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トキノミノル５周年 



三石産米トキノミノル５周年記念プレゼントキャンペーン終了 

 2月11日＇日（、東京競馬場で行われた共同通信
杯【トキノミノル記念】の開催に合わせて、JAみつい
しホームページでは、三石産米トキノミノル５周年記
念プレゼントキャンペーンを実施しました。キャン
ペーンには、トキノミノル米やトキノミノルグッズ、そ
して組合長賞として「みついし牛サーロインステー
キセット」など30本を用意。2月5日の応募開始と同
時に全国各地から応援メッセージが添えられた応
募を多数いただきました。 
 また、2月22日時点でホームページに併設してい
る二つのFacebookについても合計「1,800いいね!」
を超え、SNSを通じた情報発信＆PRについても好
評をいただいております。 

地元はもちろん全国のお客様に愛され５周年を迎えた三石産米トキノミノル 

 
   このたびの日高地方を襲った２月５日、６日の大雪被害により 
   ハウス倒壊をはじめ甚大な被害を受けられました皆様に 
   心よりお見舞い申し上げますと共に 
   今後も後片付けなど復旧には時間もかかることと存じますが 

   一日も早く営農が再開されますことを切にお祈り申し上げます 
 
 
                    みついし農業協同組合 
                          役職員一同 

シズナイロゴスの伊藤社長から目録を受け取る酒井組合長 

 2月22日＇木（、当地区の花き出荷運送で取引の
あるシズナイロゴス様＇本社・札幌市、伊藤功一郎
社長（より、2月5日、6日の大雪被害の義援金として
100万円の寄付を受けました。 
 同社は、旧静内町で静内自動車運輸として運送
業を開始して以来、現在は本社を札幌へ移し、札
幌、恵庭、千歳、苫小牧、静内に事業所を設けて
おり、日高管内で出荷される花き、ミニトマト、ピー
マンなど農産物の輸送を請け負っています。 
 シズナイロゴス様は、このたび当JAの他、同じく大
雪被害に見舞われたJAしずない、JAにいかっぷへ
も同様に義援金の寄付を行われ、「当社発祥の地
である日高の農家の方たちが、1日でも早く元の生
活に戻れるよう、少しでも役に立てれば」とお言葉を
いただきました。 
  

シズナイロゴス様より大雪被害の義捐金100万円寄付 



ＪＡみついし女性部 第34回漬物コンクール 

《出品部門と入賞者》 敬称略

①たくあんの部(8品（

１位 １位

２位 ２位

３位 ３位

②粕漬けの部＇13品（

１位 １位

２位 ２位

３位 ３位

③醤油漬けの部＇10品（

１位 １位

２位 ２位

３位 ３位

⑨お菓子の部＇8品（

１位 １位

２位 ２位

３位 ３位

１位

２位

３位

鮭

村中　幸子 もちもちチーズパン

京野　節子 ゴーヤのつくだ煮

⑧加工品の部＇7品（

下屋敷　麻子 べこもち

下屋敷　麻子 キャベツしそハスカップ梅ジャム漬け

萩沢　正美 きゅうりの酢漬け

⑤その他漬物＇葉物（の部＇7品（

京野　節子 ヤーコンのしょう油漬け

下屋敷　麻子

片山　秀子

木田　恵子

長芋アロニアサンド

キャベツロール巻酢漬け

⑥いずしの部＇5品（

鮭

鮭片山　秀子 大根

とうふのティラミス

下屋敷　麻子

萩沢　正美

飯岡　夏枝 大根のつくだ煮

村中　幸子 セロリのつくだ煮

村中　幸子 玉ねぎのハスカップマリネ

⑦アイデアの部＇5品（

片山　秀子

ヤーコン片山　秀子

下屋敷　麻子 大根のゆず入り赤大根とヤーコンの酢の物

④その他大根の部＇10品（

谷越　すみえ 大根のくんせい

大根のしそ漬け山本　美枝子

片山　秀子 大根

大根木田　恵子

木田　恵子

田上　ひろみ

きゅうり

木田　恵子

萩沢　正美 大根

谷越　すみえ 大根

きゅうり

大根

1月12日、恒例のＪＡみついし女性部＇田上ひろみ部長（主催による第34回漬物コンクールが、今年も本桐基幹集落セ
ンターで開催されました。定番のたくあんや粕漬け、醤油漬けのほか、創意工夫を生かしたアイデアの部、加工品の部
など、女性部員が一年間思考を練って作り上げた9部門、計73品の自慢の味を出品。審査員も甲乙付けがたい逸品ば
かりが集まりました。

