六月十日︑本店二階会議室において︑ＪＡ南彩

第二十五回通常総代会を開催しました︒総代総数

五百二十六名のうち総代五百二十四名︵本人出席

九名︑書面出席五百十五名︶が出席しました︒

菊池組合長は農業やＪＡを取り巻く情勢︑事業

概要に触れ︑中期３か年計画の最終年度となる令

和三年度について﹁創造的自己改革の実践〜組合

員とともに農業・地域の未来を拓く〜﹂をメイン

テーマとし︑皆様に必要とされるＪＡ︑皆様のお

役に立つＪＡとして食と農と環境を守り地域社会

の発展に貢献する事業活動に取組んでいくと挨拶
しました︒

今年度も︑新型コロナウイルス感染症の蔓延防

止のため︑書面による議決権の行使にご協力いた

り可決︑承認されました︒

及び附帯決議が全て原案通

第一号議案から第十号議案

さ れ︑ 議 案 の 審 議 に 入 り︑

の岡村行雄氏が議長に選任

議事では︑第十九区総代

えでの開催となりました︒

ックや手洗いを徹底したう

アルコール消毒︑体温チェ

だ き 規 模 を 大 幅 に 縮 小 し た 中 で︑ マ ス ク の 着 用︑

岡村行雄氏
議長

TOP NEWS

第 25 回
通常総代会開催
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報

誌

●見やすく検索しやすいレイアウト
パソコンだけでなくスマートフォンやタブレット
からのアクセス数も多いことから閲覧環境に合わ
せたレイアウトになる「レスポンシブＷＥＢデザ
イン」を導入。

●最新情報をいち早くお知らせ
更新作業に日数がかかるという課題を今回から
ＪＡで更新できる箇所を増やし、即時更新できる
ようにしました。

●ＪＡと各直売所の公式ツイッター
ＪＡで行われている様々な情報をお伝えしてまい
ります。

今後は、新たに開設したＪＡ南彩
公式ユーチューブチャンネルとの連
動やプライベートブランド商品など
のネット販売も検討しています。
是非、
ご覧ください!!
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なんさい

＆＆

レシピも
リニューアル
しました!!

広報誌
﹁﹁ななんんささいい﹂﹂全ページフルカラーに

ホームページ

25周年を迎え、６月１日からホームページを全面リニュー
アルいたしました。地場産農産物や直売所、レシピをメイ
ンとした「食」と「農」を重視したレイアウトになり、一
般消費者にも興味をひく内容になっています。

特集１

ホームページ がが全面リニューアル

広

広報誌「なんさい」は、４月号から全ページフルカラーを
実現し、見やすく読みやすいレイアウトにいたしました。

2021
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目標１ 〔貧困〕あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる。
目標２ 〔飢餓〕飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養改善を実現し、持続可能な農業を促進する。
目標３ 〔保健〕あらゆる年齢の全ての人々の健康的な生活を保障し、福祉を促進する。
目標４ 〔教育〕全ての人に包摂的かつ公正な質の高い教育を保障し、生涯学習の機会を促進する。
目標５ 〔ジェンダー〕ジェンダー平等を達成し、全ての女性及び少女のエンパワーメントを行う。
目標６ 〔水・衛生〕全ての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を保障する。
目標７ 〔エネルギー〕全ての人々に安価かつ信頼できる持続可能な近代的なエネルギーへのアクセスを保障する。
目標８ 〔経済成長と雇用〕包摂的かつ持続可能な経済成長及び全ての人々の完全かつ生産的な雇用と働きがいのある人間らしい雇用（ディーセントワーク）
を促進する。
目標９ 〔インフラ、産業化、イノベーション〕強靭（レジリエント）
なインフラ構築、包摂的かつ持続可能な産業化の促進及びイノベーションの推進を図る。
目標10 〔不平等〕各国内及び各国間の不平等を是正する。
目標11 〔持続可能な都市〕包摂的で安全かつ強くしなやか（レジリエント）で持続可能な都市及び人間居住を実現する。
目標12 〔持続可能な消費と生産〕持続可能な生産消費形態を確保する。
目標13 〔気候変動〕気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる。
目標14 〔海洋資源〕持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し、持続可能な形で利用する。
目標15 〔陸上資源〕陸域生態系を保護、回復、持続可能な利用を推進し、持続的に森林を管理し、砂漠化に対処し、土地の劣化を阻止・逆転させ、生物多様性の損失を阻止する。
目標16 〔平和〕持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、全ての人々に司法へのアクセスを提供し、あらゆるレベルにおいて効果的で説明責任のある包摂的な制度を構築する。
目標17 〔実施手段〕持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活性化する。

