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中鹿追

上村 樹生くん

ひろしげ

パパ

拓成さん

ママ

和美さん

年７月５日
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︻生年月日︼

平成

︻年齢︼

２歳２カ月

︻名前の由来︼

心も体も大きな男になっ

てほしいと思い付けました

︻初めて話した言葉︼

パパ

︻好きな遊び︼

砂遊び・お散歩

︻好きな食べ物︼

白ごはん・トマト・カレ

ー・お肉

︻特技︼

走る・高い所にのぼる

︻チャームポイント︼

広〜いおデコ

︻笑いのツボ︼

犬の走る姿を見ること

︻成長を感じた瞬間︼

妹に自分からおもちゃを

貸してあげられたとき

︻パパママから一言︼

いつまでもずっと元気い

っぱいでいてね！でも、も

う少し言うことを聞こうね！

Ａコープ鹿追店に
コインランドリーがオープン

481
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豆腐とツナのグラタン

材

北鹿追

オープンセレモニー

番地

10月

51

恵 さん

2016

野
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髙

（発行所） 鹿追町農業協同組合
〒０８１―０２９３ 河東郡鹿追町新町４丁目
☎㈹（０１５６）６６―２１３１
（発行日） 平成 年９月 日
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料

豆腐（絹でも木綿でもＯＫ）
…………………小１丁
ツナ缶（小）…………１缶
ぶなしめじ…………1/2房
ホウレンソウ……お好みで

ベーコン…………お好みで
味噌………………大さじ１
マヨネーズ………大さじ１
チーズ（ピザ用）……適量

作り方
①豆腐は水を切る。キッチンペーパーで豆腐をくるみ、皿に乗
せレンジで２分強加熱する
②しめじ、ホウレンソウは別々にレンジで加熱して食べやすい
大きさに切っておく
③豆腐・味噌・マヨネーズをよく混ぜ、油を切ったツナ缶を混
ぜる
④耐熱容器にしめじ、ホウレンソウ、切ったベーコンを入れ、
その上に③の豆腐を乗せ、たっぷりチーズをかける
⑤トースター等でチーズに焼き目が付くまで（約15分）焼いて
出来上がり

コインランドリーＡコープ鹿追店開業
オープンを記念して起動式を行いました
（左から髙橋青年部長、蓑口女性部長、吹上代表監事、佐藤組合長、くてくぅ）

オープンと同時に長蛇の列
Ａコープ鹿追店隣に道内
ＪＡで初めてとなるコイン
ランドリーを９月５日にオ
ープンしました。
当日は、佐藤組合長・吹
上代表監事・蓑口女性部長・
髙橋青年部長・河原ホクレ
ン帯広生活総合事業所長の
テープカットに続き、洗濯
乾燥機の起動を行い営業開
始となりました。
コインランドリーＡコー
プ鹿追店では、農業従業者・
働く女性を支援する為、最
新式の全自動洗濯乾燥機４
台と乾燥機５台、スニーカ
ーランドリーを２台設置し
名様に、たまご１箱と

ました。オープン当日は先
着

エコバックをプレゼントし、
併せてお試し価格として３
日間半額でご利用頂きまし
た。更に、台風被害で断水
が続いている近隣町村から
も多くの方が来店され６時
間以上の待ち時間となる等

当面混雑が予想された事か
ら、急遽オープン当日から
時間営業で対応しました。
また、ランドリー隣のス
ペースには、Ａコープに買
い物に来られた方も休憩出
来るよう、フリースペース
を設けましたので、気軽に
利用して下さい。今後は町
内飲食店と連携したフリー
スペースの利用も考えてい
ます。
町民の方はもちろん、近
隣町村の方にも末永く愛さ
れる施設を目指しますので、
多くの皆様のご利用を心よ
りお待ちしております。
お問い合わせは、Ａコープ
鹿追店まで
２２５０

終了時間をチェック！

スマホで空き状況や

☎０１５６

66

－

⬇

【お気に入り】に登録
すればどこにいても
お店の情報ゲット！

2
牡羊座 3/21～4/19
【全体運】気まぐれになりやすい時期です。いいかげんな言動で周囲ともめないよう、ご用心。芸術鑑賞をすると開運効果が
【健康運】栄養バランスに気を遣い、体調を整えて
【幸運を呼ぶ食べ物】エリンギ
牡牛座 4/20～5/20
【全体運】周囲の欠点ばかり目につきやすいかも。悪い部分ではなく、長所に目を向けてみて。気晴らしには掃除がベスト
【健康運】スポーツなどで体を動かすのに良い月
【幸運を呼ぶ食べ物】ニシン

3

－

挨拶をする佐藤組合長
ご祝辞を頂いた河原ホクレン帯広生活総合事業所長
布団等の大物も難なく洗濯出来ます

30
24

TRY FROM
HERE!