審査は、新ひだか町酒井町長、秋山農政課長、ＪＡみついし酒井組合長、松本参事、日高農業改良普及センターより
松井所長、土肥係長と参加者、農協職員で行い、来賓からの審査講評では、「大変おいしくいただいた、今後も伝統の
味を大切に受け継いで欲しい」、「毎年女性部の漬物コンクールを楽しみにしている」などと言葉を寄せていただきました。

出品部門と各受賞者は次のとおりです。

 司会進行を務めてくれた角幸子さん アイデアの溢れる作品が勢ぞろい！ 

今年は73品の出品で、どれも絶品です！ 審査風景２ 表彰の様子 

審査風景１ 



女性部講習会『酢的生活（すてきせいかつ）』 

 2月8日＇木（、JAみついし女性部＇田上ひろみ部長（では毎年
恒例となっている講習会に、「エーコープの酢」でお馴染みの大
興産業(株)様より、酒井資夫＇さかいもとお（先生を講師に招いて
開催しました。女性部員のほか一般参加者、Ａマート職員など多
数参加し、用意した席が足りなくなるほどの盛況ぶりでした。 
 講習会では、「人」に「良」い「事」と書いて「食事」、最近の日本
人の食生活ではカルシウム不足と塩分過多であり、『増やそうCa、
減らしNaさい』といったキャッチフレーズとともに、それを補うため
の酢を用いたレシピを紹介していただきました。また、酢の持つ
殺菌効果等を紹介し、「冷蔵庫で一番雑菌が多いのは野菜室、
掃除する時には殺菌効果の高い酢を含ませた布で拭き掃除を
すると効果抜群」など、興味深い話を多数紹介していただきまし
た。 
 講習会後も、参加者からは酢を利用したレシピに関する質問が
多数寄せられ、酒井先生は一つ一つ丁寧に回答していただきま
した。 
 JAみついし女性部では、漬物コンクールや一日研修旅行、運
動会など楽しい行事を企画しています。興味のある方は、JAみつ
いし女性部事務局＇米田・小山内（までお気軽にお問い合わせく
ださい。 

