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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
環境保全の確保に向けた取組み 廃棄処理を実施
４月５日、菖蒲カントリーエレベーターで、関係機関と連
携し、廃棄農薬や農薬容器を含む農業資材の廃棄処理を行い、
水銀剤等の特殊農薬を含む2,933㎏を廃棄しました。
この取組みは環境に配慮した営農活動奨励の一環として、
毎年、組合員と生産者に周知し、年に１度、廃棄農薬、農薬缶、
農薬ポリ容器等を回収し廃棄処理を行っています。
農業資材には産業廃棄物になる物が多数含まれており、廃
棄処分については生産者を悩ませる問題となっています。JA
南彩では今後も関係機関の協力し、この活動を続けてまいり
ます。

廃棄処理を行っている様子

11111111111111
食品ロスを根絶しよう 蜜症の豊水を活用

新発売の梨ドレッシング

４月14日、特産である梨を贅沢に使用した「梨ドレッシング」を
販売しました。2020年産の豊水が例年より蜜症（生理障害）が多
く、規格外品の利用拡大による農家の所得増大を積極的に行うこと
や、ＳＤＧｓと※国消国産の取組みとして、同年10月梨ドレッシン
グをつくろうと企画され実現しました。
全国各ＪＡの特産品加工に実績のある義農味噌株式会社と協力し、
つくり上げた梨ドレッシングは、梨を27％使用し、梨を使用したと
一目でわかるラベルデザインとなっています。さらにぶどう酢とリ
ンゴ酢２種類の酢を使用することにより、コクのある酸味が梨の甘
さを引き立てサラダのみならず、いろいろな料理が楽しめます。ま
たヘルシーな寒天を使用し、本体を振ったあと油が分離しにくいた
めの工夫もされているドレッシングです。
農産物直売所と各営農経済センターで１本150ml入り500円（税
※国消国産とは、「国民が必要とし消費する食料
込）で販売しています。
は、できるだけその国で生産する」というJAグ
ループの考え方です。

11111111111111
組合員をサポート 野菜苗を配達
４月中旬、岩槻地区、春日部地区、久喜地区で、営農指導
も行う営農経済担当職員とＴＡＣが中心となり野菜苗の配達
を行いました。
昨年に引き続き苗市が中止となりましたが、野菜苗購入を
希望する組合員からの声が多く、今年はトマトやナスなど14
品目を注文書にて取りまとめ苗を配達しました。
組合員からは「新型コロナウイルス感染症の影響で、買い
にいくことができず、とても助かりました」や「毎年開催し
ている苗市は場所が遠くて行けないので、注文書だと気軽に
注文ができました」と話していました。
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野菜苗の仕分けをするTAC職員

カメラニュース
なんさい小町が新たな販売促進で食と農をＰＲ
４月15日、本店会議室になんさい小町17名の
他、JA全農さいたま園芸販売課職員、JA役職員
らが集まり、令和３年度JA南彩農産物販売促進
員（なんさい小町）の委嘱式を行いました。
販売促進においては、新型コロナウイルス感染
症の影響により活動が制限されている現状も踏ま
え、動画による特産品のPR活動など、新たな販
売促進を行っていく予定です。今年度は新人なん
さい小町６名がフレッシュな顔ぶれとして加わり
ました。