先着30名様に記念品をプレゼント
オープンを前に長蛇の列が出来ました

町・町議会・
複数の台風による町内の

【台風の被害状況】

猛威

Ａ等本町農業関
被害状況は、圃場への〝冠

今年は６月からの天候不順、収穫を目前に控えた８月の度重なる台風

の

係機関による合
水・停滞水〟の被害が最も

上陸により、鹿追町をはじめ、十勝、北海道農業は甚大な自然災害を受

自然災害

同作況調査が９
大きく、畑作物・飼料作物

農業委員会・Ｊ

月６日に行われ
で１７，３５２ａの被害と

生育状況を確認

主要農産物等の

例年この時期に

この調査は、

面積は 筆、１２，２００

倒伏被害も出ており、その

ンや飼料用とうもろこしで

の影響によりスイートコー

なっています。また、強風

ａで、台風による町内の被

生したものの、
日からの受入開始となりま

小麦については、８月３

俵）と史上最高を記

録した昨年の約半分の実績

・

あり、台風の被
収穫期に入った馬鈴しょ

となりました。

含めて行われま
は、台風等の影響もあり、
収

状況が続いています。収穫
収穫が大幅に遅れ、品質の

牧草の２番草も天候不順で

した。

後の圃場には来年産の小麦
低下が 心配されます。

穫作業がなかなか進まない

を播種する予定となってい
は、今年の収量見込が報告

合同作況巡回後の会議で

響が及ぶ事が懸念されます。
され、品質・収量とも前年

る事から、
小麦の作付にも影
豆類については、小豆・
を下回る見通しと伝えられ

さやすう

のような災害に備え基盤整

また、会議の中で、今年

ました。

大豆で莢数が平年の ％と
少なく、また、てん菜につ
いても、褐斑病や根腐病の
発生が見受けられる状況と
防災対策に取組んでいく事

備の必要性や鹿追町全体で

飼料用とうもろこしは、
を関係機関全体で確認し、

なっています。
一部圃場で冠水や停滞水、

ＪＡ役職員一同対応に全力で取組んで参ります。

けました。被害を受けられた皆様に謹んでお見舞い申し上げます。

ました。

するため町内の

圃場を巡回して
害面積は全体で２２１筆、

その後は、良好
したが、６月中旬以降の天

【各作物の状況】

時点）となっています。

２９，５５２ａ（合同作況

います。
今年は春先の

低温・霜害・強

風により、一部

な天候に恵まれ
候不順もあり、乾麦推定収

作物に被害が発

生育は順調でし
俵 ）、ゆ

量では、きたほなみで６・
・
93 40

めちからで６・ 俵（前年

俵（ 前 年

たが、６月中旬

以降の天候不順

や８月下旬から

13

閉会しました。

敷地一面雨水に覆われたサイレージ（牛の餌）

80

15

害状況の調査も

の台風の影響も

81
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4
双子座 5/21～6/21
【全体運】レジャー運が上向き、行楽の秋を満喫できます。人気スポットに足を運べば、うれしい発見が。観劇も良い刺激に
【健康運】運動不足になる暗示。小まめに動くこと
【幸運を呼ぶ食べ物】イクラ
蟹座 6/22～7/22
【全体運】安請け合いで失敗しやすい星回り。状況や実力など、十分吟味してから判断を。１人で過ごし、冷静になって
【健康運】適度な休憩や質の高い睡眠が健康に秘訣（ひけつ）
【幸運を呼ぶ食べ物】ニンジン