 おもしろエピソードを交えて講演いただいた酒井資夫先生 

女性部員、Aマート職員、一般参加者で満席となった会場 

平成29年度水田合理化「地域とも補償」推進基金決算報告 

１　計画地区名　　　　　　　　　　　　新ひだか町三石地区

２　事業参画農業者

　１（　　対象 水田合理化「地域とも補償」推進事業基金への拠出金承諾書提出者

　２（　　拠出金承諾者 314 名

　３（　　事業参画者 134 名

３　基金の造成及び使途

基金の造成

項　　　目

助 成 金

項　　　目

草地整備更新助成 4,769,410 円

麦作改良助成 300,256 円

牧草種子助成 2,714,500 円

小麦種子助成 155,952 円

アスパラ種子助成 0 円

花き種苗助成 1,352,737 円

除草剤助成 816,172 円

暗渠助成 90,621 円

水稲種子購入助成 2,179,402 円

需給安定対策 422,900 円

次年度繰越 0 円

合　計 12,801,950 円

水稲作付奨励対策 2,602,302 円

 金　　　額 摘　　　　　　　　要

転作者からの拠出金 12,801,950 円
一般作物　　　　1,271.69ha     １,000円/10a

特例作物 　    　　 17.01ha        500円/10a 

 金　　　額 摘　　　　　　　　要

奨励作物保全対策

5,069,666 円

906,793 円

地力増進対策

奨励作物生産拡大対策 4,223,189 円

平成29年度水田合理化「地域とも補償」推進基金決算報告

審査風景２ 



三石産馬の活躍 

2018年度軽種馬市場開催日程 

１　計画地区名　　　　　　　　　　　　新ひだか町三石地区

２　事業参画農業者

　１（　　対象 水田合理化「地域とも補償」推進事業基金への拠出金承諾書提出者

　２（　　拠出金承諾者 314 名

　３（　　事業参画者 134 名

３　基金の造成及び使途

基金の造成

項　　　目

助 成 金

項　　　目

草地整備更新助成 4,769,410 円

麦作改良助成 300,256 円

牧草種子助成 2,714,500 円

小麦種子助成 155,952 円

アスパラ種子助成 0 円

花き種苗助成 1,352,737 円

除草剤助成 816,172 円

暗渠助成 90,621 円

水稲種子購入助成 2,179,402 円

需給安定対策 422,900 円

次年度繰越 0 円

合　計 12,801,950 円

水稲作付奨励対策 2,602,302 円

 金　　　額 摘　　　　　　　　要

転作者からの拠出金 12,801,950 円
一般作物　　　　1,271.69ha     １,000円/10a

特例作物 　    　　 17.01ha        500円/10a 

 金　　　額 摘　　　　　　　　要

奨励作物保全対策

5,069,666 円

906,793 円

地力増進対策

奨励作物生産拡大対策 4,223,189 円

平成29年度水田合理化「地域とも補償」推進基金決算報告

市　　　　場　　　　名 対象 開　催　場　所

4月2日 ＇月（ 　九州トレーニングセール ２歳 　佐賀競馬場

4月24日 ＇火（ 　ＪＲＡブリーズアップセール ２歳 　ＪＲＡ中山競馬場

5月11日 ＇金（ 　千葉サラブレッドセール ２歳 　船橋競馬場

5月22日 ＇火（ 　HBAトレーニングセール ２歳 　ＪＲＡ札幌競馬場

6月26日 ＇火（ 　九州１歳市場 １歳 　JBBA九州種馬場

7月3日 ＇火（ 　八戸市場 １歳 　八戸家畜市場

7月9日 ＇月（ 　セレクトセール１歳 １歳

7月10日 ＇火（ 　セレクトセール当歳 当歳

7月17日 ＇火（ 　セレクションセールⅠ １歳 　JBBA北海道市場

8月20日 ＇月（ 　セレクションセールⅡ １歳 　JBBA北海道市場

　サマーセール １歳 　JBBA北海道市場

　オータムセール １歳 　JBBA北海道市場

10月24日 ＇水（ 　ジェイエス秋季繁殖馬セール 繁殖 　JBBA北海道市場

　10月1日(月)～3日(水)

　ノーザンホースパーク

開　催　日

　8月21日(火)～24日(金)

２０１８年度 軽種馬市場開催日程

 ◇　第69回朝日杯フューチュリティステークスＧⅠ＇12/17、阪神（    　　　　
優勝　ダノンプレミアム号　２歳牡馬　    　　　　
　（川上　ケイアイファーム生産）　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（本桐　本桐牧場生産）　　　　　

                                          　　　　　  　　　  　　◇　第11回東京シンデレラマイルＳⅢ＇12/30、大井（    　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 優勝　ニシノラピート号　６歳牝馬　    　　　　

前走サウジアラビアRCを制しデビュー２連勝で重賞制
覇したダノンプレミアム号と川田騎手は、2歳馬の頂点を
決める朝日杯フューチュリティステークスに出走しました。
高い潜在能力から一番人気に推され、レースでも今年デ
ビューした馬とは思えない貫禄漂うレースぶりを披露。最
後の直線では他馬との能力の違いをまざまざと見せつけ、
三石産馬のクラシック制覇が間近に迫る圧巻の強さで勝
利。無傷の3連勝でGⅠ制覇を成し遂げました。

2017年のJRA最優秀2歳牡馬にも選出され、今年のクラ
シック戦線の大本命となったことは間違いありません。今
後の活躍を祈りましょう。

同年4月に地方重賞しらさぎ賞ＳⅢを制して以来、調子
を上げきれずにいました同馬。暮れの大井競馬開催を彩
る牝馬重賞「東京シンデレラマイル」に的場文男騎手と出
走しました。レースではスタートを決めると迷わずハナを主
張し、その後は一人旅。最後の直線でも楽な手応えで後
続を寄せ付けず、2着に1秒差を付ける見事な逃げ切り勝
利を収めました。