新たなメンバーが加わり17名となったなんさい小町

11111111111111
地域農業を支えるパートナーとしてＴＡＣ進発式
4月15日、JA南彩本店大会議室でTACの進発

式を行いました。

進発式には関係者26名が参加し、新型コロナ

ウイルス感染防止の対策で、参集者を例年の半数

まで減らし、アクリル板等を用いて開催しました。
今年度、新たに2名の職員が新任TACとなり、

先任TAC ７名とあわせて9名で活動を行います。
コロナ禍ではありますが、感染防止対策をとりな

がら、JAから生産者のもとへ出向く体制の充実
がんばろうコールで気勢をあげる一同

を図るため、TACは訪問活動を行います。

11111111111111
組合員と地域の皆さまが安心して暮らせる地域社会を目指す
４ 月 下 旬、 令 和 ３
年度渉外担当者進発
式を開催しました。
来賓のJAバンク埼
玉県信連駒崎部長、
JA共済連埼玉栗田部
令和3年度渉外担当者進発式の様子
昨年度の優績者表彰の様子
長から新年度の挨拶
をいただき、菊池組合長より昨年度の優績者11名を表彰しました。
その後小林常務が信用・共済事業方針を説明し、各管内推進マネージャーから「今年度も組合員と地域
の皆様からの期待に応えられるよう、渉外担当者一同気持ちをひとつに取組んでいこう」と決意表明をし
ました。
なんさい
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梨の栽培技術を担い手へつなげる
４月22日、令和３年度の新規ナシ栽培塾の開講セレモ
ニーを新型コロナウイルス感染防止の観点から密になりや
すい室内をさけて屋外（菖蒲地区の圃場）で開催しました。
第12期となる今年度はJA南彩管内梨栽培後継者や県内
の梨生産者、TACや営農関係職員３名を加えた34名の参
加がありました。開講セレモニー終了後には、年間スケジ
ュール通り１回目の講習を行いました。
講師の営農経済部水戸部技術参与は埼玉梨の歴史にもふ
れ「梨の栽培技術を塾生全員へ伝えられるよう1年間努め
ていきます」と話していました。

熱心に講義を受ける受講生

11111111111111
バケツ稲 育てる楽しみ♪食べる楽しみを子供たちへ
４月30日、久喜市菖蒲町にある菖蒲幼稚園に、第33回バケツ稲づくり
セットを60袋配布しました。
ＪＡグループが毎年行っている「みんなのよい食プロジェクト」地域
貢献策の一環として、次代を担う子供たちに無償提供しているバケツ稲
づくりセットは、１袋でバケツ１個分の苗ができ、品種はコシヒカリで
１合ほど収穫できます。ＪＡ南彩はこの事業に賛同し、第20回開催時よ
り配布を行い昨年は600袋を配布し、今
年は総計1,792袋配布を行いました。
このイベントに参加をして８年目とな
菖蒲幼稚園の四ツ釡雅彦園長先生に る菖蒲幼稚園の四ツ釡雅彦園長先生は
稲を手渡しする寺田支店河野支店長
「芽だしまでは各クラスで行い、毎年６月
上旬、園内にある圃場で稲の植替えをするため、園児たちと田植えをします。
収穫したお米はＪＡ南彩職員と共に脱穀、精米して、おにぎりパーティを
開き、みんなで食べます。園児たちは稲がどう実るのか観察ができ、おに
ぎりになるまでを学ぶことができる本当に良い企画です」と話し、寺田支
店河野支店長は「植物の生長や食の大切さを実体験で学ぶことができる企
画だと思います。多くの子供たちに利用してほしいです」と話しました。
バケツ稲づくりセットを手に
菖蒲幼稚園の四ツ釡雅彦園長先生

地区ふれあい活動
５月11日、久喜市立三箇小学校の「みどりの学
校ファーム」で２年生27名が、サツマイモ（シル
クスイート）の苗を植えました。
子供たちは、初めのうち戸惑いもありましたが、
農家の方に教わるとすぐにコツをつかみ、元気い
っぱいに100本の苗を植えることができました。
最後に全員で美味しいさつまいもができますよ
うにとおまじないをかけて…秋には収穫し食べる
喜びを感じて欲しいです。
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重点施策（主な取組み）
④消費者との信頼を築く食の安
全確保対策の実践
・※Ｓ−ＧＡＰ認証取得者