5

75

大量の雨水が畑から道路を越え次の畑へと
冠水した飼料用とうもろこし畑
培土が流された馬鈴しょ畑

町内関係機関による合同作況調査を実施

更には倒伏の被害を受け、

デントコーンの品質を確認

増水した然別川
冠水したキャベツ畑

８月に台風が連続上陸し、町内作物に被害

瓜幕事業所
新築 に伴 い地鎮祭 を行 う
瓜幕事業所施設（事務所・Ａコ
ープ店舗・給油所）新築に伴い、
９月 日にＪＡ役職員・工事関係
者等の参列のもと、工事中の安全
と事業所運営・地域の発展を祈願
し、地鎮祭を執り行いました。
事業所施設の新築工事は、一般
国道２７４号瓜幕事故対策事業に
より現在利用頂いている事業所前
の交差点が拡幅されるのに伴い、
瓜幕事業所施設を移転する事で、
利用者の利便性や更なる地域に根
差した事業展開を図っていく為、

予定しています。工事期
間中については、利用者・
地域住民の皆様方には何
かとご不便をお掛けする
とともに、給油所の営業
は、２月から６月の完成
迄の期間は臨時休業を予
定していますので、ご理
解とご協力の程宜しくお
願い申し上げます。

午前 時に開会され、今

催となりました。

なった事から２年ぶりの開

為のもので、昨年が中止と

費者に日頃の感謝を伝える

消費拡大キャンペーンと消

このイベントは、牛乳の

人の来場となりました。

ら家族連れ等約８，０００

天候にも恵まれ、町内外か

開催されました。この日は

（十勝主管工場開放デー）
が

て、よつ葉ミルクフェスタ

十勝主管工場敷地内におい

９月 日によつ葉乳業㈱

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

年はよつ葉乳業㈱創立 周

年を記念した新規イベント
や、大抽選会を２回に増や
す等、内容が盛り沢山とな
りました。
また、よつ葉乳業㈱へ出
荷する ＪＡが地元特産品
を持ち寄り、当ＪＡは鹿追
町産の牛肉ステーキや純卵、
坊ちゃんかぼちゃ、キャベ
ツ、ブロッコリーの販売を
行い、イベントを盛り上げ
ました。

北海道内で事業を営む使用者及びその事業場で働くすべての労働者（臨時、
パートタイマー、アルバイト等を含む）に適用される北海道最低賃金が次のと
おり改定されます。
わが家の防災

（効力発生年月日（予定） 平成28年10月1日）

○最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、臨時に支払われる賃金及
び時間外等割増賃金は算入されません。

○最低賃金は最低賃金法に基づき国が定めたものです。最低賃金額以上の賃金
額を支払わない場合には、罰則（50万円以下の罰金）が定められています。

日本に住んでいる人ならば、どの
地域に住んでいても、地震や台風な
ど自然災害の被害から逃れることは
できません。まして現在は「地震多
発」の時代であることは疑う余地は
なく、自助としての災害対策・備蓄
が誰しも必要になります。大規模災
害が発生すると電気・水道・ガスな
どのインフラが停止します。そのた
め、災害発生後の生活に備えて、各
家庭では、水や食料、生活用品など
を備蓄しておくことが求められます。
最低でも３日分、理想的には１週間
分の備蓄があれば二次的な健康被害
を防ぐことができるでしょう。
人は食料がなくても１週間程度は
生命を維持できるとされていますが、
まったく水がない状態では、１日で
も体が動かなくなります。ですから、
まずは水の備蓄が優先されます。
成人は１日３Ｌの水が必要で、３
日分では大人１人当たり、２Ｌ入り
のペットボトル５本程度の備蓄が必

要です。また、食料の備蓄に関して
は、災害時には調理に手間がかから
ない缶詰やレトルトの食品が重宝さ
れますが、乾麺（パスタやそばなど）
も保存が利き、調理も簡単なので備
蓄の食料としてはお薦めできます。
集合住宅などの上層階の住民は、
エレベーターが使えなくなったとき
に備えた備蓄を考えないとなりませ
ん。電気が止まってしまうと同時に
水道も止まり、トイレが使用できな
くなります。非常用トイレの備蓄は
欠かせません。もちろん、どこの自
治体も住民のために水や食料は備蓄
していますし、数日以内に他県から
援助は来ると思いますが、熊本地震
では道路被害や不測の事態によって
被災者への物資の支援は大幅に遅れ
ていました。過酷な環境になる避難
所で、長蛇の列に並ばないで済むよ
う、日頃から十分な備蓄をしておく
ようにしましょう。