2017年は地方重賞2勝をマークした同馬。今年の活躍に
も期待しましょう。

直線に向いても楽な手応えで後続を引き離し圧巻の強さを示した

川田騎手とダノンプレミアム号（父ディープインパクト）

11番人気をはね除け後続を寄せ付けない見事な逃げ切り勝利！

的場文男騎手とニシノラピート号（父サウスヴィグラス）



三石農業青色申告会からのお知らせ 

和牛講習会 

黒毛市場成績

会議内容 時間 場　所

3月8日 ＇木（ 　和牛肥育組合総会 18:30 ＪＡみついし大会議室

3月15日 ＇木（ 　女性部総会 10:30 本桐基幹集落ｾﾝﾀｰ

3月16日 ＇金（ 　和牛改良組合総会 18:30 ＪＡみついし大会議室

3月20日 ＇火（ 　酪農振興会総会 19:00 ＪＡみついし大会議室

3月22日 ＇木（ 　農用馬振興会総会 18:30 ＪＡみついし大会議室

【ＪＡみついし総会までの主要処理事項】

内　　　容 時間 備　考

3月20日 ＇火（ 　ＪＡみついし通常総会開催通知送付 郵送

〃 〃 　　　　　　　　　　　同　議案配布 職員巡回配布

3月27日 (火（ 　地区別懇談会＇鳧舞川筋（ 18:30 ＪＡみついし大会議室

3月28日 (水（ 　地区別懇談会＇西端・三石川筋（ 18:30 延出基幹集落センター

4月6日 (金（ 　第36回　ＪＡみついし通常総会 10:00 本桐基幹集落センター

○　３、４月に行われる各種部会の総会およびＪＡみついし総会までの日程をご案内申し上げます。


開催日＇予定（

日程

ＪＡみついし通常総会及び各種部会総会日程

開催日 性 別 頭 数 平均体重 販 売 価 格 平 均 価 格 最 高 価 格 最 低 価 格 Ｋ ｇ 単 価 DAY単価
去 32 319㎏ 24,113,000 753,531 1,065,000 333,000 2,361 2,550
雌 33 294㎏ 22,017,000 667,182 811,000 491,000 2,266 2,165

繁殖等 4 1,232,000
69 307㎏ 47,362,000 709,692 2,315 2,351

※最高価格：去　加野 孝博さん、雌　小林 嘉弘さん

開催日 性 別 頭 数 平均体重 販 売 価 格 平 均 価 格 最 高 価 格 最 低 価 格 Ｋ ｇ 単 価 DAY単価
去 41 316㎏ 29,297,000 714,561 972,000 480,000 2,264 2,421
雌 34 292㎏ 22,542,000 663,000 1,199,000 370,000 2,269 2,167

繁殖等 20 13,210,000
95 305㎏ 65,049,000 691,187 2,266 2,303

※最高価格：去　田村 和義 さん、雌　沖田 繁さん

2月8日

合 計

○ホクレン南北海道家畜市場 ＇単位：円、税別（

1月10日

合 計

黒毛市場成績 

花き出荷実績

本数 金額 本数 金額 本数 金額 本数 金額

１２月 85千本 8,680 49千本 7,583 134千本 16,263 105千本 11,424

　１月 43千本 4,589 0千本 43千本 4,589 24千本 2,250

１月までの
累計 2263千本 158,540 5346千本 580,552 7609千本 739,092 6712千本 654,581

113.4% 112.9%累計前年対比

＇単位：千円、税別（

個撰 共撰 合計 前年

花き市場成績 

2月１９日＇月（、農協会議室において昨年に引き続き(有)北国肉牛商事代表取締役の小野健一氏による
和牛講習会を開催しました。講習会当日は、肉牛農家および関係者含め30名が講習会に参加しました。

最新の枝肉および素牛市況と種雄牛の動向、そして繁殖・一貫の注意点等を中心に講習を行っていただ
きました。全国の肉用牛の飼養戸数は前年比3.5％の減少、飼養頭数は前年より2万頭の増加に転じ、飼養
頭数の減少は歯止めがかかっていますが、昨年までの5年間で25万頭以上が減少し、毎年7～8万頭が減少
していました。繁殖用牝牛は、59万7300頭となり、2年連続の増加＇約5千頭（になりました。

また、同時に開催しました雪印種苗㈱道央営業所のニールセン明男氏による牧草の勉強会も好評でした。

～全国の種雄牛情勢とみついし牛の改良について～

今回講師を務めていただいた小野健一氏(左) ・ ニールセン明男氏(右)