JA南彩が取組んだSDGsの目標Noを表示しています。

なんさい
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カメラニュース
安全安心をタブレットで確認！
目で見る品質管理 新たな販売促進開始
５月21日から３日間、各直売所で、お米消費拡大キャンペーンを実施し、21・
22日は、農産物販売促進員のなんさい小町が、埼玉県奨励品種である「彩のきずな」
のＰＲ活動を行いました。
コロナ禍で試食や対面での声掛けが困難となり、タブレットを使用した新たな販
売促進を開始しました。「ＪＡ南彩産のお米について」品種の特性や、安全・安心
の取組みとして高品質米の確保をするための農産物検査、生産管理記録簿をチェッ
クする様子など、消費者が普段、目にすることのない部分を短編的に紹介する内容
となっており、今後もタブレットを使用した販売促進活動を展開していく予定です。
なんさい小町の説明を交えながら動画を視聴した消費者は「普段彩のきずなを購
入したことがないので、品種の特性をはじめ、いろいろと知ることができました」
と話していました。

タブレットを活用し、
販売促進をする様子

11111111111111
地域住民の方々に感謝
共済事業実績の受賞

令和２年度の共済事業実績に対して、組合・個人を表彰する令和３年
度ＪＡ共済躍進の集いが開催される予定でしたが、今般の新型コロナウ
イルス感染症拡大防止の観点から開催中止となり、６月2日にJA埼玉県
中央会・連合会坂本富雄会長より菖蒲南支店にて表彰状の授与が行われ
ました。
JA南彩は、特別総合優績表彰など6つの表彰及び、優績職員5名が個
坂本富雄会長（左）と受賞を喜ぶ菊池組合長（右） 人表彰を受賞しました。

11111111111111
身体で感じる質の高い教育 〜田植え体験〜
子供たちが田んぼの中を
全力疾走している様子

５ 月31日、 春 日 部 市
内の圃場にて、幸松小学
校の５年生91名が田植
え体験を行いました。
今回の田植え体験は、
田んぼで汚れることに慣
れてもらうため、田んぼ
の中を走るというレクリ
エーションも行い、参加
した子供たちは元気に泥

の中を走り回っていました。
子供たちが手植えを行った後は、ＪＡ南彩春日部受
託組合の生産者が、田植機で田植えをしました。手植
えとの速さの違いを見た子供たちは、驚きの声を上げ
ていました。

６月３日、黒浜地区の組
合員の水田圃場を借りて、
蓮田市立黒浜南小学校５年
生42名が田植え体験を行
いました。「自然と触れ合
おう」のテーマで毎年行っ
ている行事で14回目にな
子供たちが田植えをする様子 ります。
子供たちは実際に田んぼ
に入ると、初めてということで戸惑ったり、しりもちをつき
そうになったりして大変な場面もありましたが、生産者の
指導のもと、汗を流しながら楽しそうに田植えをしました。
子供たちは「普段体験できないことができてとても楽し
かった。手で植えたから、お米に人の気持ちが伝わると思
う」と話していました。

女 性 部
６月10日、JA南彩女性部白岡支部では、
柴山ハイキングを開催し、19名が参加しまし
た。天候にも恵まれ、小山農園のバラ園・柴
山伏越・貴宝園とまわり、楽しく汗を流し、
健康増進につながりました。
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営農情報

お問い合わせ

●春日部農林振興センター

管理部

048
（737）
2134

加工食品を製造、加工する生産者のみなさまへ
〜全ての加工食品に原料原産地を表示する必要があります！〜

平成29年９月１日から、全ての加工食品（輸入品を除く）の重量割合が最も高い原材料に対して、その原
産地の表示が義務付けられています。
経過措置期間（準備期間）は、令和４年３月31日までです。
この翌日以降に製造・販売される製品には、原料原産地を必ず表示※する必要があります。

表示の方法

対象の原材料が

生鮮食品の場合

（例：まんじゅうのあん

等）

➡

➡

（例：いちごジャムのいちご

加工食品の場合

産地を表示

「国産」等とその

「国内製造」等とその

等）

製造地を表示

注意 対象の原材料が国内で製造された加工食品の場合は、「国内製造」と表示しますが、当該加
工食品の原材料として、使われた生鮮食品が「国産」であるという意味ではありません。
なお、おにぎり等の一部の品目には、個別の原産地表示ルールがあります。
食品表示については消費者庁ホームページ、加工食品の原料原産地表示制度については農林水産省ホーム
ページに詳細が掲載されていますので御確認ください。

