様３点
までご応募が可能です。

５．応募の締め切り　　　　　　　　　　      
令和３年１月29日㈮必着

６．審査方法及び表彰　　　　　　　　　      
　�最優秀賞（１点）……ＪＡ南彩ロゴ（シンボル）マークとして
採用、３万円分の商品券（ JTBギフト券）
　優秀賞（２点）………１万円分の商品券（ JTBギフト券）

７．結果発表　　　　　　　　　　　　　     
　最優秀作品および優秀作品は、広報誌やホームページにて
掲載するほか、入賞者に直接通知いたします。

８．応募先および問い合わせ先　　　　　     
　〒346−0105　久喜市菖蒲町新堀473
　南彩農業協同組合　企画管理部総合企画課
　ＴＥＬ　0480−87−1137　ＦＡＸ　0480−85−7333
　Ｅ-mail　nansai7331@nansai.st-ja.or.jp
　ＨＰアドレス　https://www.ja-nansai.or.jp

JA南彩ホームページ
QRコード⇨

《募集要項》
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カメラニュース

　10月１日、本店大会議室で2021（令
和３）年度４月入組予定の新採用職員
内定式が行われ、内定者６名が出席し
採用内定書を受取りました。
　今年のコロナ禍における企業の内定
取り消しが出ている状況を鑑み、少し
でも安心していただけるよう考慮し内
定式を行いました。
　菊池義雄組合長は、「コロナ禍にお
ける社会活動において、感染予防や体
調管理には充分に注意していただき、
来年の４月から共に働けることを役職
員一同楽しみにしております。皆さんの活躍を期待してい
ます」と話しました。
　10月には、新型コロナウイルスの影響で延期されていた
高校生の採用試験を行いました。

ＪＡ南彩にようこそ　新採用職員内定式

　　内定式の様子

　９月に３会場（16日宮代支店、17日あすかホール、18日久喜江面
支店）10月に２会場（21日岩槻城南支店、22日蓮田支店）にて終活
セミナーを開催し、新型コロナウイルス感染拡大防止対策を講じた中、
合計49名の参加がありました。
　17日の会場では、臨済宗円覚寺派知楽院のご住職を招き、一日葬が
増加している現在、葬儀の在り方や通夜を執り行うことの意味につい
て法話があり、参加者は真剣な表情で聴き入っていました。
　会場では、もしもに備えて事前に準備しておくことやコロナ禍にお
ける葬儀形態の説明があり、参加者からは個別相談の要望もありまし
た。また試食として折詰料理を持ち帰っていただきました。
　各種イベントが中止している中、今後も開催を検討いたします。

　10月上中旬、蓮田、白岡、久喜の各市役所に、ＪＡ南彩と蓮田市果実連合会、白岡市梨出荷連合会、久
喜市梨組合、菖蒲町梨組合連合会が訪問し、梨生産者に対する生産支援の要請を行いました。

　この要請は梨選果場利用者から「今年は特に豊水や彩玉で
天候不順の影響により『みつ症』が多く発生し、廃棄処分と
なったものが多く、梨農家にとって農業経営に支障をきた
し、今後の経営継続にも影響がでてしまう」といった梨生産
者の苦悩をくみとりこのような機会を実現しました。
　菊池義雄組合長は梨組合や各連合会の代表者と共に要請
書を各市長に手渡し「今年は開花期における低温、また平年
より梅雨も長く日照不足が影響し、出荷量が前年より約３
割から４割減となりました。今後も産地として営農を維持
することと、さらに生産者の農業経営を守るためにも生産
農家への支援をお願いします」と強く要請しました。
　今後もＪＡとして生産者の一助となれるよう、積極的に
努めてまいります。