理事会報告　※主な内容

第１３回理事会　　平成２９年１２月２６日開催

〈報告事項〉

１．定例報告

　１）１２月行事業務報告並びに１月行事業務計画について

　２）１１月末財務進展状況について

　３）１１月末購買品供給実績について

　４）１１月末生産販売実績について

２．資材燃料大口未収金について

３．１１月末組合員勘定について

《議　　案》

１．組合員の加入・脱退について

２．１０月末定例監査に対する回答について

３．支援組合員等の年末精算見込みについて

４．ＦinＴech企業等との連携及び協働に係る方針の決定について

５．自己査定マニュアルの一部変更について

６．担保評価マニュアルの一部変更について

７．自己査定に係る取扱基準の一部変更について

８．畜産等経営資金の貸付について

９．平成２９年度水田合理化「地域とも補償」について

10．生産者団体要望事項について

11．その他

第１４回理事会　　平成３０年１月２６日開催

〈報告事項〉

１．定例報告

　１）１月行事業務報告並びに２月行事業務計画について
　２）１２月末財務進展状況について
　３）１２月末購買品供給実績について

　４）１２月末生産販売実績について

２．資材燃料大口未収金について

３．１２月末組合員勘定残高、並びに組勘整理状況について

４．理事者に対する貯金担保並びに共済担保貸付の実績報告について

５．3,500万円を超える信用供与者の共済担保貸付について

６．第３６回通常総会までの予定について

７．１２月末金融部門監査報告及び次年度監査計画について

８．組合員組織における独占禁止法に関する点検実施報告について

《議　　案》

１．組合員の加入・脱退・増口について

２．退職金の支給について

３．平成３０年度経営定期点検実施計画について

４．定款の一部変更について

５．資産の償却・引当基準の一部変更について

６．平成３０年度余裕金の運用方針及び運用方法について

７．役員報酬審議会からの答申書について
８．決算手当の支給について
９．固定資産の取得と除却について
10．固定資産の減損と取り壊しについて
11．平成３０年度貸付金利率の最高限度の決定について
12．平成３０年度理事に対する貸付金（貯金・共済担保）の事前承認について
13．平成３０年度信用供与限度額の設定について
14．平成３０年度支援組合員について
15．平成２９年度町外生産物手数料支払いについて
16．平成２９年度各種共励会総会表彰の軽種馬関係について
17．修繕費の支出について
18．その他



理事会報告　※主な内容

第１３回理事会　　平成２９年１２月２６日開催

〈報告事項〉

１．定例報告

　１）１２月行事業務報告並びに１月行事業務計画について

　２）１１月末財務進展状況について

　３）１１月末購買品供給実績について

　４）１１月末生産販売実績について

２．資材燃料大口未収金について

３．１１月末組合員勘定について

《議　　案》

１．組合員の加入・脱退について

２．１０月末定例監査に対する回答について

３．支援組合員等の年末精算見込みについて

４．ＦinＴech企業等との連携及び協働に係る方針の決定について

５．自己査定マニュアルの一部変更について

６．担保評価マニュアルの一部変更について

７．自己査定に係る取扱基準の一部変更について

８．畜産等経営資金の貸付について

９．平成２９年度水田合理化「地域とも補償」について

10．生産者団体要望事項について

11．その他

第１４回理事会　　平成３０年１月２６日開催

〈報告事項〉

１．定例報告

　１）１月行事業務報告並びに２月行事業務計画について
　２）１２月末財務進展状況について
　３）１２月末購買品供給実績について

　４）１２月末生産販売実績について

２．資材燃料大口未収金について

３．１２月末組合員勘定残高、並びに組勘整理状況について

４．理事者に対する貯金担保並びに共済担保貸付の実績報告について

５．3,500万円を超える信用供与者の共済担保貸付について

６．第３６回通常総会までの予定について

７．１２月末金融部門監査報告及び次年度監査計画について

８．組合員組織における独占禁止法に関する点検実施報告について

《議　　案》

１．組合員の加入・脱退・増口について

２．退職金の支給について

３．平成３０年度経営定期点検実施計画について

４．定款の一部変更について

５．資産の償却・引当基準の一部変更について

６．平成３０年度余裕金の運用方針及び運用方法について

７．役員報酬審議会からの答申書について
８．決算手当の支給について
９．固定資産の取得と除却について
10．固定資産の減損と取り壊しについて
11．平成３０年度貸付金利率の最高限度の決定について
12．平成３０年度理事に対する貸付金（貯金・共済担保）の事前承認について
13．平成３０年度信用供与限度額の設定について
14．平成３０年度支援組合員について
15．平成２９年度町外生産物手数料支払いについて
16．平成２９年度各種共励会総会表彰の軽種馬関係について
17．修繕費の支出について
18．その他