消費者庁 食品表示について
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food̲labeling/information/
農林水産省 食品表示に関する取組
https://www.maﬀ.go.jp/j/syouan/hyoji/index2.html
※令和４年４月１日以降に製造する一般用加工食品だけでなく、同日以降に販売される業務用生鮮食品及び業務用加
工食品にも、必ず原料原産地表示を行う必要があります。

JA南彩からのお知らせ

令和3年度から
農家組合活動助成金の内容が変わります

★令和2年度までは……

各管内の利用量に応じて基準単価を設定し
お支払いを行いました。

● 助成金額 ●

令和3年4月1日から12月30日の
間に農家組合で行った活動に対し
て1回2,500円を助成いたします。
ただし、農家組合員の３分の１
以上の参加があり、年間3回（上限
7,500円）までといたします。

➡

★令和3年度からは……

農家組合の活動実態に応じて一定金額の
お支払いを行います。

申請が
必要です

● 助成内容 ●

農家組合単位での活動全般(①地域農業活動②美化活動③文化活動など）

支払例として、A農家組合【正組合人数20名
（水稲作付け者７名）
】の場合
（活動1）4月にA農家組合が水路の泥上げ作業を6名で行った。（×）
理由：参加人数が規定数に足りていない。
（活動2）7月にA農家組合が用水脇の草刈りを7名で行った。（〇）
（活動3）10月にA農家組合の親睦旅行に10名が参加した。（〇）
（活動4）1月にA農家組合が総会を18名で開催した。（×）
理由：申請期間外のため。
A農家組合の申請可能活動は2回（2,500円×2回=5,000円の助成
金の対象となります）

詳しい内容につきましては、各支店の担当者までお問合せください。
なんさい
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埼玉県農業大学校

令和４年度学生募集

埼玉県農業大学校は、埼玉農業の未来を担う優れた農業者や関連産業の担い手を育成するために、埼玉県
が設置している学校です。平成16年度からは、学校教育法に基づく専修学校となり、２年課程卒業生には
「専門士」の称号が付与されます。
自営就農、雇用就農、関連企業への就職と卒業後の進路に合わせた専門的講義も導入されています。
入試方法は、推薦入試と一般入試があり、日程と試験方法が異なります。出願書類は、同校ホームページ
または農林振興センターで入手できます。
高等学校等既卒で推薦入試を受けたい方は、令和３年９月10日㈮までに住所地を管轄する農林振興センタ
ーまでご連絡ください。

募集人員
学

科

野

修業期間

専

菜

酪

30人

水田複合

5人

花き・植木造園

15人

酪農

5人

農

短期農業

募集人員

施設栽培・露地栽培

水田複合

2年
（2年課程）
花 植 木

攻

短期野菜

1年
（1年課程）

有機農業

計

90人

35人
埼玉県マスコット「コバトン」

入試日程等
入試日程
学

科

入試区分
推薦入試

野
菜
水田複合
花 植 木
酪
農

一般入試
推薦入試

短期農業

一般入試

出願期間

試験日

合格発表

試験方法

R3.10.１㈮〜10.12㈫

R3.10.28㈭

R3.11.5㈮

小論文、面接

前期

R3.11.１㈪〜11.12㈮

R3.11.26㈮

R3.12.３㈮

後期

R4. １ .４㈫〜 １.12㈬

R4.１.27㈭

R 4 . ２ .２ ㈬

国語
（現代文および小
論文）、数学Ⅰ、面接

R3.10.１㈮〜10.12㈫

R3.10.28㈭

R3.11.5㈮

前期

R3.11.１㈪〜11.12㈮

R3.11.26㈮

R3.12.３㈮

後期

R4. １ .４㈫〜 １.12㈬

R4.１.27㈭

R 4 . ２ .２ ㈬

小論文、面接

日曜オープン見学会・個別相談会
〜校舎や実習ほ場の見学、学校の概要を聞いて、大学校を知ろう！〜

見

学

会

個別相談会

午前(10時〜 12時)

9/5、10/3、11/7、12/19

午後(13時半〜 15時半）

9/5、10/3、11/7、12/19

※開催日の３日前までに、農業大学校まで電話またはメールにてお申し込みください。
※８月20日には、農業実習体験講座、８月27日には夜間相談会も開催予定です。
詳しくは同校ホームページでご確認をお願いします。

