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ＪＡ葬祭会館ごくよう
大船渡会館オープンに向けて 第２弾
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あこちゃん（２歳）

家での過ごし方
車のおもちゃで遊ぶのが大好き！
おじいちゃんとよくドライブに行きます。
好きなキャラクターはピカチュウとヤドンだそうです。
お子さんへ一言
稲のように元気に大きく育ってほしいです。
今回は稲刈り前の田んぼの前でパシャリ！

P14

P15

P16

表紙のKIDS＆BABY大募集!!
お子様、お孫さんを
表紙に載せてみたいという方は、
ＪＡおおふなと企画課広報編集係
もしくは 最寄りの支店窓口
までご連絡をお願いします。
日程調整の上、撮影に伺います。
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まもなく開 館！！

JA葬祭会館ごくよう

特
集

第2弾

大船渡会館オープンに向けて
11/15

開館

完成予定イメージ

今回はオープンが目前となったＪＡ葬祭会館ごくよう大船渡会館の特色についてご紹介！
新たなサービスで、これまで以上に心に残る葬儀をお手伝いさせていただきます。

安置室
（2部屋完備）

オンライン（リモート）葬儀が可能

病室から直接安置することが可能です。
安置室で家族葬を執り行うこともできます。

遠く離れた場所にいる家族や親せき、故人と
親しかった方が、パソコンやスマートフォンを使
用しリモートで参列することができます。

プロジェクターによる演出が可能

給茶機設置
（無料）

故人を偲ぶ思い出の写真や、遠方にいるお孫
さんからのビデオレター、故人が生前に撮影し
た家族へのエンディングムービーなど、プロジェ
クターを使用した演出ができます。

コーヒー、
緑茶、
ウーロン茶など
無料でご利用いただけます。

ペット葬儀が可能

Wi-Fi完備

ペット葬儀のほか、
ペット用の棺、
骨壺セットなどの販売も行っております。

どなたでも利用可能なフリーWi-Fiです。

２日間
限定

13 14

11/

11/

土

12: 00〜16: 00

日

10: 00〜16: 00

ご来場感謝
プレゼント

ティッシュ
ペ ー パ ー 5箱
１家族につき５箱

JA葬祭会館ごくように関するお問い合わせは
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至 三陸道大船渡
インター

45

三陸鉄道
リアス線

至 盛駅
大船渡
警察署

ごくよう
大船渡会館

至 赤崎方面

お客様内覧会開催

大船渡会館ご案内

リアスホール

P

大船渡税務署
至 大船渡病院
至 大船渡町方面
至 大船渡町方面

葬祭センターごくよう

☎27-5940

ＪＡおおふなとは 9 月 27 日、交通安全に関する誓約書を大船渡警察署に提出し、役職員
一丸となって交通安全に取り組むことを誓いました。この取り組みは、交通事故のない住
みよく明るい社会づくりのため昭和 55
年から続いており、この日は、大澤勇
希常務、高橋寿夫共済部長、菅野早実
普及推進課長が同署を訪問し、役職員
303 人分の誓約書を高橋幸伸署長に手

タウントピックス

交通安全の模範目指す ～交通安全誓約書提出式～

渡しました。そのほかにも、資材とし
てのぼり旗全５種 30 本とハンドプレー
ト 10 個を寄贈しました。
大澤常務は「組織全体で無事故・無
違反、交通安全の模範となるよう取り
組んでいく」と決意を述べました。

交通安全誓約書提出式に出席した関係者の方々

今後の計画について

～乾椎茸生産部会通常総会～
ＪＡおおふなと乾椎茸生産部会は９月 29 日、ＪＡ
おおふなと本店にて通常総会を開き、会員やＪＡ役
職員 12 人が出席しました。議事では、令和３年度の
事業計画など全４議案を審議し、いずれも承認・可
決されました。
通常総会終了後、
「第 54 回全農乾椎茸品評会 平田
聡一郎氏林野庁長官賞受賞報告会」が行われ、猪股
通常総会の様子