24件

⑤事業承継の支援に取組み
・事業承継取組み

16件

⑥ア．取引条件に応じた弾力的
な価格設定
（肥料53品目・農薬35
品目、DB等）

具体的な行動・目標
令和２年度の目標

令和２年度の取組み結果

各生産者へ提案の取組みを実
施
・※Ｓ−ＧＡＰ認証取得者

16件

事業承継の支援に取組み
・事業承継取組み

10件

茎葉除草剤大型規格キャンペ
ーン（６〜９月）
担い手直送規格農薬の取扱い
農家いきいきキャンペーンの
取組み

担当部署

各生産者へ提案の取組みを実 営農支援課
施
生産販売課
・※Ｓ−ＧＡＰ認証取得者

14件

事業承継の支援に取組み
・事業承継取組み

営農支援課

９件

茎葉除草剤大型規格キャンペ
ーン（５〜８月）
担い手直送規格農薬の取扱い
農家いきいきキャンペーンの
取組み

経済課

・肥料45品目、農薬30品目
・肥料50品目、農薬32品目
・肥料41品目、農薬55品目
・担い手直送規格
600ha ・担い手直送規格
650ha ・担い手直送規格
717ha
・除草剤キャンペーン取扱数
538本
イ．PB肥料等の銘柄集約に
よるコスト引下げ

・４銘柄

16,500袋の取扱い

⑦直売所における生産者の高齢
化に伴う農産物の集荷対策
・新規対応

引続き高度化成等の集約銘柄
の取扱いを実施
新たに水稲用ペースト肥料の
銘柄集約の取組み
・４銘柄 17,000袋の取扱い
（３％up）
生産者の高齢化による出荷減
少を防ぐため、集荷対策を検
討・実施をはかる
・適宜対応

引続き高度化成等の集約銘柄
の取扱いを実施
新たに水稲用ペースト肥料の
銘柄集約の取組み
・４銘柄

経済課

20,200袋の取扱い

生産者の高齢化による出荷減 直販事業課
少を防ぐため、集荷対策を検
討・実施をはかる
・蓮田地区にて１軒対応

●「地域の活性化」への貢献
重点施策（主な取組み）
①組合員ふれあい活動の展開
（全支店実施）

具体的な行動・目標
令和２年度の目標
ふれあい活動委員会での効果
検証と次年度の企画検討

令和２年度の取組み結果

担当部署

ふれあい活動委員会での効果 総合企画課
検証と次年度の企画検討
・ふれあい活動全地区実施回数
21回

・全支店実施

②認知症施策に対するＪＡの支
援体制の構築

・各支店の地域性をふまえて実施 岩槻地区
蓮田地区
白岡地区
菖蒲地区
認知症サポーター養成講座の
開催
ミニデイサービスの開催
健康教室の開催

５回 春日部地区 １回
４回 宮代地区 ０回
１回 久喜地区 ２回
８回

認知症サポーター養成講座の 営農支援課
開催
ミニデイサービスの開催
健康教室の開催

・認知症サポーター養成講座の
・認知症サポーター養成講座、
開催 ４支部
ミニデイサービス、健康教室
・各項目を７支部中５支部実施
・ミニデイサービスの開催 ４
の開催（女性部と連携し、３
支部
年間で全支部実施）
※S-GAPとは、生産者にとって取組みやすさを重視した埼玉県独自のGAPです。
なんさい
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特 集 『創造的自己改革の実践』
ＪＡ南彩自己改革

令和２年度の取組み結果について

ＪＡ南彩では、
『創造的自己改革への実践〜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、
「農業者の所得増大」
、
「農業生産の拡大」への更なる挑戦、
「地域の活性化」への貢献、組合員への「ア
クティブ・メンバーシップ」の確立をめざして取組んでいるところです。
自己改革の取組みを着実に実行させるため自己改革進捗状況表を策定しましたので、中間年度にあたる令
和２年度の進捗状況をご報告いたします。

長期ビジョン

○地域農業戦略の見直し・実践により農業所得の向上に努めます。
○組合員・地域住民のくらしを守るため、総合力を発揮して各種事業活動を通じて総合的な支援
を行います。
○総合事業性を発揮するため、ＪＡ経営健全性の確立に努めます。

●農業者の所得増大・農業生産の拡大への挑戦
重点施策（主な取組み）
①担い手・新規就農者支援
ＪＡ南彩独自の助成事業（Ｊ
Ａ南彩農業振興支援事業 農
業振興目的積立金 9,200万
円）
・新規就農者支援事業
・農業生産拡大支援事業
・生産施設整備支援事業
（助成金総額 900万円）