災害危機管理アドバイザー●和田隆昌

災害時に備える備蓄用品

万一に備えよう

７８６円
時間額

施設整備するものです。
完成は事務所とＡコープ店舗が

くわ入れをする佐藤組合長

鹿追町産の牛肉ステーキをはじめ、たくさんのお客様
に鹿追の特産品をお買い求め頂きました

北海道最低賃金の改定
50

6
獅子座 7/23～8/22
【全体運】コミュニケーション運が活性化。苦手意識を感じていた相手とすんなり話が弾みそう。トレンド情報にも注目を
【健康運】胃腸をいたわる食事にすると好転の兆し
【幸運を呼ぶ食べ物】伊勢エビ
乙女座 8/23～9/22
【全体運】精神面の充実によって良運を引き寄せられる期間です。興味を引かれる本を読んだり、講演会に出掛けたりして
【健康運】心身共に生き生きと過ごせそう。運動吉
【幸運を呼ぶ食べ物】ギンナン

7

牛乳の消費拡大と消費者への感謝の気持ちを込めて

安全と事業所運営・地域の発展を参列者皆で祈願しました

17

10

11

13

明年１月末、給油所が６月中旬を

よつ葉ミルクフェスタ2016

恒 例 の秋 ま つ り

ヨーヨー釣りを楽しむ子供たち

ＪＡも「ヨーヨー釣り」を出店

五穀豊穣に感謝し、更に防犯・

14

防災を願い例年実施されている

『秋まつり』が今年も９月 日・

日の両日、鹿追神社を会場に

行われました。

初日はあいにくの曇り空で肌寒

かったものの、翌日は晴天に恵ま

れ、秋空の下大勢の家族連れで賑

産直牛肉コーナーで販売された「とかち鹿追牛」のブース

わい、多くの子供たちに楽しんで

頂く事が出来ました。

コープネットは、１都７県の生協とコープネットの子会社
で同じ理念・ビジョンを掲げ、コープネットグループとして
コープデリ宅配事業・店舗事業・サービス事業等を共同で展
開しています。コープネットグループは産直産地の生産者と
消費者との「つながり」
「絆」を大切にしており「とかち鹿
追牛」の重要な取引先となっています。

当ＪＡもヨーヨー釣りコーナ

「コープネットグループ
コープみらい」

かな♪
どれにしよう

とかち鹿追牛
販売促進

ーを部課長を中心に町内のボラ

くてくぅ

ンティア団体等とともに出店し

ました。

今月の

15

「くてくぅストラップ」を手に、笑顔の子どもたち

９月 日、肉牛生産者とＪＡ職員でコープ
ネットグループ コープみらい（埼玉県）３
支店を訪問し、消費者への対面販売を行いま
した。
当日はホクレン・ＪＡ全農ミートフーズ㈱
にも協力頂き、消費者へ「安全・安心なとか
ち鹿追牛」を多くのお客様にＰＲする事が出
来ました。
また、購入頂いたお客様には「くてくぅス
トラップ」をプレゼントし、多くの方に喜ば
れました。
11

試食で美味しさを確かめてもらい、お客様にお買い求め頂きました

9

蠍座 10/24～11/22
【全体運】素直に優しさや思いやりを表現でき、自然と人気者になれる予感。近場の露天風呂に出掛けると、発想力アップ
【健康運】平穏。軽い運動を楽しめば、なおグッド
【幸運を呼ぶ食べ物】カリン

天秤座 9/23～10/23
【全体運】自分に自信が持てる月。まとめ役を任されたら意欲的に引き受け、実力アピールを。コンペや面接などにもつき
【健康運】無理や我慢は禁物。疲れたら、即休んで
【幸運を呼ぶ食べ物】柿

8

ひ

と

ピュアな女性

気

に な

る

JA

情

報

館

「共済」 ってなんですか？

大脇

【出身地】 神奈川県横浜市
【研修先】 上然別 勇 慎一 農場
【ピュアモルトに応募したきっかけ】
北海道の自然に憧れて、一度身をおいて働いてみたい
と思いました。
【研修をしていて楽しい事】
勇家の皆さまとのお茶の時間。穫れたて野菜を畑で食
べるとき。
【趣味・特技】
旅行。食べること。
【この１年の目標】
自分で収穫することによって、食べ物の大切さを学ぶ
ことです。
【今後の夢】
自然に囲まれて仕事をしていきたいです。