問い合わせ先

埼玉県農業大学校

〒360−0112 埼玉県熊谷市樋春2010
電話 ０４８−５０１−６８４５（入試・教務調整担当）
e-mail r8541111@pref.saitama.lg.jp
https://www.pref.saitama.lg.jp/soshiki/b0921/

春日部農林振興センター

電話

０４８−７３７−６３１１（農業支援部）

さいたま農林振興センター

電話

０４８−８２２−１００７（農業支援部）

（春日部市、久喜市、蓮田市、白岡市、宮代町の方）
（さいたま市岩槻区の方）
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TAC通信

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。

菖蒲地区（北部エリア）担当の柴崎です。

ＴＡＣ業務としては7年目になります。通常訪問先として主に苺生産者を担当しています。苺生産

者の皆様に長く生産を続けていただけるように、省力化及び経費削減できる栽培等を日々考え、農
薬散布ローテーションや施肥設計に対してアドバイスを行う一方、協力いただける生産者に試験及
び調査をさせていただき、得られた活きた情報を生産者と共有できるよう心がけています。

これから、苺生産者は育苗に入ります。苺栽培では一番気を遣う時期です。病害虫の発生を軽減

できるように苺生産者と共に努力してまいります。

施肥設計相談

マルハナバチ試験設置

アザミウマ被害調査

令和3年度第2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回を予定し、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。
※それぞれの講座を受講後にはライセンス証を発行します。

開催日時

開催場所
対 象 者
人
員
応募締め切り日
そ の 他
申込み方法

第２回

収穫講座（２日間）

令和３年７月30日㈮ 13時30分〜16時30分
（内容：座学講習・現場研修）
令和３年８月６日㈮ 10時〜12時
（内容：梨選果場での研修）
ＪＡ南彩 菖蒲南支店会議室 〜 菖蒲町内梨園
住所：久喜市菖蒲町小林238番地

送付先

梨栽培に興味があり、お手伝いいただける方
●【ハガキ申込み先】
〒344−0064
応募状況により調整させていただくことがあります
春日部市南2丁目4-30
令和３年７月21日㈬
参 加 費
無 料
JA南彩 営農経済部 営農支援課
持参いただくもの：帽子・タオル・水筒（作業できる服装）
「梨栽培サポーター講座」宛
ＪＡで貸出のもの：はさみ・手袋
希望受講者の氏名、住所、電話番号を記入し「梨栽培サポー ●【FAX申込み先】
ター講座第2回希望」と明記して、右記あてに、｢ハガキ｣
JA南彩 営農経済部 営農支援課
又は ｢FAX｣ でお申込み下さい。
FAX 048−720−8095

お問合せ先

JA南彩 営農経済部 営農支援課

担当

藤村

☎048−720−8092
なんさい
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農業用用排水路への
転落事故に注意しましょう
農業用用排水路周辺での作業や田んぼの見回りの際には、転落等の事故に
注意して下さい。特に田植えから収穫までの時期は、水路の水量が多く、流
れも速くなっておりますので、充分に注意しましょう。

水路周辺での作業や田んぼの見回りを行う際は、次のことに注意しましょう。

1

暗い時は控える

4

行き先を伝言する

夕暮れや夜明け時は地面と水路
の境が見えづらくなることか
ら、暗い時は控えましょう。

複数人での対応が難しく、一人
で行う際は、家族や近所の方に
行き先を伝えましょう。

2

天候悪化時は
水路に近づかない

5

飲酒時は
水路に近づかない

普段見慣れた水路であっても、
荒天時の水路は予期せぬ危険を
呼び込むこともありますので、
近づかないようにしましょう。

飲酒後は、水路 飲んだら
に近づかないよ
うにしましょう。

×

3

複数人で行う

6

危険箇所の情報共有

何か事故があった時、
直ちに対応できるよ
う、極力、複数人で
行いましょう。

水路に危険な箇所を見つけた時
は、市役所等の水路管理者へ連
絡するとともに、家族や周りの
人にも声をかけ情報を共有しま
しょう。

JAのライスセンター・カントリーエレベーター
施設の利用者を募集中！！
JA南彩では、ライスセンター・カントリーエレベーターへ出荷いただくお米は責任を持って、
乾燥調製を行っています。利用者の皆様へ米代金のお支払いをし、ご利用料金をいただいており
ます。