組合長から、賞状が手渡されました。

日頃市町米農家有志から新米の寄付 ～施設利用者や職員にエールを～
10 月８日、日頃市町板用地域を中心とした米農
家有志一同から、施設利用者や職員を応援したい
と新米「ひとめぼれ」30㎏の寄付がありました。
有志を代表して施設を訪れた鈴木信男さんと中
村和司さんは「地元にある福祉施設の利用者、職
員を応援したい。町内の生産者間で、“ 次は私も
支えよう ” という気持ちが生まれてくれれば」と
話していました。
寄付を受け、日頃市デイサービスの坂本施設長
は「とてもありがたい。今後も地元に愛される施
設となるよう努力していきたい」と話しました。

新米を坂本施設長に手渡す有志の代表
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組合員との対話を通じて ～全役職員による組合員訪問～
ＪＡおおふなとは、組合員の生の声を聴き、更な
る組合員満足度の向上や組合員に必要とされる組織
運営へ反映することを目的に、全役職員による組合
員訪問を実施しました。
このうち、10 月 8 日には猪股組合長が組合員宅を
訪問し、ＪＡに対するニーズや要望等の意見交換を
行いました。
意見交換を受け、猪股組合長は「組合員の声を反
映し、より良い事業運営にしていきたい。農業と地
域の発展に貢献できるよう役職員一丸となって自己
組合員と意見交換をする猪股組合長

改革に取り組んでいく」と意気込みを語りました。

秋の味覚を収穫

～ＪＡ青年部さつまいも栽培～
10 月 5 日、ＪＡおおふなと青年部は市民農園へ定
植した「紅はるか」約 600㎏を収穫しました。昨年
と比べ収穫量が大幅に増えた為、収穫作業は大変そ
うでしたが終始和やかな雰囲気で行われました。収
穫したさつまいもについては、昨年と同様に支店イ
ベント等で焼きいもにして販売する予定です。
さつまいもを掘る青年部員

今後の管理のポイント ～りんご栽培指導会～
10 月 14 日、ＪＡおおふなとは米崎町にある金野秀一さんのほ場でり
んご栽培指導会を開き、生産者ら約 30 人が参加しました。大船渡農業改
りんご栽培指導会の様子

良普及センターの柳本普及員が今後の管理について解説し、
「すでに “ ふ
じ ” の着色管理適期。気温が低すぎると着色が進まないため、作業が遅れ
ないよう計画的に実施するように」と呼びかけました。

更なる安心・安全を目指して
～キウイフルーツ安全確認会～

10 月８日、いわて生協は赤崎町の志田良久さんの園地にてキウイフルー
ツ安全確認会を行い、生産者ら 9 人が参加しました。この会は、チェック
リストに基づいて生産現場を点検し、意見を出し合うことを目的に行われ
るもので、参加者の方々は終始真剣に取り組んでいました。
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安全確認会の様子

～キャッセン秋の大感謝市に出店～
ＪＡおおふなとは 10 月 10 日、大船渡市のキャッ
セン大船渡で開かれた「秋の大感謝市」に出店し、
野菜や新米などを販売しました。陸前高田市で開催
された花火大会の翌日ということもあり、会場は多
野菜や６次化商品などを販売

くのお客様で賑わいました。

タウントピックス

旬の農産物など販売

地域の方々に感謝を込めて
～高田支店・高田購買センター
オープン 1 周年記念～
高田支店は 10 月 12 日から 15 日までの 4 日間、
新築移転 1 周年記念イベントを開催し、期間中に店
舗を利用した方々に記念品のプレゼントや正面玄関
での特売会を行いました。また、最終日には駐車場
にて青空市場を開催。青年部や女性部のほか、地元
の企業が出店し、大きな賑わいを見せました。

～大船渡支店「ちっちゃな農業まつり」～
大船渡支店は 10 月 15 日、新築移
転２周年を記念して「ちっちゃな農業
まつり」を開催しました。地元の花農
家や A コープなどが地域の農産物や加
工商品を特別価格で販売し、多くの来
場者が商品を買い求めていました。