綾夏
さん

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
【出身地】 長野県小諸市
【研修先】 南瓜幕 田中 猛 牧場
【ピュアモルトに応募したきっかけ】
酪農の仕事を一から学び体験したいと思ったのがきっかけ
です。
【研修をしていて楽しい事】
哺育や搾乳など沢山あり、毎日新しい発見がある事です。
【趣味・特技】
日曜大工、料理、温泉巡り
【この１年の目標】
研修で学んだ事、体験した事を自分の糧にして成長してい
きたいです。
【今後の夢】
研修を通じて酪農に関する仕事をしたいです。

２．根拠法

土屋

寛子さん
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３日
４日

15 14

乳牛市場
（育成牛）
中国人技能実習生
現地面接
（７日迄）
乳牛市場（一般）
下牧
（ 日迄７回）
酪農事業推進部会
道内研修
（ 日迄）
作況調査
役職員互助会研修
旅行 １班
（ 日迄）
第 回理事会
農業用廃プラスチ
ック回収（全戸
月中旬迄）
乳牛市場（一般）
Ａコープまつり
（ 日迄）
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11

じゃあ「共済」と「保険」って何か違うの？

共済事業は、営利（出資者に最大の配当をするために事業を行う）を目的とするのでは
なく、組合員が自ら運営することを通じて、組合員に最大の奉仕をすることを目的として
事業を行っています。会社の行う保険事業は、株主や社員への配当を目的とする営利事業
ですから、この点が最も大きな違いと言えます。

５日
８日
日

日

日
日

11

原料てん菜輸送開始

27

17

21 19

簡単に言うと、誰かが困った時に、他の加入者が全体で助けるという仕組みをイメージ
すると、わかりやすいかもしれません。

１．営利を目的としないこと

日
日

23

日 西部十勝ＪＡ役職
員連盟バレーボー
ル大会（新得町）
日 ふるさと農園紅白
じゃが発送作業
（ 日迄）
中国人受入農家連
絡会集合研修
日 酪農振興会婦人日
帰り研修

24

「共済」という言葉は聞いたことはあるけど、内容はよくわからない方が多いようです。
、「互いにお金を出し合って何かをする」といった幅広
「共済」とは、「互いに助け合う」
い意味を持つ言葉で、
「共済年金」
・
「共済病院」等、様々な使われ方をしており、ＪＡ（農
協）、生協、労働組合やＪＦ（漁協）等が共済事業を行っています。
これらの共済事業においては、私たちの生活を脅かす様々な危険（死亡、入院、火災、
自然災害、交通事故等）に対して、組合員があらかじめ一定の「共済掛金」を拠出する事
で協同の財産を準備します。不測の事故が生じた場合に「共済金」を支払うことによって、
組合員やその家族に生じる経済的な損失を補い、生活の安定をはかる相互扶助（助け合い）
の保障の仕組みが「共済」というものです。

「共済」も「保険」も、多くの人からお金を集めて、万一の事態が起こった人に保障を提
供するという仕組み自体は同じですが、「共済」と「保険」にはいくつか異なる部分があ
ります。

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
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そもそも「共済」ってなんですか？

11 16

23

14

：

山羊座 12/22～1/19
【全体運】プレッシャーに弱くなるかも。できる人と比べたりせず、「自分は自分」と開き直って。気分転換には喫茶店へ
【健康運】疲労回復には、リラックスタイムが必須
【幸運を呼ぶ食べ物】サバ

10
行 月
事 の
予
定

ＪＡ共済は「農業協同組合法」、生協や労働組合の行う共済は「消費生活協同組合法」、
ＪＦ共済は「水産業協同組合法」、というように各々の関係法令に基づいて実施されてい
るのに対し、保険は「保険業法」に基づいて実施されています。
なお、加入者の権利義務等の基本的なルールについては、共済・保険に共通して適用さ
れる「保険法」に基づいています。

ところで、「共済」にはどんな種類があるんだろう？
保険にも生命保険、火災保険、自動車保険といった種類がありますが、「共済」は、そ
れぞれの加入者の特徴やニーズに応じて、
「保険」にはない独自性のある保障を提供して
います。
代表的な共済としては、日常生活に必要な「ひと」に関する共済、
「いえ」に関する共済、
「くるま」に関する共済等があります。
詳しくは貯金共済課（℡66－2132）までお問い合わせください。
射手座 11/23～12/21
【全体運】共通の趣味や楽しみを持つ仲間たちとの交流に幸運が。オフ会などには気軽に参加して。旅行もうれしい発見あり
【健康運】食べ過ぎに注意を。量より質を堪能して
【幸運を呼ぶ食べ物】マツタケ
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10月より農村地区在住の方向けに厚生病院・町立病院・巡回ドックの受診を取りまとめています。
検診の詳細や受診料、取りまとめ用紙は10月付の農事組合文書で配布しておりますのでそちらを参
考にして下さい。
検診の詳細、取りまとめ用紙がお手元にない場合は経営課までお問合せ下さい。
取りまとめ締切：10月11日（火）