参加者に法話をする知楽院ご住職

終活セミナーで不安を解消

梨生産者に対する生産支援を市に要請

要請書を受取った梅田修一久喜市長（中央）
菊池義雄組合長（右）
久喜市梨組合𠮷永宏組合長（右から2人目）
菖蒲町梨組合連合会加藤幸雄会長（左から2人目）
松岡昌典常務理事（左）
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　10月１日、黒浜地区組合員
の水田圃場を借りて、蓮田市立
黒浜南小学校５年生47名、学
校応援団員15名が参加し、今
年６月３日に田植えを行った稲
の刈取りをしました。
　今回で13回目となる稲刈り
体験学習は、総合的な学習の一
環として行われている行事で、
児童たちは生産者から指導を受
けながら、慣れない稲刈り鎌を
使い手刈りで収穫作業を行いま
した。その後竹で作った稲架に稲を掛け、乾燥させる作業までを学びました。刈り残った稲は生産者がコ
ンバインでの刈取りを披露し、児童たちは歓声を上げていました。
　稲刈りを体験した児童たちは「お米をつくる大変さが分かったので、これからはお米一粒一粒を大切に食
べます」「コンバインで稲を刈っているところを初めて見ました」と話していました。
　刈り取ったお米は、お赤飯にして給食で食べる予定です。

カメラニュースカメラニュース

蓮田市立黒浜南小学校　田植えから刈取りまでを体験

　10月上旬、渉外担当者下期進発式が、
７管内各支店にて行われました。
　コロナ禍における苦境の中、下期も
全員が職務を全うし目標必達に向けて
気持ちを１つにしようと、渉外担当者
代表が「がんばろうコール」を行いま
した。
　今後もこれまで以上に組合員や地域
の皆様からの期待に応えられるよう活
動してまいります。

目標必達に向けて令和２年度渉外担当者下期進発式

稲刈り体験をする児童たち

岩槻での進発式

　９月23日、三箇支店と中部営農経済センターで、
午前・午後に分けて合計20名の生産者が集まり青パ
パイヤ目揃会を開催し、出荷規格や荷造り方法を確認
しました。
　今年は昨年より倍の約10,200個の出荷量を予定し
ており、10月からＪＡ直売所
や量販店などで販売されていま
す。また今年の４月から販売が
開始された青パパイヤ入りドラ
イカレーの原料としても使用さ
れます。青パパイヤの出荷規格を説明する職員

青パパイヤ目揃会で出荷規格や荷造り方法を確認

す。また今年の４月から販売が
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地区ふれあい活動

カメラニュース

　久喜市で梨を栽培している渡邉雅弘さんは、特産の梨を使用し６次産
業化で加工品「Dasai tama（ダサい玉）サイダー」を作り販売しています。
　渡邉さんが加工品を作るようになったきっかけは、日焼けして出荷や
販売ができずにいた梨をどうにかしたいという思いで昨年から始めまし
た。６次産業化を行うにあたりＴＡＣ職員や農林振興センターに相談を
しながら、連携型という方法で６次産業を行っています。梨の生産は渡
邉さんが行い、加工製造は２次産業者、販売は３次産業者が行う仕組み
です。それぞれ違いをもたせた梨サイダーは２種類あり、他にもジャム
やゼリー、果汁100％のジュース、アイスキャンディーと幅広く商品を
増やし、梨を有効活用しています。
　渡邉さんは「加工品はＪＡ南彩の直売所で販売しています。商品を通
じてたくさんの方に久喜の特産品である梨を知ってほしい」と話してい
ました。

　10月６日、蓮田地区カラフル人参生産者５名の圃場を
ＪＡ職員２名、株式会社朝日アグリの担当者２名の計４
名で巡回しました。
　蓮田・白岡・宮代・春日部の４地区でカラフル人参を
栽培しており、カラフル人参は色によって肥大に変化が
あるため、ＪＡ南彩ではパープル・オレンジ・イエロー
の順番で１週間おきの播種を推奨しています。
　例年では播種後１週間から10日程で発芽するのですが、
今年は８月下旬から播種を始め、その後雨がまったく降
らなかったため発芽が遅れ、９月中旬に入りようやく雨
が降り始めたことで発芽し始めました。また葉にはキア

ゲハとヨトウムシにかじられた跡が確認されたので、除草対策と害虫対策を行いました。
　生産者は「他の色に比べてパープルの発芽が少し悪かったように感じました。発芽まで時間がかかり心配
でした」と話していました。