利用料金のご案内

大口利用者還元

保有米について

利用料金につきましては、生籾
の水分によって設定されておりま
す。
水分区分
30.1％以上
25.3円
25.1％〜30.0％ 24.2円
17.1％〜25.0％ 23.1円
17.0％以下
17.6円

大口利用者に対して、荷受
量10トン以上の方に、利用料
金を還元いたします。
条
件
荷受重量 10トン以上
（税込）
還元金額 2円/kg

出荷したお米の中から自家消費分を保
有米としてお渡しすることもできます。な
お、
ご自宅まで配達も実施しております。

※1kgあたりの料金（税込）

※対象は米のみとなります。
※管内施設の稼働がすべて終了
後、お支払いいたします。

広域利用について

近くに施設の無い地域の生産者の方も
ご利用できます。JA出荷を行わない方も
利用可能です。その場合、臨時集荷場を
設置します。※別途利用料金がかかります。

利用についてのお申込・ご相談につきましてはお近くの営農経済センター迄お問い合わせください。

中部営農経済センター
048
（768）
5556
13

なんさい

久喜営農経済センター
0480
（25）
1515

菖蒲営農経済センター
0480
（87）
0010

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
岩

槻

7月13日㈫

8月19日㈭

春日部

蓮

田

宮

9:30〜12:00
代

白

岡

久

喜

菖

蒲

7月15日㈭

7月5日㈪
7月14日㈬
7月26日㈪

7月16日㈮

7月27日㈫

7月21日㈬

7月16日㈮

8月18日㈬

8月5日㈭
8月17日㈫
8月23日㈪

8月20日㈮

8月27日㈮

8月20日㈮

8月18日㈬

宮代支店

白岡大山支店

岩槻営農
春日部営農
中部営農
経済センター 経済センター 経済センター

久喜営農
菖蒲営農
経済センター 経済センター

税務相談会
8月10日㈫
8月24日㈫
10月8日㈮
10月26日㈫
岩槻城南支店 春日部支店
9:30〜12:00 10:00〜15:00

8月20日㈮
10月20日㈬
蓮田支店
9:30〜12:00

8月5日㈭
10月13日㈬
宮代支店
9:30〜12:00

8月5日㈭
10月13日㈬
白岡大山支店
13:30〜15:30

8月17日㈫
10月19日㈫
久喜江面支店
9:30〜12:00

8月17日㈫
10月19日㈫
菖蒲支店
13:30〜15:30

048（798）3345 048（736）5501 048（768）2190 0480（32）0102 0480（92）2315 0480（21）1101 0480（85）0040
※個別の税務相談会は事前予約制となっておりますので、それぞれの開催日１週間前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。
※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。

実施期間
特

典

所 在 地

貸金庫新規契約
ご利用料金無料キャンペーン

令和3年7月1日㈭〜令和3年9月30日㈭

令和3年12月末日までもれなくご利用料金無料
春日部市南二丁目4-30

ご利用料金（１年）

ＪＡ南彩本店

5,280円〜13,200円（消費税込）

JA南彩の貸金庫はお客さまの貴重品等を保管するための専用の金庫を貸出すサービスです。
本店の営業時間内（平日9：00〜15：00）に限り出し入れができます。
出し入れに伴う手数料はかかりません。

このような方におすすめいたします。
●自宅よりセキュリティの高いところで貴重品

■ 貸金庫にお預けいただけるもの ■

重要書類
●預貯金通帳・証書やその他重要な証書等
●遺言書やマイナンバー等
貴重品類
●金
●宝飾品等
思い出の品
●アルバム、写真
●コレクション等

ご利用については一定の条件がございます。
お申込み・ご相談につきましては金融共済部金融課までお問合せください。
TEL 0 4 8 - 7 2 0 - 8 0 5 3

information

を保管したい
●紛失・盗難が心配
●地震・火災・自然災害から財産を守りたい
●人にみられたくない

南 彩 イ ン フォメ ーシ ョン

本店移転 記 念

なんさい
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数独

NumberPlace
出題

ニコリ

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

応募方法

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。
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】７月末日

５月号応募総数17通

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。

※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。

主要事業の概要

【理事会だより】

── 令和3年5月末現在 ──

令和３年５月26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３年４月末財務状況について
⑵ 第25期（令和２年度）決算の承認につ
いて
⑶ 監事監査の結果について
⑷ 行政庁へ提出する業務報告書について
⑸ 旧本店職員駐車場の明渡しに伴う解決
金の支払いについて
⑹ 設計監理業務委託契約の締結について
（（仮称）慈恩寺・河合支店新築工事）
⑺ 設計監理業務委託契約の締結について
（久喜江面支店新築工事）
⑻ 専門委員会委員について
⑼ 夏期賞与の支給について

30

号

ご応募
ありがとう
ございました
!