②担い手経営体への労働力確保
対策（無料職業紹介事業）
無料職業紹介所・ＪＡ南彩あ
ぐりサポート
ＪＡグループさいたま求人広
告サービス「第一産業ネッ
ト」

具体的な行動・目標
令和２年度の目標
新規就農者支援事業
農業生産拡大支援事業
生産施設整備支援事業

・助成金総額

900万円

求人・求職者募集
求人掲載申込募集

令和２年度の取組み結果
新規就農者支援事業
農業生産拡大支援事業
生産施設整備支援事業

担当部署
営農支援課

・新規就農者支援事業
7件 171万円
・施設園芸拡大支援事業
8件 160万円
・生産施設整備支援事業
10件 176万円
助成金総額 25件 507万円
求人・求職者募集
求人掲載申込募集

営農支援課

・ Ｊ Ａ 南 彩 あ ぐ り サ ポ ー ト ・ Ｊ Ａ 南 彩 あ ぐ り サ ポ ー ト ・ＪＡ南彩あぐりサポート
求人登録23件・求職登録27
求人登録30件・求職登録25人
求人登録25件・求職登録20人
人・採用８人
・ＪＡグループさいたま求人広
告サイト「第一産業ネット」
求人掲載11件・求職応募215
人・採用33人
③マーケットインに基づく販売
事業方式への転換
・かぼちゃ（ほっとけ栗たん）栽培
120ａ
・青パパイヤ栽培
2,200本
・カラフル人参栽培
100ａ
・加工業務用野菜契約栽培
330ａ
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新規作物提案・作付拡大
・かぼちゃ（ほっとけ栗たん）栽培
100ａ
・青パパイヤ栽培
1,800本
・カラフル人参栽培
80ａ
・加工業務用野菜契約栽培
290ａ

新規作物提案・作付拡大
・かぼちゃ（ほっとけ栗たん）栽培
80ａ
・青パパイヤ栽培
1,430本
・カラフル人参栽培
60ａ
・加工業務用野菜契約栽培
250ａ
・ペカンナッツ栽培講習会

営農支援課
生産販売課

営農情報

お問い合わせ

●春日部農林振興センター

農業支援部

048
（737）
6311

水稲の今後の管理について
１

中干しについて

中干しは、根に酸素を供給し健全に発達させるとともに、無効分げつを抑制して、白未
熟粒の発生を防ぐ効果があります。
表1を参考に有効茎数が確保できたら直ちに落水し、田面に小ひびが入る程度に７～10
日間中干しを実施してください。
表１

中干し開始の目安
品

種

コシヒカリ

有効茎数

早植栽培（５月中旬～下旬）

20～22本/株

早植栽培（４月下旬～５月上旬）

彩のきずな

普通植栽培（５月中旬～下旬）
早植栽培（５月中旬～下旬）

彩のかがやき

２

田植え時期

普通植栽培（６月上旬～中旬）

20～25本/株

22～24本/株

穂肥の時期と施用量

穂肥は必要な籾数を確保し、充実させる効果があります。また、穂肥は下位の節間を伸ばす
ので、倒伏しにくい品種はやや早めに、倒伏しやすい品種は遅らせて施用します。幼穂長や葉
色、草姿を良く観察して、施用時期や施用量を判断しましょう。
稲が適切な栄養状態であるか否かが、白未熟粒などの高温障害米の発生に影響します。１等
米の生産を目指し、表２を参考に穂肥の施用を実施してください。
表２
品

穂肥の目安
種

葉

色

コシヒカリ

３.５～４.０

彩のきずな

４.０～４.５

ヨードカリ
反 応

施用時期（幼穂長）

施肥量
（窒素成分kg/10a）

60％以上

出穂前18日頃
（８～15mm）

１.７～２.０kg

50％以上
彩のかがやき

～４.０

出穂前23～25日頃
（１～２㎜）
出穂前22～23日頃
（１～２㎜）

２.０～３.０kg

なんさい
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※「 彩のかがやき」は、葉色が濃い場合は施肥時期を出穂前15～10日頃に遅らせ、葉色が
「４」以下で窒素成分２.０kg/10a程度追肥し、「４」以上の場合は追肥を行わないでくだ
さい。
※「彩のきずな」は、穂肥施用時の葉色が濃い場合は施用時期の５日後に再度確認し、３割程
度減らして施用してください。
※葉色「４」以下の場合は一発肥料を施用した場合でも穂肥を行ってください。