６次産業化で美味しい梨を最後まで味わう

カラフル人参の圃場巡回　除草と害虫対策を行う

６次産業化の商品を手にしている
渡邉雅弘さん

圃場を確認する生産者

＜三箇支店＞
　10月19日、菖蒲町三箇の長龍寺幼稚園児92名
が参加し、サツマイモ掘り体験が行われました。
　今年はコロナ対策のためクラスごとに時間に
差をつけ、少人数に分かれての開催となりました。
軍手をした園児達は土を掘
りおこし、地元農家の方が
育てたサツマイモを小さな
体で力いっぱいに引き抜い
たりして、収穫を楽しみま
した。
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みんな  の広場いきいきさん

　白石さんは、昭和47年に嫁いでから、お米の作
付けの手伝いをしていました。10年ほど前に旦那
さんから息子さんへ事業承継をしてからも、息子
さんをサポートしています。嫁いできた当初は麦
の作付けもしていて、麦踏などの作業で今よりも
苦労したそうです。
　今は少し時間に余裕ができて、家の畑で野菜や
いちじくなどの青果を栽培しています。「手間をか
けて作り、無事に収穫ができて、家族がおいしい
と言って食べてくれると嬉しいです」と笑顔で話
してくださいました。
　また白石さんは、趣味で札所巡りを行っており、
時間を作っては夫の一夫さんと札所巡りをしてい
たそうです。「コロナ禍で今はなかなか出かけられ
ないので、この状況が落着いたら、また色々な所
へ行って札所巡りをしたい」と話してくださいま
した。

 （小林通信員） （小林通信員）

 直売所情報
旬の情報を
お届けします。

青パパイヤと
塩昆布の浅漬け

●作り方
①  青パパイヤを水洗いし、厚めに皮をむく。（肌の
弱い方は、ゴム手袋の使用をおすすめします。）

②  青パパイヤを半分に切って種をとる。（種のな
いものもあります。）

③  ピーラーで皮をむくように薄切りにして、10
分程度水にさらす。

④  熱湯で１分程度湯がき、水を切る。
⑤  ビニール袋に入れ、塩昆布と胡麻油を加えて
よく揉む。

⑥ １時間以上経ったらできあがり。

●材料（２人分）
青パパイヤ …………… 200g
塩昆布……………… 10g程度
胡麻油……………… 大さじ１

今月の

オスス
メ

青パパイヤの保存方法

・新聞紙に包んで、冷蔵庫に保
存　

・千切りにして灰汁抜きし冷凍
保存

白
しらいし

石 千
ち よ

代さん
（春日部市不動院野）

　ポイント………ピーラーで切る長さは短いほうが食べやすいです。
　　　　　　　　塩昆布と胡麻油はお好みで調整してください。

青パパイヤの

  簡単  浅漬け
　です！!

塩昆布の浅漬け塩昆布の浅漬け
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営農情報 お問い合わせ
●JA南彩　営農部営農支援課　0480（87）1135

　今年の春、南彩管内の梨園では開花期に異変が起こっていました。
　満開期を過ぎているのにほとんどの芽が動かない樹（写
真１）や発芽の揃わない樹（写真２）がありました。また、
一つの花芽はふつう８～10輪ほどの花を咲かせますが、今
年は輪数が少なく２～３輪きり咲かない花そう（写真３）
が見られました。さらに、花弁は小さく、花梗も短いこと
から花そうは貧弱でした。
　これらのことは栽培面積が多いこともあり、「幸水」で目
立ちましたが、「彩玉」や「あきづき」などでも見受けられ
ました。
　この現象は、暖冬年に九州地方で発生し、近年、大問題
となっている発芽不良の様子に似ていました。
　昨年の秋の落葉は遅く、冬も暖かく経過し、春先も暖か
かったことから、「幸水」が３月下旬に咲き出し、過去に
類を見ないほど早く開花する暖冬年となりました。
　そこで、昨年11月から今年３月までの月ごとの日平均気
温について、久喜アメダスの記録を調べて見ますと、何れ
の月とも平年より高く、月によって差はありますが、1.0
℃～2.5℃高く経過しています。
　秋冬季が暖かいと十分な耐凍性が得られず(低いマイナス
の気温に耐えられない）、自発休眠が打破された後の高温は
開花期を早める一方で、耐凍性が低下します。
　また、秋冬季の花芽の窒素含量が高いほど耐凍性は低く
なります。
　暖冬年と言えども寒さが厳しくなる日もあります。ちな
みに、同アメダスでは今年の２月７日早朝にマイナス6.1
℃を記録しています。
　凍害による発芽不良の状況としては、花芽がぼける。花
そう内の花蕾数が少ない。花梗が短い。短果枝より長果枝
で多い。長果枝の枝先だけが開花する。長果枝では予備枝
由来の長果枝の方が少ない。同じ枝でも開花が揃わない。
などが言われており、今春の管内の梨園ではこれに当ては
まる様子が多く見られました。
　対策としては、土壌の物理性を改善する。短果枝比率を高めたせん定を行う。中庸な長果を利用す
る。予備枝由来の長果枝を使う。堆肥の施用や施肥を秋季から春季に変える。施肥量を減らす。など
が挙げられています。
　本年、管内の梨の生産量は、平年に比べてかなり少なくなっています。減った要因は色々あります
が、発芽不良の影響もあったものと思われます。
　今後、今回のような極端な暖冬年が続くとは考え難いですが、温暖化の影響を受け秋冬季が暖かく
なっていることは事実です。このことから、過去にとらわれない栽培方法を検討し、事例を蓄積して
行く必要があります。