誰でも簡単にできる種まき方法 ～たねダンゴ講習会～
10 月 15 日と 16 日、世界の椿館・碁石にて
「花と緑のまちづくり たねダンゴ講習会」を開
催しました。２日間で 20 人が参加し、様々な
花の種を使用したたねダンゴを作りました。
たねダンゴとは、日本家庭園芸普及協会が
行った東日本大震災の復興支援活動をきっかけ
に、試行錯誤を重ねて作られた新しい種まきの
方法で、肥料の入った土を丸めて種を入れたも
講習会の参加者と井上晃子職員

ののことを言います。
広報 JAおおふなと
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寒い季節に温かい麺はいかがですか？
注文を希望される方は、お近くのJA各支店窓口へお申し込みください。（各支店お問合せ先はP16に記載）

受付期間
12月20日
（月）
まで

天ぷらそば

なべ焼きうどん

（160ｇ×８食）

（200ｇ×８食）

1,630円（税込）

1,260円（税込）

カレーうどん
（200ｇ×８食）

1,200円（税込）

お問合せ先
経済部

☎ 26-4044

地元のお米を食べよう！！

稲作農家応援プロジェクト
気仙地方
令和 3 年

ひとめぼれ 玄米
たかたのゆめ 玄米

30kg

新米

慣行一等米

9,500円（税込）

◇ご注文はＪＡ各支店の窓口へお願いします。
（P16に記載）
◇ご注文受付後、1週間を目安にお届けします。
◇精米については、お受けできませんのでご了承ください。

受付期間
12月24日
（金）
まで

ＪＡの家庭雑誌12月号のご紹介
付録 2022年 家の光家計簿
① 日記付き

家の光
1,027円

2022年 版 の 家 計 簿 で は、
SDGs に関連して、家計管理
の面で私たち一人一人ができ
ることを提案します。

（税込）

特集①
認知症予防は楽しく！
健康習慣

付録 2022年 未来にのこす
② わたしノート

もしもの時の不安を少しで
も減らして、今を前向きに生
きることにつながる内容です。

特集②
塩分甘さ控えめ今どきおせち

地上
618円

ちゃぐりん
492円

特集
「担い手」を増やす
後継者と次世代人材の
育成の方策

内容
なるほど！THE世界のトモダチ
タオ先生のことば遊び笑学校
ちゃぐりんレポーター大募集！

（税込）

（税込）

お問合せ先
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年間購読
受付中！

経済部 ☎26-4044 または ＪＡ各支店
（P16に記載）

経済部・介護支援センターからのお知らせ

ふれあいルームのご案内
毎週火曜日に、金融移動店舗車「ふれ愛・きずな号」の来所に合わせて、お茶を飲みながらゆっくりお話
しできる場所を設けています。11・12月は下記日程の通り実施する予定ですのでお知らせいたします。
日にち

時

間

内

容

場

13時30分～15時

筋力向上全身体操

13時～15時

血圧測定・介護相談・健康相談等

21日
（火）

13時30分～15時

歌に合わせた全身体操

28日
（火）

13時～15時

血圧測定・介護相談・健康相談等

11月16日
（火）

所

30日
（火）
12月 7日
（火）

旧ＪＡ日頃市支店

14日
（火）

※新型コロナウイルス感染症の状況により、休止する場合があります。
お問合せ先

経済部・介護支援センター

☎ 26-1231（担当：多田・川原・金野）

経済部からのお知らせ

おかげさまで10周年！ セルフたかたSS感謝祭
震災後いち早く復旧したセルフたかたSSが10年目を迎えました。
組合員・地域・利用者の皆様への感謝の気持ちを込め感謝祭を開催いたします。
期間：11月の毎週土曜日・日曜日 ［月～土］７時～19時 ［日・祝］８時30分～17時30分
内容：15ℓ以上給油の方にBOXティッシュをプレゼント
お問合せ先

セルフたかたSS

☎ 54-5000

世界の椿館・碁石からのお知らせ

ハンギングバスケット教室開催のご案内
クリスマスからお正月にぴったりなリース型ハンギングバスケットを作ってみませんか？
期間：12月１日（水）または４日（土） 午前10時～12時
場所：世界の椿館・碁石
内容：①基本コース…初めての方におススメ！花の数が少なく簡単に作れるタイプです。
②応用コース…経験者はこちら！花数が多くボリュームのあるタイプです。
参加料及び定員：
12月１日（水）