３

水

管

理

昨年は早期落水による登熟歩合の低下や白未熟粒の増加が目立ちました。排水性の良い水田
では出穂後30日、排水性の悪い水田では出穂後25日間は田水を保ちましょう！
間断灌水は、入水と落水（土壌にヒビが入らない程度に自然落水させる）を３～４日で切り
替えます。過剰な断水は根にダメージを与えるため注意しましょう。

４

●中干し後～穂ばらみ期

→

間断灌水

●出穂前後の各10日間

→

深水管理

●出穂後10日～25日程度

→

間断灌水

●収穫10日前

→

落水

病害虫防除

昨年はカメムシ類、ウンカ類、ヨコバイ類が多く発生しました。
カメムシ類は畦畔や雑草地から水田に侵入し、籾を吸汁して斑点米を発生させ米の品質を低
下させます。そのため、出穂前後２週間は周辺からの飛び込みを少なくするために畦畔の除草
作業を控えましょう。また、必要に応じて薬剤による防除を行いましょう。
また、ウンカ類・ヨコバイ類は縞葉枯病、萎縮病といったウイルス病を媒介します。箱施用
剤等により必要に応じて防除しましょう。

吸汁害による斑点米

アケヒゲホソミドリ
カスミカメ

クモヘリカメムシ
写真提供：HP埼玉の農作物病害虫写真集

11
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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。

南部地区（岩槻）担当TACの山口です。
近年関東地方では、6月〜7月の長梅雨、8月の異常な高温、秋〜冬にかけての乾燥と、1年を通し
て安定しない天候が続いています。特に作業性の低下が懸念される長梅雨については、今後あたり
まえのこととして事前の対策が必要だと感じます。
今回は、保水性・透水性・空隙率向上を目的とした資材「グ
リーンビズ・カリュー」を紹介させていただきます。「グリー
ンビズ・カリュー」は、粘土やシリカなどの材料を約1000℃で
焼成、発泡して作られた粒状の多孔性セラミックスで形成され
ております。ゼオライトと比較して製造工程から穴径の大きい
ものが多くなっているため、土壌改良剤として使用することに
より水はけの向上やぬかるみの軽減がより期待されます。また
無機100％で焼成されているため、有害ガスの発生がありませ
ん。他にも土壌微生物の生育に寄与し活性化することにより、
有機物の分解を促進するなど、作物栽培に多くのメリットがあ
ると考えられます。畑の土づくりや、土寄せ時に使用すると効
果的です。是非ご利用ください。

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
燥調製を行い、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

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

なんさい
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JA共済
からの
お 知ら
せ

JA共済にご加入のみなさまへ

住宅等の建物修理に関する

にご注意ください！

こんな勧誘に
ご用心！

JA共済から指定されていますので、
安心してください。

あら、それは
いいわね。

お宅の屋根瓦ゆがんでますよ。共済金の支払対象になりますし、

共済金の範囲内で修理しますので、お客さまの自己負担はありません！
もし請求手続きが面倒であれば、手続きも代行しますよ!?

と、うっかり応じてしまうと…
こんなことも…

1

こんなことも…

うその理由での請求を
勧められた！

「台風が原因と言えば問
題ないですから」
と、
うそ

共済金詐欺に
あたらないかしら…

の理由で共済金請求を
するように勧められた！

2

法外な解約料金を
請求された！

見積書の金額が高すぎ

るので、知り合いの業者

に 頼 もうと思 い 解 約し

支払われた
％なんて
共済金の50 よ！
聞いてない

ようとしたら、高額な解
約料金を請求された！

うその理由による共済金請
求は、共済金詐欺に該当する
おそれがあります。

こんなことも…

3

ずさんな工事をされた！

見 積 書 の 内 容どおり
の 工 事 をして もらえ
ず 、引 渡 後 すぐに 雨
漏りが発生した！

お金を
！
返して

ご注意

建物修理トラブル

「共済金が使える」
」
と言って建物
修理の勧誘を受けたときには、
建物修理契約を締結
する前にまずJAに
ご相談ください！

13
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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
岩