梨の栽培管理　発芽不良

写真１　�満開後の令和２年４月７日の状況

写真２　発芽の揃わない樹

写真３　２輪きり咲かない貧弱な花そう

なんさい ◦ 8



令和2年度第3回「梨栽培サポーター講座」

受講者募集！
　ＪＡ南彩管内の特産である梨は労働力不足のた
め、栽培面積は減少傾向です。

梨農家さんはお手伝いいただける
労働力を求めています。
　そこで、梨の基礎知識と技術を身につけていただけるように講座を開催し、終了後には梨農家さん
へ紹介などを予定しています。
　講座は全３回を計画し、第１回は摘果、第２回は収穫、第３回は剪定、それぞれ実習を行い、技術
の習得支援を行います。
※剪定講座は７日間開催し、５日以上受講された方にはライセンス証を発行します。

第３回（剪定講座）７日間

開 催 日 時　　令和２年12月 ８日（火）　13時30分～16時
　　　　　　　（１日目の内容：座学講習・現場研修）
　　　　　　　令和２年12月24日（木）・令和３年１月 ７日（木）
　　　　　　　令和３年 １月21日（木）・令和３年２月10日（水）
　　　　　　　令和３年 ２月25日（木）・令和３年３月11日（木）
　　　　　　　（※２日目以降　14時～16時　内容：現場の研修）
開 催 場 所　　ＪＡ南彩　本店大会議室 ～ 菖蒲町内梨園（現場）　
　　　　　　　住所：久喜市菖蒲町新堀473番地　
対　象　者　　梨栽培に興味があり梨栽培でお手伝いいただける方
人　　　員　　応募状況により調整させていただくことがあります。
応募締め切り日　　令和２年11月20日（金）　　　　　　
参　加　費　　無　料　
そ　の　他　　持参いただくもの：防寒でき作業しやすい服装・帽子
　　　　　　　ＪＡで貸出のもの：はさみ・手袋
申込み方法　　受講希望者の氏名、住所、電話番号を記入し
　　　　　　　 「梨栽培サポーター講座第３回希望」と明記して、下記あてに、

「ハガキ」又は「FAX」で申込み下さい。
送　付　先　　●【ハガキ申込み先】〒346－0105　久喜市菖蒲町新堀473
　　　　　　　　　ＪＡ南彩　営農部営農支援課「梨栽培サポーター講座」宛
　　　　　　　●【FAX申込み先】JA南彩　営農部　営農支援課
 FAX 0480－87－1138
お問合せ先　　ＪＡ南彩　営農部　営農支援課　担当　（藤村・水戸部）

TEL 0480－87－1135

※剪定講座は７日間開催し、５日以上受講された方にはライセンス証を発行します。

　　令和２年12月 ８日（火）　13時30分～16時

　　　　　　　令和２年12月24日（木）・令和３年１月 ７日（木）
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毎月、TAC（担い手支援担当）の取組み状況などをご報告いたします。TAC通信