12月４日（土）

基本コース
（3,000円）

定員５名

定員５名

応用コース
（5,000円）

定員５名

定員５名

※各コース１日
５名まで（計20名）

募集締切：11月28日（日） 定員に達し次第締め切らせていただきます。
持ち物：薄手の使い捨て手袋、エプロンなど（汚れても大丈夫な服装でお越しください）
講師：ハンギングバスケットマスター
お問合せ先

世界の椿館・碁石

藤原

喜久江さん

☎29-4187
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営農部からのお知らせ

令和4年産米 銀河のしずく作付経営体への説明会開催について
令和４年産米「銀河のしずく」の作付けに当たり、作付条件、栽培適地等に関する説明会を開催致します。
作付け可能かどうかは、岩手県で定めたルール等がありますので、作付けを希望される方は必ずご出席い
ただき、ご確認をお願い致します。
開催日：令和３年11月24日（水） 午後２時から
開催場所：陸前高田市総合営農指導センター
（陸前高田市米崎町字川崎238-1）

お問合せ先

営農部・農産園芸課

☎22-7520

作付対象者要件（一部抜粋）
・基本的要件（いずれかに該当する者）
ア 認定農業者であること。
イ 地域農業マスタープランにおける中心経営体
であること。
ウ 米の販売実績がある者であること。

営農部からのお知らせ

農薬は適正に使いましょう
【不適正な農薬使用を防ぐためのポイント】
■適用農作物を確認
・農薬は製剤ごとに使用できる農作物が異なります。
・使用したい農作物がラベルに記載されているか必
ず確認しましょう。
■使用時期を確認
・農薬には「収穫〇日前まで」といった使用時期が
定められています。農薬を使用する前に、必ずラ
ベルの使用時期を確認し、収穫予定日までの日数
が確保されているか確認しましょう。
・農作物を収穫する前に、農薬の使用記録簿により
農薬を使用した日から農作物を収穫するまでの日
数がラベルどおり確保されているか確認しましょ
う。

■使用回数を確認
・農薬は、その含有する有効成分毎に使用できる総
使用回数が定められています。使用記録簿には有
効成分ごとの使用回数を記載し、農薬の使用前に
使用記録簿とラベルにより使用回数を確認しま
しょう。
・購入した種苗に農薬が使用されているかどうかを
確認し、あらかじめ自身が使える農薬の使用回数
を把握しておきましょう。
■使用量・希釈倍数を確認
・ラベルに記載されている使用量・希釈倍数を確認
しましょう。
・農薬を調製する時には、使用する農薬の量の計算
間違いに注意しましょう！

「いつも使っているから自分は大丈夫！」と思っていても、実は適用農作物、使用量・希釈倍数、使用時期、
使用回数等を間違えて使っていることも。使い慣れた農薬でも使用前には、必ずラベルを確認しましょう！

経済部からのお知らせ

令和4年度 水稲苗・水稲農薬・春肥料・生産資材 予約注文受付開始のご案内
当ＪＡでは、
「予約」
「持ち帰り」
「当用配達」の３段階の価格を設定、予約価格を最安値に設定しておりま
すので、この機会に年間使用分の全量注文をおすすめ致します。なお、原料価格の高騰により一部商品を
値上げしておりますので予めご了承願います。予約注文書は、ＪＡ各支店窓口へご用意しているほか、過
去３年間ご注文頂いた方には順次送付させていただきます。
締切：令和３年12月24日（金）
お問合せ先
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各購買センター（大船渡 ☎ 26-4044／高田
またはＪＡ各支店（P16に記載）

☎ 54-4148／世田米ふれあい

☎ 46-3664）

サラリーマンの年金
（厚生年金）

２階立て

農業者の年金
（国民年金のみ）

１階立て

農業者の年金はサラリーマンと違い公的年金の１階部分であ
る国民年金のみです。厚生年金を受給するサラリーマン並の年
金を確保するには、自分で２階部分の年金を準備する必要があ
ります。この２階部分として農業者には農業者年金があります。
農業者の年金（国民
年金＋農業者年金）