※受付時に、検査受診の有無を確認させていただきます。

確認項目 　１．胃がん　　２．肺がん　　３．大腸がん

　４．肝炎検査＇40才以上で受けたことのない方 自己負担900円（

　５．前立腺検査＇50才以上の方 全額自己負担2，700円（

　６．エキノコックス検査＇過去5年受けていない方 自己負担300円（

　　      ご予約と詳しいお問い合わせ　　　　　ＪＡみついし管理部＇担当：工藤、東川　☎３４－２０１１（

日頃、皆様におかれましては、健康管理についてそれぞれご配慮されていることと存じますが、日本人の死
因は、ガン・心臓病・脳卒中の三疾患でなんと６割以上を占めています。成人病は初期には自覚症状がなく、
症状が現れたときには病気が進行していて、なかなか元に戻すことができません。従って定期的に成人病検
診や人間ドックで早期発見することが重要です。年に一度の健診で健康状態を確認してください。

巡回ドックのご案内

各種ローンのご案内

自動車の購入、修理、車検等に！

【ご利用いただける方】
借入時年齢満20歳以上65歳未満、完済時年齢満72歳未満の方
安定継続した収入がある方、当JAの地区内在中または在勤の方
保証会社の保証が受けられる方
【お使いみち】
自動車、ﾊﾞｲｸ購入、車検、修理費用、保険掛金
免許取得費用、車庫建設、他行自動車ﾛｰﾝ借換

※お借入金額、お借入期間、返済方法等につきましては、お気軽にご相談ください。
融資課【鳥井、田湯】

年１.８０％

※受付時に、検査受診の有無を確認させていただきます。

確認項目 　１．胃がん　　２．肺がん　　３．大腸がん

　４．肝炎検査＇40才以上で受けたことのない方 自己負担900円（

　５．前立腺検査＇50才以上の方 全額自己負担2，700円（

　６．エキノコックス検査＇過去5年受けていない方 自己負担300円（

　　      ご予約と詳しいお問い合わせ　　　　　ＪＡみついし管理部＇担当：工藤、東川　☎３４－２０１１（

日頃、皆様におかれましては、健康管理についてそれぞれご配慮されていることと存じますが、日本人の死
因は、ガン・心臓病・脳卒中の三疾患でなんと６割以上を占めています。成人病は初期には自覚症状がなく、
症状が現れたときには病気が進行していて、なかなか元に戻すことができません。従って定期的に成人病検
診や人間ドックで早期発見することが重要です。年に一度の健診で健康状態を確認してください。

巡回ドックのご案内

各種ローンのご案内

自動車の購入、修理、車検等に！

【ご利用いただける方】
借入時年齢満20歳以上65歳未満、完済時年齢満72歳未満の方
安定継続した収入がある方、当JAの地区内在中または在勤の方
保証会社の保証が受けられる方
【お使いみち】
自動車、ﾊﾞｲｸ購入、車検、修理費用、保険掛金
免許取得費用、車庫建設、他行自動車ﾛｰﾝ借換

※お借入金額、お借入期間、返済方法等につきましては、お気軽にご相談ください。
融資課【鳥井、田湯】

年１.８０％

※受付時に、検査受診の有無を確認させていただきます。

確認項目 　１．胃がん　　２．肺がん　　３．大腸がん

　４．肝炎検査＇40才以上で受けたことのない方 自己負担900円（

　５．前立腺検査＇50才以上の方 全額自己負担2，700円（

　６．エキノコックス検査＇過去5年受けていない方 自己負担300円（

　　      ご予約と詳しいお問い合わせ　　　　　ＪＡみついし管理部＇担当：工藤、東川　☎３４－２０１１（

日頃、皆様におかれましては、健康管理についてそれぞれご配慮されていることと存じますが、日本人の死
因は、ガン・心臓病・脳卒中の三疾患でなんと６割以上を占めています。成人病は初期には自覚症状がなく、
症状が現れたときには病気が進行していて、なかなか元に戻すことができません。従って定期的に成人病検
診や人間ドックで早期発見することが重要です。年に一度の健診で健康状態を確認してください。