　本年度４月より白岡地区担当となりました戸ヶ崎です。中部地区（蓮田地区、白岡地区、宮代地区）は、４
月より「中部営農経済センター」として統合し新たなスタートを切りました。 
　今回私からは、水稲の品質向上について情報をお伝えします。 
　品質の低下は、白未熟粒が原因とされております。白未熟粒とは、玄米にデンプンがきっちり詰まらず、隙
間ができた状態です。これらには、乳白・腹白・背白・基部未熟等があります。白未熟粒により品質の低下、
また精米やとぐ時に割れやすくなり、食味の低下にも繋がります。乳白粒、心白粒は高温になって養分の転流
が悪くなると発生し、籾数を付けすぎると穂の中で養分の取り合いとなり多発します。高温時対策として、ケ
イ酸で稲体の温度を下げましょう。 
　ケイ酸の効果ですが、茎や葉に蓄積し葉の直立化を図り、光合成の促進になり、それにより十分に稲が養分
を吸収することで収量及び食味向上に繋がるということです。また、ケイ酸を入れることで根張りも良くなり
倒伏軽減にも繋がります。稲はそのケイ酸を幼穂形成期以降に多く吸収し、ケ
イ酸はクーラーのような働きをします。 
　資材として「農力アップ」「ウォーターシリカ」を紹介させていただきます。
　「農力アップ」は、微量要素も含んでおり鉄・マンガンの効果により有害で根を
痛めるメタンガスや硫化水素ガスの抑制効果も併せ持っています。施肥時期で
すが、収穫後から代掻きの二週間前までに10アール当たり60㎏ 施肥となります。
　「ウォーターシリカ」は、出穂前30日頃に10アール当たり15～20㎏ 施肥と
なります。 
　ケイ酸資材にご興味を持たれましたら、ぜひお近くの各地区営農経済センタ
ーまたは担当地区TAC（タック）までお気軽にお問い合わせください。 
　これからも組合員の為に色々な情報提供が出来るよう努力して参りますの
で、今後とも宜しくお願いします。 

NOSAI埼玉から「収入保険」のお知らせ

野菜価格安定対策事業を
利用している
生産者の皆さまへ

　令和３年１月からは当分の間の特例として、野菜価格安定事業の利用者が初
めて収入保険に加入する場合、収入保険と野菜価格安定事業を同時利用（１年間）
することができます。
　自然災害、価格低下、けがや病気で収穫不能など、農業経営の様々なリスク
を収入保険がサポートいたします。
　収入保険の利用に関するご相談及びお申込みの手続きは、NOSAI埼玉までご
連絡ください。

－ 収入保険に関するお問い合わせ －
埼玉県農業共済組合　宮代支所　☎0480-32-1015

なんさい ◦ 10



取扱代理店：JA南彩  各支店

■お支払いいただく保険料（年額）は、被保険者ご本人の職業、年齢、性別にかかわらず、上表の金額となります。
■補償開始日時点で被保険者ご本人の年齢が満80歳未満の方にご加入いただけます。
■ ご継続は、補償終了日時点で被保険者ご本人の年齢が満89歳まで、脱退のお申し出がない限り自動的に継
続されます。

●JA安心倶楽部は、全国共済農業協同組合連合会（JA共済連）を保険契約者とし、JA南彩の組合員の皆さ
まを加入者（被保険者）とするJA団体傷害保険制度です。
●ケガによる死亡や重度の後遺障害、入院・通院、他人への賠償責任、携行品の損害など、日常生活のリス
クを補償する制度です。
●詳しい内容は最寄のJAの支店までお問い合わせください。
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　日頃よりJA南彩をご利用いただきまして誠にありがとうございます。
　参加者および関係者の健康と安全を第一に考慮した結果、多数の参加者
が集うイベントの開催を中止することにいたしました。
　ご参加ご希望の組合員、お客様にはご迷惑をおかけし誠に申し訳ござい
ませんが、ご理解ご協力を賜りますようお願いいたします。