厚生病院人間ドック

町立病院人間ドック

場所：帯広厚生病院
時間：
（午前）
検査 （午後）
医師の診察 総合診断
備考：定員130名（早目の予約をおすすめしています）
11月～２月の間で農協への割当日が決まって
いる為、希望日に受診が出来ない場合もあり
ますので予めご了承ください。
男性（月・火・木）と女性（水・金）と曜日
が異なり男女で受診日が分けられています。

健康推進企画

人間ドックの取りまとめを開始しました！

わ

く
だ
ぱ
より
ん
鹿追バレーボール少年団

鹿追バレーボール少年団は昭和62年に創立し、今年で30年目になります。当初は笹川小学校の児童も一緒
に活動していた時期もありましたが、現在は鹿追小学校の１年生から６年生までの12名が所属し、大会に向
けてぐんぐんと力をつけながらバレーボールを楽しんでいます。

場所：鹿追町国民健康保険病院
時間：（午前）検査
備考：１日の定員が２～３名（全体の定員に制限はなし）
厚生病院の人間ドックと同程度の内容となっ
ています。胃がん検診については胃カメラま
たはバリウムを選択して頂けます。

巡回ドック（厚生病院）
場所：ＪＡ鹿追町大会議室
時間：11月７日
（月）
・11月14日
（月） ６時30分～10時（約１時間程度の検査）
備考：定員制限なし。協会けんぽの本人・家族、農家従業員等、どなたでも受診が出来ます。
時間の制限や費用が少なく、農協で受診が出来るので仕事が忙しい方でも受診し易い検診です。
結果報告は12月27日（火）
にトリムセンターで実施されます

ドックを受診した事がない方

ほど！

こんな事思っていませんか？

元気なのに
受ける必要あるの？

体調が悪くなったら
病院に行けばいいや

費用が高い
イメージ

人間ドックを受けてみませんか
健康状態がわかり安心して営農ができます

ご不明な点がありましたらお気軽にお問合せ下さい
経営課 農政企画 （TEL：66-3923）

13

鹿追バレーボール少年団
鹿追バレーボール少年団は週３日（火・水・金）の16
時～18時30分に鹿追小学校体育館で活動しています。
大会はオールシーズン開催されていますが、先日大き
な大会が終わったばかりなので、現在は１月のプレーオ
フ杯に向けて基礎を重視した練習を行っています。

20代男性 人生設計の一環として
若いうちから受診して健康に関心が持てた。
30代男性 忙しさにかまけていたら…
忙しさで定期的に検診を受けなかった友人にがんが発見さ
れ脳まで転移していて、その後亡くなった。検診の重要さを
知った。
40代女性 年齢の節目に受診したら…
節目の年に前から気になっていた子宮がん検診を初めて受
診したところ、腫瘍を発見・手術。受診を翌年にしていたら
取り返しの付かない事になっていた。
40代男性 毎年受診を始めたところ…
自営業なのでドック受診をしていなかったが受診を始めて
３年目、肝臓に小さな腫瘍を発見。ドックの費用は高いがそ
の後の事を考えると受診して良かった。
50代女性 安心材料を手にした
何かと体の衰えを感じ受診。大きな病気もなく、適切な診
断データ等を説明され安心出来た。
50代男性 がん検診を受けていれば…
胃がんで父を亡くした。会社で毎年受診していた健康診断
では発見されず、健康診断から半年後に胃がんが発見された。
健康を過信せず、胃がん検診を受けてくれていれば良かった。

魚座 2/19～3/20
【全体運】注意力が散漫になりがち。慣れている作業ほどミスをしやすいので、集中して。足湯で心と体をほぐしましょう
【健康運】姿勢を正したい時期。コリ解消にも有効
【幸運を呼ぶ食べ物】カブ