巡回ドックのご案内

各種ローンのご案内

自動車の購入、修理、車検等に！

【ご利用いただける方】
借入時年齢満20歳以上65歳未満、完済時年齢満72歳未満の方
安定継続した収入がある方、当JAの地区内在中または在勤の方
保証会社の保証が受けられる方
【お使いみち】
自動車、ﾊﾞｲｸ購入、車検、修理費用、保険掛金
免許取得費用、車庫建設、他行自動車ﾛｰﾝ借換

※お借入金額、お借入期間、返済方法等につきましては、お気軽にご相談ください。
融資課【鳥井、田湯】

年１.８０％

【ご利用いただける方】
・借入時年齢満20歳以上65歳未満、完済
時年齢満72歳未満の方
・安定継続した収入がある方
・当ＪＡ地区内在住中または在勤の方
・保証会社の保証が受けられる方
【お使いみち】
・自動車、バイク購入資金
・車検、修理費用
・保険掛金
・免許取得費用
・車庫建設
・他行自動車ローン借換 など

※お借入金額、お借入期間、返済方法等
につきましては、お気軽にご相談下さい。

融資課【鳥井・田湯・田村】

年１.５０％
固定金利

部　署 曜　日 （変更後）４月～９月 （変更前）１０月～３月

月～金

土曜日

月～金

土曜日

月～金 9:00～18:30 9:00～18:00

月～金 8:00～17:00 8:30～16:30

土曜日 8:00～17:00 8:30～12:00

祝　日 8:30～17:00

月～金 8:00～18:00 8:30～17:30

土曜日 8:00～17:00 8:30～17:00

祝　日 8:30～17:00

★現金自動支払機（ＡＴＭ）利用時間

4月１日より農協各部署の営業時間が変更となりますのでお知らせいたします。

事務所

月～金 8:45～18:00

8:30～17:00

8:30～12:00

9:00～16:00

※ＡＴＭのみ稼働

9:00～17:00

金融部

土曜日 9:00～14:00

資材店舗

給油所

Ａマート 土・日
祝　日

ＪＡみついし通常総会及び各種部会総会日程 

（３・４月の送迎バス運行日）  

3月6日・3月13日・3月20日・3月27日・4月3日・4月10日・4月17日・4月24日です（毎週火曜日）。  

会議内容 時間 場　所

3月8日 ＇木（ 　和牛肥育組合総会 18:30 ＪＡみついし大会議室

3月15日 ＇木（ 　女性部総会 10:30 本桐基幹集落ｾﾝﾀｰ

3月16日 ＇金（ 　和牛改良組合総会 18:30 ＪＡみついし大会議室

3月20日 ＇火（ 　酪農振興会総会 19:00 ＪＡみついし大会議室

3月22日 ＇木（ 　農用馬振興会総会 18:30 ＪＡみついし大会議室

【ＪＡみついし総会までの主要処理事項】

内　　　容 時間 備　考

3月20日 ＇火（ 　ＪＡみついし通常総会開催通知送付 郵送

〃 〃 　　　　　　　　　　　同　議案配布 職員巡回配布

3月27日 (火（ 　地区別懇談会＇鳧舞川筋（ 18:30 ＪＡみついし大会議室

3月28日 (水（ 　地区別懇談会＇西端・三石川筋（ 18:30 延出基幹集落センター

4月6日 (金（ 　第36回　ＪＡみついし通常総会 10:00 本桐基幹集落センター

○　３、４月に行われる各種部会の総会およびＪＡみついし総会までの日程をご案内申し上げます。


開催日＇予定（

日程

部　署 曜　日 （変更後）４月～９月 （変更前）１０月～３月

月～金

土曜日

月～金

土曜日

月～金 9:00～18:30 9:00～18:00

月～金 8:00～17:00 8:30～16:30

土曜日 8:00～17:00 8:30～12:00

祝　日 8:30～17:00

月～金 8:00～18:00 8:30～17:30

土曜日 8:00～17:00 8:30～17:00

祝　日 8:00～17:00

★現金自動支払機（ＡＴＭ）利用時間

土曜日 9:00～14:00

資材店舗

給油所

Ａマート 土・日
祝　日

4月１日より農協各部署の営業時間が変更となりますのでお知らせいたします。

事務所

月～金 8:45～18:00

8:30～17:00

8:30～12:00

9:00～16:00

※ＡＴＭのみ稼働

9:00～17:00

金融部