令和２年度 開催
中止

年度 開催
とさせて

催中止催
とさせてとさせてい

ただきま
す

こんなときだからこそ　利用したいJAの事業があります

お客様に合う６つのコースを用意しました
〜毎月レシピ付きカタログをお届けします〜

調理コース
一番人気のコース

肉・魚がバランスよく入っています。

簡単コース
時短で簡単調理が一番。

カット野菜も週１で入るから超便利。

肉コース
お肉中心の商品構成。
お肉好きな方におススメ。

魚コース
スーパーでは見ることが少ない
天然物を極力採用をしています。

あじ選コース
銘柄肉・高級魚など

こだわった逸品をお届けしています。

和楽コース
一人分の食材だから無駄なく

楽に食べられます。

ふれあい食材はJAグループの夕食材料お届けサービスです

週３回ご自宅までお届け!!
まとめて商品はお届けしません！
毎日悩む献立もご提案いたします

　年をとり調理を
するのが面倒です

子供を置いてお買い物が
できません

　買い物に行くと

人が多くて心配です

足腰が悪く

外出できません

お問い合わせは、お近くのJA支店までご連絡ください！

イベント名 例年の開催時期

菖蒲グリーンセンター　芋煮会 11月

JA南彩　ふれあい感謝祭 12月

第３回JA南彩
家の光購読者・女性の集い ２月
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下記の当組合遊休不動産を売却致します。
購入希望の方は、現地を確認のうえご連絡ください。

物件名 ① 旧栢間支店跡地
所在地 久喜市菖蒲町下栢間字陣屋2719番3、26

地　目 宅地

地　積 343.95㎡、19.89㎡

その他 建物あり

構　造 木造スレート亜鉛メッキ鋼板葺2階建て

床面積 1階125.59㎡・2階36.30㎡

物件名 ② 旧白岡・宮代営農経済センター、旧白岡直売所跡地
所在地 白岡市柴山字荒田1451番、1452番

地　目 田（現況宅地）

地　積 1097.00㎡、257.00㎡

その他 建物あり（未登記）

構　造

事務所兼倉庫 鉄骨金属板葺平屋建て

会議室 木造金属板葺平屋建て

トイレ コンクリ造コンクリ葺平屋建て

床面積

事務所兼倉庫 296.46㎡

会議室 59.20㎡

トイレ 20.31㎡

�　上記の物件については、市街化調整区域のため都市計画法の制限を受けます。つきましては、
使用目的等、各関係機関への確認が必要となります。

お問い合わせ
南彩農業協同組合　本店　企画管理部　総合企画課　☎0480-87-1137
　　　　　　　　　　　　　　経　済　部　資産管理課　☎048(798)3564

　営業時間　AM 8:30～PM 5:15 定 休 日　土・日・祝祭日　

遊休資産　売却のお知らせ
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  相 談会のご案内 JAでは相談会を開催しています。お気軽にご利用ください。

営農相談会 9:30～12:00
岩　槻 春日部 蓮　田 宮　代 白　岡 久　喜 菖　蒲

11月17日㈫ 11月18日㈬
11月6日㈮
11月13日㈮
11月25日㈬

11月19日㈭ 11月27日㈮ 11月20日㈮ 11月18日㈬

12月11日㈮ 12月18日㈮
12月4日㈮
12月15日㈫
12月25日㈮

12月17日㈭ 12月28日㈪ 12月21日㈪ 12月18日㈮

岩槻営農
経済センター

春日部営農
経済センター

中部営農
経済センター 宮代支店 白岡大山支店 久喜営農

経済センター
菖蒲営農
経済センター

税務相談会
12月10日㈭
1月8日㈮
岩槻城南支店
9:30～12:00
048（798）3345

12月15日㈫

春日部支店
10:00～15:00
048（736）5501

12月18日㈮
1月20日㈬
蓮田支店
9:30～12:00
048（768）2190

12月9日㈬
1月6日㈬
宮代支店
9:30～12:00
0480（32）0102

12月9日㈬
1月6日㈬
白岡大山支店
13:30～15:30
0480（92）2315

12月15日㈫
1月26日㈫
久喜江面支店
9:30～12:00
0480（21）1101

12月15日㈫
1月26日㈫
菖蒲支店

13:30～15:30
0480（85）0040

南
彩
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン 

inform
ation 

※ 個別の税務相談会は事前予約制になりますので、開催日までにお電話でのご予約をお願いいたします。（ご予約いただけない
場合は受付できません）ご予約がない場合は開催中止となりますのでご注意ください。