ＪＡ南彩と本誌への
ご意見・ご希望・短歌・
イラストなど

全問正解できたかな？

春日部市南
二丁目４番

25周年
青パパイヤ
南彩農業協同組合
梨
なんさい小町

広報係

①
②
③
④
⑤

ＪＡ 南彩

答え

63 〒344−0064

答
郵便番号・住所・
氏名・年齢

５月号・300号記念JA南彩クイズの答え

発表は９月号です。

出資金につきましては、28億4,571万円です。
令和３年５月末

令和３年３月末

前年度末
増
減

正 組 合 員 数

9,518人

9,515人

3人

准 組 合 員 数

19,331人

19,234人

97人

組合員数合計

28,849人

28,749人

100人

令和３年５月末

令和２年５月末

前年度
同月対比

貯

金

高

2,819億2,748万円

2,753億7,758万円

102.3%

貸

出

金

619億0,395万円

585億2,916万円

105.7%

共 済 保 有 高

6,227億3,200万円

6,386億6,724万円

97.5%

高

4億3,215万円

5億0,228万円

86.0%

購買品Ⅰ供給高

3億5,836万円

3億1,948万円

112.1%

購買品Ⅱ供給高
（各直売所・食堂）

1億9,331万円

2億2,339万円

86.5%

販

売

※ 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

先日、女性部の通常総会を取材しました。その時ＳＤＧｓの講習も行っていたのですが…個人で、家庭でできること…考えさ
せられました。日頃から、排水溝の汚れを考え、油が残っている鍋は、キッチンペーパーで拭いてから洗ったり、人参やごぼう
の皮は剥かずに料理しています。ネットで検索すると、目標15には、飼えなくなったペットを野山に置き去りにしないというの
もありました。ＳＤＧｓは、2030年までに世界中の人が協力して目標達成しようということですが、
「誰１人取残さない」の中には、
人も動物も取残さず、生きている全ての命が尊重される日本や世界になって欲しいと切に願っています。
編集担当 Ｎ

15

なんさい

21サマーフェスティバル

1

㊐

【ちょいムズチャレンジとは？】
おまつりのように、ゲーム感覚で楽しみながら、
お子様の運動能力の発達に必要な３６の動きを

ご挨拶

取り入れた、
「からだをそだてる」プログラム

平素、JA事業に深いご理解とご協力を
賜り、誠にありがとうございます。
この度JA南彩では、ご家族で楽しんで
いただきますように『サマーフェスティバ
ル』を開催いたします。
つきましては、皆様のご参加をお待ち申し
上げます。

です。

●カブトムシの森
●豪華景品が当たる!!
ガラポン大抽選会
●ブルーベリー狩り
●ちょいムズチャレンジ

（参加費に含まれているもの）

・お弁当・お飲み物
フリーパス（大人・小人）

※お食事は、ファミリー館大広間及び大芝生広場をご利用下さい。

・ブルーベリー狩り参加券・大抽選会参加券・駐車券

【お申込方法】最寄りの支店窓口に参加費を添えて、締切日7月16日㈮までにお申し込みください。

詳しくは、金融共済部推進課（☎048-720-8055）までお問い合わせください。

お知らせ
番号案内サービス（104）へお問い合わせの際は、

必ずJA南彩の葬儀 とおたずねください。
（24時間・365日対応）
事前相談も行っています。お問い合わせください。

0120−145−731
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令和３年７月１日発行

JA南彩葬祭岩槻城南支店
☎048−797−4909

JA南彩葬祭白岡大山支店
☎0480−91−0490

JA南彩葬祭春日部支店
☎048−733−9099

JA南彩葬祭久喜江面支店
☎0480−25−2929

JA南彩葬祭蓮田支店
☎048−768−4445

JA南彩葬祭菖蒲支店
☎0480−86−0400

JA南彩葬祭宮代支店
☎0480−32−4966

JA南彩催事センター
☎0120−145−731

発行責任者／南彩農業協同組合
代表理事組合長 菊 池 義 雄
編 集／企画管理部総合企画課 〒344−0064
埼玉県春日部市南二丁目4番30号
TEL 048（720）8051 FAX 048（720）8052

古紙配合率 100％再生紙を使用しています