槻

6月11日㈮

7月13日㈫

春日部

蓮

田

宮

9:30～12:00
代

白

岡

久

喜

菖

蒲

6月15日㈫

6月4日㈮
6月16日㈬
6月25日㈮

6月18日㈮

6月28日㈪

6月21日㈪

6月18日㈮

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㈮

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
6月16日㈬
6月22日㈫
8月10日㈫
8月24日㈫
岩槻城南支店 春日部支店
9:30〜12:00 10:00〜15:00

6月22日㈫
8月20日㈮
蓮田支店
9:30〜12:00

6月15日㈫
8月5日㈭
宮代支店
9:30〜12:00

6月15日㈫
8月5日㈭
白岡大山支店
13:30〜15:30

6月23日㈬
8月17日㈫
久喜江面支店
9:30〜12:00

6月23日㈬
8月17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。

７月３日（土）

毎年、「東京、入谷朝顔市」にも出荷している地元農家さんの
朝顔を１鉢1,500円で販売します。
皆様のご来店を心よりお待ちしております。

information

岩槻農産物直売所
「あさつゆの里」
AM９：00
〜
PM５：00

南 彩 イ ン フォメ ーシ ョン

あさがお市

なんさい
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クロスワードパズル

出題

ニコリ

二重マスの文字をＡ→Ｅの順に並べてできる言葉は何でしょうか？

タテのカギ
１ 新しい ̶̶ が衆議院を通過した
４ 南の島に生えていそうな木

ヨコのカギ
１ お尻が光る水辺の虫
２ 手 相 占 い で 恋 愛 ̶̶ を 見 て も

６ 水を引き入れ、稲を植えます

らった

７ 傘や長靴、
レインコートなどのこと

３「森のバター」の異名がある果実

８ 船が進む方向を定める装置

４ 桃やブドウの収穫量が日本一であ

10 火を通していません
11 酔った人がフラフラと歩く様子

る県
５ ギリシャ文字の第18番目の文字。
Σ、σと書きます

14 アサガオが伸ばして巻き付ける物
９ 独り立ちしています
16 月がなくて真っ暗。̶̶ にカラス、 11 こっちを通ると早く着くよ！
̶̶ のちょうちん
12 石灰は土壌を ̶̶ 性に傾けます

応募方法

13 奈良公園にたくさんいます

20 ささみや手羽、砂肝などの部位が 18 口の大きな爬虫（はちゅう）類

63 〒344−0064

17 古池や ̶̶ 飛び込む水の音（芭蕉） 13 オルカと呼ばれる生き物
19 ６月の第３日曜日は ̶̶ の日です 15 傘の先からポタポタ落ちます

【締切日】６月末日
発表は８月号です。

号

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4月末現在 ──

令和３年４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。

15
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答
郵便番号・住所・
氏名・年齢

30

４月号応募総数65通

⑴ 第25回通常総代会開催について
⑵ 不稼働及び業務外不動産の処理方針につい
て
⑶ 資産自己査定における債権の処理方針につ
いて
⑷ ＪＡ南彩共同乾燥調製施設（ＣＥ・ＲＣ）
利用料金の設定について（営農経済委員会
報告）
⑸ 専門委員会規程の一部変更について
⑹ 金融・共済委員会運営要領の一部変更につ
いて
⑺ 個人情報保護法等に基づく公表事項等の一
部変更について
⑻ 費用弁償規程の一部変更について
⑼ 共済規程の一部変更について
⑽ 令和３年度コンプライアンス・プログラム
の設定について
⑾ ＪＡ南彩農業振興支援事業について
⑿（仮称）慈恩寺・河合支店店舗建築に係る
基本計画について
⒀ 久喜江面支店店舗建築に係る基本計画につ
いて
⒁ 蓮田支店と平野支店の店舗統合について
⒂ 三箇支店と菖蒲南支店の店舗統合について
⒃ 理事との取引の承認について