※お申込みは、事前に各支店までご連絡をお願いいたします。
※都合により時間が変更になる場合があります。ご了承ください。

春日部支店
新設移転のお知らせ

令和２年11月16日㈪より春日部支店は移転となります。
　これまで以上に組合員、利用者様の信頼にお応えし、より一層サービスの向
上に努めてまいります。

現　　　在
〒 ３４４－００６４　住所　春日部市南２－４－３０

電話　０４８－７３６－５５０１　ＦＡＸ　０４８－７３６－５５０９➡

移　転　先

〒 ３４４－００６４　住所　春日部市南２－５－３７
電話　０４８－７３６－５５０１　ＦＡＸ　０４８－７３６－５５０９

今後もよろしくお願いいたします。
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主要事業の概要
── 令和2年9月末現在 ──

出資金につきましては、28億6,107万円です。

令和２年９月末 令和２年３月末 前年度末
増　　減

正 組 合 員 数 9,636人 9,634人 2人
准 組 合 員 数 19,355人 19,106人 249人
組合員数合計 28,991人 28,740人 251人

令和２年９月末 令和元年９月末 前年度
同月対比

貯 金 高 2,782億0,276万円 2,778億5,197万円 100.1%
貸 出 金 599億1,324万円 559億9,338万円 107.0%
共 済 保 有 高 6,328億6,983万円 6,421億8,836万円 98.5%
販 売 高 16億5,483万円 16億4,194万円 100.7%
購買品Ⅰ供給高 9億7,477万円 14億2,541万円 68.3%
購買品Ⅱ供給高
（各直売所・食堂） 7億4,735万円 7億7,534万円 96.3%
※ 貸出金については、貸付留保金を控除しています。

編集後記
　今年の青パパイヤは豊作で、大きめの青パパイヤが沢山あると営農部で聞きました。「直
売所情報」で掲載しております青パパイヤ料理も試食させていただきました。下処理をし
っかりした青パパイヤは、独特な風味が消えて食べやすく、ザーサイのような味と食感に
感動しました。とても食べやすく優しい塩味で、歯ごたえがザーサイと言ったら伝わりま
すでしょうか？家族にも食べてもらいたいので、大きめの青パパイヤを買いに行こうと思
います。（思い出すだけで食べたくなります） 編集担当  Ｎ

【理事会だより】

　令和２年９月28日、定例理事会が行われ、
次の事項について審議され、全議案原案通
り可決・承認されました。

⑴ 令和２年８月末財務状況について
⑵  内部監査の品質評価実施要領（別紙）の
一部変更について

⑶  農産物直売所利用要領の一部変更につ
いて

⑷  旧蓮田営農経済センター事務所解体につ
いて（固定資産処分委員会）

※応募ハガキに基づく個人情報は抽選、景品の発送、
意見等の掲載に使用させて頂きます。あらかじめご
了承下さい。
※おひとり様１枚までのご応募とさせて頂きます。

応
募
方
法

　 正解者の中から抽選で10名様に図書カードを
プレゼント。
【締切日】11月末日 発表は１月号です。

★数独 出題　ニコリ

63 〒346－0105
久
喜
市
菖
蒲
町
新
堀
473

Ｊ
Ａ
南
彩

　
　
　

広
報
係

答郵
便
番
号
・
住
所
・

氏
名
・
年
齢

Ｊ
Ａ
南
彩
と
本
誌
へ
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ご
意
見
・
ご
希
望
・
短
歌
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イ
ラ
ス
ト
な
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９月号応募総数57通

９月号の答え

答え 14
当選者の発表は商品の発送をもって
代えさせていただきます。

二重枠に入った数字の合計はいくつ？

ルール
①  空いているマスに、１から９までの数字のどれか
を入れます。

②  タテ列（９列）、ヨコ列（９列）、太線で囲まれた
３×３のブロック（それぞれ９マスあるブロック
が９つ）のいずれにも１から９までの数字が１つ
ずつ入ります。

1 ？ 2？
　3？…
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