国民年金保険料
納付免除者を除く

国民年金第１号被保険者等の農業者年金への加入要件に加え、

39歳までに加入
農業所得が 900万円以下
下記の農業者の担い手要件 を満たせば受けられます 。

① 認定農業者で青色申告をしている人

② 認定新規就農者で青色申告している人

③ ①または②の要件を満たす経営主と家族経営協定を
締結して経営に参画している配偶者、後継者
など

へは･･･
国民年金
第１号
被保険者

を受けるには･･･

月額最大１万円の保険料補助

●国庫補助を受けられる期間は最長20年間です。
（35歳以上の支援は最長で10年間です。）

年間60日以上
農業に従事

60歳未満

●国庫補助を受けている間の保険料 は月額2万円（国庫補助額を含

む）で固定され、加入者が負担する保険料は、2万円から国庫補助額を差
し引いた額になります。
●国庫補助を受けられる期間を過ぎた場合は通常の保険料（月額
2万円〜6万7千円の間で千円単位で選べ、変更も自由です。）になります。

詳しい内容のお問合せは…

の方ならどなたでも加入できます。 お近くの農業委員会またはＪＡ各支店（P16に記載）
広報 JAおおふなと
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夏秋野菜の栽培に興味はありませんか？
新規栽培希望者の相談会

ＪＡおおふなと職員や生産部会の先輩方がやさしく収穫までサポートします！この機会にぜひご相談ください。

実際のほ場の様子

【日

時】11月30日
（火） 13時30分〜16時

【場

所】陸前高田市総合営農指導センター
２階 研修室

【内

容】各生産部会の紹介、栽培方法、経営資産等の説明
新規・規模拡大に関わる補助事業の説明
個別相談

【対象品目】ピーマン、キュウリ、ズッキーニ、トマト
【参 加 料】無料
【申込締切】11月26日
（金）

お問合せ先

営農部・農産園芸課

☎ 22-7520（担当：菅野

晶）

税込み/単位:頭、円、kg

市場名

県

和 牛 子 牛
家 畜 市 場
情 報 10 月

南

大船渡

高

住

田

田

性別

頭数

平均価格

最高価格

平均体重

雌

220

678,002

1,291,400

287

去

255

724,378

1,095,600

320

計

475

703,110

雌

2

762,850

828,300

292

去

4

689,425

762,300

303

計

6

713,900

雌

-

-

去

1

686,400

計

1

686,400

雌

4

832,150

1,291,400

279

去

2

587,950

598,400

310

計

6

750,750

305

299
686,400

315
315

289

お問合せ先

営農部

広報 JAおおふなと
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畑仕事に便利な農具
快適で楽しい作業にするために