ＪＡ南彩と本誌への
ご意見・ご希望・短歌・
イラストなど

広報係

レンゲソウ

答え

春日部市南
二丁目４番

４月号の答え

ＪＡ 南彩

あります

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。

出資金につきましては、28億4,571万円です。
令和３年４月末

令和３年３月末

前年度末
増
減

正 組 合 員 数

9,519人

9,515人

4人

准 組 合 員 数

19,290人

19,234人

56人

組合員数合計

28,809人

28,749人

60人

令和３年４月末

令和２年４月末

前年度
同月対比

貯

金

高

2,826億4,905万円

2,777億1,837万円

101.7%

貸

出

金

612億1,237万円

583億2,431万円

104.9%

共 済 保 有 高

6,240億0,210万円

6,393億7,291万円

97.5%

高

2億5,149万円

2億3,099万円

108.8%

購買品Ⅰ供給高

1億5,605万円

1億6,159万円

96.5%

購買品Ⅱ供給高
（各直売所・食堂）

1億0,033万円

1億1,234万円

89.3%

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

300号記念の５月号いかがでしたでしょうか？ 300号記念クイズは、Ｓ主任が考えました（笑）。特集では、広報誌
なんさい創刊号からの足跡を振り返りつつ、年１回開催される「広報誌コンクール」で受賞したものを紹介しています。
「広報誌コンクール」は、広報誌を発行しているＪＡがエントリーし、都道府県ごとに審査され、勝ち残った広報誌
が全国レベルで審査されるというコンクールなのです。このコンクールで埼玉県１位・全国で１位を獲得するため＆
組合員が見易い誌面作りに日々奮闘している私たちです。
編集担当 Ｎ

令和４年度

ＪＡ南彩職員募集

食と農を結ぶ架け橋 ･･･
地域を結ぶふれあいネットワーク
素敵な仕事を素敵な笑顔で♪
あなたの力で地域の皆様の期待に応えませんか！！
職

種

総合職

採用予定人数

若干名

令和４年３月までに大学・短大及び
専門学校卒業見込の方
短大及び専門学校卒業以上で、正規
応募資格
社員経験原則１年以上の方
※令和４年４月において車通勤が可
能な方
●履歴書（自筆、写真貼付）
●卒業見込証明書
（令和４年３月卒業見込の方のみ）
●成績証明書
（令和４年３月卒業見込の方のみ）
●職務経歴書
（正規社員経験原則１年以上の方のみ）
提 出 書 類 ●封筒の表に応募書類在中と朱書の
上、下記へ書留で郵送してくださ
い
※応募書類は勝手ながら返却いたし
ませんのでご了承ください
※応募書類により取得した個人情報
は、採用以外の目的には使用致し
ません

給

大卒 181,960円〜
短大・専門学校卒 166,740円〜
与 ※実際の給与は、経験・能力・年齢
等を考慮のうえ、給与規程により
決定します

通勤手当（車通勤は31,600円まで/月）
諸 手 当 役付手当、家族手当、資格手当、業
務手当など
昇

給

年１回

賞

与

年２回（６月・12月）年度末賞与
（実績により３月支給）

さいたま市岩槻区、春日部市（旧庄
和町を除く）、蓮田市、宮代町、白
勤 務 地
岡市、久喜市（旧鷲宮町、旧栗橋町
を除く）のいずれか
勤 務 時 間 ８：30 〜 17：15（休憩60分含む）
休日休暇

土曜日、日曜日、祝祭日、年末年
始、有給休暇、特別休暇

各種社会保険、財形貯蓄、契約保養
福 利 厚 生 所、各種クラブ活動、
退職金（退職給与規程により支給）

応 募 期 間 令和３年４月１日〜６月30日必着
令和４年度ＪＡ南彩職員募集資料等
仕 事 紹 介 につきましては、ホームページに掲
載させていただきます。
書類選考
令和３年７月７日までに通過した
方のみ連絡します
選考方法
面接および筆記試験
令和４年４月１日入組予定

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

301

令和３年６月１日発行

お問い合わせ・書類郵送先
〒344−0064 埼玉県春日部市南二丁目4番30号
ＪＡ南彩 企画管理部人事課
ＴＥＬ ０４８−７２０−８０５０
詳細はホームページをご覧ください

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
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