入ったばかりの１年生も必至にボールを追いかけます
準備も全員で協力します

サーブ・レシーブのフォ
ームを調整しながら何十
本も練習あるのみです

ちょっとした気になる不調があるなら

こんな体験をした人も！

ボールを使う
まで、時間を
かけて体を動
かします

まだ若いから
受けなくても
いいかな

なる

水瓶座 1/20～2/18
【全体運】アクティブになることで、チャンス倍増。迷わず、思う通り行動してみるのが正解。アウトドアレジャーも◎
【健康運】生活リズムが狂いがち。自己管理が大事
【幸運を呼ぶ食べ物】さんしょう
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スマートフォンアプリ「ＪＡ ＭＰ」のご案内
2

タテのカギ

クロスワードパズル

ジェイエイジャンプ

えます
⑳漫才コンビではボケと掛け合う
㉑よく爪研ぎをするペット
ヨコのカギ

のこと

で時間を測定した

⑭パンやうどんの主原料です
⑯よく行く店の店員と顔
った
す

⑰足のサイズに合った物を買いま

にな

⑫コメやキビ、トウモロコシなど

⑩旧約や新約などがあります

⑦ストップ

⑤懸命に走ると切れます

④郵便物に押されるもの

③心臓から伝わるドキドキ

②現在よりも前の時点

③おどけていて面白いさま
⑧春・夏・秋・冬のこと
⑨育ち盛りの子は食欲
のある若者

⑱線をきれいに引くときペンに添

⑰空にぽかりと浮かびます

使われます

⑮実は栗きんとんなどの色付けに

えば

⑬セキセイ、オカメ、ダルマとい

⑪粘り強い、

だ

①運動会の競技の一つ。オーエス！

ＪＡグループ北海道は昨年開催された第28回ＪＡ北海道大会において、
『道民と食と農で
つながるサポーター550万人づくり』を決議し、消費者に対して魅力ある情報発信を行
うため、スマートフォンアプリ「ＪＡ2ＭＰ」の無料配信をスタートしました。

⑥結婚する二人を取り持つ人

①刀の手で握る部分

「ＪＡ2ＭＰ」にはＪＡグループ北海道からのお知らせや各ＪＡからのオススメ農畜産物
情報などタイムリーな情報が掲載されていますので、是非ダウンロードの上ご利用下さい。
⑲畑に土を盛り上げて作ります

〈応募方法〉
別紙の解答用紙に答えを記入し、
ＪＡ鹿追町経営課、金融店舗、Ａ
コープ鹿追店、ホクレン鹿追給油
所、瓜幕事業所、東瓜幕事業所に
設置してあります応募ＢＯＸに投
函して下さい。応募の締め切りは
月 日ですので、以降は無効と
なります。
毎月正解者の中から抽選により
名の方にＡコープ商品をプレゼ
ントします。
今月のプレゼント商品は、「まる

名）
の中

生おろしぽん酢」です。多数のご
応募お待ちしています。

名
（応募総数

〈９月の正解〉

正解者

160

れましたので、お手数ですが 月

から抽選により次の方々が当選さ

156

末日までにＡコープ鹿追店サービ

なお、期日までにお引取りにな
らなければ無効とさせて頂きます

雅 俊
公 子
洋 子
凜
睦 子
幸 子
空
とし子
アキ子
幸 信
友 子
アヤ子
據 鄰
康 子
登志子
栄 子
一 子
みつえ
豊
えりか

（敬称略）

ので、お早目にお引取り下さい。

〈当選者〉 
河 邊
石 田
斉 藤
大 上
榎 波
樋 口
橋 本
桑 田
加 藤
五十嵐
丹 野
畠 山
清 水
家 山
髙 尾
古 谷
森
西 川
橋 爪
神 田
北 鹿 追
泉町１丁目
東町２丁目
新町１丁目
泉町２丁目
緑町２丁目
北 鹿 追
仲町１丁目
泉町２丁目
南 １ 線
緑町１丁目
西町２丁目
東 瓜 幕
新町３丁目
元町１丁目
泉町２丁目
幌
内
南町２丁目
東町２丁目
東町２丁目

14
15

10

哲
営農部 畜産課 増地

11

セ ン プ ウ キ
スカウンターにてお受取り下さい。

〈今月の抽選者は私です〉

10

20

でした。
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

ＪＡグループ北海道 道民550万人サポーターづくり宣言
〔382回〕
二重枠に入った文字を、Ａ→Ｄの順に
並べてできる言葉は何でしょうか？