す。そのため地域によって形状

に適した形に作り上げた道具で

さん」が、農作業の用途や土質

農具はかつての「村の鍛冶屋

作業に適しています。

らな角スコップは運ぶ、混ぜる

コップは穴掘り作業に、先が平

どに使い、先のとがった剣先ス

る、堆肥・肥料を土と混ぜるな

ホーとも呼ばれる半月形や三角

草削りには、片手鍬（ぐわ）
、

［除草、土寄せ作業］
（図３）

材）を使い、
表面をならします。

れいに仕上げるには、
板切れ
（端

除去できます。最後に、畝をき

園芸研究家●成松次郎

がさまざま。そろえておきたい

［畝立て作業］（図２）

に分かれ、粘土質の畑でも土離

い ま す。 備 中 鍬 は ３、４ 本 の 爪

鍬（ぐわ）か唐鍬（ぐわ）を使

のような畑を起こすには、備中

草の根がはびこっています。こ

物を選びましょう。農具を一つ

や重さが体や体力などに合った

て、整地作業もできます。長さ

ます。平鍬の背側や側面を使っ

とんどの作業がこれ１本ででき

畝を立てる、土寄せするなどほ

き、耕す、整地をする、
溝を掘る、

草を刈るのに向いています。

断します。のこぎり鎌は、堅い

鎌先を地際から手前に引いて切

伸 び て き た 草 を 片 手 で つ か み、

草 刈 り に は 平 鎌 を 使 い ま す。

りにも使えます。

角鍬（ぐわ）は、土寄せ、溝切

長く立ち姿勢で作業ができる三

形の軽量な鍬があります。柄が

れの良い刃型で、芋の掘り起こ

選ぶとすれば、万能の平鍬です。

平鍬（くわ）は１枚の刃が付

代表的な農具を紹介します。
［土起こし作業］（図１）

しにも重宝します。唐鍬は１枚

また、効率良く整地作業をする

荒 れ た 畑 は 上 が 固 く 締 ま り、

の細身で肉厚の刃で、頑丈なの

には、熊手のようなレーキを使
います。土中の雑草の根なども

で荒起こしに向きます。
スコップは土を運ぶ、穴を掘

vol.647
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除草、土寄せ作業

図3

畝立て作業

図2

土起こし作業

図1

あなたもチャレンジ！

Point

読者の掲示板
読者の皆様からお寄せいただいた
お便りをご紹介します。

ＪＡ広報の楽しみは、表紙を飾って
いる人々の笑顔で私を明るくしてくれ
るので、いつも幸せを感じながら見
ています。また、年を重ねるたびぼ
けてきているのでこのクロスワードを
楽しみに行っています。季節ごとに
煉炭の注文やら旅行のことやら四季
がわかる広報です。今後も楽しませ
てください。
（住田町）

頭の
体操

震災後、新築したマッチ箱程度の
家のわきの空き地を少～し借用し、
きゅうり 2 本、なす 2 本、ピーマ
ン 1 本を植えて楽しく収穫し食しま
した。家計にも胃袋にも最高でした
（笑）（米崎町）

漬物のシーズンとなりました。白菜、
ダイコン、赤カブ、白カブ、バショウ
ナなどなど。それぞれ漬物たちの声
を聞きながら、食べる皆の顔を思い
浮かべながら漬け込むとするか ～。
（住田町）

家庭菜園の枝豆を収穫後、葉大根
の種をまいたらアッという間に大き
くなり家 族 3 人で毎日食べても食
べきれない程です。今年はトマトベ
リーという品種のトマトが立派にで
きて嬉しかったです。
（盛町）

10 月号の広報の表紙のお子さん可愛
いですね。コロナに負けじと元気そう
です。コロナ感染もだいぶ下火になっ
てきたようなので、早く孫たちに逢い
たい気持ちでいっぱいです。
（日頃市町）

クロスワード

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 ?

ヨコのカギ

タテのカギ

01. 一年の終わり。年の——
02. 広葉樹の落ち葉を発酵させて作ることも
03. 農機具などをしまっておく建物
04. 定期貯金が——を迎えた
05. 家事をする際に着ける前掛け
07. 家を建てるときに神主さんを招いてする儀式
09. スプリングとも呼ばれる部品
11. 酒よりお菓子の方が好きです
13. 無地のものには付いていません
15. お——の家に回覧板を回した
17. 食べ過ぎると手が黄色くなるかも？
19. 大みそかの空に響く除夜の——
21. プラスでもマイナスでもないことを示す数字

正解者の中から抽選で 6 名様に景品プレゼント

01. 石川県を代表する色絵磁器といえば——焼
03. 出生届を出すまでに決めます
06. 花などで作るハワイの首飾り
07. ホップ・ステップ・——
08. 炭を入れて使う暖房器具
10. kg、km の k
12. はがきを買ってきて——状を書いた
14. 弓に矢をつがえて狙うもの
16. ソーセージの一種。薄切りにしたものがピザ
のトッピングにも使われます
18. サンタクロースのそりを引きます
20. 木枯らしも颪（おろし）もこれ
22. 原価に利益や経費を盛り込んで付けます
23. まきをくべて使う暖房器具。ペチカは口シ
ア風のこれです

前回の解答「カンツバキ」
10 月号クイズ当選者

応募は郵便はがきに答え、住所、氏名、年齢、職業、ＪＡ広報に対
するご意見・ご感想を記入し下記の住所までお送りください。
〒 022-8507 大船渡市大船渡町字茶屋前 167-4
ＪＡおおふなと総務部企画課広報編集係
【応募締切】令和３年 11 月 22 日（月）必着
※お客様にご提供いただく個人情報は抽選及び景品の発送にのみ利用
するものとし、目的以外の使用はいたしません。

参議院議員

藤木しんや

LINE公式アカウント
藤木しんやの活動や情報が
LINEから簡単に知ることが
出来るようになりました！
ぜひ登録をお願いします！

米 谷
猪 股
大久保
海 上
馬 場
野 呂

正 子 さん（高田町）
光 子 さん（盛 町）
和 子 さん（三陸町）
和 弘 さん（住田町）
しづ江 さん（広田町）
昌 代 さん（住田町）

はじめました！ LINEから
受付中
後援会の入会も

アカウント登録は
こちらから！！

左のQ RコードからL I N E 公 式アカウ
ントの友だち登録が出来ます！

ＪＡいわてはグループは「藤木しんや」参議院議員の活動を応援しています
広報 JAおおふなと
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金融移動
店舗車

“ふれ愛・きずな号”運行スケジュール
下記のとおり金融移動店舗車を運行いたしますので、ご利用を賜りますようお願い申し上げます。

曜日

火

水

木

金

地

域

運

行

場

所

運

行

日

11月

12月

時

間

有住地区

旧ＪＡ有住支店前

16日・30日

7日・14日・21日・28日

9時～11時

日頃市地区

旧ＪＡ日頃市支店前

16日・30日

7日・14日・21日・28日

13時～15時

広田地区

広田地区コミュニティセンター

17日・24日

1日・8日・15日・22日

9時～11時

末崎地区

旧ＪＡ末崎支店前

17日・24日

吉浜地区

吉浜地域振興出張所前

18日・25日

2日・9日・16日・23日

9時～11時

竹駒地区

西部農業センター

18日・25日

2日・9日・16日・23日

13時～15時

綾里地区

旧ＪＡ綾里支店前

19日・26日

3日・10日・17日・24日

9時～11時

赤崎地区

旧ＪＡ赤崎支店前

19日・26日

3日・10日・17日・24日

13時～15時

1日・8日・15日・22日・29日 13時～15時

取扱業務 ①貯金の入出金（現金払い戻し限度額30万円まで） ②定期貯金記帳・繰越・定期積金の掛込等 ③振込
（午後2時受付分まで） ④共済掛金、購買未収金、県税・市税（町税）・水道料・電話料金等の収納 ⑤年金・融資相談
※新型コロナウイルス感染予防のため、予告なしに運行予定の変更、または中止となる場合がございます。

令和3年9月6日
（月）
より木曜日午後の
「立根地区」
営業を廃止しております。
また、
月曜日午後の
「竹駒地区」
営業が木曜日午後へ変更となっております。
令和3年11月2日（火）～11月12日（金）まで金融移動店舗車修理のため、運行を休止させていただきます。ご利用の皆様には大変ご迷惑を
おかけいたしますが、ご理解の程お願い申し上げます。

皆さんはもう新米を食べたでしょうか。私は広報活動を通じて米農家さんのお話を聞
く機会が多かったこともあり、今年はこれまで以上に美味しく感じました。さて、早い
もので 2021 年も残すところ 1 カ月半となりましたね。なんだかあっという間に 1 年が
過ぎようとしています。これから朝晩の寒さが厳しくなってきますので、温かいものを

あとがき

食べて体調を整え、元気に頑張りましょう。
（M）

ＪＡ各支店お問合せ先
大船渡支店

☎ 26-4121

猪川支店

☎ 26-2138

高田支店

☎ 54-3290

世田米支店

☎ 46-2155

広報ＪＡおおふなと
編
集
・
発
行

三陸支店

☎ 44-2131

令和３年11月10日発行

大船渡市農業協同組合・総務部企画課
〒022-8507 大船渡市大船渡町字茶屋前 167-4
☎ 0192-26-5211（代表）https://www.jaiwate.or.jp/ofunato/
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